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第24回日本小児科医会総会フォーラムのご案内

第24回日本小児科医会総会フォーラムを平成25年６月８日(±）９日（日）の両日、大阪市中央公会堂（大

阪市北区中之島１丁目１番27号）で開催致します。

メインテーマは「子どもから学ぶ！聴く！そして育む－熱く語ろう子どもの未来inOsaka-｣､会場は商都・

水の都大阪の歴史的文化遺産である中央公会堂と致しました。大阪・中之島界隈は古い街並みを新たな文化

の中心として再開発中であり、古いなかに新しい息吹きを感じていただけると思います。

プログラムは、特別講演に昨年ノーベル生理学。医学賞を受賞された京都大学iPS細胞研究所所長山中伸

弥教授（ビデオ出演）と高橋和利講師による「iPS細胞研究の進展｣、大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛

生学廣田良夫教授による「インフルエンザワクチン無効論は克服できたか－疫学の視点から－｣、さらに在

阪五大学小児科教授による教育講演「在阪五大学教授小児科の未来を語る」を中心に、大阪小児科医会が創

設以来現在まで行ってきましたさまざまな事業・活動を全国の会員の皆様に見ていただけるよう企画いたし

ました。

大阪市での開催は日本小児科医会生涯教育セミナーの第３回（平成４年、川田義男会長「医と食一今日の

課題一｣）以来20年ぶりのことです。日本小児科医会会員以外でも参加できますので、大阪小児科医会会員

の皆様方も奮ってご参加いただきたく存じます。

第24回日本小児科医会総会フォーラム会頭小川實

テーマ：「子どもから学ぶ！聴く！そして育む－熱く語ろう子どもの未来inOsaka-」

会期：平成25年６月８日(土)、９日（日）

ホームページ：ｈｔｔｐ：／/jpa201auminjp／

フォーラム会場：大阪市中央公会堂（〒530-0005大阪市北区中之島１－１－２７）

懇親会会場：リーガロイヤルホテル大阪（〒530-0005大阪市北区中之島５－３－６８）

【参加登録について】申し込み締切り：平成25年４月22日(月）

参加費 懇親会

事前登録 当日登録 事前登録

医師 12,000円 15,000円 １０，０００円

無料 無料．初期研修医・その他 10,000円

企業 12,000円 15,000円 10000円

学生 無料， 10,000円

同伴者 １００００円

※学生の方は、当日受付にて申込書に記入の上、学生証の提示をお願いします。

【懇親会】

日時：平成25年６月８日(土）１８：４５－２１：００

会場：リーガロイヤルホテル大阪山楽の間

フォーラム会場から懇親会会場への移動はバスをご用意いたします。

参加費

事前登録 当日登録

懇親会

事前登録

医師 12,000円 15,0001リ 10,0001V

初期研修医・その他 無料 無料 0.00011'］

企業 12,000円 15,000}Ⅱ］ 0,000}１１］

学生 無料 0.000円

l可伴者 10,000円



受付開始 1階・表玄関ホール９：３０～

９：３０～１２：３０ポスター受付。貼付企業展示 ３階。中集会室

９：３０～１０：３０日本小児科医会理事会 3階・特別室

１０：００～１２：００サテライトミーティング１ 地下１階・大会議室

「小児救急：診療所から二次救急さらに三次へと命をつなぐ」

１０：００～１２：００ミニシンポジウム ３階・小集会室

「在宅小児医療の実際と将来展望」

１０：３０～１２：３０日本小児科医会総会 1階・大集会室

１２：３０～１３：２０共催セミナー 3会場にて実施

Ｌ「外来における肺炎の適正な抗菌薬治療」

坂田宏（旭川厚生病院小児科主任部長）

２．「小児科から婦人科へのバトンタッチ｜

①「ロタウイルスワクチンの普及、接種、当院から見たそのインパクト」

南武嗣（みなみクリニック院長）

②「子宮頸癌予防の大切さ－ＨＰＶワクチンの最新エビデンスと小児科の先生方へのお願い－」

本郷淳司（香川県立中央病院産婦人科）

３．「AllergymarchPnedisease?」

末廣豊（大阪府済生会中津病院小児科）

１３：３０～１４：１０ポスターセッション３階・中集会室

１４：15～１４：２０開会式 1階・大集会室

１４：２０～１６：５０教育講演１ 1階・大集会室

「在阪五大学教授小児科の未来を語る」

司会：小川實（第24回日本小児科医会総会フォーラム会頭）

Ｌ「ネフローゼ症候群の病因研究の展望」

金子一成（関西医科大学小児科学教授）

２．「Risk-benefitbalanceを考えた小児腎疾患治療の未来」

竹村司（近畿大学医学部小児科学教授）

３．「先天性代謝異常症の未来」

新宅治夫（大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学教授）

４．「実践的発達障害診療の展望」

玉井浩（大阪医科大学小児科学教授）

５．「成長障害診療の現在と未来」

大薗恵一（大阪大学大学院医学系研究科小児科学教授）

１７：００～１８：００特別講演１ 1階。大集会室

座長：澤芳樹（大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学教授）

「iPS細胞研究の進展」

山中伸弥（京都大学iPS細胞研究所所長）－ビデオ出演_

高橋和利（京都大学iPS細胞研究所・初期化機構研究部門講師）

１８：４５～２１：００懇親会リーガロイヤルホテル大阪山楽の間
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1階。大集会室９：３０－１１：３０シンポジウム

座長：松平隆光（日本小児科医会会長)、大林一彦（大阪小児科医会）

「子どもから学ぶ！聰く１そして育む～こどもたちの未来のために；小児科医からの提言～」

Ｌ「子どもを大切にしない国への警鐘～ワクチンを通して見る日本の子育て事情の問題点～」

藤岡雅司（ふじおか小児科院長）

２．「小児科医だからこそできる親支援～診療を通じて「親の育ち」を見守る～

仲野由季子（こども心身医療研究所理事、野瀬クリニック理事長）

３「小児科医による究極の育児支援とは～小児救急から病児保育まで～」

木野稔（中野こども病院院長）

１０：００～１１：３０サテライトミーティング２２階。第６～８会議室

「"保護者から聴く、そして育む”小児救急電話相談のあり方」

11：４０～１２：３０特別講演２ 1階。大集会室

座長：上田重晴（大阪大学名誉教授）

「インフルエンザワクチン無効論は克服できたか－疫学の視点から－」

廣田良夫（大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学教授）

１２：４０～１３：３０共催セミナー 4会場にて実施

Ｌ「細菌性髄膜炎予防ワクチンのEvidence,Impact,Challenge－定期接種化と今後の課題」

岡田賢司（福岡歯科大学総合医学講座小児科学分野教授）

２．「子どもを守るための予防接種スケジュール～ロタウイルスワクチンも含めた考え方～」

薗部友良（NPO法人ＶＰＤを知って、子どもを守ろうの会理事長）

３．「小児科と共有できる皮膚疾患：経皮感作による食物アレルギー“スキンケアをして

食物アレルギーを予防しよう'，」

矢上晶子（藤田保健衛生大学医学部皮膚科学講座准教授）

４．「Ｂ型肝炎とワクチンについて」

藤沢知雄（済生会横浜市東部病院こどもセンター肝臓・消化器部門顧問）

１４：００～１６：００教育講演２３階・小集会室

座長：藤谷宏子（大阪小児科医会）

「食物アレルギーを考える」

Ｌあすからの診療に役立つ最新知識

今井孝成（昭和大学小児科学講座講師）

２．外来診療の実際～アレルギー専門医からの提言開業医の立場から～

千葉友幸（千葉クリニック院長）

１４：００～１６：００市民公開講座公開シンポジウム－発達障がい－ 1階。大集会室

司会：竹中義人（大阪小児科医会）

座長：蔭山尚正（大阪小児科医会)、若宮英司（藍野大学医療保健学部教授）

｢聴いて考えよう～“はったつ凸凹（でこぼこ)”のあるこどもの心」

Ｌ発達凸凹の考え方

永井利三郎（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻教授）

２．「これならわかる一理解と対応のポイント」

石崎優子（関西医科大学小児科学准教授）

３．「対-談：僕がかんがえてきたこと」本人と語る

司会：永井利三郎

４．現場に役立つペアレントトレーニング

岩坂英巳（奈良教育大学特別支援教育研究センター教授。センター長）

すべての子どもに健やかな育ちを一成育基本法制定促進の集い。大阪大会一

１階。大集会室（日本小児科医会、日本小児科医運照共催）

１６：１０～１７：５５

１８：００～１８：１５閉会式 1階・大集会室



【昼食について】

６月８日(土）９日（日）開催の共催セミナーにてお弁当をご用意しております。数に限りがございますので

予めご了承願います。当日は、近隣のレストランの案内もいたします。

【託児サービスについて】

会費納入された事前登録会員に対する事前申込制です。当日受付はいたしません。

場所：大阪市中央公会堂内

日時：平成25年６月８日(土）９：３０～１８：００平成25年６月９日（日）９：３０－１６：１０

料金：無料

申込締切：平成25年５月20日（月）

申込方法:ホームページ（http://jpa2013uminjp/）より保育申込書をダウンロードしFAXにて申込下さい。

【専門医制度。相談医制度認定単位について】

●日本小児科学会小児科専門医制度認定研修会として基本単位10単位が認められます。

●日本小児科医会「子どもの心」相談医制度認定研修会として10単位が認められます。

●日本医師会生涯教育制度認定講座として10単位が認められます。

■第24回日本小児科医会総会フォーラム運営事務局担当：篠原、中山、小松

〒531-0072大阪市北区豊'１１奇３－２０－１インターグループビル

Tel：06-6372-3052Ｆａｘ：066376-2362E-mail：jpa＠intergroupcojp

圏参加登録。宿泊に関するお問い合わせ

日本旅行西日本ＭＩＣＥ営業部医学。学術会議デスク担当：松本

Tel：06-63420230Ｆａｘ：066342-0232
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会長就任にあたり

会長武知哲久
Zi2II

i繩蕊籾慾

このたび第43回大阪小児科医会総会で会長に選出

いただきました武知です。情報広報部会と小児医業

経営部会の担当副会長として任され'０年が経ち、副

会長の退任で終わることなく会長を引き受けること

になりました。浅学非才な私にとり会長就任は身の

引き締まる思いであり、業務遂行には理事・役員の

ご協力､会員のご支援をお願い申し上げる次第です。

平成25年度より大阪小児科医会は一般社団法人とし

て法人格が変更きれ、４名の新理事、２名の新監事、

３名の新裁定委員が加わり、名実ともに新しいス

タートになりました。一般社団法人への移行にあ

たっては、多様な活動内容から府庁と綿密な確認作

業が必要で、先代小川会長はじめ、総務役員や事務

局は多大な作業に尽力され、ここに御礼を申しあげ

ます。医会の舞台が新たになり、これからの活動方

針を新役員とともに早急に調整し、実行していく所

存です。今日に至るまで大阪小児科医会は、社会に

先駆けて子どもの福祉・医療・保健に取り組んでき

た歴史があります。会報を覗くと、平成６年には当

時の厚生省エンゼルプランよりも先行して病児保育

の専門委員会を立ち上げていました。最近では在宅

小児医療で委員会を立ち上げ実践的な活動を実施、

診療報酬にも踏み込んで指導的立場で事業を展開し

ています。一方、定着したわが国の少子高齢化社会

は子育て環境に変化をもたらし、母親の社会進出、

育メンなどと社会構造が大きく変わってきました。

しかしながら国の対策は十分とは言い難く、社会保

障給付費が高齢者に70％、家族給付が３％という現

実は子どもへの施策の立ち遅れを示しており、前述

の病児保育、在宅小児医療の進展を阻んでいるもの

と思われます。今年６月に21年ぶりに大阪が主催す

る日本小児科医会総会フォーラムでは、シンポジウ

ムで小児医療、保健、福祉の現状をみて小児科医か

らの提言を行い、最後に国の子どもへの施策の不条

理を打破することを目標に小児保健法制定の集会を

企面しました。これからの日本社会で子どもの育ち

をいかに守るか､医会はいろいろな事業展開の中で、

市民公開講座や公開講演会など独自の子育て支援事

業にも取り組んできました。この事業の発展ととも

に子育てに関係する行政の施策には積極的に協力、

申し入れをしていく必要J性を感じています。さらに

発達障がいや子どもの心の問題、地域格差のある医

療、乳幼児健診、学校保健、虐待、いじめ、子ども

の貧困など関わるべき課題は山積しています。また

小児医療の担い手をサポートしている病院ネット

ワーク事業は、対象地域を広げることも視野にいれ

ています。医会は7部会を中心に事業展開していま

すが、喫緊の問題はプロジェクト委員会の編成も考

慮し、子どもの医療、福祉、保健の充実に切瑳琢磨

していく所存です。最後に医会は会員の会費で成り

立っており、会員へのサービス向上は基本的な課題

と考えております。学術集会を代表に会員の研鑛の

場を提供、ＩＳＯＰ、会報、ホームページで情報サー

ビス、その内容を充実させていきます。会員の声を

広く吸い上げ、医会活動を身近に報告できる体制を

つくり、会員が充足度を増す医会運営をはかってい

きたいと考えております。

医会の伝統を守りながら、新体制で医会の発展と

活性化をはかってまいりますが、至らぬところがあ

れば遠慮なくご指導頂き、会員の皆様の力で医会を

育てていただければと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。
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一般社団法人大阪小児科医会へ組織変更しました

前会踵小川責

平成25年４月１日に大阪府の認可を得て、大阪小

児科医会は一般社団法人として法務局へ登記致しま

した。

組織移行に関する作業は蔭山名誉会長の時にすで

に審議されておりました。移行すべき組織は「公益

法人」か「一般社団法人」のいずれかであり、両組

織は会員資格、会費徴収、事業のあり方、予算・決

算面などすべての領域で細部まで違った運営を必要

とされ、移行法人の選択には多くのことを勉強しな

ければならないところからのスタートであったと思

います。日本医師会や大阪府医師会の動向を参考に

しながら手続きの開始を待っていたような状況でし

た。

平成23年１０月に顧問会計士と医会総務で検討会を

持ち、２５年４月１日認可を目標にタイムスケジュー

ルを作成し、各作業に着手しております。経過のな

かで、大阪小児科医会の創設以来の先輩方、そして

長年勤務いただいた円山事務長の病気．ご逝去とい

う事態に見舞われ、新しく栗山事務長を迎える７月

まで事務手続きが停滞というような事態などを経験

致しました。この作業の中で、大阪小児科医会の充

実した組織力と事業の豊さ、そして事業内容の充実

を学んだように思います。大阪府には17単科医会が

存在します。これらの単科医会の組織と事業、ある

いは郡市区医師会の事業と比較しても、組織力や事

業の多さと充実した内容は他に類を見ないレベルと

思います。またこれらの事業は国や大阪府行政から

の委託事業ではなく、会員のボランティア活動とし

ておこなわれていることを再確認させていただきま

した。これは安達雅彦初代会長から多くの先輩たち

が積みあげてこられた努力の結実であることを現会

員の皆様にもご理解いただきたいと思います。

新法人に移行しますと、各種事業の、的・運営方

法・予算と決算など、さまざまな面で現在より厳し

い監査指導が予想されます。しかしながらこれによ

り大阪小児科医会のおこなう事業活動やその成果

が、会員にも、一般の方々にもより透明にされるこ

とになります。すなわち、これをもって大阪小児科

医会は全会員の要望・期待を各種事業に反映しなか

ら、同時に一般府民の方に理解されながら小児医療

の発展とこども達の幸せのために貢献していくこと

を約束されたと理解したいと思います。

平成25年度の新役員が､新しい法人組織のもとで、

ますます大阪小児科医会の発展に努力されることを

祈念して報告と致します。
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一般社団法人への移行について

総務部会中島滋郎

平成18年の法律改正により、従来の社団法人は公

益`性の極めて強い公益社団法人と、あまり強くない

一般社団法人に分かれ、どちらも選ばない場合は解

散することになった。もともと、各省庁が各々の監

督する法人を天下り先にしていたことに対して批判

が強まった結果の法改正であり、医師会や単科医会

などのあり方に問題があった訳ではもちろんなく

て、全くの「トバッチリ」と言える。特に、公益性

の定義が暖昧で当初から混乱した。医会や医師会が

｢私益」の活動など行っているはずもないが、法律

では､概ね会員以外の不特定多数に対する活動が｢公

益」と見なされる。例えば本会で言うと、公開講座

は公益`性が高く、逆に会報の発行やＩＳＯＰなどは会

員に対するサービス活動とみなされる。従って、ほ

とんどの地区医師会や単科医会は一般社団法人への

道を選んだ。当医会でも平成23年春頃より総務部会

と'恒栄監査法人が中心となって一般社団法人移行に

向けて、定款の変更および移行後の会計処理の仕方

(公益部分とその他に仕分けする）について作業を

進めてきた。この間に府庁と何度も細部をつめ、本

年４月１日に認可を得ることができた。

法律に従って定款の文章は大きく変わったが、医

会の活動や運営の基本的な部分には変更はない。主

な変更点としては、

（１）定期総会が年二回（２月、５月）から－回（５

月）になる

（２）会長、副会長は代表権のある代表理事となる

（呼称は従来通り）

（３）理事会での委任状での出席は認められない

（４）監事は理事会の出席が義務となる（ただし罰

則は無い）

などである。役員の選挙方法、各部会の構成や活動

内容などは変わらないが、各役員の任期は５月の総

会が区切りになる予定である。

一般法人への移行と言っても会員にとっては名

称が変わるくらいの変化だろうし、事務処理はとも

かくとして実態はあまり変わらないであろう。そも

そも「法人」であるメリットも分かりにくいかもし

れない。しかし、法律に基づいた運営、活動及び会

計処理を行い、監督官庁の監査もきちんと受けてい

る団体であることは、例えば公的活動への参画や行

政への意見の申し入れなどにおいて、一般の任意団

体と比べ社会的信頼度が高い。従って、医会の活動

についても「法人としてふさわしいかどうか」の観

点で常に見て行くことも大切かと考える。
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《うぶ声》

エコチル調査が行われています

大阪大学大学院医学系研究科小児科学教授大薗恵一

①小児の健康に影響を与える環境要因の解明

②小児の脆弱性を考慮したリスク管理体制の構築

③次世代の子どもが健やかに育つ環境の実現

④ライフサイエンス分野の国際競争力の確保

対象疾,患としては、先天奇形、免疫系疾,患（小児ぜ

ん息)、代謝・内分泌系異常（小児肥満)、男児の出

生率、発達障害などです。生体資料として父母の血

液、母乳、膳帯血、新生児の毛髪を採取し、診療記

録票、質問票に基づいた調査を行います。

組織としては、まず、調査研究の中心施設として、

コアセンターを国立環境研究所におき、調査拠点と

して、全国に広がる15カ所のユニットセンターをお

きます。近畿では、京都、大阪、兵庫などにユニッ

トセンターがあります。大阪ユニットでは、大阪大

学（公衆衛生、産科婦人科、小児科、こどものここ

ろ）と大阪府立母子保健総合医療センターが協力し

て調査を担当します。大阪ユニットセンター対象地

域は岸和田市以南の大阪地域です。

平成23年より、産科の先生が中心となり対象者の

募集を行い、すでに4,500人程度がリクルートされ、

後１年で、7,500人に達する見込みです。出生コホー

トのフォローアップも今年から始まりました。具体

的には、先天'性疾`患、てんかん、川崎病を中心とし

て、エコチル調査対象の児が、これらの疾患につい

て診療所、病院を受診された場合、親からの資料を

もとに､診察された医師に診断書の作成を依頼して、

その把握を行っていくのが調査研究となります。大

阪小児科会の先生方にはお’忙しいところ恐縮です

が、ぜひ、調査票にご回答いただき、調査研究の質

を高めて、次世代を担う子どもたちの健康を守れる

ようにご協力をお願いいたします。会長の小川實先

生をはじめ、諸先生には個別にも説明させていただ

きます。

エコチル調査が始まって２年が経ち、例えば、妊

婦ざんの喫煙率が１割に達するというデータも公表

され、マスコミにも大きく取り上げられたので、こ

のニュースに触れられた方も多いと思います。未来

を生きる子どもたちのために、小児科医としてご協

力していただければ幸いです。

皆様、エコチルという言葉を聞いた事があるで

しょうか？エコチル調査は、正式には「子どもの健

康と環境に関する全国調査」と言いまして、全国で

10万人規模の出生コホート調査です。環境省が中心

となり、全国で拠点を形成して環境が人間の健康に

もたらす影響を探るための調査を行っておりますが、

詳しい内容はホームページをご覧ください（http://

www,envgojp/chemi/ceh/)。キャッチコピーは、

｢子どもたちはあしたの地球を生きていく」です。

健康への影響を評価するには、種々の疾患の罹患

率、有病率を把握する必要があります。疾患の正確

な発生率を把握するには、出生時より前向きにフォ

ローアップしていくような集団（出生コホート）で、

個々の疾患の発生を確実に数え上げて、集団の構成

数に対する割合を算出するのが、最も正確で偏りの

少ない方法となります。近年、子どもに対する環境

リスクが増大しているのではないかとの懸念があ

り、その原因として環境中の有害物質に関心が持た

れています。例えば、皆さんも、アレルギー疾,患や

発達障害が増えているような印象をお持ちかと思い

ますが、それを裏付けるにはまず、対象疾,患の有病

率を正確に把握する必要がありますが、日本ではそ

のようなデータがほとんど得られないのが現状と思

います。いわゆるポピュレーションベースの疫学研

究になります。

このような状況を改善するために、国際的にも通

用する１０万人規模の出生コホート研究を、全国規模

で実施することになりました｡まず､2010年３月、｢子

供の健康と環境に関する全国調査（エコチル調査)」

基本計画を環境省が作成し公表しました。その内容

は以下の通りです。

・中心仮説：胎児期から小児期にかけての化学物質

曝露が、子どもの健康に大きな影響を

与えているのではないか？

・調査方法：出生コホート研究

・調査規模：全国で１０万人

・調査期間：１６年間（リクルート３年、追跡13年）

・総額：約900億円（平成22年度31億円）

・期待される成果
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大学の窓

ICTを活用した新たな医学教育技法

近畿大学医学部小児科学教室主任教授竹村司

言われ､｢講義者と学習者の双方向コミュニケーショ

ンを可能にするコミュニケーションツール」の１つ

で、「レスポンスアナライザー」とも呼ばれますが、

一般的にはクリッカーの名で親しまれています。英

語のClickerには「テレビのリモコン」という意味

があり、学生がテレビリモコンのようなカード端末

(レスポンスカード）のボタンを押すと、回答結果

が集計されてリアルタイムにパソコンの画面上に表

示されるというシステムです（図ｌ）。最近の学生

気質としては、各自の興味が多様である、進んで挙

手を行うことが少ない、なかなか反応を示そうとし

ない、居眠り、私語、メールなどを行うなどがあげ

られます。それに対して、クリッカーを講義などで

用いる効果として、聴衆者の関心事の把握、理解程

度や意見を問える、相手とのコミュニケーション

ツール、授業のメリハリが可能となるなどが考えら

れています。私たちは、４年生の小児科学授業「発

達・小児コース」での講義の一部にクリッカーを導

入しました（図２)。その後に､学生さんからクリッ

カーを導入したことに対する意見を回収しました。

学生からの結果では、クリッカーの使用法は非常に

簡単であり、授業のスタイルやクリッカーを用いる

ことに対して、肯定的な意見が多くみられました。

また、クリッカーを使用することにより、授業に対

して積極`性や意欲の向上につながる可能性があるこ

とが分かりました。なお、学生からのクリッカーの

近年の医学教育は、以前の座学中心によるスタイ

ルから、講義者と学習者の双方向コミュニケーショ

ンを可能にする参加型教育法へと変わりつつありま

す。習得すべき疾患の量、質の増加、クリクラ実践

型教育への移行に伴い、変わらなければならない、

変えなければならない状況下にあります。今回は、

近年の授業（講義）の問題点およびその対応策につ

いて話させていただきます。

授業での問題点

少し古い資料になりますが、平成19年度私立大学

教員の授業改善白書において、授業で直面している

問題点が述べられています。学生に関する問題点と

しては、ｌ基礎学力がない（485％)、２学習意

欲がない（42.8％)、３．コミュニケーションをしよ

うとしない（16.1％）などが上位となっています。

対して、教員に関する問題点としては、ｌ動機付

け・学習意欲を高める工夫が難しい（46.6％)、２．

授業設計・授業技術の工夫が必要（312％）３．関

連教科との連携が難しい（30.1％）などが挙げられ

ています。一方、教員による授業改善に向けた課題

としては、ｌ学習意欲を高めるような授業設計・

運営を工夫したい（80.6％)、２．授業中に学生の

反応を捉え､理解度に応じた授業をしたい（58.4％)、

３.対話を重視した授業を徹底したい(32.8％)となっ

ており、そのための具体的対応方法が切望されてき

ました。この内容に関して、我々の教員にアンケー

トしましたところ、ソフト面では学習支援者（教員）

の方が明らかに学習者より問題があり、ハード面に

関してはやや学習支援者に問題がみられ、モチベー

ション面では学習者と学習支援者が同程度に問題が

認められるとの意見でした。このように、これまで

の授業のやり方のみでは問題がみられ、何らかの対

策や対応をしていかなければならないと学習支援者

も強く感じていることが分かります。

学習意欲を高める双方向型（参加型）教育法

一クリッカーの活用一

クリッカーとは、PersonalResponseSystemと 図１クリッカールスポンスカード）
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使い方として、アンケートなどに用いるよりも講義

内容の質問や確認試験などに使用すべきとの意見が

みられました。今後、授業でのクリッカーの使い方

をさらに検討していき、学生の授業に対する前向き

な姿勢をより引き出していければと考えています。

るエッセンスとなっていたことは間違いはありませ

ん。今の国試は、われわれの時代のような「ええか

げんな国家試験」（主教科十その年のマイナー科口

がいくつか、問題数はたったの260題くらい）とは

比べ物にならないほどの莫大な知識が要求されま

す。教育改革の必要性は認めつつも、「まち幅（真

横から見ての厚み)」が少なくなっていることへの

寂しさも感じています｡学務課からの箪壁を尻目に、

今年からの小児科講義にアナログ的「国試に出ない

小児医学の無駄話」の１コマを入れようかと真剣に

考えています。第１回目の内容は、「疾`患名になっ

た日本の小児科医のど根`性」（川崎富作、福山幸夫、

瀬川昌也先生)。その発想力と執念、ブルドーザー

のような前進力について話そうと考えています。私

も歳をとったのでしょうね…（寂）

医学教育の「まち幅」

われわれ座学を中心として教育を受けた世代から

感じるものは、確かに教育技法を進歩させなければ

欧米並みの医学水準を学生に伝えることは難しいと

思う反面、昔の教授たちがしてくれた無駄話？…、

｢寸是のところでノーベル賞を逃した｣、「軍医とし

て戦艦に乗船し、高射砲を撃った」云々、武勇伝に

近いお話を聞かせてもらうのも講義の楽しみのうち

で、自然科学としての医学に、さらに興味を抱かせ

図２授業風景
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診療一ロメモ

小児１型糖尿病の最新治療

大阪市立大学大学院発達小児医学教室川村智行

を精製したものが使われていました。

1983年から北米で行われた大規模臨床試験

(ＤＣＣＴｓｔｕｄｙ）は、1000人以上の１型糖尿病患者

に対して、食事毎に追加インスリンとしてＲを打ち、

Ｎを基礎インスリンとして用いた頻回注射法(MDI）

が、合併症の発症率を抑制することを1993年に報告

されました。1985年には、ヒトインスリンが遺伝子

工学で合成できるようになり、さらにペン型注射器

が登場しました。そのような流れから、本邦でも

1990年に入ってＭＤＩが飛躍的に普及しました。

ＭＤＩは、生理的なインスリン分泌（図１）にⅢ

中インスリン動態を近づけたものであり、良好な血

糖管理によってｌ型糖尿病患者の予後を改善した大

きな要因です。

はじめに

１型糖尿病は、乳児でも成人でも発症する疾患で

すが、一旦発症すると、生涯インスリン療法を継続

することが必要です。そして１型糖尿病と他の内分

泌疾患とは大きな違いがあります。それは、指示さ

れた量の薬を内服や注射だけで良い他の内分泌疾患

とは異なり、１型糖尿病では日々の自己管理が必要

であるということです。食事や運動に応じた適確な

インスリン療法を行い､厳格な血糖管理をしないと、

高率に糖尿病』性合併症が発生します。つまり、口己

管理能力が各患者の予後に大きな影響を与えるとい

う特徴があります。

近年、１型糖尿病のインスリン量は格段の進歩が

見られますので、ここでは最新のインスリン療法を

紹介させていただきます。

２超速効型インスリンアナログ

2001年、超速効型インスリンアナログ(Ｑ）とし

てリスプロ（ヒューマログ）とアスパルト（ノポラ

ピッド）が本邦でも発売されました。そして2009年

には、アピドラ（グルリジン）も発売され、現在３

種類のＱが使用可能です。いずれもインスリンのア

ミノ酸配列を変異させることで皮下からの吸収を早

めたものです。Ｑは、皮下注射後の効果発現が早い

１．基礎・追加インスリン療法の普及

私が、小児科医になった1980年後半頃は、食品交

換表に従った食事を１日３回決まった時間に摂取す

ること｡そして朝と夕方に運動量や血糖値に応じて、

速効型インスリン(R)と中間型インスリン(Ｎ)をディ

スポの注射器内で混合して皮下注するという方法が

一般的でした．当時のインスリンは豚のインスリン

図１．生理的インスリン分泌とＭＤｌとＣｓⅡ

生理的インスリリン分泌

ＬＢＪ鑿Ｊｗ､Ji柵,;'''''1薑､b鑿鑿鑿,繍口,１１１||襄鬘fJJ柵と;霧､Ｚｎ鑿■,,，
夕朝昼

･中簡璽インスリンＮと速効性インスリンRの組み合わせの頻回注射法ＭＤＩ

朝昼夕

･持効型インスリンLと超速効型インスリンＱの組み合わせの頻回注射法ＭＤＩ

眠

△－－－/し－－△
朝 昼 夕 眠

超速効型インスリン臼を用いたCSH

朝 昼 夕 眠
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ことができます（図１）。特にＱを用いることがで

きるようになって、食事や生活に応じたインスリン

注入ができ、より生理的なインスリンの動態に近似

した治療が可能です。

ポンプから皮下に注入する回路は、留置針型が主

流になっています。つまり穿刺後は、内筒針を抜去

できるのでテフロンチューブだけが皮下に留置され

ます。入浴時や激しい運動時には刺し替えず回路の

途中で容易に着脱することが可能であり、回路の交

換は数日毎でよくなりました。この留置針型の回路

の普及でポンプ療法中の患者のＱＯＬは大幅に改善

しました。（図２）

CSIIによって、，患者のＱＯＬを高めつつより良い

血糖コントロールが期待できるようになりました。

当科では、この数年でCSIIの普及率は急速に上昇し、

ｌ型糖尿病`患者の約50％以上がCSIIを用いています。

ＭＤＩに比べて、ＣSIIでは基礎インスリン量を時

間帯によって調整できること以外に、予定外の運動

量の増減に対して、基礎インスリン注入速度を適宜

変更できるという利点があります。また第１に、

CSIIではボタンを押すだけで何度でも追加注入を行

うことでできるので、ＭＤＩに比して頻回の追加が

容易にできることも大きな利点です。その他にも、

CSIIのポンプでは、様々な機能を備えており、使い

こなすことでより正常血糖に維持することが可能で

す。

ので、Ｒよりも食後血糖を抑制することができ、食

事中の炭水化物量に応じての容量調整が行いやすく

なりました。

３．持効型インスリンアナログ

2005年に発売きれたグラルギン（ランタス）は、

持効型溶解インスリンアナログ（Ｌ）とよ(まれＱと

おなじくアミノ酸配列を変異させることで、逆に皮

下で凝集きせ効果を持続させることを目的として開

発されました。ランタスは、約24時間の持効`性をし

めします。また2008年１２月発売されたデテミル（レ

ベミル）はし、約20時間の持効`性をもっています。

さらに本年の３月に発売された、デグルデク（トレ

シーバ）は、４０時間の大幅に長い持効』性をもってい

ます。これらのＬは、Ｎに比して効果のピークを作

りにくく効果が持続するため、安定した基礎インス

リンの役割を期待することができます。

ＲとＮの組み合わせによるＭＤＩに比べて、ＱとＬの

組み合わせは、生理的なインスリン動態により近づ

けやすくなりました。Ｌに基礎インスリン、Ｑが追

加インスリンとしての、明確な役割分担できるよう

になったといえます。（図ｌ）。

４．ContinuousSubcutaneouslnsulinlnfusion

（CSlD

CSIIでは、持続的なインスリンの皮下注入によっ

て、基礎注入と追加注入の両方を注入速度の違いだ

けで行うことができます。最近のCSIIポンプでは、

基礎インスリンの注入を時間毎に変更して設定する

５．カーボカウント

カーポカウントとは、carbohydratecountingの

図２CSllのポンプと注入回路
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略です。食事中の炭水化物量に応じて、インスリン

量を調整することを、応用カーポカウントといいま

す。応用カーポカウントは、「食事中の炭水化物量

と必要なインスリン量が比例する」という考え方に

従います。ＭＤＩやCSIIにおいて、Ｑを食事前の追加

インスリンに使用することで、応用カーポカウント

の有用』性は高まりました。１型糖尿病患者は、Ｑを

用いた応用カーポカウントを使いこなすことで、何

時でも好きなものを好きなだけ食べられるようにな

ります。我々は、本邦で最初のカーポカウントのテ

キスト（かんたんカーボカウント～豊かな食生活の

ために～・医薬ジャーナル社.2003）を作成し、カー

ポカウントの普及に尽力してきました。今年の秋に

日本糖尿病学会からカーポカウントの手引き書が発

行される予定です。

着しながら２時間前までの血糖変動を随時調べるこ

とができますので入院患者に便利です。iPro2は、

小型で装着しながらの生活に便利ですが、外した後

に数日間のデータを読み取るということが必要です

ので、外来での使用に適しています。このような

ＣＧＭの登場は、様々な病態での血糖変動を検討し

たり、最適なインスリン療法を検証したりするのに

有用であり、特にｌ型糖尿病の診療には大きな影響

を与えるようになりました。

まとめ

以上のように、様々なインスリン製剤や器機の登

場によりｌ型糖尿病のインスリン療法は大きく様変

わりしました。‘患者ＱＯＬを改善しつつ良好な血糖

管理を行い、さらにより良い予後を確保すると言う

ことが可能になったと考えます。しかし現実には、

食事制限や固定したインスリン量を指示されている

ｌ型糖尿病患者がまだまだ多いことも事実です。ｌ

型糖尿病の診療を行っている医療機関によって診療

レベルに大きな格差があります。最新の考え方、知

見と技術を、幅広く普及させていくことも我々の使

６持続血糖モニターContinuousGlucose

Monitor（ＣＧＭ）

ＣＧＭは、皮下に小型電極を挿入することで皮下

間質液中の糖濃度を連続測定します。皮下間質の糖

濃度は、血糖値を反映しているため、持続血糖モニ

ターとして普及してきました。これまでの、自己血

糖測定では、不可能であった連続的な血糖変動を記

録することが可能になりました（図３)。現在、我

が国では、ＣＧＭＳＧｏｌｄとiPro2という、２つの機種

が使用可能です。どちらの機種も、現在の血糖値を

表示するわけではなく後方視的なデータを見ること

しかできません。ＣＧＭＳＧｏｌｄは、大きな装置がコー

ドでつながっていますので生活には不便ですが、装

命であると考えています。

図ｓ持続血糖モ蝋夕…(ＣＧＭ〉
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第1ＧＧ回学術集会

小児内視鏡外科手術の現状と展望

近畿大学医学部外科学教室小児外科部門教授八木誠

し、Soave法手術への応用を報告している。同

じSoave法であってもGeorgesｏｎらは歯状線か

ら口側へ、Morikawaらは脱転した直腸の口側

から肛門側へmucosectomyを行うという差が

ある。すべての方法での共通点は腹腔内におい

て腸管の血行処理を行い、その後肛門外から無

神経節腸管の切除・肛門との吻合を行うという

点である。近年、腹腔鏡を用いず肛門外からの

アプローチのみによる手術法も報告されてい

る。この方法はGeorgeson法の変法であり、ま

ず肛門側からmucosetomyを行い、これを牽引

しつつ口側に進めていくと口側直腸が肛門外に

脱転され、その後に腸管の血行処理を行うとい

うものであるが、無神経節腸管の長い症例では

不可能であり、肛門外に引き出す腸管の捻れも

懸念きれている。著者らは1997年より本症に対

する腹腔鏡補助下手術を開始し、これまで32例

に施行した。初期の３例はDuhamel法に準じて

行い、その後の29例に対してはprolapsing

techniqueを用いたSoave法に準じて手術した。

この間種々の工夫を付加して、現在の術式に

至っている。

2）手術成績：われわれの手術成績について述べ

る。

ｉ）手術時の年齢・体重

手術時の年齢はDuhamel法施行例では従

来の開腹手術法と同じ６～８か月、体重6.8

～８１kgであったのに対し、Soave施行例では

生後ｌか月から１歳８か月、体重42～9.7ｋｇ

であった。ただしSoave法施行例の内最近の

１５例は生後ｌか月から３か月で手術を行って

いる。

ｉｉ）手術侵襲

われわれの症例で輸血例はなく、また開腹

手術への移行例もなかった。術後のCRPの変

化では開腹手術群では術後２日目に最高値

7.3±3.2ｍｇ/dlをとり、以後漸減したのに対

して腹腔鏡手術群では術後１日目に最高値

４１±2.1ｍｇ/dlであった。腹腔鏡手術群では

内視鏡外科は先進医療の中でも1990年頃より急速

に進展してきた分野であり、消化器外科だけではな

く産婦人科、泌尿器科、呼吸器外科、整形外科、心

血管外科など多くの領域に広がっている。その利点

として①手術侵襲が少ない、②術後の痙痛が開腹手

術に比して軽微であること、③早期離床が可能で入

院期間を短縮できること､④臓器機能の回復が早い、

⑤創の整容性に優れている､⑥術後の癒着が少ない、

⑦感染の危険が少ない、⑧腹腔・胸腔を広く観察で

きる、⑨手術スタッフ全員が術野を共有できる、な

どが報告されている。他方、通常の手術に比べて手

術手技を習得するのが容易でなく、そのための医療

事故も発生している。このため曰本内視鏡外科学会

では各領域毎の技術認定システムの導入やガイドラ

インの作成を行っている。

小児外科領域でも本邦では成人にやや遅れて開始

され、当初小児での使用に適した手術器具が存在せ

ず、手技上の制約も多く、疾患も胆石症など成人消

化器外科疾患に準じたものであった。その後３ｍｍ

や５ｍｍの鉗子、スコープなど乳幼児での使用に耐

えうる細径器具が開発され、新生児の先天'性疾,患を

含む多様な小児外科疾患に適応を拡大しつつある。

小児外科の特徴としては対象患児の年齢が新生児か

らcarryoverの成人まで幅が広く、かつ疾患が多種

にわたるという点が挙げられる。このため内視鏡手

術を行うにも胸腔鏡手術、腹腔鏡手術を含めて多く

の疾,患が対象となっている。表１にこれまでわれわ

れが行ってきた小児外科疾患および内視鏡手術術式

を示す。

1．Hirschsprung病

ｌ）手術法

Hirschsprung病手術に対する基本的な考え

は、無神経節腸管を切除し口側の神経節腸管を

肛門に吻合するというものである。本症に対す

る腹腔鏡補助下根治術はSmithらがDuhamel法

を、CurranらがSwenson法を、Georgesｏｎらが

Soave法を用いて報告したのが最初である。そ

の後Morikawaらがprolapsingtechniqueを開発
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術後１日目、２日目で有意に低値をとった。

in）術後の哺乳

腹腔鏡手術施行例全例で術後１～２日目に

自然排便をみている。経口摂取に関しては

Duhamel法施行例およびSoave法を行った初

期の７例では術後７日目に経口摂取を開始し

た。続く５例では術後５日目に、次の１０例で

は術後３日目に哺乳を開始した。その後は術

後１～２日目に経口哺乳を開始した。

iv）術後合併症

Soave法を行った初期の４例に肛門狭窄

を、ｌ例に一過性の腸管拡張をみた。肛門狭

窄の原因は肛門側筋筒のcuffの長さが長すぎ

ることが原因であると判明し、以後の症例で

は全くみられなくなった。

ｖ）術後排便機能

術後早期には頻回の排便をみる症例が多

かった｡この傾向は術後ｌか月程度で改善し、

術後６か月以上経過した症例では32例につい

て１日の排便回数をみると１～２回が21例と

ほとんどを占め、５回以上は２例のみであっ

た。術後１年経過した29例では26例が１～２

回の排便回数でほぼ正常となっている。

門の技術認定手術となっている。

筆者は1997年に腹腔鏡下噴門形成術を開始

し、当初は年長の重症心身障害児を対象として

Nissen法により手術を行った。以後、症例を積

み重ね、対象症例も重心児のみではなく、食道

閉鎖症他疾患をベースにしたものや基礎疾,患の

ない症例など広がってきている。また対象年齢

も初期の年長児から新生児にまで広がってきて

いる。今回筆者が近畿大学に赴任した2000年以

降に手術した54症例について検討した。

２）手術成績

ｉ）対象患児の年齢、基礎疾患、術式

手術時年齢は生後30日から26歳まで広が

り、１歳未満が20例、１～６歳が１８例、７歳

以上が16例であり、近年ＮＩＣＵの開設ととも

に乳幼児症例が増加している。その基礎疾患

としては低酸素性脳症、先天'性筋疾患、代謝

‘性疾,患などの重心児が37例、食道裂孔へルニ

アが３例、先天性食道閉鎖症術後が３例、乳

児突然死症候群のnear-miss症例が２例、そ

の他基礎疾患がないものが９例であった。当

初は術前に経口摂取ができている症例であっ

てもすべてNissen法による噴門形成術を施行

していたが、噴門形成部の食道狭窄などがみ

られたため、経口摂取が十分可能な児では

Toupet法を用いた。術式別ではNissen法が

４３例、Toupet法が１０例、Ｄor法が１例であっ

た。

ｉｉ）術中合併症

術中合併症としては出血が２例、食道穿孔

が１例、気胸がｌ例にみられた。出血症例の

うち１例は先天`性筋疾患のため長期経管栄養

を施行のため脂肪肝となっていた症例であ

り、retractorによる肝損傷による出血を引

き起こし、開腹手術に移行した症例である。

また食道穿孔は乳児例において縫合結紮時に

生じたものであり、以後の縫合糸を細いもの

に変更した。その他の症例では術中合併症に

特記すべきものはなく、輸血例もない。

ｉｎ）術後合併症

術後合併症としては胃排出遅延がｌ例、

wrappingによる食道狭窄が２例、冑食道逆

流症の再発がｌ例にみられた。

３）腹腔鏡下噴門形成術の現状

小児胃食道逆流症に対する腹腔鏡下噴門形成

２冑食道逆流症

ｌ）手術法

胄食道逆流症は小児、成人を問わず非常に多

く見られる疾`患であり、以前から開腹による

種々の噴門形成術の手術方法が開発きれてき

た。内視鏡下噴門形成術は1991年Dallemagne

らによって成人に対して行われたのが最初の報

告である。小児では1993年のGeorgesｏｎら、

Lobeらの報告が最初である。従来の開腹によ

る手術法として、腹部食道の全周にwrapping

するNissen法、Nissen-Rossetti法、腹部食道前

面に180゜巻くThal法、腹部食道後面を中心とし

て270.wrappingを行うToupet法などが用いら

れてきたが、内視鏡手術においてもこれら４つ

の方法が主となっている。Nissen法はアメリカ

で多く行われ、Toupet法、Thal法など部分的

にwrappingを行う方法はヨーロッパを中心と

して行われている傾向がある。患児が種々のハ

ンディキャップを伴って十分な経口摂取ができ

ない場合には胄瘻造設を付加する。胃食道逆流

症手術は現在日本内視鏡外科学会の小児外科部
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ＬＡＡＲＰを採用しこれまで当院で１１例の手術

を施行した。

２）手術成績

ｉ）対象患児

対象,惠児は男児１０例、女児ｌ例、高位鎖肛

９例、中間位２例である。全例生後１～２日

に人工肛門造設後、生後３～５か月で

ＬＡＡＲＰを施行した。

ｉｉ）術中・術後合併症

術中合併症はみられなかった。術後合併症

としては尿道後部瘻孔遣残１例、直腸粘膜脱

が６例に認められた。粘膜脱に対しては４例

に対して６回のMiwa-Gant手術を施行した。

iii）術後主観的排便機能

直腸肛門奇形研究会試案により排便機能を

測定しうる４歳以上の症例８例に対して検討

した。その結果、排便機能良好とされるもの

（６～８点）は５例で不良とされる２点以下

の症例は認められなかった。術後の洗腸の使

用は８例中現在まで５例で中止できている。

ｉｖ）術後注腸造影検査

術後の注腸造影検査でも８例中６例で前方

会陰曲の形成は良好であり、造影剤の漏れが

認められた症例は１例のみであった。

術は本邦小児外科では一般的になりつつある。

しかしその基礎疾患には種々のものがある。重

心児でも筋緊張の高いものや先天`性筋ジストロ

フィーなど筋緊張の低いもの、側弩の有無、呼

吸状態、年齢など様々な要因により術式に変化

があって当然であろう。現状ではどのような術

式を用い、wrapの強さ、長ざはどの程度にす

ればよいのか、などについては統一されたもの

はない。今後更に症例を集めて検討していくべ

きであろう。

高位鎖肛

l）高位鎖肛に対する腹腔鏡補助下直腸肛門形成

術

高位鎖肛治療における最大の問題点は術後の

排便機能にある。従来高位鎖肛に対する手術法

としてはPenaによる後方失状切開直腸肛門形

成術posteriorsagittalanorectoplastｙ(PSARP）

が世界で最も多く用いられており、現在でも本

邦でこの術式が最も利用されている。この術式

は直腸を解剖学的に正確に排便筋群の中を通す

ことにより、最良の術後排便機能が得られると

いう仮説のもとに、電気刺激装置を用いて各筋

肉を同定しながら後方より正中で排便括約筋群

を含めて切開しその中心に直腸をPull‐

throughするというものである。ＰＳＡＲＰにより

排便機能は改善され、それまで便失禁に悩んで

いた多くの患児が救済されることになった。し

かし便秘を中心とした排便機能異常が残る症例

が増加してきた。この原因はもともと未熟な排

便括約筋を切開することにあるとの考えが出さ

れた。また尿道または膀胱とつながる瘻孔部の

筋層は肥厚しこれが内括約筋に相当するのであ

るが、ＰＳＡＲＰ原法ではこの瘻孔部を肛門とし

て用いていない。腹腔鏡補助下直腸肛門形成術

laparoscopic-assistedanorectoplasty(ＬＡARP）

はこれらの問題点を克服する目的でGeorgesｏｎ

らにより報告されたのが最初である。しかし本

術式は直腸のpull-through径路の作成法や手術

合併症としての尿道後部の瘻孔の遺残などが手

術に関する問題点として報告されている。まだ

手術が開始されて間もないこと、まだ本術式を

採用している施設は非常に少ないことなどか

ら、術後の排便機能がどうなのかについて結論

が得られていない。われわれも2002年に

３．

４．単孔式腹腔鏡手術

内視鏡手術の利点として低侵襲`性、創の整容'性が

あげられる。特に将来ある小児にとっては創の整容

性は重要である。しかし小児での内視鏡手術では５

ｍｍのポートであっても術後創は意外と目立つもの

である。このため単孔式内視鏡手術が開発されてき

た。一方で単孔式内視鏡手術は創の整容'性にはすぐ

れているものの、鉗子操作の困難`性など問題も少な

くない。このため現在ではport数を減少させる

reducedportsurgeryや鉗子の細径化をはかる

needlescopicsurgeryなども提唱されている。

表２に当科で行ってきた単孔式内視鏡手術を示

す。この中には創外に患部を引き出して手術を行う

虫垂炎、メッケル憩室など補助下手術と胆摘術など

完全腹腔鏡下に行う手術がある。また癒着が激しい

例で単孔式手術が施行困難な例ではポートを追加す

るとか開腹手術に移行する判断が必要となる。

われわれは1998年にonetrocarによる小児に対す

る胃瘻造設術を開始し、その後適応を拡大していっ

た。しかし１本のtrocarに腹腔鏡と１本の鉗子を挿
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入し手術を行うため、操作`性に困難さを感じること

もあった。（SingleTrocarLaparoscopicSurgery；

STLS法）このため手袋法に新しく開発した３孔の

穴をもつDiskを開発し、２本の鉗子を使用すること

のできるTrocar-lessSinglelncisionLaparoscopic

Surgery:TLSILS法）を開発した。

現在この２法と市販のSILSportを用いた３法を

併用している。

表１．小児における内視鏡手術

食道裂孔へルニア手術

胃瘻造設術

胄固定術

肥厚`性幽門狭窄症手術

先天`性十二指腸手術

先天性小腸閉鎖症手術

腸回転異常症手術

Meckel憩室手術

観血的腸重積整復術

腸癒着剥離術

虫垂炎手術

潰瘍`性大腸炎手術

腹腔ドレナージ

人工肛門造設術

Hirschsprung病手術

高位鎖肛直腸肛門形成術

直腸脱手術

胸腔鏡手術

肺葉切除術（ＣＣＡＭ、肺分画

症）

肺部分切除術（転移'性肺腫瘍）

肺嚢胞切除術（気胸）

縦隔腫瘍切除術（神経芽腫、

奇形種）

膿胸手術

先天性食道閉鎖症手術

先天性食道狭窄症手術

横隔膜へルニア修復術

横隔膜縫縮術

漏斗胸（Nuss）手術

胆嚢摘出術

先天性胆道拡張症手術

胆道閉鎖症手術

摘脾術

神経芽腫摘手術術・生検

腎摘出術

褐色細胞腫手術

腎孟尿管移行部狭窄症手術

膀胱尿管新吻合術

尿膜管摘出術

卵巣茎捻転手術

卵巣嚢腫摘出術

その他

腹腔鏡手術

胃食道逆流症手術

食道アカラシア手術

表２．当科で行ってきた単孔式腹腔鏡手術

34例

５例

２例

１例

虫垂切除術

胄瘻造設術

メッケル憩室切除術

卵巣茎捻転解除・嚢腫切開

STLS法：

(０．～l5y）

虫垂切除術

先天'性小腸閉鎖症手術31例

腸生検

腸間膜リンパ節生検

メッケル憩室切除術

回盲部切除術

腸間膜嚢腫摘出術

腹腔ドレナージ

腸重積整復術

TLSILS法：

(３．～l5y）

例
例
例
例
例
例
例

２
２
１
１
１
１
１

ｌ例

２例

摘脾術十胆摘術

虫垂切除術

SILSport法’

(９ｙ～14ｙ）
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第166回学術集会印象記

学術部会黒瀬裕史

第166回学術集会は、平成25年２月23日（士）に、

大阪薬業年金会館３階において、総会の終了後に開

催されました。近畿大学医学部外科学教室小児外科

部門教授八木誠先生に、「小児内視鏡外科手術の現

状と展望」という演題でご講演いただきました。八

木先生は、早くから内視鏡の利点に着目し、小児外

科手術に応用を試み、内視鏡手術の技量、技術の向

上に努めてこられました。

1990年頃から、やっと進展を見た内視鏡手術です

が、当初小児外科の分野では小児の身体の大きさに

合った内視鏡器具が無く、手技上の制約も多くて、

苦労されたとのこと。しかし小径の鉗子やスコープ

が開発されて、現在はなんと6009の超未熟児から

内視鏡が使われているそうです。多くの長所が挙げ

られますが、とりわけ手術創が小さく目立ちにくい

点を挙げておられ、印象的でありました。

続いて自験例のHirschsprung病や高位鎖肛、摘

脾と胆摘などの手術のビデオを見せて頂きました。

電気メスで組織を切ったり、ナートする様子が映さ

れていましたが、それはまるで広い視野で楽々と行

われている如く見えましたが、実際は実に狭いエリ

アで行われていると強調されていました。この綺麗

な映像を見れば、確かに手術スタッフ全員が術野を

共有出来る事は納得がゆきます。高位鎖肛の手術で

閉鎖した肛門が形成されるのは感動的でありまし

た。また尿道後部の瘻孔遣残を残さず、いかに便失

禁しない排便機能を獲得するのか、術後の児の生活

の質を高めるのか腐心している演者の心が、自験例

の排便機能の成績を提示する語り口の中に感じられ

ました。

最後に単孔式腹腔鏡手術についてお話頂きまし

た。普通の内視鏡手術では、どうしてもport数が多

くなり、手術創が意外と目立つ。そこで、先生の教

室では、３孔の穴を持つDiskを新たに開発して、こ

れを展開したへその穴に挿入して、２本の鉗子を使

えるようにしたとの事です。ですから腹壁には傷跡

がつきません。それでも、へその形が悪くなると、

先生は`悔しそうでした。

八木先生の講演に於いて、一貫して流れている姿

勢は、成長してゆく、そして先の長い子ども達が、

手術を受けた後に、いかにＱＯＬを維持し、かつ高

めて行くか？この事を追求し続けているように見え

ます。小児外科医としての優しさであり、真骨頂で

あると思います｡内視鏡という最新の武器を用いて、

小児外科学の進歩に寄与されている八木先生に敬意

を表するとともに、先生のますますのご発展をお祈

りしたいと思います。

一般社団法人大阪小児科医会第１回定時総会

日時：平成25年５月25日(士）午後２時～３時

会場：薬業年金会館６階

第167回学術集会

時：平成25年５月25日(士）午後３時～５時

場：薬業年金会館６階

演：「小児循環器疾,患一胎児期から成人まで」

師：国立循環器病研究センター小児循環器・周産期部門長白石公先生

日
会
講
講
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第17回病診連携懇談会報告

病診連携委員会川崎康寛

平成25年２月９日(士)大阪社会福祉指導センター

にて第17回大阪小児科医会病診連携懇談会が開催さ

れました。連休前日にもかかわらず、１１１名という

多数の参加者を得て盛会となりました。参加いただ

きました会員の皆様に感謝致します。

今回の病診連携懇談会では、まず始めに「病診連

携して治す食物アレルギー」というテーマでワーク

ショップを行いました。増加する食物アレルギーの

児への対応について病診連携という観点から考えて

みようというものです。まず、私の方からそういっ

たワークショップの主旨説明と府内医療機関での食

物負荷試験実施施設リストの紹介をさせていただき

ました。次に、国立病院機構南大阪医療センターの

井上徳浩先生から総論的なお話を含めて食物負荷試

験の実際、特にその実施にあたっては血液検査の結

果だけでなくプリツクープリック検査の結果を参考

にするとリスクを低減して実施できるということな

どを含めてご講演をいただきました。引き続き、開

業医として食物アレルギーに取り組んでおられる佐

守小児科の佐守友仁先生より豊富なご経験に基づい

た、専門外来での管理栄養士を交えた食物アレル

ギー児の管理についてご講演をいただきました。ま

た、ご著書やパンフレットを示されながら会員がど

のように食物アレルギーに取り組んでいったらよい

のかお教えいただきました。最後に食物負荷試験の

紹介を受ける立場として大阪市立大学付属病院の藤

川詩織先生より食物負荷試験の実際、特にその実施

にあたっての具体的な方法やレシピなどを中心に、

また開業医からご依頼する際にどんなことに注意し

て欲しいかなどについてご講演いただきました。参

加していただいた先生方は食物アレルギー診療の現

状とその実際について知識を深められ、また連携の

必要』性について感じられたと思います。続く後半は

国立病院機構福山医療センターの池田政憲先生から

豊富なデータをもとに乳幼児喘息の発症時期、管理

の指針をわかりやすくご講演をいただきました。以

下、抄録、資料を再録いたします。

ワークショップ｢病診連携して治す食物アレルギー」

１．食物アレルギー負荷試験実施施設について

大阪小児科医会川崎康寛

大阪府内でも多くの施設で食物アレルギー負荷試

験が行われている。診療報酬点数表には「小児食物

アレルギー負荷検査」という項目があり、これが算

定できるのは施設基準に適合するものとして届け出

た保険医療機関であるが、その届出医療機関は近畿

厚生局ホームページから知ることができる｡今回は、

これをもとにし、私信等で得られた`情報を加味して

大阪府内食物アレルギー負荷試験実施施設リストを

作成した。また、食物アレルギー研究会が日本小児

科学会指導研修施設を調査して食物アレルギー負荷

試験を実施している施設のリストを作成しているの

で、これと合わせ２種類のリストを提示した。（こ

のリストについてはこの原稿の最後にその後の情報

も含めた最新版を掲載した｡）

２．「外来診療で行った食物アレルギー負荷試験

～プリツクープリック検査を通して～」

国立病院機構大阪南医療センター

小児科医長井上徳浩

近年､食物アレルギー診療はガイドラインの発行、

改訂、負荷試験ガイドラインの発行と大きく動きが

あり、患者、医療者ともにその変化に対して対応を

行っている。そんな中で、今なお診断については、

もっとも正確な診断方法は経口食物負荷試験である

ということに変わりなく、我々は日々それに対して

原因食物の検索と耐性獲得の確認に取り組んでいる

のが現状である。

しかしながら、食物負荷試験を行うには事前のイ

ンフォームドコンセントと、スタッフの教育、マン

パワーの確保など十分な準備が必要である。反応が

出た場合に備えて考えると、外来で行うのにはある

程度の限界は存在するが、その難しさは結果が予測

できないことにある。

こうした状況ではあるが、血液検査で結果を予測
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物経口負荷試験は安全面や人手の問題からなかなか

困難だと思われます。今後はこのような連携先を増

やし地域の開業医の先生方の診療のお手伝いがで

きればと、よりスムーズなシステムを検討中です。

することは困難であっても、食べ物そのものを用い

るプリックープリック法を併せて用いることによっ

て負荷試験を行うことで一定のリスク回避はできる

のではないかと考え、これまで負荷試験を行ってき

た。

これまでの外来における負荷試験の流れと、プ

リックープリックの結果などを含めて、外来診療で

の食物負荷試験について発表する。

特別講演

「乳幼児喘息における抗炎症薬による早期介入と

長期予後一いつはじめて、いつやめるか－?」

国立病院機構福山医療センター小児科系部長

池田政憲

小児喘息治療の最終ゴールは寛解を経て治癒に到

達することである。小児気管支喘息治療・管理ガイ

ドラインが策定され、抗炎症薬を中心とした喘息長

期管理の方法論が普及し多くの喘息児において

ＱＯＬは向上した。しかし抗炎症療法によって長期

予後の改善が達成されるか否かは現在まで明確な結

論が得られていない。

アレルゲン感作と喘息家族歴を持つ狭義の乳児喘

息63例を対象に、抗炎症薬による早期介入を行い、

完全コントロール状態を1.5～２年間維持した後に

治療を終了しその後の長期的な自然経過を追跡した

ところ、治療開始時から１１年経過した現在、臨床的

治癒率は792％（間歌型100％、軽症持続型73.9％、

中等症持続型78.6％、重症持続型75.0％）であり従来

の本邦及び海外での報告（寛解/治癒率：軽症50.0

～692％、重症5.0～30.8％）に比べ重症例も含めて

予後の改善が認められた。呼気ＮＯはアレルギー`性

鼻炎合併群（合併率78.6％）で有意に高く喘息再発

例は同群に集中していた。末梢気道抵抗は23.8％の

例で+2SＤを上回ったが全気道抵抗増強例はなく、

％ＦＥＶｌは全例で正常、％V50及び％V25などの末梢

気道指標も90％の例で正常に保たれていた。

抗炎症薬による早期介入と長期的な完全コント

ロール状態の維持は、喘息重症化を抑制し恵児の

ＱＯＬを改善することに留まらず、小児喘息の寛解・

治癒率を向上するとともに呼吸機能の正常発達にも

より良好な影響を与えると考えられる。アレルギー

』性鼻炎等合併存アレルギー疾患の積極的コントロー

ルも含めた総合的な小児喘息治療が望まれる。

3．「開業医での食物アレルギー外来」

佐守小児科院長佐守友仁

佐守小児科として、豊中市で平成５年開業以来、

20年間、食物アレルギーを主とした「アレルギー外

来」を一般診察と時間を区切って行ってきました。

ご存じのように、近年、食物アレルギーの考え方は

｢食べない、食べてはいけない」から「食べられる

ものは食べる」「いかにして食べていくか」ヘと大

きく変貌しています。－開業医として出来る事柄の

限度と、病診連携についての現状をお話しさせてい

ただきます。また私のところで行っている管理栄養

士を交えた外来栄養相談と、制限解除に向けた食物

負荷試験について、血液検査の種類と利用方法など

を絡ませてお話をさせていただきます。

４．「食物経ロ負荷試験の実際

～大阪市大病院小児科と開業医との連携に

ついて～」

大阪市立大学医学部附属病院小児科

新生児科藤川詩織

当科では平成23年度より、食物経口負荷試験を開

始しました。平成23年度は95症例、平成24年度は１２

月までで107症例の検査を行いました。検査項目は

三大アレルゲンに加え、大豆・そば・ピーナッツ・

ゴマ・エビなど多岐にわたります。また入院検査で

はありますが、誘発症状の見られない、あっても軽

度症状のみの,患者さんには外泊も許可しておりま

す。それによって、付き添う家族の都合などで入院

が困難な方も検査が受けられるようになりました。

現在、当科患者だけでなく、市内のクリニックの

患者さんの検査も行っております。この方たちは普

段は市内のクリニックへ通院し、血液検査や栄養指

導を受けていますが、食物経口負荷試験のときのみ

市大へ入院しています。クリニック・診療所での食
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第１３回研修医のための小児救急・新生児勉強会

第13回研修医のための小児救急・新生児勉強会プログラム

特別企画一平成24年度医学生、研修医等をサポートするための会一

日時：平成25年２月２日（士）午後２時～６時

会場：大阪府医師協同組合大ホールｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ､omca・orjp／

大阪市中央区上本町西３丁目１番５号電話：06-6768-2047

【小児救急セミナー】１６：２０～１７：５０

座長：吉井勝彦（千船病院小児科)）

①「妊娠中および育児期間中の様々なサポートに

ついて」

大阪赤十字病院小児科坂本晴子先生

②「新生児の肺高血圧症」

高槻病院小児科榎本真宏先生

③「小児の外科疾患とその初期対応について」

近畿大学医学部小児外科八木誠先生

午後２時00分～２時05分

【開会の辞】１４：００～１４：０５

大阪小児科医会会長小川實

午後２時00分～２時１０分

【日本小児科医会挨拶】１４：０５～１４：１０

日本小児科医会副会長木野稔

午後２時１０分～３時10分

【特別講演】１４：１０～１５：１０

座長：藤谷宏子

｢職員のワークライフバランスが病院を活性化する」

大阪厚生年金病院名誉院長清野佳紀先生

【閉会の辞】１７：５０～

ベルランド総合病院大島利夫

共催：（社）大阪小児科医会

（－社）日本小児科医会

（社）日本医師会

午後３時１０分～４時00分

【セッション：症例検討】１５：１０～１６：００

座長：住本真一（大阪赤十字病院小児科）

症例ｌ「６歳男児の腹痛の一例」

ベルランド総合病院小児科

武山祐士（初期研修医）

コメンテーター：端里香（同上）

症例２「ピロリ菌感染により十二指腸潰瘍と貧血

をきたした２例」

大阪府立急`性期・総合医療センター小児科

南園京子（初期研修医）

コメンテーター：田尻仁（同上）

症例３「生後27日目に腸間膜腫瘍を中心に小腸軸

捻転を発症した症例」

大阪厚生年金病院小児科辻田麻友子

コメンテーター：中野由佳子（同上）

【体憩】１６：００～１６：２０
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第１３回研修医のための小児救急・新生児勉強会プログラム

ワークライフバランスの実現が病院を活`性化する

大阪厚生年金病院名誉院長・統括医療顧問清野佳紀

近年、若手医師が病院を選ぶ条件は、充実した研

修とワークライフバランスに基づいた就業環境であ

る。

欧米、アジアを問わず、日本のように毎日毎日１

人の主治医が夜遅くまで、重症の患者さんのために

残るような病院は存在しない。夜は別の医師が患者

さんのケアをしている。当然のことながら、勤務医

も毎晩睡眠時間を８時間とり、翌日のために英気を

養う必要がある。このためには質の高いチーム医療

を実践することが医師のワークライフバランスを改

善するには不可欠と思われる。また、‘患者さんにこ

れらのことを理解していただくには、カンファレン

スと引き継ぎを十二分に行い、どの医師が１人の,患

者をケアしても、標準化した医療の提供を受けるこ

とができることを納得していただく必要がある。当

然のことながら、医師数も十分に必要である。

大阪厚生年金病院では、2004年から病院職員の就

業環境の改善のために以下のことについて取り組ん

だ。

ｌ）子育てや介護、自身の療養などのためにフル

タイム勤務の継続が困難になる場合に備えた、

短時間正社員制度や保育所の設営などの環境整

備

２）他の職員に負担がかからないように、医師、

看護師をはじめとする職員の大幅な増員

３）病院ならびに開業医を含めた地域全体の医師

が相互に協力し合う体制

これらワークライフバランスを整えた環境の中で

の医療収益の向上を目指した。

当初は、実験的な試みの部分もあったが、現在１０

年月を迎え振り返ってみると、医師数は１１８人から

219人と２倍近くに増員したなかで、医療収益は約

120億円から約160億円と著明に増加した。

これらの実績を分析すると、医師など職員の増員

や地域の開業医等の協力が、就業環境の改善に多大

な貢献をするとともに、ＤＰＣ機関別機能評価係数

を1.17から1.43に増加させた結果と考えられる。ま

た、これらの就業環境ならびに収益の改善に大きな

影響を与えた因子は、職員のモチベーションの向上

にあったと思われる。

■■I瞳

li言lilll1l1Ii1llIl'''１
大阪厚生年金病院

清野佳紀

(1)

若い医師の病院選択の基準
（福島県立医大）

1．労働時間が適正であり、産休･育休取得な
どのワークライフバランスがとれていること。
（36％）

Ｚ病院機能が充実しており、良い研修ができ
ること。（33％）

3．立地条件が良いこと。（18％）

4．給与が良いこと。（13％）

初期･後期研修医の大学離れ

9/11号研修盃の．,大学雄れ"､医師の6鯛が懸念

231?年〔'９月111］ｍ弘仁。ｍ

「初期･後期研儘医の．､大学離れ．,」を｢懸念しているjと回答したのは､m3corn医師会

員の63796に上る一方．「懸念していない｣は158％にとどまることが明らかになりまし

た。「どちらとも奮えない．分からない｣は205％鰺

８月24日付けの当コーナー｢大学病院の研修医､過去妓低の44”｣で調査をしたとこ

ろ、このような結果になりました(2012年８月24日から９月９日までのデータを築計。有効

回答3136人)。

必鯵化以降、殴低の でした（資料は､蕊負鐘蟻懲鰯汰竃Ａ公爵ｪ蕊を参照Ｌこの

現状を､ある大学教授が､「研修医の"大学離れ鱒が.５年後、１０年後の外科医のレベ

ル､ひいては医療体制に影響が出てくることが想定される｣と懸念していたのを受けて

実施したのが本調査です。多くの医師が同様に､2004年度の臨床研修必修化以降に

進んでいる"大学離れ"の現状に危機感を抱いていることが分かりました。
(滝野敏子･大阪大学学友会誌）

(2) (3)
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麗議i1懇i1鼠：鰯蕊鶴繍繍:i澱1懸蝿A1;1錫騨；鰹;鰯鰯
文科省鹸鋳今盛多は糧忠鐘大の16人堪衷北大も5人灘

正IEFへ１２園ｌ婦曰の固＝巫釜｡

平挿

喉｡

３８ﾉkのpq型\は＿唖

(8)(4)

近年の医師の増減

増加数女性比率

ｉ５，０００人あまり

全体像’約,7％■(男性十,,５００人以上）
《女性十2,500人以上）

－－－－－１－－－－－－－－－－－－－－－
１300人あまり

’２９歳未満Ｉ約35％Ｉ（男性-100人以上）
Ｉ（女性十350人以上）

(9)(5)

女性医師の意見

●長期間診療離脱後の現場復帰は可能ですか？

：ｎｹ

函可能

■少し難しい

画かなり難しい

■不可能

ﾛ無回答

蕊剛

産婦人*
４１

大阪府医師会男女共同参画検討委員会

(１０）(6)

(~－２:iiiiiiiiim霧;￣） 仕事を中断(休職)．離職した理由
（､=2,931複数回答）

*無侭答を除く

○産前･産後休暇､育児休業の取得

出痩

子育て

自分⑩病気療養

夫の転勤に伴う

蟹学

家族の病気や介護

寧事

その他

○産前･産後休暇中、育児休業中の身分保障の有無

６００ ２０ ４｡ ８０９６１

平成21年３月日本医師会男女共同参画婆掛金

女性鷹師の勤務環境の現況に関する鯛議報告書(日本医師会男女共同参画委員会2009年）

(１１）(7)

産前･産後休暇の取得 育児休業の取得

した 78.3％ 37.4％

しなかった 20.6％ 58.0％

無回答 1.1％ ４．５帖

産前･産後休暇中の

身分保障の有無

育児休業中の

身分保障の有無

ある 57.9妬 ２６．４船

ない 29.3船 28.9％

わからない 8.1％ １１．０％

無回答 4.7％ 33.7％
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就労環境や規則の整備(n数＝2,231）
*無回答を除く

解決すべき課題と対策

①子育て支援

②勤務制度面の改善

③病院の拠点化と地域連携

４．生涯教育,再教育支援

勤務時問の短縮､雛案、当面等⑰弗除

事業所内託児雄殿

Ｘ線被耀の回藤

休翻の鴎には代鯵霧瞬を磯鍵

法定外の瀧前･篭駿の休暇

法定外の育児休業

給与面で紐遇(託児施股など後閑手当等の支給）

さまざまな規則が定められている

その他

平成21年３月日本医師会男女共同参画委貝会

女性遥師の勤務環境の現況に関する調査報告書

(１２） (１６）

大阪厚生年金病院の
ワークライフバランス改善への取り組み(ZOO4年）

・子育てや介護、自身の療養などのためにフ

ルタイム勤務の継続が困難になる場合に備

えた､短時間正社員制度や保育所の設営な

どの環境整備

・他の職員に負担がかからないように、医師、

看護師をはじめとする職員の大幅な増員

・病院ならびに開業医を含めた地域全体の医

師が相互に協力し合う体制

まず職員がHappyでないと
話にならない

(１３） (１７）

可大阪厚生年金病院の医師数と男女比率
平成24年４月現在

iii男性樫女性

大阪厚生年金病院の理念

Ｌ高度で安全な医療を目指します。

2．患者さんの立場に立って、心温まるケアに専
念します。

３．近隣のかかりつけ医と連携し､地域の医療と
福祉を推進します。

全医師(219人）

正魔貝(136人）

1IlllIiIiillIIlIIIIiiiIiililIiiiiil3NiiIlliiiiiIiiil3
レジデントｍＨ９ｉ医

パートタイム(83人）

女性医師役職内訳

Ｉ医長ｉ医員

ilLjlLlLI鐘蕊?l霊琴篭蕊墓

4．職員全員が働きやすい職場づくりをすすめま (フルタイム）平成24年４月現在

レジデント｜臨床研惟医ｉ合計

璽蕊溌蕊ＩＩＪ鰍室
職名

-,二,iだ,：

鑑数

“いつ‐畷

(１４） (１８）

大阪厚生年金病院の子育て支援体制女性全職員数と比率

産休･育休制度の完全な運用

時間短縮･勤務曰短縮･残業免除

および当直免除

駐車場優先使用

保育園･病児保育室の設置

病児のためのベビーシッターの補助金
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女性正職員数と比率
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平成24年４月現在

（大阪厚生年金病院）

(１５） (１９）

全員 １，００７人 １００％

女性 γ愚職人 ７５３蝿

男性 ２４９人 ２４．７９，６

正職員全員 ８４フ人

正職震女性 愈曾曾人 ７７，ｇ鍋

正職員男性 １８８人 ２２２％
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看護師のワークライフバランスを守る

ためには

育児支援のスケジュール

鰯 1．子育て支援制度

２.短時間正社員制度

3.新人あるいはラダー別研修制度

4.認定看護師資格取得推進

５２交替制導入

鎧溌鰯憲鐡

職掌鐘I蕊{業
霧鰹憲誕黛

､傘蕊年３難

鳶灘騨ｉｉｉｉ鰯ｉｉｉｉ蕊騨鐘鰯1鰯露饒
i蕊;:iii;霧！;鑿

議蕊i鑿i霧iii;iiliiii霧鑿欝鍵
育児休業期間中正規職員

のままこの間休んでも良い

し､勤務する場合は勤務時

間は自由に選べる

;鑿籔鍵i議議!iｉｉｉ霧ii鱸蕊鑿蕊鑿

週30時間以上働けば正規職員

のまま

（大阪厚生年金病院） 大阪厚生年金病院

(20） (24）

区援対鐘看肴唖職(48名）肉甑

9年４月濁［覇
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職員駐車場使用許可基準 藍対象者引虜駈職(48名）内駅

唾1刀､゛画ＷＦ６壱５３．石｝平成24年４月現忍

次の順位から構
務態様､車通勤

順位⑳學震て傘鱒灘翼､蕊鐸蝋騒遮簸溌蕊綴鐵
（原則として､小学校入学までの子を持つ職興で保育鯛画幼稚磯
に竃で送迎する職虞を蹟優先〉

；露以上へ議艤鱒鍵鰯介議驚蕊鐵も繊愚激懸蕊嬢織鍵簿を蕊奪

騒綴愚

※優先噸位①について､許可理由航消滅した壌合は､駐車場使用を
辞退するも⑳とする。

②所鰹長(鯵療科部長）

③夜間交替勤務を行う慧護師

④医師(研修麗藍除く）

乱緊急性がある麗師《おもに､循環器､ＳＣＵ、母子センター､ICU

に属する医師）

ｂ・正規鍵員医師

ｃ緊急性があるレジデンＨフェロー含む）

。、レジデント(フェロー含む）

⑤研修医並びにその他の肴護師(申し込み噸）

⑥その他の職鼠(申し鰹み鰯）

幾2

三．Ｉ

(26）(22）

大阪厚生年金病院
残業時間(1人平均／年）
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大阪厚生年金病院の看護師離職率 地域連携は極めて重要
護議iII1･地域支援病院

、菫慧鰯麓懸:菫,蕊Jijil-ii護iJJi
z・紹介率(平成21年度）６５２蝿

外部の勤務医以外に2名の地域の開業医も参加
産科オープンシステム（分娩数の約２０％）

4．小児救急当直(外部の医師70％）
外部の勤務医以外に4名の地域の開業医も参加

5．脳卒中ケアユニット当直(外部の医師50％）

外部の勤務医のみの参加

6．患者さんにチーム医療の仕組みをわかりやすく説明

大賊匁生年金餌続

(28） (32）

医療現場のワークライフバランスを守

るためには

大阪厚生年金病院

全医師数の増加状況と医療収益｡純利益･給与比率状況
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1．子育て支援制度

2．短時間正社員制度

3．主治医制度の見直し

4．チーム医療やシフト制

5．地域連携(地域におけるチーム医療）
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大阪厚生年金病院
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大阪厚生年金病院１日入院単価(円）
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ＤＰＣ医療機関別係数大……醸 当院では鍵員の子育て支援が充

実しております。またワークライフ

バランス委員会があり、全露輿の

幾乗や当直が多くならないように

配慮しています。

大阪厚生年金病院
Fkニムペーヅより
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反Ｉ付島

何よりも大事なことは

職員を大事にする病院で

あってほしい

麓
ご静聴ありがとうございました。

(36） (37）
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第13回研修医のための小児救急・新生児勉強会プログラム

症例検 討抄録

開始し，鉄剤投与を継続した．ｌか月後に貧血は消

失（Ｈb１３．１ｍｇ/dl）し超音波検査で十二指腸球

部の壁肥厚は消失していた．

【症例２】１６歳男児.入院20日前に嘔吐，下痢，右上

腹痛が出現．その後腹痛が持続し血性吐物認めた

ため，紹介入院となった．入院時の腹部超音波検査

で十二指腸壁肥厚と胆嚢の壁肥厚を認めた．上部内

視鏡にて十二指腸球部に大きな潰瘍と壁肥厚を認

め，肛門側に内視鏡が通過しなかった．尿素呼気試

験陽`性よりピロリ菌感染による十二指腸潰瘍と考

え除菌治療と鉄剤投与を開始し，症状は軽』快した．

症例１：６歳男子の腹痛の一例

ベルランド総合病院小児科武山祐士

【症例】７歳男児。

【現病歴】lか月前から腹痛があり近医を受診し、

便秘症と診断された。受診３日前から再度腹痛が出

現し受診当日より腹痛が増強し当院救急搬送され

た。搬送時には症状は軽快傾向であり、経過観察と

なったが、帰宅後再度症状が出現し、翌日再度外来

を受診となった。

【身体所見】腹部はやや硬でMcburney点に圧痛あ

り、Rosenstein陽`性であった。

【検査所見】ＷＢＣ17,300/１，，ＣＲＰ0.29ｍｇ/dlと炎

症反応の軽度上昇を認めた。

【画像所見】超音波検査、腹部ＣＴで小腸の壁肥厚と

腸液増多、回盲部腸間膜リンパ節腫大、軽度虫垂の

腫脹を認めた。

【入院後経過】画像上は腸間膜リンパ節炎が疑われ

たが虫垂炎も否定できず、同日に緊急で単孔式腹腔

鏡下虫垂切除術を施行した。虫垂の発赤は極軽度で

あった。回腸表面に楕円形の突出あり、周囲に癒着

し、白苔を伴う炎症巣を認めた。メッケル憩室と判

断し、今回の腹痛の原因はメッケル憩室炎による腹

膜炎であると判断した。

【考察】メッケル憩室炎は臨床症状が虫垂炎､クロー

ン病などと酷似しており非常に診断が困難である。

小児の急'性腹症の際には常に鑑別疾,患として念頭に

おく必要がある。

症例３：生後２７曰目に腸間膜腫瘍を中心に小腸軸

捻転を発症した症例

大阪厚生年金病院小児科辻田麻友子

【症例】日齢27、男児

【経過】在胎38週,3176ｇＡｐ９/10で出生。母体GBS

陽性,ＡＢＰＣ２ｇ投与、本人細菌培養は陰`性。出生後

7ｍｍの両側腎孟拡大を指摘されていた。退院後、

Ｈ齢8に濃茶色便と嘔吐があったが、その後は機嫌

がよかった。日齢27から機嫌が悪く、哺乳低下を認

めた。日齢28に顔色不良、四肢冷感、３８度の発熱を

認め、当科救急受診。

【初診時所見】3,4209,38.3℃，ＲＲ３０,ＨＲｌ３０経皮

酸素飽和度99％，啼泣弱〈、皮膚蒼白岡肢冷感、

網状皮斑。呼吸音・心音異常なし。腹部は平坦、軟

で、膳周囲皮膚色、腸蠕動音とも異常なし。便は褐

色軟便で、粘液・鮮血の混入を認めた。便ウイルス

抗原、検鏡細菌とも陰性。腹部レントゲンで結腸ガ

ス貯留著明。血液検査はＷＢＣ17,800,ＨｂｌＬ６,Plt

495,ＣＲＰ72,ＰＣＴ２+,検尿で膿尿なく、髄液細菌

抗原検査もすべて陰`性。

【入院経過】ＡBPCとＣＴＸを共に200ｍｇ/kg投与開

始したが、ロ齢29も発熱持続。腹部エコーで腸管壁

肥厚を伴う腸管内液体貯留著明、腹部造影ＣＴでさ

らに腸管や血管の回転像を認めた。腸管の広範な軸

捻転が疑われ、北野病院小児外科に転院、同日の緊

急開腹手術で、径７cmの腸間膜脂肪腫を中心に全小

腸の540度の捻転が確認され、捻転解除と部分小腸

切除が施行された。

症例２：ピロリ菌感染により＋二指腸潰瘍と貧血を

きたした２症例

大阪府立急性期・総合医療センター小児科

南園京子

【症例１】１３歳女児．入院の約３週間前から労作時

倦怠感と息切れが出現した．近医で鉄欠乏'性貧血

(Hb56mg/dl）と診断され，鉄剤を内服するも症状

改善せず，当院へ紹介入院となった．入院時の腹部

超音波検査で十二指腸球部の壁肥厚を認め，上部消

化管内視鏡検査にて同部位に潰瘍を認めた尿素呼

気試験陽性よりピロリ菌感染症と診断し，除菌治療
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女`性医師に対する妊娠・出産・育児中のサポートについて

大阪赤十字病院新生児・未熟児科兼救急部坂本晴子

帰宅するようにと言われ、科としてもそれを認めて

頂けて、定時に帰宅できるようになり、土日も当直

医に任せるようになりました。異動後２年目（卒後

７年目）に第二子を妊娠し、妊娠中および産後１年

は当直を免除して頂きました。育児休暇を７か月取

得し、休暇明けにｌか月間淀川キリスト教病院

ＮＩＣＵで研修させて頂きました。復帰後、病院にフ

レックス勤務制度が出来たので利用しました。卒後

１１年目に第３子を妊娠し、妊娠中及び産後２年は当

直を免除され、育休を６か月取得、休暇明けに半年

間大阪市立総合医療センターＮＩＣＵで研修させて頂

きました。復帰後は、病院で育児短時間勤務制度が

導入されたため、現在は基本週５日、１日５時間で

勤務しています。

演者がこれまで利用してきたサポート制度につい

てご紹介するとともに、現在抱えている問題点や、

子育てしながら仕事を続ける楽しさについて、お話

させていただきます。

演者は卒後１４年目の小児科医です。学生時代、女

`性が医師として働くことについて深く考えることも

なく、興味のあった小児科を選び、市中病院で研修

を始めるとほぼ同時に結婚しました。研修医２年目

の冬に妊娠が判明し、手探り状態で妊娠･産前休暇・

出産・産後休暇を過ごしました。産後２か月で復帰

したときは、仕事ができることの喜びを感じ、育児

相談や虐待予防・事故予防などの分野の重要`性がよ

く理解できるようになりました。保育は主に保育所

や母親、ファミリーサポートセンターの協力会員さ

んに依頼しましたが、誰もいない夜の病棟のプレイ

ルームにこっそり娘を連れて行ったり、同期に医局

で遊んでもらったりしたこともあります。

現在の病院に異動後１年間は、新しい職場での医

療を学ぶのに必死で、主治医制であり時間外業務も

多く、頻繁に母や夫、ファミサポの方に電話をして

お迎えを依頼していました。１年経った頃、部長か

ら定時になったら当直医または上級医に引き継いで

議豈鰯灘|蕊f鱗ＩＩｉ蕊
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第13回研修医のための小児救急・新生児勉強会

第13回研修医のための小児救急・新生児勉強会印象記

男女共同参画委員小田公子

本真宏先生より「新生児の肺高血圧症」について循

環動態からの詳しい説明と薬剤の選択について理解

し易い説明がなされ、またご自身の留学経験から若

いうちの海外留学は有用であると話されました。近

畿大学小児外科の八木誠教授からは「小児の外科

疾患とその初期対応について」講演していただき、

発熱、腹痛、下痢、嘔吐などの急`性胃腸炎症状を呈

する疾,患の中にMeckel憩室炎や腸回転（旗）異常、

胆肝膵三管合流異常などの症例を多数提示され、日

常診療において研修医だけでなく一般勤務医、開業

医にも明日からの診療に役立つ消化器疾`患の講演で

した。

男女共同参画企画と合同開催で午後２時から７時

までの長丁場でしたが、小児救急疾患だけでなく、

子育てしながら専門医資格を取得できること、働き

第13回研修医のための小児救急･新生児勉強会を、

平成25年２月２日（士）午後２時から大阪府医師協

同組合大ホールで開催いたしました。今回は日本小

児科医会男女共同参画とコラポレーションして「平

成24年度医学生、研修医などをサポートするための

会」を特別に企画いたしました。

特別講演は大阪厚生年金病院名誉院長の清野佳紀

先生に「職員のワークライフバランスが病院を活性

化する」と題して講演していただきました。若い子

育て中の職員だけでなく親の介護や自身の療養など

でフルタイム勤務が困難な場合に、短時間正規雇用

制度やチーム医療、また院内保育所や病児保育など

を利用することにより離職することなく仕事を継続

できること。そのために周りの職員に負担がかから

ないように職員を増員し、職員のモチベーションが

向上して医療収支の増加が計られたこと。またこれ

らは一朝一夕には出来ず長期計画でなされたことを

講演きれました。症例検討は３例とも消化器疾患で

日常診療においてのピットホールが示されました。

１例日はベルランド病院研修医の武山祐士先生より

腹痛、便秘で経過観察されていた６歳男児が急`性腹

症で入院となり、画像所見で腸間膜リンパ節炎また

は急`性虫垂炎が疑われ単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を

施行されました。手術所見は虫垂の炎症は軽度であ

り、Meckel憩室による腹膜炎であった症例提示。

２例目は大阪府立急性期・総合医療センターの南薗

京子先生より鉄剤投与で改善しない鉄欠乏'性貧血`惠

児に上部消化管内視鏡施行し十二指腸球部潰瘍、ピ

ロリ菌が陽J性であり、除菌と鉄剤投与で症状改善し

た２症例が報告されました。３例月は大阪厚生年金

病院の辻田麻友子先生から日齢27のプレショック状

態での入院男児例。発熱、粘血便あり画像診断にて

腸管の回転異常所見あり、小児外科で緊急開腹手術

し腸間膜腫瘍を中心に小腸軸捻転を併発した症例を

報告されました。小児救急セミナーでは大阪日赤の

坂本晴子先生から、ご自身３人の子育て中で職場で

は短時間正規雇用と地域でのファミリーサポート制

度を活用することにより子育てしながらも、専門医

資格を取得できると講演されました。高槻病院の榎

やすい病院のあり方など実り多い勉強会でした。
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シリーズ在宅小児医療に取り組む（その7）

大阪小児科医会会員を対象とした在宅小児医療２次アンケート調査

報告と在宅小児かかりつけ医紹介事業

在宅小児医療実践小委員会藤井雅世

はじめに

大阪小児科医会会員を対象に、在宅小児医療に関

わる地域のかかりつけ医のリスト作成準備を目的と

した在宅小児医療２次アンケートを行い、部会内で

検討した。その結果をもとに「在宅小児かかりつけ

医紹介事業｣の試運用を開始することとなったので、

それらの内容について報告する。

また､在宅経験者が現在までに関わった症例数(累

計）は､診療所勤務医師では１人から２人が最多で、

１１人以上と答えた医師は２名のみであった。一方、

病院医師は１１人以上との回答が最多で、往診は行わ

ア 。劃

目的

2011年５月、われわれは大阪小児科医会会員を対

象として在宅小児医療実態･意識アンケートを行い、

病院との連携・専門的処置の研修・診療報酬に対す

る知識の普及などの条件を整えることで在宅小児医

療に関わる医師が増える可能性があることを報告し

た。今回、より多くの地域のかかりつけ医が在宅小

児医療に関われるように、病院との役割分担を明確

にしたリスト作成の準備を目的として２次アンケー

トを行った。

病院医師

診療所医師

.ｎJ/合+計肛'1,■’

27人７７人104人

蝋:燕詮議墓蕊繊爽1ｌＩｌｌ－ｍｈｌｌ十１１２９人１

回収率１９８％

（図４）

在宅医療'二閏わらなくなった理由

囚ＪＪＪＰ－－■□■－■■

６
５
４
３
２
１
０

対象と方法

2012年６月、大阪小児科医会員651名に、在宅医

療の経験の有無により一部異なったアンケート用紙

を郵送した（P､３６図ＬＰ､３７図２)。アンケートは

記名式で行い、大阪小児科医会事務局あてにＦＡＸ

で回答していただいた。
lllllllllll

依頼なし高齢･多忙その他

結果

（１）651名の会員中129名から回答を得た（図３)。

これは2011年に無記名式で行った１次アンケートの

回収率18.4％とほぼ同じであった。

(2)在宅医療経験者用アンケートの結果

以前在宅医療を経験したが現在在宅医療に関わっ

ていない医師のみにその理由を尋ねたところ、５名

が｢依頼がないために関わらなくなった」と回答し、

その他の「新規開業の為」や「`患者が亡くなったた

め」を含めると現在在宅医療に関わっていない医師

13名中７名が、「単に依頼がないため関わっていな

い」と回答した（図４)。
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との質問には、「はい」が29％．「条件による」が

56％と、条件付きを含めると85％の医師が今後も在

宅小児医療に関わると回答し、診療所医師に限って

も81％が関わると答えた（図８)。在宅小児医療に

関わる条件に、「病院などとの連携」「予防接種や育

児指導など一般小児科の診療範囲のみ」「院内対応

のみ」を挙げた医師が多かったが（図９)、診療所

医師の半数以上が「病院や訪問看護ステーションと

の連携」や「予防接種や育児指導など一般小児科の

診療範囲のみ｣を条件としたが､｢院内での対応のみ」

｢診察時間内での対応のみ」を条件と答えたものは

ず外来のみでフォローされているケースが多いと考

えられた（図５)。

関わった児が受けていた医療ケアは、多いものか

ら酸素療法・経管栄養・気管切開・人工呼吸療法と

続き、腹膜潅流や悪'性腫瘍関連などはごく少数で

あった(図６)｡診療所医師に限っても同様の結果で、

在宅医療に関わる診療所医師の約半数が、人工呼吸

療法などの高度な医療ケアを受ける児を経験してお

り（図７）、多くの在宅療養児は高度な医療を受け

ていることがわかる。

「今後も在宅小児医療に関わつって頂けますか」

（図ｇ）

経験者が希望する在宅医療に関わる条Ｉ牛

(図６）

関わった児が受
囚～

けていた医療ケア
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複数の医師と一緒に
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その他
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(図１０）（図７）

診療所医自而が経験している医療ケア 経験者が希望する条件(診療所医師）

lllliiiili8Iil
人数

（塗7名蝋）

病院などとの連携

予防接種等の一般診療

時間内のみ

院内のみ

医療ケアの習得

かかりつけの兄弟

専門領域のみ
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その他
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今後も在宅小児医療に
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在宅小児医療に関わらない理由

時間がない

緊急対応できない

医療技術への不安

拘束されたくない
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連携が難しい

専門領域外
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勤務体制上
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全体

診療所医師のみ’



大阪小児科医会会報3４ 2013.4

約25％にとどまった（図１０)。

(3)在宅医療未経験者用アンケートの結果

在宅小児医療に関わらない理由を尋ねたところ、

｢時間がない」「緊急対応できない」が最も多く、次

に「医療技術への不安｣｢拘束されたくない」と続き、

１９名の医師が｢単に依頼がなかった」と回答した（図

１１)。また診療所医師の60％以上が､｢時間がない｣｢緊

急対応できない」と答え、４０％以上が「医療技術へ

の不安」を理由に挙げた。一方､病院医師では、「時

間がない」の次に「勤務体制上許されない」と回答

した（図12)。

「今後在宅小児医療に関わって頂けますか」の質

問には、全体では「はい」が５％.「条件による」

が63％で、条件付きを含めると68％の医師が在宅小

児医療に関わると回答し、診療所医師のみに限って

も３分の２が関わると答えた（図13)。在宅小児医

療に関わる条件に「予防接種や育児指導など一般小

児科の診療範囲のみ」「院内対応のみ」「時間内対応

のみ」を挙げたものが多かったが（図14)、診療所

医師に限るとその８割が「予防接種や育児指導など

一般小児科の診療範囲のみ｣､半数が｢院内対応のみ」

｢時間内対応のみ」と回答した。またそれ以外の回

答も一定数あり､個人によって条件は様々であった。

また病院医師では８割近くが「院内対応のみ」を条

件とした（図15)。

考察

在宅医療を受ける小児は原疾患も様々で、高度な

医療ケアを受けていることが多く、病院主治医のも

とで専門的な医療を継続する必要があるが、地域で

成長していく子供やその家族を病院のみで支えるこ

とは不可能であり、地域の小児科医が病院や訪問看

護ステーションなどと協力して関わることが重要で

ある。しかし、地域のかかりつけ医を持つ在宅療養

児はまだまだ少数で、多くは予防接種や発熱などの

一般診療でも、わざわざ病院を受診しているのが実

，情である。

今回のアンケートで、地域のかかりつけ医の担い

手である診療所医師の多くが、条件が合えば在宅小

児医療に関わろうと考えていることが明らかにな

り、病院との役割分担を明確にすることで在宅小児

医療に関わる地域のかかりつけ医が増えることが期

待される（図１６)。また在宅小児医療に関わる意思

を持っていても、実際に依頼を受けたことがない医

（図１２）

関わらない理由(病院･診療所医師別）

時間がない

緊急対応できない

医療技術への不安

拘束されたくない

単に依頼がなかった

連携が難しい

専門領域外

イメージがわかない

勤務体制上

iiimi1il

Ii鰯ｉｉｉ'灘自

選鐘！;灘■蝋:蝋職二'－－'--4回川：'ｳog

ＯＺＯ４０６０８０１００

（図１５）

条件(病院･診療所医師兄11）
予防接種など一般診療のみ

院内対応のみ

時間内対応のみ

病院などとの連携

医療的ケアの習得

経験のある医師に相談

複数の医師で交代

患者の兄弟

専門領域のみ

砥ｌ雀

｛一

篭111曇１１曇lml

jidllljliIIlIlIiBiiiilillliiiiiiiiiliiilllliillllillllllllllllli’ 霧llllllllIl''Mm1
鶴’

１－－－－－－－－……-;-L9d-i
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師も少なくないことから、依頼システムの必要性が

示唆された。

あっても実際に依頼されたことが無い医師も少なく

なく依頼システムの必要が示唆された。われわれは

この結果をふまえ、「在宅小児医療かかりつけ医紹

介事業」を試運用することとした。今後は実際に運

用する中で様々な問題点を検討し、より良い依頼シ

ステムを構築していきたい。

在宅小児かかりつけ医紹介事業

2012年11月に、２次アンケートで「在宅小児医療

に関わる（条件付き含む)」と回答した診療所医師

を中心に、かかりつけ医が担える時間帯や医療内容

を明記した「在宅小児かかりつけ医登録票（P､３８

図１７)」を送付したところ、約70名の方が「在宅小

児かかりつけ医」に登録していただいた。院内対応

のみを条件とした登録医も多く、現時点で充分な対

応は難しいと思われたが、ひとりでも多くの在宅療

養児に地域のかかりつけ医が関わりたいとの思いか

ら、退院前の依頼を想定した「在宅小児かかりつけ

医依頼票（P､３９図１８)」を作成し、2013年２月から

大阪小児科医会会員内のみで「在宅小児医療かかり

つけ医紹介事業」を試運用することにした（図１９)。

まとめ

在宅小児医療に関わる医師のリスト作成準備のた

め、記名式でアンケートを行った。条件付きで在宅

小児医療に関わると答えた医師は多いが、関心が

(図１６）

病院との役害Ｉ分担(例）

かかりつけ医

定期訪問

予防接種･育児相談

栄養管理

一般診療

病気の重症度の見極め

一病院へ

病院

原疾患の治療･経過観察

緊急時の対応

レスパイトを含む入院対応

高度医療機器(人エ呼

吸器など)の管理

●
●
●
●
●

●
●
●
●

※時間外･夜間対応に関しては､算定可能な診療報酬が異な
るため相談が必要

在宅小児かかりつけ医紹介事業の実際（依頼から紹介まで）

①病院は「かかりつIﾅ医依頼票」により、かかりつけ医紹介を依頼する（医会
事務局へFAX)。

②事務局から、病院に依頼票受け取りのFAXを送る。
③事務局が、かかりつけ医登録マップにより、患家から３kｍ・５kｍ・１０km圏
内の登録医を順番に検索し、最低５件以上の登録医候補をリストアップし、
担当者（現在３人）に連絡する。

④医会事務局内で、複数の担当者によりかかりつけ医の第一候補・第二候補・
第三候補を選び、今後の連絡先（担当者内で－人選ぶ.交代制）と「依頼票」
を第一候補のかかりつけ医にＦＡＸし、在宅受け入れを検討してもらう。

⑤かかりつけ医候補の承諾が得られれば、連絡先となった当番医は病院の担当
者にかかりつけ医の連絡先と連絡方法を伝える

⑥その後は病院とかかりつけ医候補で打ち合わせを行って頂き、病院からマッ
チングの結果につき連絡をうける

⑦不成立の場合は、第二候補に打診する

※担当者は登録医療機関リストを所持（医療機関名・医師名・診療科・往診の
可否につき記載）

（図19）
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(図１）

Ｉｉ宝三壱W重i騒著用|のシート

a・お名前ｂご勤務先医療機関

）（

Ｑ１．（この質問のみ、現在在宅医療に関わっておられない先生のみに）

現在在宅医療に関わっておられない先生は、その理由を教えて下さい

①新たな依頼がないため自然に

②多忙・高齢などの理由で関わるのをやめた

③その他（）

Q2、現在まで、合わせて何名くらいの患児に関わっておられましたか。

１．１から２人２．３から５人３．６から１０人４．１１人以上

２．どのような症例に関わっておられましたか。簡単に教えて下さい

（５名以上の症例に関わっておられる場合は、代表的な５例につきお答え下さい）

Q3．現在まで関わってこられた患児が受けていた医療に○をつけて下さい（複数回答可）

，、人工呼吸療法２．気管切開３．酸素療法４．腹膜灌流５.導尿

６．中心静脈栄養７．経管栄養８．悪』性腫瘍鎮痛および化学療法９．その他（）

Q4．今後.新しい症例に関わっていただけますか。

Ｌはい２．条件による３．いいえ

↓

２に○をつけた方にお聞きします。どのような条件であれば関わって頂けますか（複数回答可）

①新しく在宅小児医療を始める医師の相談役としてなら関わる

②複数の医師と交代でなら関わる

③診療時間内での対応のみなら関わる

④予防接種や育児指導など一般小児科の診療範囲のみなら関わる

⑤自分の専門領域の診療のみなら関わる（具体的に ）

⑥かかりつけ医となっている子供の兄弟なら関わる

⑦医療的ケアを習得する場があれば関わる

⑧病院や訪問看護ステーションとの連携などを設定して貰えるなら関わる

⑨診療所（病院）内での対応のみであれば関わる

⑩その他、希望の条件を教えて下さい

（

３に○をつけた方にお聞きします。今後新しい症例に関わらない理由を教えてください。

（

Ｑ5．その他、ご意見をごＦ１由にお書き下さい

）

ご協力、ありがとうございました

開始年齢 主な病名 在宅期間
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(図２）

のシート

ｂご勤務先医療機関

）（

a・お名前

（ ）

ＱＬ御自身が在宅医療にかかわっておられない理由は何ですか。（複数回答可）

,、往診時間が捻出できない２．勤務体制上許可されない３医療的ケア（気管切開管理・冑瘻管理など）の

技術に不安がある４．緊急対応ができない５．２４時間３６５日縛られたくない６.専門分野以外の事に

対応できない７．他職種（訪問看護師や保健師など）との連携が難しい８.具体的なイメージがわかない

９．単に依頼がなかったため

,｡、その他（）

Ｑ２今後在宅医療に関わって頂けますか。

，、はい２．条件による３.いいえ

↓↓

２と３に○をつけた方にお聞きします。どのような条件であれば関わって頂けますか（複数回答可）

①在宅医療の経験のある医師に相談できる環境であれば関わる

②複数の医師と交代でなら関わる

③診療時間内での対応のみなら関わる（時間外は直接病院に行っていただく等）

④予防接種や育児指導など￣般小児科の診療範囲のみなら関わる

⑤自分の専門領域の診療のみなら関わる（具体的に ）

⑥かかりつけ医となっている子供の兄弟なら関わる

⑦医療的ケア（気管切開管理・胃瘻管理など）を習得する場があれば関わる

⑧病院や訪問看護ステーションとの連携などを設定して貰えるなら関わる

⑨診療所（病院）内での対応のみであれば関わる

⑩その他、希望の条件を教えて下さい

（）

Q3．その他、ご意見をご自由にお書き下さい

ご協力、ありがとうございました

在宅⑦経験者用
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(図１７）在宅小児かかりつけ医登録票

１=そ０

在宅小児医療に関わる際の条件 該当する項目の□にチェックをしてください

将来、この情報が大阪小児科医会会員専用に記載されることに□同意する□しない□今はわからない

お手数ですが、ご回答はＦＡ×にて医会事務局宛に１１月中にお願いいたします。

ＦＡ×番号06-6761-7682

お名前（フリガナ）

(男・女）

所属医師会

医療機関名 診療科

ご住所

電話番号 ＦＡ×番号

メールアドレス

診療時間 月 火 水 木 金 士 休診曰

午前

午後

午前・午後の診療時間など（

駐車場

車いす

□有

□可

□なし

□不可

交通案内最寄駅（）線駅徒歩・バス（バス停）分

予約□不要□完全予約制□その他（）

□往診□条件付きで往診（条件等 ） □院内対応

に限る

対応可能な年齢

□新生児□乳児□幼児□小学生以上

対応可能な時間（電話対応を含む）

□２４時間□診療時間内のみ□夜間・休曰を除く□その他・条件等（）

対応可能な医療内容

□予防接種（□シナジス）□健康診断□栄養指導□発達相談□一般的な診療

□人工ﾛ乎吸器□気管切開□在宅酸素療法□中心静脈栄養□導尿

□経管栄養（□鼻腔チューブ□ＥＤチューブ□栄養剤の処方）

□その他（条件等 ）

希望する体制

□特になし□在宅医療の経験を有する医師の指導

□病院との連携（□時間外対応□緊急時対応□レスバイト□その他＞）

□他の診療所との連携□訪問看護ステーションとの連携

希望する情報

□特になし□在宅医療診療報酬請求□医療ケア技術□その他｛（）

その他条件等
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(図１８）在宅小児かかりつけ医依頼票

Ｈ年月曰医療機関情報

】ＫＥ司円

Ell土卜

）※患者氏名は記載不要患者情報（｜Ｄ番号等

Lノ］￣、

希望される病診連携体制

大阪小児科医会事務局宛ＦＡ×番号O6e7el-7eS2

医療機関名 電話番号（）

ＦＡ×番号（）

医療機関住所 Ｔ

主治医 科

先生

担当者部署内線番号

(連絡先）

様

住所 Ｔ

性別（男・女）年齢歳か月在胎週数週出生体重ｇ現在の体重Ｋ９

主な病名①④

②⑤

③⑥

現在までの経過

退院予定曰Ｈ年月曰（上旬・中旬・下旬）・未定

※現在決まっている退院後の関係機関（当てはまるものに図）

□訪問看護ステーション

①名称連絡先担当者

②名称連絡先担当者

□保健師のフォ□－

名称連絡先担当者

□学校・保育所など

名称連絡先担当者

※現在受けている医療ケア

□人工呼吸管理□気管切開□在宅酸素療法□中心静脈栄養

□経管栄養（□鼻腔チューブ□ＥＤチューブ□胄瘻）□導尿□ストーマ□その他

※かかりつけ医に希望する医療内容（不可欠のもの○、可能であれば希望するもの△で記載）

□予防接種（□シナジス）□健康診断□栄養・発達相談□一般診療□増悪時の入院・緊急搬送の判断

□人工呼吸器□気管切開部の管理□気管カニユーレ交換□在宅酸素療法□中心静脈栄養□導尿

□経管栄養（□鼻腔チューブの挿入□胄瘻の管理□栄養剤の処方）□その他・条件等（）

※かかりつけ医に希望する診療体制（電話対応も含む）（当てはまるものに□）

□定期往診（回／月）□患家の求めに応ずる往診□その他（）
※患者の求めに応ずる対応

□２４時間対応□診療時間内□その他・希望等（）

※院内対応のみ（往診不可）の診療所の紹介を□希望する□希望しない

※当院で対応可能な診療体制（当てはまるものにロ）

患者からの要請に□２４時間対応可□診療時間内は対応可□その他（）

かかりつけ医の要請に□２４時間対応可□主治医に連絡□診療時間のみの対応□その他

※緊急時の対応□当院で□当院および関連病院で□救急隊の判断

※レスバイト□可□不可□その他（）
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シリーズ在宅小児医療に取り組む（そのＳ）

在宅小児医療実践小委員会活動紹介

在宅小児医療実践小委員会委員長春本常雄

各種学会等への発表、(5)在宅小児医療関係の諸機

関・諸団体との連携などであり、そのそれぞれにつ

いて簡単に紹介する。

はじめに

大阪小児科医会の在宅小児医療実践小委員会が発

足してから早や２年が経過した。これを機会に、こ

の２年間の取り組みをまとめ、ご紹介させていただ

きたい。 (1)会員の実態・意識把握のための在宅アンケート

の実施・分析

在宅小委員会が発足して間もない2011年５月､｢大

阪小児科医会会員の在宅小児医療の実態と意識を調

査・分析することで、実態や意識に合った在宅小児

医療推進の方針作りに活かすこと」を目的として、

大阪小児科医会会員を対象とした「在宅小児医療実

態・意識アンケート調査」を行った。そのアンケー

ト結果を集計し、それを在宅小委員会などで集団的

に討議して分析を行った。そのまとめでは「夜間休

日や増悪時の病院対応、専門的処置の研修、診療報

酬の普及・構築など、在宅小児医療を実践しやすい

条件作りを行うことで在宅小児医療を拡大できる可

能性が示唆された」と結んでいる。このアンケート

結果とその分析がその後の小委員会の活動の原点に

なったと言っても過言ではない。

概要

在宅小児医療実践小委員会は、大阪小児科医会プ

ライマリ・ケア部会病診連携委員会の下に、2011年

２月発足された。メンバーは、ＮＩＣＵを有する病院、

小児科開業医、療育施設の医師らによって構成きれ

ている（表１）。

在宅小児医療実践小委員会名簿
（表１）委員長春本常雄東大阪･生協こども診療所

副委員長田中祥介田中小児科医院

副委員長望月成隆大阪府立母子保健総合医療センター

委員竹川麻衣大阪赤十字病院

住本真一大阪赤十字病院

松下享松下こどもクリニック

小國龍也すこやか小児科

藤井雅世藤井こどもクリニック

船戸正久大阪発達総合療育センター

竹本潔大阪発達総合療育センター

西池一彦にしいけクリニック

北知子こどもクリニック北

福田弥一郎福田診療所

南條浩輝かがやきクリニック

川崎康寛111崎こどもクリニック病診連携委員会委員長

竹中義人たけなかキッズクリニックプライマリ･ケア部会長

藤岡雅司ふじおか小児科プライマリ･ケア担当副会長
以上１７人

(2)「在宅小児医療診療報酬の手引き第１版」「補

遺版」「第２版」の編集・発行

もともと在宅医療というのはその多くが高齢者を

対象としたものであり、診療報酬の説明書きをみて

も高齢者を想定した記載となっており、小児の在宅

では算定できないような印象をもってしまいがちな

のも否めない。そのため、在宅小児医療の診療報酬

を十分算定できていない可能性があり、在宅小児医

療を広げていくためにも診療報酬算定の啓発・普及

が大切であると、われわれは考えた。

そこで、2011年６月第３回在宅小委員会で専門家

を講師にお招きして在宅小児医療の診療報酬の学習

会を行い、その場で「手引き」作成を決定、編集作

業にとりかかった。そして、2012年１月、「在宅小

児医療診療報酬の手引き第１版」を発行した。そ

の後、平成24年改定内容を盛り込み、かつ、第１版

を－部修正した「補遺版」を同年４月に発行した。

さらに、2012年６月の第７回小委員会で「第２版」

在宅小委員会は３か月に１回程度開催されてきた。

ほぼ毎回学習会を実施してきたのが特徴であり、そ

の内容を大阪小児科医会会報に掲載してきた(表２)。

今まで行った取り組みは、(1)会員の実態・意識

把握のための在宅アンケートの実施・分析、(2)｢在

宅小児医療診療報酬の手引き第１版｣｢補遺版｣｢第

２版」の編集・発行、(3)在宅２次アンケートの実

施と「在宅小児かかりつけ医紹介事業」の開始､(4)

在宅小委員会内での学習会（表２）

第１回:｢地域の主治医｣として春本常雄※

第２回:二人で在宅藤井雅世※

第３回:診療報酬→｢手引き｣作成北本篤／田中祥介

第４回:在宅バス隅清彰※

第５回:１８トリソミー望月成隆※

第６回:無し（2012年度方針論議）

第７回:在宅小児医療南條浩輝※

末期脳腫瘍の７歳男児～看取れなかった'例～福田弥一郎

第８回:無し（フォーラム在宅ミニシンポ準備など）

第９回:無し（フォーラム在宅ミニシンポ準備など）

※会報掲載
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在宅小児医療の諸活動を中心的に担ってこられた田

中祥介先生（小委員会副委員長）に2011年度の大阪

小児科医会賞が授与され、2012年２月第161回学術

集会において同氏の受賞講演も行われた。

発行の検討を開始し、会報在宅シリーズ総集編と合

体させた冊子「すべて見せます、大阪の在宅小児医

療」を、第24回日本小児科医会総会フォーラム（６

／８～９）に問に合わせるべく、2013年春発行する

運びとなった。

また、学習や編集作業をする中で在宅小児医療の

診療報酬の問題点も浮き彫りになったので、小児医

業経営部会や社会保険委員会などに反映させ、改善

運動の一翼を担ってきた。

各種学会等への発表 (表３）

２０１１年６月

１１月

２０１２年２月

６月

１１月

１２月

２０１３年２月

４月

６月

第２２回日本小児科医会総会フォーラム(岐阜）

大阪府医師会医医学会総会ポスター発表

大阪府医師会｢小児の在宅医療研修会｣講演

第２３回日本小児科医会総会フォーラム(札幌）

大阪府医師会医医学会総会ポスター発表

第３回大阪小児在宅医療を考える会報告

大阪府医師会｢小児の在宅医療研修会」に協力

大阪小児科学会在宅シンポジウム講演(予定）

第２４回日本小児科医会総会フォーラム(大阪）

にて､在宅ミニシンポジウムを運営(予定）

など

(3)在宅２次アンケートの実施と「在宅小児かかり

つけ医紹介事業」の開始

在宅に移行する重症児は増加の一途を辿っている

が、それに見合うだけの地域のかかりつけ医は充足

しておらず、訪問看護ステーションからの期待も大

きい。病院側もかかりつけ医を探すのに苦労する一

方、在宅アンケートの結果では多くの診療所医師は

在宅の依頼を受けたことが無い。また、地域の医師

も多忙な中で在宅医療に割ける時間も限られてお

り、担える範囲・分野も多種多様である。このよう

な問題を克服するために、かかりつけ医が在宅医療

を行う際予防接種だけなら関われるなど担える範囲

を明確にした上で病院側とのマッチングを行う紹介

事業を、大阪小児科医会内で立ち上げようというこ

とになった。

まず2012年６月在宅２次アンケートを記名式で行

い､在宅を担えると回答した医師あてに同年11月「在

宅小児かかりつけ医登録票」（担える医療内容を明

記）記載を依頼、回収した。それを元に、登録医名

簿と地図を作成した。その事業の運用は、病院側か

らの依頼を受けてそれに合った医師を（小委員会メ

ンバー内の）担当者が登録票を見て選び、その医師

の了解のもと病院側に通知し、後は両者間での話し

合いに繋げるというものである｡入念な準備を経て、

2013年１月からこの「在宅小児かかりつけ医紹介事

業」の試運用を開始した。

(5)在宅小児医療関係の諸機関・諸団体との連携

大阪府医師会「小児の医療的ケア検討委員会」に

在宅小委員会委員長らが正式メンバーとして参加

し、逆に検討委員会の委員が在宅小委員会に入るな

ど、相互の連携を強めている。とりわけ、在宅アン

ケートで必要`性が浮かび上がった専門的処置（気管

切開・人工呼吸器・胃瘻管理など）の研修について

は、2013年２月大阪府医師会主催「小児の在宅医療

研修会｣で実技講習を企画する際に全面的に協力し、

小児科開業医はじめ在宅小児を診る医師のスキル向

上に貢献した。また、行政、医師会、看護協会、病

院など幅広い機関で構成される「大阪小児在宅医療

連携協議会」に委員長が参加し、医会の活動報告や

情報交換を行ってきた。さらに、ＮＭＣＳ（新生児診

療相互援助システム）や赤ちゃん成育ネットワーク

など在宅小児医療に関連する諸団体の構成員が在宅

小委員会の委員にもなっており、在宅小児医療の充

実・発展という点で歩調を同じくしている。

おわりに

在宅小児医療はこれからますます充実させていか

ねばならない分野である。ＮＩＣＵなど病院から在宅

に移行した際には、その児が成長・発達し幸せに暮

らせるよう、地域側の受けⅢを充実させて医療や生

活の質を高めることが求められる、母親・家族に重

い負担を強いるような在宅ではなく、地域全体で支

えて児や家族が選んで良かったと思えるような在宅

小児医療を作っていけるよう、これからも努力して

いく所存である。

皆様方の、益々のご指導．ご協力をお願いいたし

ます。

(4)各種学会等への発表

日本小児科医会総会フォーラム、大阪府医師会医

学会総会などに在宅関係の演題を発表してきた。ま

た、在宅小児医療が注目される中、大阪における在

宅小児関係の会で講演・報告を行ってきた（表３）。

さらに、全国的な研究会や大阪府下の自治体などか

らの依頼にも応え、講師活動も活発に行ってきた。

また、大阪小児科医会内部のことであるが、長年
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子育て支援シリーズ

川崎こどもクリニックにおける子育て支援

川崎こどもクリニック川崎康寛

｢貝塚子育てネットワーク」や「ＮＰＯ法人え￣る」

との交流

恥ずかしながら開業するまでほとんど知らなかっ

たのですが、貝塚はボランティアによる子育て支援

のたいへん活発な地域の１つです｡｢貝塚子育てネッ

トワークの会」は、昭和63年、貝塚市の公民館35周

年記念事業を機に発足、以後ほぼ25年間活動を続け

ている子育て支援グループです。乳幼児、小学生、

中学生といった年代別の活動と、そういった年代を

越えた活動をミックスして子育て支援活動を継続さ

れています｡｢ＮＰＯ法人え－る｣は､貝塚子育てネッ

トワークの会で活動している有志が立ち上げられま

した。「未来を創る子どもたちにエールを！」を

キャッチコピーに、貝塚市中心に子どもの育ちや子

育て中の親の支援をしている団体です。このような

団体と交流することは重要なことだと思いますが、

こういった団体からすると医師はちょっと近寄りが

たい存在であるようです。逆に、個人的にだけかも

しれませんが、１対１でお母さんに話をすることは

できても、活動的なお母さんのグループを前にする

と少々緊張することもあり、なかなかこちらからも

近寄りがたい感じがありました。連携が始まってし

まえばそれは誤解に近いものかもしれません。「忙

しそうで、声をかけにくかった」ということですの

で、本当に忙しくてほとんど関われなくても、少し

で関わっただけで大変喜ばれるというありがたい状

況です。

川崎こどもクリニックは地勢的には貝塚市のほぼ

中央、人口分布からすれば貝塚市の南のはずれにあ

る小児科単科の診療所です。今回、大上段に振った

ようなタイトルとしましたが、当地域において当ク

リニックがあるいは川崎自身が行っているささやか

な子育て支援についていくつか書いてみたいと思い

ます。その中の1つでも参考となれば幸いです。

病児保育

当クリニックでは平成22年の６月に病児保育室を

開設しました。大阪小児科医会の先輩から「大阪府

の南部には病児保育室がない。ぜひとも開設してく

ださい｡」と言われ続け数年、いろいろ検討してい

たところ、クリニック近くの空き家が売りに出まし

た。高い買い物でしたがエイヤと購入し、幼児用の

便器の設置などこれもそれなりにお金をかけて改修

し、病児保育室として利用できるようにしました。

年度途中のスタートということになり当初は貝塚市

からの補助金をもらえない、すなわち自主開設とい

う形でスタートしました。しかし、地元府会議員に

相談した結果、府から市へ補助金が下りる道筋がつ

き、年度後半部分については、貝塚市の委託事業と

なりました。開設当初は預かり児のない日も多くあ

り、委託事業となった平成22年１０月～翌年３月末ま

での保育数は延べ51名に留まりました。土地柄、祖

父母が近隣に住んでいるために病気の時は祖父母に

預かってもらうということが結構多いので、保育所

通所児童数に対しての病児保育利用数はそれほど多

くないと思われます。しかし、最近は少しずつ浸透

してきたものか少ないながらもほぼ毎日預かり児が

あり、開設３年目となる平成24年度は延べ270名余

の保育をすることとなりました。保育数の増加が職

員（特に保育士）のモチベーション維持につながっ

ていくように思われます。以前より隣の熊取町在住

児の保護者から問い合わせがいくつかあったことか

ら、貝塚市からの委託事業として以外の部分で熊取

町在住児など市外の児童の保育も始めています。去

る１月26日に実施した病児保育室見学会も好評でし

た。

学校協議会

小児科医として学校に関わるとなると、まず思い

つくのが校医です。実際に地元の小規模な学校の校

医１校、公立幼稚園園医ｌ園、私立幼稚園園医３園、

保育所嘱託医２園という形で学校等に関わっていま

す｡ではそれ以外に､学校に関わる方法ないのでしょ

うか。特殊なケースかもしれませんが、地元で開業

していることで、格好良〈言えば「地域の有識者」

として、学校協議会の委員に選ばれています。全く

のボランティアで報酬はありませんが、年に３回学

期ごとに学校に出向いて、学校内外のいろいろな問
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題について報告を聞きそれに対して意見を述べると

いう役割です。小児科医としての専門性を持って意

見を述べられるような問題ばかりではありません

が、教育の現場に、それとは違う立場から意見を述

べる事はそれなりに有益なようです。自治体におけ

る教育委員会が教育長という教育の専門家と教育委

員という地元の有識者から構成され、いろいろな問

題を検討する組織である（どれだけできているのか

という意見はあるでしょうが）のに似た存在だと

思っています。

児童養護施設

当クリニックと同じ小学校区内に「あゆみの丘」

という、児童福祉施設の一つ「情緒障害児短期治療

施設」があります。種々の原因で他人との交流がう

まくできないなどの子どもたちのための施設です。

夜尿の児も多くいますし、また集団で生活している

ことによっての感染症流行などもよくあります。施

設には児童精神科医、看護師や心理士などもいます

が、小児内科医はいません。必然的に内科的治療は

当クリニックに来ることが多くなります。私は職員

ではありませんが､看護師から感染症児の管理など、

ちょうど病院における院内感染対策のような相談を

受けアドバイスすることも多くあります。また、家

庭での状況などから予防接種も完遂していない場合

が多く、キャッチアップ接種のスケジュール相談お

よびその実施に関わっています。

また、そことは別に、虐待からの待避などの目的

で児童相談所（子ども家庭センター）を経由して入

所する児童養護施設も近隣にあります。入所児童の

背景は少々違うものの、集団で生活している点など

は同様であり、この施設に入所している児童につい

ても同様の関わりを持っています。

最後に

今回原稿を書いていて、「小児科診療所はそこに

あるだけで、子育て支援している」という感が強く

なりました。肩肘張らなくとも地域に根ざして開業

していること、それが最大の子育て支援なのかもし

れません。
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第３２回公開講座報告

プライマリ・ケア部会藤岡雅司

平成24年１０月27日（士)、第32回大阪小児科医会

公開講座が開催されました。３年前から秋の公開講

座は、府内各地の小学校で行っています。今回は富

田林市の久野喜台小学校（宮下馨校長）での実施と

なりました。メインテーマは「安心して子育てを楽

しむために」です。当日の天候は'快晴で汗ばむよう

な暑さでしたが、９２名の方々に参加していただきま

した。

最初の講演は､｢子どもってややこしい｣と題して、

乳幼児の発達段階と日常生活での声掛けについて、

プライマリ・ケア部会の福井聖子先生にお話しいた

だきました。

「子どもはゆっくり大きくなる｣、「子どもは大人

のミニチュアではない」として、感覚・知覚や運動

の発達段階という小児科医でも難しい内容をわかり

やすく説明していただきました。特に「赤ちゃんは

遠視で弱視の状態で、その視力は抱っこきれたお母

さんの顔にちょうどフォーカスを合わすようになっ

ているんですよ｣、「いわゆる運動神経を発達させる

ためには、体を動かすいろいろな遊びを、幼児期に

しっかり体験させることがとても大切」には多くの

方々がうなずいていました。

また、「子どもは目の前で見聞きしたことと、知っ

ている言葉の範囲しかわからないので、大人の言葉

は案外通じていない」というお話では、先生ご自身

の子育て体験にも根ざしたわかりやすいお話でし

た。親がよく使う「いつものように、ちゃんとしな

さい｣、「お兄ちゃんだったら、わかるでしょう？」、

｢いい加減にしなさい｣、「早く食べなさい」と言葉

をかけても、子どもにはちんぷんかんぷんであるこ

とを、ユーモアをたっぷり交えて話されるので、会

場のあちこちで顔を見合わせて苦笑する姿が見られ

ました。

子どもに理解できるようにするためには「行動を

具体的に短く言った方がわかりやすい」と、どのよ

うに言い換えたら少しでも子どもに伝わりやすくな

るのかを具体的に示して説明されましたので、保護

者の方々にもよく理解していただけたと思います。

二番目の講演は、「歯育て上手は、子育て上手

～子供の歯がいかに自然に育っていくか～」と題し

て、子どもの歯の発達や虫歯予防などについて、谷

口歯科（柏原市）の保田晃宏先生にお話しいただき

ました。よく噛むことで、顎の筋肉は発達し、唾液

の分泌が促され、結果的に虫歯になりにくいという

こと、また、それは歯の自然な成長過程であること

をわかりやすく説明していただきました。

保田先生のお話には、「よく噛むと虫歯にならな

い｣、「唾液は歯を硬くして汚れを取る｣、「唾液の影

響を受けやすい下の前歯は虫歯にならない｣、「歯ブ

ラシを子どもがきちんと持つことは無理｣、「(歯磨

きも）母親の真似をする｣､｢外側は自分で磨かせる、

内側は何もしなくてよい」などのフレーズが、話の

端々に小気味よく配置され、小児科医にとっても非

常に参考になる内容でした。

最後の講演は､「ちょっと知りたい食物アレルギー

の話」と題して、副会長の藤谷宏子先生にお話しい

ただきました。食物アレルギー児の離乳食、入浴、

予防接種、環境整備などについて、豊富な内容をわ

かりやすく説明されていました。

アレルギーとは何かから、アレルギーマーチ、食

物アレルギーの症状と診断､原因となりやすい食品、

母乳との関連、スキンケアの方法など、普段の外来

で、患者さんや保護者の方々に説明しておられる情

景が思わず浮かんでくるような内容でした。アン

ケートでも、わかりやすかったのでさらに詳しく聞

きたかったという回答が多く寄せられました。

そして、講演のあとは、ＮＰＯ法人みんなのＷｅｌｌ

netの皆さんによる、ファミリーフィットネスの時

間です。子どもたちと保護者が一緒に、音楽に合わ

せて楽しいふれあい遊びに興じていました。子ども

も大人も、いっぱいの笑顔でしたので、楽しんでい

ただけたものと思います。

また、富田林市議会の文教厚生関連の委員でもあ

る西川宏郎議員もお越しになりました。西川議員か

らは、「初めて聞く、それこそ目からうろこの話ば

かりで、孫育ての参考になった」との感想をいただ

きました。フィットネスも目を細めてご覧になって

いましたが、会場の後片付けまでご協力いただきま
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した。ここに改めて感謝申し上げます。

公開講座では、小児の病気やケガの一般的な話だ

けでなく、身体の成長や心の発達、病気やケガの予

防など、子育てのヒントとなるタイムリーな話題を

毎回取り上げています。日頃の診察室ではなかなか

話すことのできないことなど、子どもたちの育ちに

関わる者としての思いを、保護者の方々に対してわ

かりやすく伝える会として続けています。

平成25年秋の公開講座は貝塚市で開催の予定で

す。会員の先生方も、ぜひ参加してみてください。

お子ざんや保護者の方々との交流を通して、日常の

診療場面とは違う体験をしていただけると思ってい

ます。
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【はじめに】

吹田市は大阪府の北摂地域の南端に位置する人口

約36万人の都市です。吹田の名は「水田」に由来し

昔は稲作地帯だったようです。高度経済成長期に大

阪万国博覧会を経て､現在では大阪の副都心(江坂)、

大阪のベッドタウン（千里ニュータウン）として知

られています。当院の他にも国立循環器病研究セン

ター、大阪大学医学部附属病院、市立吹田市民病院、

大阪府済生会千里病院と大きな病院が多数あり、人

口に対する割合では日本一医療機関が充実している

｢医療機関のまち」でもあります。

と第二次ベビーブームによって昭和40年代後半には

年間3,000分娩と全国でも有数の分娩を扱う病院と

なり、周産期医療にも力を入れてきました。

新病院への移転時に小児科病棟に加え、ＮＩＣＵ／

GCUを開設しました。しかし人的資源が限られ

るなか救急型十ＮＩＣＵ型医療の提供が困難な状況に

なってきました。平成１６年に豊能広域こども急病セ

ンターが開設され－次救急の負担が軽減されたのを

機に、ＮＩＣＵ型の小児医療と転換しました。これに

よって、ＮＩＣＵ当直と二次後送を担当する日にのみ

小児科当直を置く現在の医療体制が確立しました。

周産期医療においては、平成１９年１１月ＮＩＣＵの増床

(４→６）を機に大阪府地域周産期母子医療センター

の認定を受け、「産科一次救急」の受入れも開始し

ました。過去３年の小児科診療実績は、外来受診,患

者数は17,533人／年、新入院数は小児科病棟969人

／年、新生児病棟433人／年でした。平成24年１１月

に小児科病棟が４Ｂ病棟から８Ｂ病棟［小児科（２０

床）共有病床（１５床）＝Max35床まで入院可］に

移転しました。同時に新生児病棟もＮＩＣＵは６床の

ままですが、ＧＣＵが１０床から14床に増床され合計

20床になりました。

【病院の概要】

済生会は明治44年に明治天皇の｢済生勅語｣によっ

て経済的困窮者の医療のため設立された慈善事業団

体です。済生会吹田病院は地元の寄付によって終戦

直後の昭和20年'0月に旧吹田町役場の跡地に開設さ

れました。当時は吹田市で唯一の病院であり地域の

中核病院として増改築を重ね、昭和52年には病床数

500床となりました。しかし、建物の老朽化と狭臨

化が進み、ニーズに応えた医療の提供が困難となっ

てきたため、平成'0年に現在の吹田市)'||詞町へ新築

移転しました。

病院の理念は“やすらぎの医療,，で、最新の医療

を安心・安全に提供すべ〈日々努力しています。平

成20年に消化器．肝臓病センター、呼吸器病セン

ター、化学療法センター、周産期センター、消化器

内視鏡センターを開設し、診療科の垣根を越えて診

療する体制ができ上がりました。平成2'年には大阪

府がん診療拠点病院、地域医療支援病院の指定を受

け、現在では診療科23科・病床数500床を備えた急

性期病院です。アクセスが不便な病院ですが、ＪＲ

吹田駅、千里丘駅、阪急相川駅、吹田駅、地下鉄丼

高野駅の各駅からシャトルバスを運行しているので

ご利用下さい。

蕊
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【小児科の歩み】

昭和24年に小児科が併設され、以来、吹田市を中

心とした地域の中核病院として小児科医療を行って

きました。昭和41年には全国的にも歴史のある肢体

不自由児通園施設「吹田療育園」を併設しました。

また千里ニュータウンの開設による急激な人口増加

【現在の小児科】

常勤医は９名で小川哲（平成３年卒、新生児／低

身長)、松島礼子（平成３年卒、心身症)、河上千尋

(平成６年卒、免疫不全／血液)、坂良逸（平成８年

卒、新生児)、平清吾（平成９年卒、新生児)、平本

梨化（平成19年卒)、利川寛実（平成20年卒、後期
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研修医)、中村道子（平成20年卒、後期研修医)、赤

松正野（平成22年卒、後期研修医）が在籍していま

す。加えて若宮英司医師(学習障害)､金泰子医師(心

身症)、片山博視医師（循環器)、島川修一医師（神

経)、宮本良平医師（神経)、中倉兵庫医師（腎臓)、

岡本奈美医師（アレルギー)､青松友規医師（消化器）

が非常勤医師として勤務しています。午前中は一般

外来、午後からは各種専門外来、乳児健診や予防接

種を行っています。一般外来ではインターネットに

よる予約を行っています。平成24年１月から第１、

３，（５）土曜日の外来が休みになりましたが、ハイ

リスク分娩、飛込み分娩などがない限り随時紹介は

受けております｡専門外来は基本的に予約外来です。

心身症、ＬＤ外来、心療外来については非常に新規

予約が取りづらい状況にあります。尚、先日赴任し

た河上医師は小児領域において専門の少ない免疫不

全を専門としており、この領域の紹介をお願い致し

ます。当直体制は毎日のＮＩＣＵ当直に加え、毎週木

曜日と第２，４週日曜日に豊能地域の二次救急病院

を担っています。平日の時間外診療に関しては遅番

を置いて紹介に対応しています。

実は今冬～春にのべ11名の異動があり外来診療の

担当の変更が必要になる予定です。今回の会報に折

角掲載頂いた外来担当表ですが今春大きく変わりま

す。ご迷惑をおかけしますが、ホームページ等で御

確認をお願いいたします。》

蕊
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小児科病棟

勤務体制

月 火 水 木 金 士（２，４週）

午前

1診

２診

３診

河上

小)|’

平本

松島

平

金

(心身症）

河上

坂

平本

松島

小川（低身長）

２．４週

松島

利)|’

中倉（腎臓）

２．４週

交代制

交代制

午後

l診

２診

３診

４診

５診

６診

小１１１

(発達）

平

(発達）

松島

(低血圧･心療）

乳児健診

乳児健診

乳児健診

金

(心身症）

片１１１

(循環器）

青松

(消化器）

坂

(発達）

乳児健診

宮本

(神経）

予防接種

予防接種

若宮（LS）

隔週

乳児健診

松島

(低血圧･心療）

岡本

(アレルギー）

島)|’

(神経）
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独立行政法人国立病院機構

大阪南医療センター
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小児科医長

井上徳浩先生
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帰り出産によってもたらされている数字が大きいの

が現実ですが、南河内の出産病院としては有数の数

を誇り、当院出生の児については退院までに必ず小

児科医の診察を受けるようにしております。また、

その児のほとんどがｌか月健診を受けることと、当

院が日本国内に66施設存在する赤ちゃんにやきしい

病院（BabyFriendlyHospital：ＢＦＨ）として認定

されていることから、この二つをリンクさせ、出産

からのバースプランを早期から促進し、子育て支援

にも助産師たち一緒になって取り組んでいます。

小児科の病床数としては１２床です。呼吸器科との

混合病棟ではありますが、小児科の雰囲気を随所に

ちりばめ、最近プレイルームも一新し、入院中でも

リフレッシュできるようにしています。入院患者数

としては年間400～500人となっています。これは産

科から小児科入院となったベビーを含めた数字です

が、多くは近隣の先生方から紹介いただく一般小児

の疾患です。急性期の入院治療を担うことで、地域

に貢献することの大切さを改めて感じることができ

る病院です。

そんな当院の小児科は、平成24年１０月に人員が一

新し、二人体制で新しいスタートを切りました。た

だ、新たにとはいっても、これまでの地域に根差し

た医療をそのまま引継ぎ、これまで以上に地域に愛

されていくにはどうするかを考えながら、病院小児

科としての在り方を間うていこうと考えています。

なかでも、病診連携としてはこの地域での小児の入

院施設としては少ないのが現実であり、入院が必要

な子供たちのためにある病院小児科の姿を目指して

病院概要

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センターは

大阪府の南部、河内長野市に位置し、病床数520床、

24診療科を有する国立病院機構の病院です。

病院の沿革は、昭和20年に大阪第一陸軍病院が厚

生省に移管して国立大阪病院となり、国立大阪病院

が大阪市内に移転したのちも国立大阪病院長野分院

として存続したのちに、昭和32年国立河内長野病院

として独立し、昭和40年に国立大阪南病院として名

称変更、さらに平成１６年に独立行政法人への移行に

伴い、独立行政法人国立病院機構大阪南医療セン

ターとなりました。

病院の環境としては大阪の都心から電車又は車で

１時間以内の距離にある、人口11万人余りを有する

河内長野市の北部に存在し、このあたりは大阪市か

ら堺市にかけてのベッドタウンとしても機能してい

る地域でもあります。

平成20年11月には地域医療支援病院の承認を受

け、地域医療研修センター及び地域医療連携室を活

用して、紹介患者・逆紹介患者の増加を図り、患者

ニーズに応じた病診連携、病病連携を押し進めてい

ます。

また、初期臨床研修医の受け入れも現在７名とい

う規模で受け入れており、若い力を育てていくこと

にも意欲的な大阪府南部の施設です。

小児科概要

当院の特色としては、まず出生数の多さが挙げら

れます。年間500～700名の出産があり、それには里

灘■■■蟻三1Ｊ■鱗
尉

靹嚢111蕊iii:i職鑓蕊
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病棟プレイルーム病棟病室

ズに応えています。

都会にある病院に比べれば、当院から眺める景色

は手前に街はありますが、その向こうにはきれいな

山々が並んで見えます。このような恵まれた環境の

中で、患者さんに満足して帰ってもらえるように、

必要とされる医療を目指して外来、入院を問わずス

タッフとともに、患者さんたちと向き合っていきた

いと思いますので、みなさん大阪南医療センター小

児科をどうぞよろしくお願いします。

います。

診療体制としては、常勤の井上徳浩、宮崎紘平に

よる外来、病棟担当と、感染対策室長の山本よし子

先生による予防接種、非常勤の井上智弘先生の小児

循環器の診療となっています。

小児のアレルギーについては､アトピー性皮膚炎、

食物アレルギーに力を入れて診療を行っています。

なかでも、食物負荷試験についてはそれを目的とし

た紹介状をいただくことが多くなってまいりました

が、病床があることをバックに現在では外来を中心

とした食物経口負荷試験を行っています。次に多い

のがアトピー性皮膚炎についての紹介です。これは

当院で行っている間欠塗布、プロアクテイブ療法と

いったアトピー治療を行うために紹介されることも

多くなってまいりました。入院での対応も考えてい

ますが、多くは外来でのスキンケア指導で大きな効

果、喜びが得られています。小児腎臓についてはす

ぐ近くに腎臓を専門にしている近畿大学医学部附属

病院がありますが、腎生検を行う段階ではない検尿

異常について、きめ細かなフォローに力を入れなが

ら診療を充実させています。また、週に１回木曜日

に近畿大学から小児循環器を専門とする井上智弘先

生に来ていただき、心臓外来を行っていただくこと

で、健診で指摘された心雑音、不整脈、川崎病後の

フォローなどについても診察を行っています。その

他、健診についても毎金曜日の午後に行い、予防接

種については山本よし子先生が毎木曜日に行ってい

ます。それ以外の重要な部分として、出産時の異常

があれば夜間もオンコール体制で備え、産科のニー 外来診察室
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専門担当

井上徳浩

宮崎紘平

山本よし子

丼上智弘(非常勤）

小児アレルギー

小児腎臓、健診

予防接種

小児循環器
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外来スタッフ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 井上（徳） 宮崎 井上（徳） 宮崎 井上（徳）

午後

午前 井上（智）

午後
専門外来

(予約）

専門外来

(予約）

一か月健診

(予約）

予防接種

(予約）

乳児健診

(予約）

午前

午後
心臓外来

(予約）
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地域研究会の紹介

旭区キッズカンファレンス

事務局：中野こども病院圀府寺美

て検査技師に講演してもらい、コメデイカルの力も

発揮してもらいました。虐待については、行政機関

で豊富な経験をきれた花園大学教授の津崎先生に、

行政の立場と医療者に望むことをお話しいただきま

した。医師以外の視点から子どもをどうみるかを織

り込んで、できるだけ実践に即した内容にすべ〈企

画しています。そしてこのカンファレンスの最も大

きな特徴は、ディスカッションが活発なことです。

ただ講演を聴くだけではなく、ディスカッションの

時間をしっかり取って、日頃疑問に思っていること

もざっくばらんに聞ける雰囲気を大切にしていま

す。参加ご希望の方は事務局までお問い合わせくだ

さい。

旭区キッズカンファレンスは、平成12年からおおよ

そ年２回のペースで開催され、２５回を数えています。

土曜日の午後3時から5時を基本としています。旭区

と頭についていますが、早くから旭区に限らず広い

範囲の地域の先生方に参加いただいています。小児

科、内科以外にも子どもを扱う領域は多岐にわたり

ます。逆に小児科医や内科医にも必要な眼科、耳鼻

科や整形外科、放射線科、泌尿器科の知識を専門医

が丁寧に教えてくれます。また小児科から内科への

連携について地域の婦人科や内科医師にそれぞれの

立場から貴重な講演をしていただきました。さらに

薬の服用に関するちょっとしたコツや工夫などを薬

剤師に、日々外来で子どもに行っている検査につい

第１回 平成１２年５月27日 ①乳幼児健診、②学校検尿、③小児の熱源精査
旭区医師会館

参加者３８名

第２回 平成１２年９月９日
①小児の皮膚・発疹疾患の見方、②外来で用いるこどもの

薬

旭区医師会館

参加者３２名

第３回 平成１３年１月20日
①小児の耳鼻科領域感染症、②現在のインフルエンザの問

題点

旭区医師会館

参加者２７名

第４回 平成１３年６月９日 ①小児の眼科領域、②小児の処置（採血・点滴）
旭区医師会館

参加者２７名

第５回 平成１３年10月20日
①プライマリ・ケアにおける市中肺炎の現状、②小児呼吸

器感感染症の最近のトピックス

守ロブ'ﾙｽﾎﾃﾙ

参加者４５名

第６回 平成１４年３月１６日 小児救急医療の現状と子どもの急病対策について
旭区医師会館

参加者３８名

第７回 平成14年８月１０日 こどもの心の諸問題について～心身症から行動異常まで
旭区医師会館

参加者３８名

第８回 平成15年１月25日
①小児日常診療の整形外科領域について、

②小児の服薬指導の実際

旭区医師会館

参加者３９名

第９回 平成15年６月１４日
小児科外来で行える迅速検査について

①検査の実際、②小児の服薬指導の実際

旭区医師会館

参加者３１名

第１０回 平成15年１１月１５日
①インフルエンザ感染症のまとめ

②小児呼吸器感染症の診断と治療

守口ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞ

参加者４６名

第１１回 平成１６年６月１４日 思春期の子ども達をどう扱うか
旭区医師会館

参加者３４名
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第１２回 平成１６年１０月16日 小児の成長と成人への移行について
旭区医師会館

参加者２３名

第１３回 平成１７年３月５日 小児のアレルギー疾患について
旭区医師会館

参加者２５名

第14回 平成17年12月１７日 小児救急からみた小児医療の地域連携
旭区医師会館

参加者２１名

第１５回 平成18年10月14日 感染症サーベイランスの現状と課題
旭区医師会館

参加者１５名

第１６回 平成１９年６月30日 かぜ症候群における抗菌薬の適正使用について
旭区医師会館

参加者３２名

第１７回 平成20年１月19日 小児の呼吸器感染症～ありふれた市中感染症を中心に～
旭区医師会館

参加者２０名

第１８回 平成20年７月26日 小児の食物アレルギーについて
旭区医師会館

参加者２１名

第１９回 平成21年２月７日 新しい登校・登園に関する意見書をどう活かすか
旭区医師会館

参加者３３名

第20回 平成21年７月４日 尿路感染症～どのように診断・治療・管理するのか
ホテル京阪京橋

参加者１７名

第21回 平成22年２月13日
ワクチン最前線～子どもたち、そして私たちを守るこれか

らのワクチンは？

守口ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞ

参加者２８名

第22回 平成22年７月24日 児童虐待への対応～医療と福祉の連携
ＯＢＰツイン2１

参加者２３名

第23回 平成23年１月29日 日常診療、救急診療で注意を要する小児心疾患について
旭区医師会館

参加者１８名

第24回 平成23年11月26日 災害時における心のケア
ホテル京阪京橋

参加者１４名

第25回 平成24年１０月27日
小児の肺炎～最近の臨床的話題について

小児肺炎のレントゲン読影について

旭区医師会館

参加者１５名
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ベッドサイドメモ

幼稚園教育要領（文部科学者）

保育所保育指針（厚生労働省）

第２章ねらい及び内容（幼稚園教育要領）

第３章保育の内容１－(2)教育に関わるねらい及び内容（保育所保育指針）

健康

[健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う］

１ねらい

（１）明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。

（２）自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。

（３）健康、安全な生活に必要な習`慣や態度を身に付ける。

２内容

（１）先生注')や友達と触れ合い、安定感をもって行動する。

（２）いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。

（３）進んで戸外で遊ぶ。

（４）様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。

（５）先生や友達と食べることを楽しむ。注2）

（６）健康な生活のリズムを身に付ける。注2）

（７）身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動を自分でする。

（８）幼稚園注3)における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整えながら見通しをもって行

動する。

（９）自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要な活動をすすんで行う。

（10)危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方が分かり、安全に気を付けて行動する。

注ｌ）保育士等（保育所保育指針）

注２）健康な生活のリズムを身に付け、楽しんで食事をする。（保育所保育指針）

注３）保育所（保育所保育指針）

第３章１－（１）養護に関わるねらい及び内容（保育所保育指針）

ア生命の保持

①一人一人の子どもが、快適に生活できるようにする。

②一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする。

③一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるようにする。

④一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにする。

イ‘情緒の安定

①一人一人の子どもが、安定感をもって過ごせるようにする。
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②一人一人の子どもが、自分の気持ちを安心して表すことができるようにする。

③一人一人の子どもが、周囲から主体として受け止められ、主体として育ち、自分を肯定す

る気持ちが育まれていくようにする。

④一人一人の子どもの心身の疲れが癒されるようにする。

園医、嘱託医だけでなく小児科医なら誰しも、子どもたちが心身ともに健やかに成長することを

願いながら日々努力されていると思います。

「健康」の項目の中で「体を動かすこと」に重点が置かれていることは注目するべき点です。小

児科医の役割が「病気の早期発見・早期治療」から「病気の予防」へ、そして健康な体をつくるた

めの「子育て支援」へと変遷する中で、「心身ともに健やかに成長すること」がすなわち「自分の

体を自分でつくり自分で動かすこと」であると明記された内容は私たちの診療にとっても原点に立

ち戻る基礎と言えます。

「養護に関わるねらい」は、今子どもたちを支えるすべての人（もちろん保護者を含め）が常に

心に刻んでおくべきことでしょう。

なお、保育所保育指針の第２章「子どもの発達｣、第５章「健康及び安全」も興味深い内容になっ

ています。機会があれば－度目を通されるとさらに発見があることと思います。

(田中薫）

参考文献；

１）幼稚園教育要領平成20年３月文部科学省

２）保育所保育指針平成20年３月厚生労働省
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海道南西部の縄文後期の遺跡からも、ポリオに罹っ

たと思われる20歳未満の男'性の骨が出土しているこ

とから、この病気は古くからあったものと思われる。

昭和36年から弱毒`性ポリオ生ワクチンの投与が始

まった。何しろ初めてのことなので、市民病院の小

児科から保健所に手伝いに行った。よく覚えていな

いがその時のワクチンは、ソ連製でパチンコ玉のよ

うな粒であった。小学高学年か中学生に服用させた

と思う。当時は貴重なワクチンであり間違いのない

ようにと、保健婦（師）さんらと念入りに数を数え

た。－箱に100個入りとあったが、しかし、１００個以

下の箱もあれば、100個以上のもあり、かなり数は

不正確であった。そのときは、こんなワクチンで大

丈夫かと要らぬ思いをした。しかし、効果は素晴ら

しくそれ以後は、ポリオ`患者の発生はほとんど見ら

れなくなった。ワクチンはその後シロップになり、

乳幼児に服用させることになった。そしてエンテロ

ウイルス流行期である夏季を避けて春秋２回実施し

ていた。このワクチンは､経口弱毒生ワクチン（oral

poliovirusvaccine：ＯＰＶ）であり極稀に、ワクチ

ン服用後ポリオ類似疾患が発生することも経験した

ので、平成24年９月より我が国は、従来の経口生ポ

リオワクチンに代わり不活化ポリオワクチン

(inactivatedpoliovirusvaccine：ＩＰＶ）が定期接種

に導入きれることになった。そして、２４年１１月から

新たにＤＰＴとIPVの４種混合ワクチンが使用される

ことになった。

日本では、ポリオに自然感染した患者はここ30年

来報告されていないので、もう過去の病気であると

思われがちである。しかし、最近、タジキスタン、

新彊ウイグル自治区の流行のように、国全体として

接種率は高くても一部の予防接種率の低い地域が存

在することは、懸念されることである。このように

まだ一部のアジア、アフリカ地域では野生ポリオ

ウイルス株による患者発生が認められることから、

今後輸入感染症を起こす危険も否定はできない。乳

幼児にとっては予防接種が増えて大変だが、一度ポ

リオに罹`患し麻癖がおこると、治療法がないだけに

恐ろしい病気であり、やはり、予防が大切であるこ

とには変わりがない。

ポリオの思い出

堺市西区木寺克彦

ポリオは最近ではもう見られない病気になった

が、昭和30年代前半では、我が国のポリオ患者は年

間5,000人ほどが罹患していた。今では考えられな

いほど多く発生していた。３８～39度の発熱が数日間

続き、解熱と前後して上下肢の非対象的な麻揮が出

現する病気である。一度麻痒がおこると回復の可能

`性は非常に困難である。これらを脊髄型といい、ポ

リオ`患者の大半を占めていた。このほかにも延髄型

という、窒息や嚥下'性肺炎などの危険な状態に陥り

やすいものもみられた。このような`患者には「鉄の

肺」（大人のインキュベータのような形のもの）が

使用されたが、私は当時そのような患者には遭遇し

なかったので鉄の肺を病院には置いていたが使用し

た経験はなかった。

もちろん、ポリオには有効な治療法もなく当時と

しては、髄液中にビタミンＢ,を注入する方法が行

われていたが、効果は見られなかった。新入局者は

処置係として来る日も来る日もルンバールをして、

ビタミンＢ,を髄注していた。あるロの夕方内科の

先生とお会いしたとき「どうしてもルンバールがう

まく入らない、君は子供で毎日やっているから－度

試してくれないか」と､突然頼まれたことがあった。

よほど困ったのであろうその患者は髄膜炎の疑いで

あった。インターンの時もさせてもらわなかった大

人のルンバールであり、初めてのことで驚き薦曙し

た。結果はうまくいったので、生涯でたった一度の

良い経験をさせてもらった。（その後も大人のルン

バールは全くやったことはない）

ポリオは教科書によれば、1840年Ｈeineが1887年

Medinにより報告され、HeineMedin病またはポリ

オと呼ばれてきた。しかし、ポリオは紀元前3000年

ごろの古代エジプト王朝の壁面iに、右脚が極端に細

くつま先立ちの王子の姿が描かれている。また、こ

の王子のミイラが残っていた。これらを調査した結

果、王子はポリオを,患っていたというのが定説に

なっている。我が国では、宇都宮市から縄文時代の

４歳くらいの小児の下肢が、左右で発育が違ってい

て、小片丘彦氏はポリオと診断している。また、北



大阪小児科医会会報5８ 2０１３．４

ｂ
・
・
・
グ
８
．

「据恐・山）し

》 〈・吋●碑に

ト蝦》恥《●、
ｊ
》
、
。
」
』

「・ＬＱ》５拍
雫症ユ》ヴロリ。
、
・
し
〃
）
『
ニ

シ北零（〃一転
「
〆
ゾ
、
・
し

一蠣乖縣一秤
．●心鈑へ、へ、
●
●
●
●

、
（
Ｉ
●
●
１

－⑭索＊浄
殿
畿
圷

蝋蝕一
減
聯
抑

『
●
●
●
、
ｏ
Ｌ
Ｄ

ｏ
か
■
》
叩
ユ

ユ
恥
鍜
叱
叩

一
●
●
し
。
〉
一

鉾
・
「
ｆ
宛

ば
灘
扣
一

鈩弛へＬや》．
〈
）
Ｌ
Ｏ
Ｃ
］

〆
６
●
・
Ｑ
Ｉ

Ｊ
》
●
●
「
←

、【・叱几●・

（》》》毎（
、。Ｌ●》８や
（症皿やび●１０
、
・
し
Ｊ
》
「
づ

り●・・（》宅
。
●
か
●
〃
》

「
〆
ョ
、
・
し

一嘘》鍵》
ｊ
Ｃ
鋲
《
．
へ
町

●
●
●
●

評
止
函
苑
０

－⑭涼》》起
り
ご
恥
よ
ゎ

Ｏ
Ｌ
Ｃ
Ｄ
ｙ

》
「
念
、
へ

繍蕊。
●
・
●
戸
ｆ
、

●
●
●
●
一

一》『蝿郊

想随

局で経口補水液を＆

今は学級閉鎖の状況を医師会などで知らせている

所もありますし、リアルタイムでインフルエンザは

勿論、ＲＳなどについても沖縄から北海道までの感

染症の状況を全国レベルのメーリングストなどから

知ることができるのはとても嬉しいことです。要ら

ない薬を出ざないことにも結びつきますし場合に

よっては検査を省くことにも繋がります。私は今、

`患者さんの診察をしていませんが保育園相談の際に

大いに役立ちます。ことに違った地方の流行状況を

知っていると今後の予想にとても役立ちます。一方

知りあいの小児科医にその地域の流行状況を聞くの

もいいことを経験しました。

大阪小児科医会で年一回あるモニター会は色々学

ぶことが多いです。感染症はある時期からとても見

近なものになりました。感染症に関する知見は次第

に深く繊密になってきて少し前の時代と大いに違っ

てきていることを実感します｡いわゆる“かぜ学”

を講演会などでも興味深く聞くようになりました。

感染症情報

池田市飯田喜彦

1981年事情があって急に開業しました。その頃は

まだ麻疹、風疹は勿論のこと夏には目が真っ赤にな

るようなアデノウイルスの感染症も多かったのです

が、ごく普通の感染症を知らなくて初めて伝染'性紅

斑を見た時には患者さんに待ってもらって同級生の

Ｔさんに電話しました。「ほっぺたが真っ赤な子ど

もがきてるけどこれ何？元気だけど…」「りんご

病っていうのよ」「ふ－ん､何か薬ある？」「う_ん、

何も効かないみたいよ」「じゃ、そういって様子見

て貰うね」こんな風に何かあれば電話で教わってい

ました。髄膜炎を起しやすい夏かぜ流行期など電話

による解説付き感染症情報はとても役立ちました。

そのうちに私も感染症情報の定点指定になり診察が

終わる毎に机上の用紙に年例別・疾`患別の印を書き

込むことになりました。今どこで何が流行っている

かを知っておくことは第一線の小児科医にはとても

大切なことで毎週発表される感染症情報は大いに役

立ちます。ところが人間は欲張りなもので府内・全

国レベルの感染症流行状況は大切なのですが１週

間・２週間の遅れが気にいらない、ことに近くの地

域のリアルタイムの情報が知りたくなるもので私は

ある時期絶えずＯＧ先生やＯＢ先生に電話をかけて

いました。池田と少し違うのですね、「今はＲＳみ

たいなのが多いです」時にはロタとかノロの流行時

期に腸管のエコーのコツ迄教えて貰いました。ウイ

ルス`性腸炎のエコーが趣味になって新しいプローベ

を買ったりしました、あの画像はとても綺麗で,惚れ

'惚れします（趣味なので保険請求はしません)。

小児科医や救急担当医が今流行している感染症の

`情報を早く正確に知りたいのはどこの国も同じよう

で孫が海外にいる時そのことを経験しました。タイ

では血便が出て病院に行くと今流行っている「軽い

方の」赤痢でしょうと落ち着いたものでしたし、カ

ナダでは私自身が下痢気味で症状は軽かったのです

が医療事`情を知りたくてウオークイン・クリニック

に行きました。若い担当医は流行している疾患をよ

く把握していて今多いウイルス』性下痢です、自然に

治ります、点滴は要りません、必要なら下にある薬

古希を迎えた私と大阪小児科医会

堺市南区片桐真二

「光陰矢のごとし」と言いますが､堺市･泉北ニュー

タウンで開業して早や32年が経過しようとしていま

す。結成されて間もない大阪小児科医会に入会して

からも同じく３２年が経過しました。国立大阪病院の

故・吉岡慶一郎先生や和田和夫先生のお薦めで入会

しました。３年後には当時の情報部会に入り、故・

田中久左衛門先生が委員長の健保調査委員会（のち

の社会保険委員会)の末席を汚すようになりました。

その２年後に理事となり、情報部会長、健保調査委

員長を務め、感染症サーベイランスやＩＳＯＰニュー

スも担当しましたが、体調を崩すまでの25年にわた

り社会保険委員会一筋にやってきました。故・安達

雅彦会長から日本小児科医会の社会保険委員になっ

てほしいと言われ、新参者でしたのでお断りしたの

ですが、「私は君の恩師の故・吉田邦男奈良医大教

授の推薦で日本小児科学会の社会保険委員をやった

から、君がやってくれ」と言われ、断れませんでし

た。1984年の日本小児科医会発足の経緯から「学会
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随想

え作業を実施しました。2004年に一般病院がＤＰＣ

を試行する際、日本小児科医会社会保険委員会委員

長としてオブザーバーで出席していた日本小児科学

会社会保険委員会で先の調査データから外付けの小

児科加算を設定するよう、厚生省の担当に強く要請

したのを覚えています。幸い、小児入院医療管理料

が外付けされ、当初認められなかった特定機能病院

でも前回改定で算定可能となり、病院小児科の点数

は大幅に改善されました。保険点数をアップすると

３割負担の小児は家計への負担が大きいので、健康

保険の小児に対する給付率のアップ（９割給付）と

乳幼児医療費助成制度の拡充を合わせて要望してき

ました。大阪小児科医会でも乳幼児医療費助成制度

の拡充を求める署名運動を会員の先生方のご協力で

実施し、大阪府や各市町村に働き掛けました。大阪

府下市町村の小児医療費助成制度は年々改善されて

私の住む堺市では所得制限なく、対象年齢が通院・

入院共中学卒業までとなり、財政厳しい折にも拘わ

らず他の市町村も拡充に努力されているのは今まで

の我々の努力が少しづつ報われていると感じていま

す。

これまで会員皆様のご協力のお蔭で大阪小児科医

会に少しは貢献できたと思っています。現在管理医

師をしている堺市泉北急病診療センターが２年後に

は堺市こども急病診療センター（仮）として移転・

新設される堺市総合医療センター（仮）に併設され

ます。これをスムーズに機能するよう準備するのが

古希を迎えた私の最後の仕事です。４月からの武知

新会長体制で裁定委員を仰せつかりましたので、暫

くは大阪小児科医会とは縁が切れません。会員の先

生方のご尽力で裁定委員の仕事がないことを願って

います。最後に、会員一人ひとりが例え小さな事で

も医会の事業に協力して頂くことが大阪小児科医会

の発展につながりますので、よろしくお願い致しま

す。

'よ学術、医会は社会保険」と住み分けていたとは言

え､当時の日本小児科学会は社会保険には無関心で、

一方日本小児科医会・社会保険委員会も脆弱で、大

阪小児科医会の健保調査委員会の方が組織的に動い

ていると感じていました。右肩上がりの経済成長期

が続きましたので診療報酬は毎年プラス改定がある

のですが、小児科と内科等他科との格差は拡大する

ばかりでした。小児科の窮状を打開すべ〈、厚生省

から提案されたのが、小児科定額制でした。初診

600点、再診300点、最大月２回算定で３回目の受診

から０点はとても受け入れられる案ではありません

でした。関東では賛成する委員も多く、関西は猛反

対でした。数年、膠着状態が続きましたが、現在の

包括出来高制が浮上し、日本小児科医会の担当理事

が来阪し、説得きれました。最終的には受け入れて

その保険点数が焦点となりましたが、厚生省から提

示された点数は受け入れ難く、その後厚生省との粘

り強い交渉の結果、最終的には診療所だけでなく病

院も取り込み、且つ手上げ方式で決着し、1996年４

月改定で小児科外来診療料が新設されました。後日

談として大蔵省担当者から小児科を引き上げ過ぎた

と厚生省にクレームがあったと聞いています。現在

では小児科診療所の８割で算定されています。その

後８回の診療報酬改定がありましたが、インフルエ

ンザやＲＳウイルス抗原等の迅速検査の普及や診療

'情報提供料、時間外対応加算、算定曰の電話再診等

が算定できない不合理があるにも拘わらず、点数

アップは僅かしか認められず、私が退任してからも

社会保険委員会は苦慮しているようです。1998年に

は実質マイナス改定となり、入院包括のＤＲＧ－ＰＰＳ

が１０病院で試行きれました。小児科は包括に馴染ま

ないと言う事で除外され、2000年には小児入院医療

管理料が新設されました。包括に対していろいろ議

論はありましたが、現在では小児科入院医療管理料

は施設基準で５区別されて我々の要望は近づいてき

ました。2002年には診療報酬本体のマイナス改定が

あり、同時に特定機能病院（殆んどが大学病院本院）

がDRG-PPSに代わるＤＰＣに移行しました。この頃

の日本小児科学会の動きは鈍く、大阪小児科医会会

員の病院小児科部長の先生方と特定機能病院の奈良

医大小児科吉岡章教授と近畿大小児科竹村司教授の

ご協力で入院レセプトを提出して頂き我々で置き換
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三

入会の御挨拶を兼ね、私の略歴と開業してから感じ

ることを紹介してみたいと思います。

平成５年に大学を卒業後は小児科研修医を経て、

とくに小児の悪`性腫瘍､血液疾患を中心とした臨床・

研究に従事してまいりました。卒後５年目には東京

大学医科学研究所でお世話になり、造血幹細胞移植

を中心とする臨床と患者さんたちが寝静まった頃よ

りはじまる実験に明け暮れる日々を送りました。こ

のときの経験が糧になりいつか機会があれば留学を

と考えておりましたところ、2005年からは米国シカ

ゴでポスドクのポストがみつかり、米国への留学も

経験させていただきました。結局シカゴ（イリノイ

大学）に２年、ニューヨーク（マウントサイナイ医

科大学）で２年間、非常に楽しく有意義な時間を過

ごしましたし、それなりの成果を残すことができま

した。帰国後は大阪市立大学発達小児科学教室でお

世話になり､研究と臨床の両立を目指していました。

しかしながらここで転機がきました。lか月に７～

８回程度の当直業務をこなしつつ、日々の臨床も多

｣忙になり体を休める時間がない状態が続きました。

留学前の30代前半まではなんとか体力の蓄えをきり

くずしなんとかやっていけたのでしょうが、帰国後

はそれなりに歳もとっていましたのでそのうちだん

だんと体が疲弊し、やりたかった研究もできずじま

いになっていました。これでは大学で勤務医を続け

る意義がないのではといろいろ悩む様になり、ここ

からは転身して以前より興味があった地域医療に深

くかかわっていこうと決意にするに至り、ついに開

業することとしました。

開業してみて良かったと感じること、勤務医のほ

うが良かったと感じること様々です。当直のストレ

スが改善されたこと、休日が確実にとれることは開

業医になったことの最大の利点です。しかし経営の

問題、人事の問題など勤務医時代には考えなかった

ことを考えなくてはならないことは多少のストレス

にはなってはいます。勤務医時代より多少収入が増

えたことは家計にとってうれしいことではあります

が、うれしいというよりは今まで勤務医としてがん

ばってきた収入面との差は一体なんなんだろうとむ

しろ疑問を強く感じてしまいました。より重症な患

者さんを診て、より大きなストレスを感じ、睡眠時

間を削り、休日もない日々を送っていたのはより給

料が低かった勤務医時代でした。開業医の待遇が良

すぎるのか、勤務医の待遇が悪すぎるのか、良く分

かりませんが大変大きな矛盾があるように恩えま

入会のご挨拶

吹田市西野淳司

はじめまして､西野と申します。出身は吹田市で、

毎日過剰な運動や腹を立てないように心がけなが

ら、活性酸素にも気をつけて診察しております。

吹田市で開業しまして５年が経ちました。開業ま

では多くの人のお力と友人のお世話になりました。

現在は直接お会いすることは少なくなりましたが、

地域の先生のお力を拝借しながら診察をしておりま

す。開業当初から診療スタイルに変わりはありませ

ん。開業後は勤務医時代とは違って、自分の子育て

の経験も生かしながら、さらに親の気持ちも考えて

診察することを心がけております。

ただ、開業してしばらくしてから、学術的なつな

がりが少なくなっていると感じ始めました。漠然と

した不安が広がって来て、病院に勤めているときは

周りの仲間や他の科の先生の助言で自然に知識が手

に入っていたのが、それが無くなったためではない

かと思います。年々新しくなっていく診断や治療の

内容を追いかけていくことは個人の努力次第です

が、いつも気をつけていないとできないことです。

私のようなものにはできないことです。いままで

入っていた学会は直接プライマリーケアに直結する

ことが少なかったので、今回、地域に根ざした内容

の充実した大阪小児科医会に参加させていたき、こ

れからの診察に生かしていきたいと思います。いま

の診察が精一杯で､なんのお手伝いもできませんが、

諸先生がたの知識を手本にきせて頂き、少しでも地

域の医療を充実に参加できればと考えております。

どうぞよろしくお願い致します。

入会の御挨拶

堺市西区石井武文

大阪小児科医会会員の先生方、新年あけましてお

めでとうございます。右も左もわからなかったよう

な状況から、どうにかこうにか約２年の月日が経過

いたしました。山あり谷ありの毎日ですが、諸先生

方の御指導､御鞭燵の賜物と大変感謝しております。
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外来では、相談の内容に頭を抱えてしまうことが

何度もありました。例えば特別支援学校への就学を

前にした気管切開の子どものお母さんから、「気管

内吸引が必要だと通学バスに乗せてもらえないの

で、『バス内での吸引は不要だ』と診断書を作成し

てほしい」と言われました。しかしその子はたった

１０分少しの外来の間にも、何度も気管カニューレか

ら分泌物を吹き出しています。どう考えてもそんな

診断書を書くことはできないのですが、力､といって

その子のためになる対応策を何も思いつきませんで

した。

恥ずかしいことですが、こういった経験が重なっ

て初めて、自分がＮＩＣＵで診ていた子どもたちは想

像以上に生活をしていくのが大変なのだということ

に気がつきました。そして、何か自分にできること

はないかと思い、平成20年に、先進的に小児の在宅

医療に取り組んでおられるクリニックや訪問看護ス

テーションに見学に行かせていただきました。

見学では、実際に在宅で生活している子どもの自

宅にうかがいました。気管切開、胄瘻、人工呼吸、

腹膜透析．．さまざまな医療ケアを要する子どもの

生活の様子を兇させていただきました。訪問看護や

訪問診療、レスパイトケアなどのサポートを上手に

得られれば、子どもと家族が在宅生活に合わせた工

夫をして負担を減らせること、そして自宅で楽しく

過ごせることを目の当たりにし、病院の外来では見

ることができない生活の実際に大きな衝撃を受けま

した。

しかし、小児の在宅医療は担い手自体が少なく、

まだ発展途上の部分が多いのが現状です。もっと裾

野を広げたいとの思いで在宅医療の現場に飛び込む

ことを決意し、平成22年から24年の２年間、在宅療

養支援診療所での研修の機会を得ました。当初は小

児に特化して在宅医療を実践したいと思っていたの

ですが、小児だけではなく成人の在宅医療の研修も

させていただき、在宅医療全般に対してやりがいを

感じるようになりました。そして平成24年８月、こ

のような形での開業をするに至りました。

開業するにあたっては、自分で小児の在宅医療を

行うことはもちろん、どうすれば担い手を増やすこ

とができるのかを考えていきたいと思っています。

まだまだ未熟で具体的な良い方法が思いつきません

が、これからも先生方の御指導をいただきながら、

模索を続けていきたいと存じます。どうかよろしく

お願い申し上げます。

す。

話はかわります。６月には長女が誕生しました。

先天性心疾患をもって生れてきました。検査や手術

のため入退院を繰り返しています。病状の説明、手

術や検査のための説明、同意など娘が入院している

病院にもいかなければいけない機会が結構あり、勤

務医時代であれば到底まわっていけなかっただろう

なと思います。予想もつかないことでしたがある程

度の融通がきく今のような立場で良かったと心から

思っています。今は娘のおかげで患者側からの立場

で医療を見せてもらうこともできています。治療に

携わっていただいている医師、看護師、その他のコ

ワーカーの方々には大変感謝しておりますが時には

不満を感じることもあります。立場が変わればいろ

いろと見えてくるものもあるんだなあと少し反省も

しつつ､今後に生かしていきたいと考えております。

今後どんな試練が待っているかわかりませんが、地

域に溶け込んだ医療をできるだけがんばってやって

いこうと考えています。どうぞよろしくお願い申し

上げます。

入会のご挨拶

堺市南区南條浩輝

このたび大阪小児科医会に入会させていただきま

した、南條浩輝と申します。平成13年卒業の若輩者

ですが、医会の先生方にはご指導のほどお願い申し

上げます。

私は平成24年８月に堺市南区で開業いたしまし

た。通常の小児科クリニックとは異なり、訪問診療

に特化した在宅療養支援診療所として、０歳の赤

ちゃんから高齢者まで、年齢に関係なく診療してお

ります。平成24年末現在、全体の約４割が小児科領

域、約６割が成人領域の患者さんで、病院の先生や

訪問看護ステーションなどの他施設の方と連携しな

がら、在宅生活のサポートをおこなっております。

まずは自己紹介を兼ねて、私が開業を決意したきっ

かけについて書かせていただきます。

もともと私は新生児科医で、勤務医として８年間

をＮＩＣＵで過ごしました。少しキャリアを積んでか

らはフォローアップの外来を持たせてもらい、臼分

が入院中の主治医だった医療ケアを要する赤ちゃん

について、外来でお母さんから相談を受けるように

なりました。
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てきていたりしますし、‘患者さんの中には今日の受

診をブログですぐに紹介している方もおられます。

こうしたことは、わたしたちが個人情報を守ってい

る一方で、他方では患者様によって公開される医療

となってきました。その是非はともかく、変化して

きた要因には単にネットの社会環境が存在するよう

になっただけというのもあるでしょうが、医療不信

によって生じてきたものもあります。そこから私が

思うことは、こうして変わってきて、さらにこれか

ら変わり続けていく医療の中でこれからも私たちが

生きていかなければならないということです。日々

診療している中で、私はそれについて感じ考えなが

ら働いております。ただ､現在の心境を言えば､様々

な選択肢を患者様に提供するのは構わないと思いま

すが、最終的には医師がこれまで築き上げてきたプ

ロフェッショナリズムを持ってどれがベストと考え

られるのかに導いていかなければならないと考えて

いますし、いかに患者様の時代が来ようとも、プロ

フェッショナリズムを発揮できるように主導権を

持って進めていくようにしたいと思っていますし、

中にはある意味選んでもらうようにする風潮も認め

られますが、あくまで自分たちが主体であることを

考え、発揮していけるようにしなければならないと

考えています。

まだまだ私はこれからも日々勉強の身であります

が、最近はそんなことを考えながら過ごしています

し、それを若い人たちに伝えて、どう考えていくよ

うになっていくのかなどと楽しみにしながら働いて

おります。折しも、そんな考えの時に入会させてい

ただきましたのでこうしてか書かせていただきまし

た。

今後ともよろしくお願いいたしますとともに、入

会の挨拶とざせていただきます。

入会のご挨拶

河内長野市井上徳浩

このたび、大阪小児科医会に入会させていただき

ました井上徳浩です。大阪小児科医会にはかねてか

ら入会しようと考えておりましたが、すでに日本小

児科医会に入会していることから、これといった理

由もなく入会を先送りしていましたが、今回ようや

く申し込みを完了させることができました。

現在、大阪府河内長野市にある、国立病院機構大

阪南医療センターに勤務し、その小児科医長として

働いております｡専門は小児アレルギーで､アトピー

`性皮膚炎や食物アレルギーをはじめとするアレル

ギー疾患を中心とした診療を展開しております。

和歌山県生まれの私は、地元の高校を経て、和歌

山県立医科大学を卒業しました。関連病院にどっぷ

りとつかっている問は、地域を守るということを教

えてもらいました。この間の勤務生活が今の自分の

基礎となっている気がします。すばらしい上司と、

どのように考えていくのかを議論し、当時は納得で

きなかったことも今はいい思い出です。また、専門

診療を学ぶために国立成育医療センターアレルギー

科に勤務し､以降も研究員として在籍していますが、

厳しい指導、頼もしい同僚によって専門診療を学ぶ

ことができ、何よりも専門診療とはどういうことを

指すのかということと出会った喜びが今の自分を動

かしていると思います。

入会の挨拶としてふさわしいのかどうかとは思い

ますが、思うままに少し書かせていただきたいと思

います。

それは、近年の我々医療者が働く環境についてで

す。働き出してから教えていただいた医療からして

みれば、我々医師を取り巻く環境が大きく変わりま

した。『患者様』という言葉に始まり、『ネット社会

の普及』まで、枚挙に暇がありません。中でも前者

には権利というものが大きく私たちを動かして、仕

事の量、さらには質までも変化したと思います。ま

た､後者ではネットの普及がもたらしたものに､我々

が得る'情報の質とスピードにおいて、地方で勤務し

ていたころに比べれば勤務地による情報格差が減っ

たことはもちろん、医師と患者の間における』情報に

も差がなくなってきました。ともすれば、ある一つ

のことについてであれば、受診される方の方が調べ
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フォーラム実行委員会からのお知らせ

山中教授の講演企画がビデオメッセージに変更となりました

総会フォーラムの企画が完成に近づき開催まで半年に迫った今月はじめ、特別講演ｌをお願いしていた京

都大学山中伸弥教授より登壇不可の連絡がありました．ノーベル賞受賞によりスケジュールが予定通りに遂

行できなくなった事が最大の理由で、１年間は政府関係の責任発表以外は国内外の講演をすべてキャンセル

きれたとのことでした山中教授は現役まっただ中の教授であるため､受賞にかかわる業務で不足してしまっ

た研究への時間を取り戻される状況です．今回の事態に小川会長と実行委員の藤谷、住本、武知でiPs細胞

研究所（ＣｉＲＡ）に出向き林副所長と面談しました．その結果、特別講演ｌには山中教授による日本小児科医

会フォーラム用のビデオメッセージを準備いただく事、さらにＣｉＲＡの中から代理講演者を出していただく

事で話を進めてきました．ＣｉＲＡの帰りに大学キャンパスで偶然に山中教授に出会い、挨拶に近づいた藤谷

副会長に直謝りされた教授の姿には人格の深言を感じるものでした．年明け１月には特別講演ｌの具体的な

企画を報告させて頂きますので､今回の事態についてご理解のほどお願いいたします．（文責武知哲久）

四種混合ワクチンの供給不足とその対応について

１０月末から販売が開始された四種混合ワクチン（DPT-IPV、阪大微研テトラビックと化血研クアトロバッ

ク）だが、多くの医療機関で必要な本数が納入できない状況が続いている．今年度末までのワクチン需要量

と供給量について厚生労働省の説明は､単独不活化ポリオワクチン(単独IPV､サノフイパスツール社イモバッ

クスポリオ）は､需要量予測396.5万ドーズに対して供給量４７７万ドーズ､DPT-IPVは需要量予測１０５．７万ドー

ズに対して供給量１４７万ドーズであった．数字の上では十分な量が供給されているはずなのだが、実際には

納入数が－桁という医療機関も少なくないようで、必要な本数にはほど遠い状況だ．最近ではＤＰＴ－ＩＰＶ不

足の影響か、単独IPVについても納入が滞っているという．

メーカー側からの情報では、おおむね当初の予定通りの供給を行っているということである．しかし、

１０月と１１月の供給量が十分でない上に、１２月供給量がさらに少なかったため、医療機関としては２１m111,

3回目に必要なワクチンが適切な時期に納入できないことを想定しておかねばならない．（実際の納入本数

÷３）人しかDPT-IPVの１回目を接種しないという対応も十分に理解できる．今すぐに使用しないワクチ

ン（翌月、翌々月分）を前倒して納入するのと同じことになるので、結果的にはワクチンの供給状況を悪

化させる要因になってしまうのだが、国が「(DPT-IPVの）定期接種としての接種間隔は５６日まで」とい

う解釈にこだわっている以上、医療機関側としてはｌか月、２か月先に使用するワクチンを確保しておか

ざるを得ない．国は８月２日の「不活化ポリオワクチンの円滑な導入に関する検討会」で、DPT-IPVに含

まれるセービン株ＩＰＶと、単独ＩＰＶのソーク株ＩＰＶには互換`性があるという試験結果を示したが、最初

に始めたワクチンで複数回の接種を完了するという原則には変わりがない．

しかし、経口ポリオ生ワクチンによる定期接種が８月末で中止されたので、ワクチン由来ポリオウイル

スは既に国内で循環していないと言える．また、わが国では３０年以-ｔ、野生株ポリオ,患者がいないことか

ら、野生株ポリオウイルスも国内に存在しているとは考えにくいしたがって、ワクチンの対象である４

疾患のうち、生後３か月の乳児で急いで予防しなければならないのは百Ⅱ咳だけである．DPT-IPVや単独
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IPVの供給が滞っていても、ＤＰＴさえ接種できれば問題はないDPT-IPVの不足状況はすぐには好転し

ないと考えられるが、診療の現場では粛々とした対応が望まれる．（予防接種委員会藤岡雅司）

第２９回近畿ブロック連絡協議会報告

平成24年１１月１７日（士）にホテルグランヴイア和歌山にて、第２９回近畿ブロック連絡協議会が開催

された柏井和歌山小児科医会会長の開会の挨拶に続いて、木野日本小児科医会副会長から小児保健法制

定に向けての取り組みなど最近の日本小児科医会の情勢報告などがあった．引き続いて、日本小児科医会

の各委員会報告がなされたＩ広報委員会】医会報最新号（44号）は7,000部発行（通常6,800部）され、

増刷分は大阪小児科医会に供与され日本小児科医会入会勧奨に使用された【ホームページ委員会】日本小

児科医会の社会的活動を掲載するページを新設し、小児保健法制定へ向けての取り組みや東日本大震災へ

の支援活動報告などを掲載する．【予防接種委員会】医師会を介した自治体との委託契約時の事務手数料の

問題が報告ざれ適正化について要望していく【乳幼児学校保健委員会】第２回乳幼児学校保健研修会の開

催、およびｌか月健診や学校医・園医に関するアンケート実施への協力依頼．【社会保険委員会】時間外対

応加算の届出が２割未満であること、小児科の時間外の問題から各地に小児科救急センターが設置されて

いる現状に逆行した診療報酬設定であるという評価が示きれた．【教育委員会】総会フォーラムに関して、

第２４回（平成25年）は大阪市中央公会堂にて、第２５回（平成２６年）は盛岡にて開催予定．また生涯研

修セミナーは、第９回（平成２５年）は金沢にて、第１０回（平成２６年）は奈良で開催予定．日本小児科学

会専門医研修単位については、府県小児科医会が開催している学術集会での更新単位数が大幅に削られた

りしている状況が報告されたこれに対して各府県医師会でも単位付与の基準に見合った集会プログラム

の設定を考慮していることも報告された．また、生涯研修セミナーを基本単位として承認いただくなどの

要望も出ているとのことであった（注：その後、この要望は受理されたとのことである)．【｢子どもの心」

対策研修委員会】平成25年度は前期５月25,26日、後期７月27,28日に神戸で開催．その他、地域小児科

総合医検討委員会、小児救急医療委員会、国際委員会からも報告があった．

その後、近畿ブロック各府県医会から活動報告が行われたが、やはり話題の中心は専門医研修単位で、

県小児科医会総会時の学術講演会で単位付与なしという事態になっている県もあり、危機感を共有するこ

ととなった（近畿ブロック広報委員川崎康寛）

｢小児の外科的疾患対応」アンケート（対象Ａ会員）への協力依頼

平成２４年１２月３日に「小児の外科的疾患に対するアンケート」を実施いたしましたところ、１２月１９

日現在で９３名の方よりご回答をいただいております（対象365名)．本アンケートは、大阪府行政、大阪

府医師会の救急災害部会の平成２４年度事業「小児救急体制における受入困難例である小児外傷に対する体

制整備」事業に対し、大阪小児科医会が小児科医として参画・関与していくための基礎資料となります．

当医会が、今後の行政、府医の小児関連事業への影響力を保持するためにも高い回答率が必要です．まだ

回答いただけていない先生方には是非ご回答をお願い致します．（小児救急部会久保鑿）

平成２４年度「小児の在宅医療研修会」のご案内

大阪府医師会小児の医療的ケア検討委員会が主催する実技講習会です．大阪市立総合医療センターや大

阪府立母子保健総合医療センター耳鼻咽喉科や小児外科などからの専門医の指導のもと、気管カニューレ

や胄瘻管理など在宅小児医療に必要な手技について、少人数グループで人形を用いて実習を行う実技講習

会です．是非ご参加ください． （大阪府医師会小児の医療的ケア検討委員会委員春本常雄）

日時：平成２５年２月７日（木）午後２時～４時

会場：大阪府医師会館４階大会議室ＡＢ・４１会議室他
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定員：６０名（定員超過の場合は抽選く医師優先>，参加費：無料

但し実習参加不可の方でも、聴講・実習見学のみの参加は可能）

実習：①「気管カニューレ挿入」（医療的ケア人形を使用）

②「胄瘻管理」（医療的ケア人形を使用）

③ルスピレーター実習」

申込み：「受講申込書（大阪府医師会ホームページよりダウンロード)」を府医師会地域医療

２課までＦＡＸ（06-6766-2875)、または直接問い合わせてください.

申込み締切：平成２５年１月１１日（金）
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No.2052013年０１月１８日

予防接種の定期化を求める署名活動に積極的なご協力を

～子どもの氏名での代筆も可能１署名用紙は小児科医会に提出を！～

日本医師会と予防接種推進専門協議会が予防接種定期化の署名活動を始めています２０１０年秋の署名運動で

は、予防接種部会での議論の後押しとなり、第二次提言に反映されました．小児科医会は署名活動の中心組

織ですので､一筆でも多くの署名が集まるよう積極的なご協力をお願いします．留意点は以下の通りです．（１）

全国民が対象ですので、子どもの署名(代筆）も可能です．保護者の方々にはお子さんの氏名での署名も併せ

てお願いしてください．(2)鉛筆は不可.ボールペン等を使用．印は不要.名字･住所が同じでも略さない．「〃」、

｢同」は不可．(3)ご署名いただいた用紙(原本）は医会事務局までご郵送ください大阪小児科医会の集約締

切りは２月１５日です．大阪で集計して、日本小児科医会を通じて日本医師会に提出します．(4)日本医師会

から送付された署名用紙は予めコピーしてご使用ください．日本医師会ホームページ（http://www・med

orjp/vpd/）からダウンロードもできます．不明な点は医会事務局までお問い合わせください

（予防接種委員会藤岡雅司）

アクトヒブの追加接種までの間隔が短縮されました

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要領の一部が昨年１１月１４日にさかのぼって変更され、ア

クトヒブの追加接種までの間隔が短縮されました従来の追加接種の時期は「(初回）接種後概ね１年の間

隔」と添付文書通りでしたが、現在は「接種後７～１３か月の間」になっています．この変更の目的は、ヒ

ブによる細菌性髄膜炎の好発年齢である１歳早期での感染防御をより確実にするためと思われます．アク

トヒブの治験データでは、追加接種前の感染防御レベル（抗ＰＲＰ抗体価０.ｌ５ｕｇ/ｍＬ以上）の抗体保有

率は90.5％でしたこれは追加接種まで１年の間隔をおくと約１０％で感染の危険』性があることを意味して

います．また、接種前の抗体価が長期予防レベル（抗ＰＲＰ抗体価ＬＯＵｇ/ｍＬ以上）であっても、１回の

追加接種で抗体価は十分に上昇していますので、抗体価が低下するまで追加接種を待つ必要もありません．

ヒブによる細菌'性髄膜炎の約８割が０歳、１歳で発症していることを考慮すれば、今回の変更は治験デー

タを臨床の視点で合理的に解釈したものと言えるでしょう．なお、初回接種完了から半年以上であっても、

追加接種は必ず１歳になってから行うようにしてください． （予防接種委員会藤岡雅司）

インフルエンザ流行期に入る

大阪府感染症発生動向調査第１週（平成２４年１２月３１日～平成２５年１月６日）によると、インフルエ

ンザの定点あたり報告数１．３４と、流行開始基準であるｌを超え、第２週には定点あたり報告数４９と約３

倍に増加した．検出ウイルスはＡ香港型が大半を占めている．年齢別では０～１４歳が58.1％と半数以上

を占めており、冬休み明けに保育園・幼稚園・学校で流行が急速に拡大したと思われたインフルエンザ

の流行は間もなく注意報レベルに達すると思われ、注意が必要である．

（感染症サーベイランス委員会八木由奈）
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｢小児科外来を受診した感冒児の経過に影響する因子について」の報告

小児科専門医を発熱、鼻汁、咳嗽などの気道感染症症状で受診した生後６か月から６歳までの１６７症例

を調査対象とし、初診時の`患者背景、症状、投薬内容を記録し、３～４日後の症状等の変化について聞き

取り調査を行ったそして患者背景や投薬が、各症状の経過にどのような影響を及ぼしているのかについ

て多重ロジステイック回帰分析を行い検討した結果:咳嗽の遷延因子として､両親の喫煙（オッズ比;0.33、

P=0.049）と鎮咳薬の投与（オッズ比；029、Ｐ=0.027）が、また鼻汁の遷延因子としては、兄弟がいるこ

と（オッズ比；0.40、Ｐ=0.043）と抗菌薬投与（オッズ比；0.24,Ｐ=0.029）が有意であった

非常に興味ある結果が得られたことから、現在論文にまとめて日本小児科学会雑誌に投稿中です．ご協力、

有り難うございました．（学術部会調査研究委員会西村龍夫）

在宅小児かかりつけ医あっせん事業試運用のお知らせ

担える時間帯や医療内容を明記した「在宅小児かかりつけ医登録票」（在宅側が記載）に約７０名の大阪

小児科医会会員に登録をして頂くことができました．ありがとうございました．また、「在宅小児医療かか

りつけ医依頼票」（病院側が記載）なども作成し､大阪小児科医会の「在宅小児かかりつけ医あっせん事業」

がいよいよスタートします．大阪小児科医会のホームページに載せ、「在宅小児医療かかりつけ医依頼票」

もダウンロードできるようにします（準備中）．また、ＮＩＣＵのある病院などへも直接メールなどでご案内

する予定です.大阪小児科医会の病院側会員から在宅側会員へ依頼する､大阪小児科医会内部での事業です．

試運用する中でよりよい事業に育てていきたいと思いますので、皆様のご意見.ご協力よろしくお願いい

たします．（在宅小児医療実践小委員会春本常雄）
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ＩＳＯＰニュース速報
大阪小児科医会'情報サービス http://www､osk-paorjp／

e-mail:osk-pa＠osk-paorjpﾉ"/bγ池αﾉﾉo〃Ｓｃγz)ｊｃｃＭ,γOsaAaHqlj〃jcjtz"ｓ

号外２０１３年２月８日

第４３回（社)大阪小児科医会定時総会のご案内

日時：平成２５年２月２３日（士）午後２時～３時

会場：薬業年金会館３階

(大阪市中央区谷町６丁目５番４号、Tel：06-6768-4451）

第４３回大阪小児科医会定時総会が上記日程で開催されます．今回の総会は、大阪小児科医会の定款変

更案修正を決定するための大変重要な総会となります．定款の改正には、定款第１０章第４３条により、

が必要となりますので、万障お繰り合わせの上ご出席賜りますようよるし総会員の４分の３以上の同意

〈お願い申し上げます．

やむを得ずご欠席または出欠不詳の場合は、先日郵送いたしました総会案内に同封しております委任

状を早急にお送り下きいますようお願い申し上げます。

（総務部会）
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ＩＳＯＰニュース速報
大阪小児科医会'情報サービス http://www・osk-paorjp／
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No.2062013年０２月２１日

第４３回（社)大阪小児科医会定時総会のご案内

日時：平成２５年２月２３日（士）午後２時～３時

会場：薬業年金会館３階

第４３回大阪小児科医会定時総会が上記日程で開催されます．今回の総会は、大阪小児科医会の定款変

更案修正を決定するための大変重要な総会となります．定款の改正には、定款第１０章第４３条により、

総会員の４分の３以上の同意が必要となりますので、万障お繰り合わせの上ご出席賜りますようよるし

<お願い申し上げます．

大阪の小児医療は充足しているか－行政側からの答申一

大阪市健康局健康推進部より、大阪市内の小児医療の充足度を図る指標の相談があった．その資料によ

ると大阪市内の小児科病床数は776床、１５歳未満の人口は３０万7,028人で、小児人口１万人に対し病床数

は２５床という数字が示された．大阪府全体のこの数値の平均は１７床であり、堺、南河内などの他の府下７

ブロック別にみた場合においても大阪市がトップである．大阪市内に２次、３次医療施設が集中しているこ

とが示され、これをもって自治体の首長が大阪市の小児医療が充足されていると評価出来るかどうかとい

う相談であった．一方、小児科勤務医の不足や疲弊を解消するべく学会が提唱している地域小児科センター

構想では、別に地域小児医療圏も想定しており、これとの整合’性も考えれば充足していると短絡的な結論

は出せないという話し合いになった．

また－次医療を担う小児科診療所（小児科を主標梼）は大阪府全体で195カ所､大阪市内では４４カ所で、

全国の6,000カ所に比べると大阪が少ないことになる．これには登録漏れや他科主標梼診療科に小児科医が

いることも勘案されるが、大阪の一次小児医療が小児科診療所だけでなく、病院小児科、あるいは内科を

中心とした他科医師に委ねられていることが推測される．これからみても夜間休日小児時間外医療を診療

所小児科医だけで充足することには限界がある．診療所小児科はその絶対数が少ないという現実から小児

医療を考えていくべきであろうと回答した．行政が小児医療に注、してくれることには歓迎するものの、

一元的な見方で評価されないよう小児科医会では注意して対応していきたい．（情報広報部会武知哲久）

４月１日からＢＣＧなどの対象者が変わります

（１）ＢＣＧ：現在の「生後６月に至るまで（生後５か月の終わりまで)」から、「１歳に至るまで（満１歳

の誕生日前日まで)」に、６か月間延長されます．また、標準的接種期間を生後５か月から７か月までの３

か月間とするという留意事項も併せて通知されました．これは平成１７年からＢＣＧの接種月齢が早まり、

BCG後骨炎・骨髄炎の副反応報告数が増加したことへの対応です．接種月齢を２か月程度遅くすることで、
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副反応発生を減らそうということですが、結核`患者と接触の可能'性があるなど早期接種が望ましい場合は

この限りではありません．

(2)日本脳炎：平成７年４月２日から５月３１日までの間に生まれた人も特例救済の対象に追加されます．

新しく高校３年生年代になる学年の子どもたちですが、今までは「平成７年６月１日生まれから」でした

ので、同一学年で対象者とそうでない人が混在していました．４回の定期接種が完了していない場合は、２０

歳未満なら定期接種として残りの回数を受けることができますので、接種歴を確認してあげてください

（予防接種委員会藤岡雅司）

府内で先天`性風疹症候群が発生

大阪府感染症情報センターによると、昨年１２月と今年１月に、２か月連続して先天性風疹症候群

(congenitalrubellasyndrome：CRS）の届け出があった大阪府のＣＲＳの届け出は、２００５年の１例の報

告以来７年ぶりである．昨年の患者の多くは２０～４０歳代の成人（男性が女性の約３倍）であり、女性の

症例のみをみると出産年齢とされる年代が80％近くを占めており、ＣＲＳが発生するリスクが非常に危｛具さ

れる状況であったが、それが現実化した感がある．また国立感染症研究所感染症情報センターの報告

(http://www・nih・gojp/niid/images/idsc/disease/rubella/2013pdf/rubel3-06pdf）によると、２０１３年第６

週（２月４日～２月１０日）までの全国の風疹累積報告数は５３５例と、過去５年間の同時期をはるかに上回

る勢いであり、今年は全国的に昨年以上の風疹の流行が危倶されている．

今後妊娠を希望する女』性や、その家族など周辺の成人男性で、風疹の罹`患歴や接種歴がない、または不

明な場合には、ただちにＭＲワクチン接種を受けることを勧奨したい．

（感染症サーベイランス委員会八木川奈）

総会フォーラム実行委員会より－開催まで４か月を切りました－

本年６月８，９日の開催まで４か月と迫った総会フォーラムは企画の最終調整となりました．特別講演ｌ

の京大iＰＳ研究所（CiRA）高橋講師の座長は阪大心臓血管外科澤芳樹教授、特別講演２の大阪市立大廣田

教授の座長は阪大微研上田重晴名誉教授に決定．教育講演ｌの在阪５大学小児科教授の連続講演はまたと

ない機会で全国の小児科医から注目されているようです．サテライトミーティングｌおよび２，ミニシンポ

ジウムは病院小児科医ネットワーク、小児救急電話相談、在宅小児医療と大阪小児科医会が全国に誇る事

業を報告するもので、各担当の実行委員が企画を鋭意改造に努力、準備中です．２日目の午後に教育講演２

と同時に開催する市民公開講座は３月に２次チラシを作成し、会場整理のため関係団体を中心に申込書を

送付する予定です．ざらにこの公開講座の後、同会場で日本小児科医会と日本小児科医連盟共催で小児保

健法制定集会大阪大会が開催される段取りとなりました．２日日冒頭のシンポジウムでは小児医療・福祉の

問題点を挙げ小児科医からの提言を行う予定です．このシンポジウムの課題を受ける形で、市民を含めた

聴衆の前でフォーラムの最後に小児保健法の話題を提供する場を予定しました．ポスターセッションに関

しては、まだこれから応募が増えていくものと予想されます．フォーラムが成功するかどうかは、企画と

は別に一人でも多くの方に参加頂〈ことが望まれます．当医会の会員におかれましては可能な限り参加い

ただくことでご予定をお願い申し上げます．

なお､総会フォーラムへの募金をお願いしたところ､昨年末までに１３８名の会員からご寄付を頂きました．

改めて御礼申し上げるとともに、事前参加登録をさせて頂きました（すでに別途申し込まれた方は調鑿い

たます）．さらにこの募金から今回の特別講演で講師擁立に誠意ある対応をいただきましたＣｉＲＡに感謝の

意と支援のために１００万円を寄付いたしました．早速、額入りの寄付の感謝状が医会事務局に届いており

ます．事務局に立ち寄りの際にはご一見下さい． （フォーラム実行委員会武知哲久）
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選の年度に当たります。議事の前に選挙管理委員

会から報告がございますが、新執行部の選出は承

認事項になりましたので、私のほうからも御礼申

し上げたいと思います。よろしくご承認のほどお

願いいたします。

議案に関しては担当から詳しくご説明申し上げ

ますので、審議をよろしくお願いしたいと思いま

す。

日本小児科医会の現在の活動状況を少しご報告

申し上げます。

一般社団法人日本小児科医会も、昨年、松平会

長のもとに新体制が発足しております。松平先生

は、既にご存じと思いますが、小児保健法の制定

を日本小児科医会のまずもっての事業、課題とい

うことで、現在、非常に積極的に全国展開されて

おります。我々大阪小児科医会も、日本小児科医

会の小児保健法制定に向かっての協力を惜しまな

い体制で25年度は取り組みたいと考えておりま

す｡現在の日本小児科医会の松平先生の体制には、

大阪から副会長として木野先生、常任理事として

武知先生が加わっております。大阪に求められる

期待と仕事はこれからますます重要になってくる

と思いますので、会員の先生方にもよろしくご理

解と、またご指導いただくようにお願いしておき

ます。

大阪小児科医会のほうに目を向けますと、既に

会報等でご存じいただいていると思いますが、６

月８日、９日に中之島公会堂で日本小児科医会の

第24回総会フォーラムを主催いたします。およそ

１年半前から準備会、実行委員会を武知先生を中

心に進めてまいりましたのでほぼ概要は決まって

おります。既に懇親会の申し込みも半数近くで、

多くの参加者が予想されます。この１月からは全

国への広報活動等に会員一同で頑張っておりま

す。また今回はフォーラム運営のための寄附をお

願いいたしました。いろいろご意見をいただくと

ともにたくさんの寄附が集まり、会員の先生方に

重ねて御礼申し上げます。フォーラム事業一直線

で、残り３か月ちょっとですけれども、新１日役員

全員で頑張りたいと思っておりますので、これか

らのご指導を含めてお願い申し上げます。

それでは、議事進行にご協力いただきますよう

お願いいたしましてご挨拶といたします。ありが

とうございました。（拍手）

○橋爪副議長続きまして、選挙管理委員会設置に

社団法人大阪小児科医会

第43回定時総会

１．開催日時及び場所

日時：平成25年２月23日(士）

午後２時～３時

会場：薬業年金会館

大阪市中央区谷町６丁目５番４号

TELO6-6768-4451

２．午後２時４分開会

○西田議長定刻を少し過ぎました。第43回大阪小

児科医会定時総会を開催いたします。

私は体調が少し悪いので、本日の議事進行は橋

爪副議長により行います。それでは、橋爪先生よ

ろしくお願いします。

○橋爪副議長西田先生にかわりまして議事の進行

を務めさせていただきます。よろしくご協力をお

願いいたします。

それでは、定時総会の議事次第に従いまして、

まず最初に会員数ですが、平成25年１月の会員数

は664名であります。これに対して、現在、出席

者数は44名、委任状出席が531名であります。定

款により総会の成立は会員数の2分の１以上の出

席を求められておりますが、現在会員の２分の１

である332名を超えておりますので十分定足数を

満たしております。

続きまして、議事録署名人を選出したいと思い

ます。この件につきましては、議長団にお任せい

ただけますでしょうか。

（拍手）

それでは、議事録署名人を大阪市の田中祥介先

生、大阪市の中島滋郎先生にお願したいと思いま

す。

続きまして会長のご挨拶をお願いします。

○小川会長３月、春までもう一息というところで

すが、ここ数日寒さが厳しくなっております。お

寒いなか第43回定時総会にお運びいただきました

こと、まず御礼申し上げます。また、Ｈごろから

大阪小児科医会の事業活動にご理解とご指導いた

だいておりますこと重ねて御礼申し上げます。

総会の開催に際し、一言ご挨拶申し上げます。

本日は、総会資料にございます第１号議案から

第４号議案までご審議いただくことになります

が、平成25年度は社団法人大阪小児科医会役員改
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会長として、武知哲久先生。

副会長として、卯西元先生、田尻仁先生、藤岡

雅司先生、藤谷宏子先生。

監事として、小國龍也先生、田中祥介先生、根

岸宏邦先生。

理事といたしまして、赤木秀一郎先生、板金康

子先生、市川正裕先生、今北優子先生、小野厚先

生、川崎康寛先生、）||村尚久先生、久保馨先生、

圀府寺美先生、坂崎弘美先生、佐野哲也先生、隅

清彰先生、住本真一先生、竹中義人先生、田邊卓

也先生、中島滋郎先生、西垣敏紀先生、西嶋加壽

代先生、西野昌光先生、西村龍夫先生、原田桂明

先生、春本常雄先生、東野博彦先生、福井聖子先

生、藤井雅世先生、松下享先生、村上城子先生、

八木由奈先生、和田紀久先生。

裁定委員としまして、青野繁雄先生、片桐真二

先生、迫正廣先生、志野和子先生、武田義廣先生、

鶴原常雄先生。

以上の先生方の立候補届け出がありました。

候補者は、会長１名、副会長４名、監事３名、

理事29名で、定款第３章第１１条に基づく定数を満

たしており、かつ定数を超えておりません。また、

裁定委員の候補者は６名で、これも裁定委員会規

則第２条第１項に規定されております定数を満た

しており、かつ定数を超えておりません。したが

いまして、今回の選挙は、定款施行細則第２章第

２３条の規定に基づき、投票を行わずに立候補者全

員を当選人と決定させていただきました。

なお、定款第１１条第２項の規定により、会長、

副会長は理事でもあります。

以上、選挙管理委員会からご報告させていただ

きました。

○橋爪副議長今のご報告に対して、何か異議とか

疑問点がありましたら､お願いしたいと思います。

特にないようですので、承認される方は拍手を

お願いしたいと思います。

（柏手）

ありがとうございました〔.，

続きまして、次期議長と副議長の選出を行いた

いと思います。来期の議長、副議長でございます

が、定款施行細則第３章第30条によりまして、本

日出席の会員の２名以上の推薦をもって行うこと

になっております。どなたか議長の推薦をお願い

いたします。

（｢池田市の牧一郎先生を推薦いたします」「池

関する報告をよろしくお願いいたします。

○藤谷副会長総務担当の藤谷でございます。よろ

しくお願いいたします。

選挙管理委員会設置の報告をさせていただきま

す。

平成24年11月５日、第234回理事会におきまし

て選挙管理委員会の設置の件と委員委嘱につきま

して審議いたしました結果、全員に承認していた

だきました。

委員の先生を申し上げます。

今中康文先生、岡本京子先生、尾崎眞理子先生、

古形小百合先生、冨吉泰夫先生、烏邊泰久先生、

西池一彦先生、西田直樹先生、前田映子先生、以

上９名でございます。

平成24年12月１日土曜日に第１回選挙管理委員

会を開催いたしましたc委員長に尾崎眞理子先生、

副委員長に富吉泰夫先生を選出していただきまし

た。選挙ｌか月前の平成25年１月23日に選挙告示

をし、１月31日木曜日午後３時を立候補届の締め

切りといたしました。平成25年１月31日午後３時

から第２回選挙管理委員会を開催し、尾崎眞理子

委員長、冨吉泰夫副委員長、その他選挙管理委員

の先生方、小川会長、総務立ち会いのもとに厳正

に立候補届を開封いたしました。同日に立候補者

一覧表を作成し、直ちに印刷に回し、会員に送付

いたしました。

以上でございます。

○橋爪副議長ただいまのご説明について、何かご

意見はございますでしょうか。

ないようですので、次期役員及び裁定委員の選

出を選挙管理委員長のほうからお願いいたしま

す。

○尾崎選挙管理委員長このたび選挙管理委員長を

仰せつかりました尾崎でございます。よろしくお

願いいたします。

先ほどご報告がありましたが、１月31日、医会

事務所において寸各立候補者の届け出を５名で厳

正に開封いたしました。立候補者の確認作業を行

い、続いて定款に基づきまして候補者一覧を会員

全員に発送いたしました。立候補されました先生

方は、ここにお示ししたとおりでございます。掲

載11項についてはあいうえお111頁になっております。

読み上げさせていただきます。読み方については

一応確認しておりますが、もし間違いがあれば、

ご指摘いただければありがたいと思います。
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田市の牧一郎先生を推薦いたします」の声あり）

○橋爪副議長ただいま２人の会員から池田市の牧

一郎先生を推薦していただきました。ご承認いた

だけますでしょうか。

（拍手）

どうもありがとうございました。

続きまして、副議長の選出を行いたいと思いま

す。どなたかご推薦いただけますでしょうか。

（｢大阪市の小田公子先生を推薦いたします｣｢同

じく大阪市の小田公子先生を推薦いたします」の

声あり）

○橋爪副議長ただいま大阪市の小田公子先生をご

推薦いただきましたが、ご承認いただけますで

しょうか。

（拍手）

どうもありがとうございました。

それでは、平成25年４月からの議長は牧一郎先

生、副議長は小田公子先生と決定させていただき

ます。どうかよろしくお願いいたします。

続きまして、議案に入らせていただきたいと思

います。

第１号議案平成25年度事業計画に関し承認を

求める件、よろしくお願いいたします。

○卯西副会長学術部会担当副会長の卯西でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

資料に基づきましてご説明申し上げます。レ

ジュメの１ページをごらんください。

平成25年度学術部会事業計画案。

学術部会では、小児医療について最新の知識や

話題の問題を取り上げ、会員への`情報提供を行っ

てまいります。また、日常の小児診療から生じる

疑問や問題点を明らかにするための調査研究を行

い、会員だけでなく我が国の小児医療にとって有

益な情報が発信できるように活動してまいりま

す。さらに、日本小児科学会認定専門医単位数の

変更に伴い、今後の学術集会のあり方について検

討してまいります。

学術集会の開催。

ｌ、学術集会は､原則年５回開催いたします。２、

夏の集会（談話会）は、第24回日本小児科医会総

会フォーラムでの公開講座との共同開催として企

画します。３、原則として、１回は境界領域のテー

マを選びます。４，講演内容と座長による印象記

を「大阪小児科医会会報」に掲載いたします。５、

一般会員や他の部会の発表の場を持つなど、学術

集会のあり方について検討いたします。

プログラム委員会。

ｌ、学術集会において、最新の知識や話題の問

題など、常にタイムリーな情報が提供できるよう

なテーマと講師について検討いたします。２，プ

ログラムの内容が適切であったか否かについて、

会員からの反響を常に収集しながら、次回のプロ

グラム企画に反映させてまいります。

調査研究委員会。

１、日常診療から生じる疑問や問題点を明らか

にするような調査研究を企画・実施し、得られた

結果を学会や研究会、会誌などに発表して会員に

還元できるようにいたします。２，昨年度に実施

した調査研究、「けいれんを有する児への予防接

種に関するアンケート調査」及び「感冒罹患児の

経過に及ぼす影響に関する調査」については、そ

の結果を研究会や学会誌等で報告いたします。

以上でございます

○藤岡副会長引き続きまして、プライマリ・ケア

部会担当副会長の藤岡でございます。よろしくお

願いいたします。

資料の２ページをごらんください｡プライマリ゛

ケア部会、平成25年度事業計画案でございます。

小児保健委員会は、以下の３点について実施し

ます。ｌ、小児のけがへの対応、２，診療の場で

の保護者への指導、３、診療の場における電話応

対。

子どもの心委員会は、ｌ、子どものこころ相談

医研修会の開催。これは、今回の日本小児科医会

総会フォーラム市民公開講座との共催でございま

す。２，心身症・発達障害の理解・対応への啓発

推進。

予防接種委員会は、ｌ、ワクチン接種率向上対

策の実施、２、予防接種公費助成に関する調査と

研究、３，予防接種に関する`情報提供と啓発、４，

接種勧奨ポスターの作成。

少子化対策委員会は、ｌ、少子化が小児科医療

経営に及ぼす影響についての検証、２，病児保育

施設の拡充の推進、３、子育て支援関連組織との

連携。

院内感染対策委員会は、ｌ、多剤耐'性菌院内感

染対策についての広報、２、ワクチンで防げる院

内感染・保育園内感染についての広報。

病診連携委員会は、１、病院訪問の実施、２，

地域勉強会の紹介、３、在宅小児医療の推進。
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ループにて行われます。また、適宜臨時の部会を

開催してまいります。

社会保険委員会は、ｌ、小児の社会保険制度の

充実について情報収集と検討を行い、会報及びＩ

ＳＯＰに掲載してまいります。２，平成26年度診

療報酬改定の情報を早期に収集し、小児科の対応

を考えるとともに、会員に要点を整理して伝達し

ていきます。３、社会保険基金の小児科審査委員

と意見を交換してまいります。４、日本小児科医

会社会保険委員会からの情報を入手し会員に報告

するとともに、その活動に協力してまいります。

経営検討委員会は、ｌ、診療所小児科の診療形

態に関して、小児医療サービスを考えた診療体制

と経営効率について検討を行い、会員に情報を提

供してまいります。２，少子化や小児の疾病構造

の変化を考慮し、どのような医療サービスが将来

の子どもたちにとって必要かを考え、それに向け

た具体的な提言を行ってまいります。

以上でございます。

○田尻副会長小児救急部会担当の田尻でございま

す。よろしくお願いします。事業計画案を紹介い

たします。

小児医療救急の充実。

ｌ、小児救急部会において大阪府における小児救

急医療の各地域での問題を整理し、検討してい

きます。

２，地域ごとの問題について、大阪府、大阪府医

師会、各地域医師会、各地域の行政に対して問

題点を分析し、提案を行っていきます。

３，会員の小児救急医療に対する意見を集約し、

大阪小児科医会としての具体的行動計画に反映

させます。

４、厚生労働省等の小児における医療資源の集約

化・重点化の推進案と日本小児科学会小児医療

体制モデル案について、小児救急医療の体制づ

くりとして今後も検討していきます。

５、日本小児科医会小児救急医療委員会に協力い

たします。

６，小児救急に対する考え方について保護者への

啓発活動を行います。具体的には、家庭で見ら

れる病気、けがなど、保護者が救急受診する前

に判断できるような講習会、さらに医師、看護

師等の講師の育成を図ります。

７，６に関連する項目について、必要に応じ大阪

府看護協会とも協議、検討を行います。

公開講座委員会は、１，第33回公開講座を開催

いたします。２、公開講座マニュアル（冊子）の

作成をいたします。

以上でございます。

○武知副会長続きまして、平成25年度情報広報部

会事業計画案を担当の武知から申し上げます。レ

ジュメを参考にしてください。

まず、ＩＳＯＰニュース委員会は、ＩＳＯＰ

ニュースを毎月定期的に発行いたします。また、

特別のニュースがあるときは臨時の発行も行いま

す。診療保険、小児の保健、福祉、医療に関する

情報、感染症サーベイランス及び予防接種に関す

る情報、その他会員にとって有益な小児科に関連

する情報を広く収集しその内容を検証し、早く

伝えることを目的にして編集を行ってまいりま

す。本年度は電子媒体による配信を積極的に進め

ていきます。

ホームページ委員会は、ホームページを管理す

る役目をしております。医会活動を公開し、会員

向け内容と一般向け内容の小児科関連の`情報を掲

載いたします。掲載内容は委員会で適宜検討し、

遅滞なく更新を行っていく予定でございます。

会報委員会は、会報の発行と内外への配布を行

います。２５年度はNOl65からNOl68、４号を予定し

ております。各号の会報発行に当たりましては、

企画、編集及び校正に関して項目別の担当委員を

置き、原稿の収集作業は事務局レベルで行ってい

きます。委員及び事務局は、メーリングリスト上

で意見交換及び原稿の校正を行います。次号の発

行までに最終校正と次々号の企両決定のための委

員会を開催してまいります。本年度は定型の掲載

企画とは別に、会員からの原著投稿を促していく

方針でございます。

感染症サーベイランス委員会は、ｌ、モニター

会の開催を企画、実行いたします。２，ＩＳＯＰ

ニュースに感染症`情報を提供していきます。３、

小児科定点、疑似症定点の入れかわりに際して、

新たな定点を推薦してまいります。

次に、平成25年度小児医業経営部会事業計画案

を担当の武知から申し上げます。

小児医業経営部会は、経営検討委員会と社会保

険委員会を原則として年２回定期部会として開催

いたします。経営検討委員会と社会保険委員会の

委員は病院小児科、診療所小児科及び在宅小児医

療の３グループで構成され、定期部会はこの３グ
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８，小児救急電話相談に今後も協力するとともに

内容の充実を図り、電話相談を検証し、保護者

の状況把握を行います。

９，マスメディアの取材、報道に対して、正確な

情報提供を行い、小児救急の諸問題について相

互に検討し、協力できる環境をつくります。

１０、小児救急部会において、今後も開業医と勤務

医が協力し、迅速な`情報交換を行い小児救急

の諸問題を検討していきます。

１１、大阪府における産科救急及び周産期救急、さ

らにはＮＩＣＵの問題について、』情報収集を行

い、部会においても検討していきます。

12、大阪府における時間外小児外科疾患受け入れ

態勢について、今後検討をしていきます。

１３、大阪府医師会が行っている小児救急医療に対

する活動及び運営に今後も協力いたします。

引き続き、勤務医部会事業計画案をご紹介いた

します。

障害児問題検討委員会。

１，病院における小児在宅医療に関してのアン

ケート調査。１）在宅人工呼吸管理などの最重

度例のレスパイトの問題、２）病院対象の調査

結果を集計・検討し、現状や今後も問題点を明

らかにする、３）レスパイト入院が制度として

認められ、病院の人員確保にもつながることを

目的とする。

２、成人になった障害児の医療の問題点。ｌ）こ

れからキャリーオーバーしていく,患者側の思

い・希望の調査（患者対象）「成人期を迎える

お子さんのこれからのてんかん診療についての

アンケート」を実施する予定､２）キャリーオー

バー症例の診療上の困難さの調査（医師解消）

を検討。

医療経済検討委員会。

ｌ、小児医業経営部会との合同の社会保険委員会

を原則として隔月に開催する。小児の社会保険

制度の充実について情報収集と検討を行い、会

報及びＩＳＯＰに掲載していく。

２、平成24年度診療報酬改定の影響など、会員か

らの意見を集約して､要望事項を整理検討する。

３，診療報酬支払基金の小児科審査委員との意見

交換を行う。

４、日本小児科医会社会保険委員からの情報を入

手し、会員に報告するとともに、その活動に協

力する。

病気を持った子どもの教育・保育検討委員会。

ｌ、年６回の委員会を開催し、病気を持った幼児

の保育・教育に関する地域や病院での支援シス

テムについて、そのニーズや実態調査などを行

う。主な調査内容、１）’慢性疾患を持つ子ども

の保育園、学校生活におけるニーズの把握調査

の実施、２）慢性疾患を持つ子どもの生活指導

に関する医師や行政への調査の企画･実施、３）

２４年度に実施した調査のまとめ。

２，講演会、テーマは未定。一般市民、保育、教

育、行政を対象に、啓発を目的とした講演会を

実施する。

３、調査結果の還元。２３年度の研究結果の学会発

表を行う、医会誌への投稿、医会ホームページ

からの情報提供のための資料作成。

最後に病院小児科ネットワーク。

ｌ、大阪小児科医会のホームページ掲載内容の更

新。１）大阪小児科医会･病院小児科ネットワー

ク参加施設ＵＲＬ、２）参加施設の活動内容紹

介、３）参加施設の求人案内。

２、病院小児科運営委員会、年３回以上開催予定。

３、研修医のための小児救急・新生児勉強会、年

３回開催。ことしは第１４回、第１５回、第１６回と

ありますが、会場、担当等は未定でございます。

以上でございます。

○藤谷副会長続きまして、平成25年度総務部会事

業計画案をご報告いたします。

総会は年１回開催いたします。平成25年５月を

予定しております。

正副会長会は毎月第２木曜日開催いたします。

理事会は８月を除く毎月１回開催いたします。

総務部会は、適宜会計委員会、定款委員会を必

要な時に開催いたします。

一般社団法人移行後の広報、事後処理をいたし

ます。

会員増強に努めます。

会員相互の親睦・福利厚生を行います。

大阪小児科医会賞を継続いたします。

日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会は、今

年は大阪が当番ですので、ホテルグランヴイアに

て開催いたします。

大阪三者協議会へ参加いたします。

また、フォーラムに合わせて行っておりました

「子育て通信」の再編集を完成きせ発刊を予定し

ております。
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うか。

ないようでございますので、平成25年度事業計

画案についての採決に入りたいと思いますが、議

案の採決というのは正確さを必要としますので、

挙手によっていたします。賛否の差が少ないとき

には、直接数を数えて決定したいと思いますが、

それ以外の場合は、手を挙げた人が多ければ、そ

れをもって多数という表現で決定していきたいと

思います。

では、ただいまの平成25年度事業計画に関し承

認を求める件につきまして、賛成の方は挙手をお

願いいたします。

（賛成者挙手）

賛成多数でございますので、本議案は可決決定

されました。

男女参画委員会は、医師の働きやすい環境整備に

努め、院内保育などについての調査を行います。

また、事務局の整備及び職員の指導と援助を行い

ます。

以上の予定でございます。

○武知副会長次に、平成25年度日本小児科医会総

会フォーラム実行委員会の事業計両案を報告いた

します。

総会フォーラム実行委員会。

ｌ、平成25年６月に大阪で開催きれます第24回日

本小児科医会総会フォーラムが潤滑に開催、運

営されるための準備を進めてまいります。

２，準備に当たりましては、実行委員を選定し、

実行委員会を組織いたします。

３、原則として、毎月実行委員会を開催いたしま

す。

４，メーリングリスト上で、会議とは別に実行委

員相互の連絡をしていきます。

５、大阪小児科医会から日本小児科医会の教育委

員会及び広報委員会に委員を選出し、開催内容

について日本小児科医会との連携を図っていき

ます。

６，事務処理及び会場運営の準備に関しまして、

株式会社インターグループに－部を委託してお

ります。

以上です。

○橋爪副議長ただいま平成25年度事業計画案につ

いてご報告をいただきました｡この報告に対して、

何かご質問とか意見がございましたら、手を挙げ

て、遠慮なくお聞きください。

○藤本（岸和田市）５ページの（８）、＃8000番の

救急電話相談、来年度から中止になると連絡が来

たように思いますがいかがでしょうか。

○小川会長私からご報告申し上げます。

今ご指摘の点は、大阪府の＃8000事業が大阪府

医師会への委託事業で行われていましたけれど

も、委託先が変わったということで、電話相談事

業は継続すると聞いております。委託先は、従来

大阪府医師会から委託していましたＮＴＴサービ

スに直接大阪府が委託するという方向で進めてい

るようで、まだ最終的な決定はいただいておりま

せん。電話相談事業に関しては大阪小児科医会も

福井聖子先生を中心に従来通り協力していくつも

りでおります。

○橋爪副議長何かほかにご意見ございますでしよ

○橋爪副議長続きまして、第２号議案会費賦課

徴収に関し承認を求める件、よろしくお願いいた

します。

○藤谷副会長続きまして、レジュメ１０ページをご

らんください。会費賦課徴収に関し承認を求める

件でございます。

会費、Ａ会員４万2,000円、Ｂ会員１万2,000円。

入会金、Ａ会員5,000円、Ｂ会員3,500円。

徴収方法は、現行どおりでございます。

減免者は、Ａ会員364名中６名、Ｂ会員300名中

２名｡大阪小児科医会定款施行細則第１章第４条、

第５条、第６条によるものでございます。

以上です。

○橋爪副議長ただいまの会費賦課徴収に関し承認

を求める件についてのご説明ですが、ご発言の方

はおられますでしょうか。

特にないようですので、採決に入りたいと思い

ます。

賛成の方は挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

賛成多数と認めますので、本議案は可決決定い

たしました。

○橋爪副議長続きまして、第３号議案平成25年

度予算案に関し承認を求める件、ご説明をよろし

くお願いします。

○藤谷副会長１１ページをごらんください。平成２５

年度予算案でございます。これは平成25年４月１

日から平成26年３月３１日までの予算でございま
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たためでございます。パート事務員が２人に増員

したことと新事務長就任のために、人件費が50万

円増額になっております。交通費、通信費、事務

所費、事務用品費、什器備品費、印刷費、雑費、

法定福利費は増減ございません。

次に、事業費でございます。平成24年度補正予

算額1,991万4,000円、平成25年度予算額2,163万円、

171万6,000円の増でございます。内訳をお伝えい

たします。

まず、総務部会でございます。総務部会は、平

成24年度補正予算額350万円、平成25年度予算額

698万円、348万円の増でございます。内訳を見て

いただきますと、会議費は増減ございません。旅

費交通費は５万円の増でございます。印刷費は、

70万円に対しまして400万円、330万円の増でござ

います。これは、「子育て通信」の印刷、予算額

として300万円とっております。また、残りの３０

万円の増でございますが、一般社団法人に移行い

たしましたときに、封筒等の印刷が必要というこ

とで、印刷費が上がっております。通信費、８５万

円から95万円。これは、近畿ブロック連絡協議会

をこのたび大阪が開催するということで、通信費

がふえております。渉外費は１００万円で、増減ご

ざいません。委員会活動費といたしましては、４０

万円から43万円、３万円の増でございます。

次に、第24回日本小児科医会総会フォーラム準

備委員会の予算でございます。平成24年度補正予

算額122万4,000円に対しまして、平成25年度予算

額48万円でございます。これは、６月に終了し、

２か月間のことでございますので、４８万円といた

しまして、７４万4,000円の減でございます。

学術部会は、平成24年度補正予算額450万円に

対しまして、平成25年度予算額370万円で、８０万

円の減でございます。７月の談話会をいつも学術

部会では行っておりますが、それをフォーラムで

共同開催ということになりまして、予算を減らし

ております。

プライマリ・ケア部会は、平成24年度補正予算

額400万円に対しまして、平成25年度予算額285万

円、115万円の減でございます。これも公開講座、

子どもの心研修につきましては、日本小児科医会

フォーラムの市民公開講座と共同開催することに

なりまして、予算を減らしております。

情報広報部会は、平成24年度補正予算額497万

円、平成25年度予算額590万円、９３万円の増でご

す。

まず、収入の部でございます。平成24年度補正

予算額と平成25年度予算額を見ていただきたいと

`思います。

会費収入につきましては、ごらんのとおり増減

ございません。会費は、補正予算額も予算額も

2,040万円でございます。過年度会費、臨時会費、

入会金も増減ございません。

補助金および委託料は、感染症サーベイランス

事業によります委託金と医会連合による活動費を

いただいているものでございますが、780万円と

増減はございません。

寄付金につきましては、学術部会、公開講座、

予防接種セミナーの共催金でございます。平成２４

年度補正予算額、平成25年度予算額も250万円で、

増減ございません。

雑収入については、医会出版物、例えば「子育

て通信」等の冊子でございますが、それについて

の売上金、また学術集会におきます会員以外の参

加費、そのようなものが含まれております。補正

予算額、平成25年度予算額も100万円で、増減ご

ざいません。

借入金収入はございません。

その他の収入もございません。

当期収入合計は、平成24年度補正予算額3,225

万円、平成25年度予算額3,225万円で、増減ござ

いません。

前期繰越収支差額でございますが、平成24年度

補正予算額は2,145万1,089円、平成25年度予算額

は2,013万7,089円、131万4,000円の減でございま

す。これを足しまして、収入合計といたしまして

は、平成24年度補正予算額5,370万1,089円に対し

まして、平成25年度予算額は5,238万7,089円、１，１３１

万4,000円の減でございます。

続きまして、支出の部でございます。

最初に、正誤表をお配りいたしておりますが、

訂正をお願いいたします。１２ページの最後の支出

合計の一番右の欄131万4,000円が正しいのです

が、印刷が間違っておりまして、113万4,000円と

なっておりました。ご訂正をよろしくお願いいた

します。

まず、管理費でございます。平成24年度補正予

算額は1,275万円、平成25年度予算額は1,325万円、

50万円の増でございます。これは、管理費の中の

人件費50万円の増、800万円から850万円に増加し
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ざいます。これは、皆様方にお送りしています会

報などの印刷費に当たりますが、最近、内容が充

実し、ページ数が大変多く印刷費が高くなってお

りますので、予算を増額いたしました。

小児医業経営部会、小児救急部会、勤務医部会

につきましては、増減ございません。

固定資産購入支出、その他の支出、予備費、法

人税引当金につきましても､増減はございません。

したがいまして､当期支出合計といたしまして、

平成24年度補正予算額3,356万4,000円、平成25年

度予算額3,578万円、221万6,000円の増でございま

す。

当期収支差額は、平成24年度補正予算額131万

4,000円、平成25年度予算額353万円、221万6,000

円の減でございます。

次期繰越収支差額は、平成24年度補正予算額

2,013万7,089円に対しまして、平成25年度予算額

1,660万7,089円、353万円の減でございました。

支出合計といたしましては、平成24年度補正予

算額5,370万1,089円､平成25年度予算額5,238万7,089

円、131万4,000円の減でございました。

以上でございます。

○橋爪副議長ただいま第３号議案についてご説明

いただきましたが、何かご発言ありますでしょう

か。

特にないようですので、採決に入らせていただ

きます。

賛成の方は挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

賛成多数により、本議案は可決いたしました。

○藤谷副会長この形で今ご承認いただきました

が、大阪府への報告につきましては、一般社団法

人になりましたときの形式により報告させていた

だきますので、この形式でないことを一言お伝え

しておきます。よろしくお願いいたします。

者数は493名です。現在、６２名の会員にご出席い

ただき、委任状出席者が517名、合計579名であり

ます。出席者は４分の３以上を満たしております

ので、４号議案の議決は可能です。

○藤谷副会長お手元に資料が届きましたでしょう

か。それでは、第４号議案につきましてご説明申

し上げます。

昨年度、第４１回総会におきまして、定款変更の

承認をいただきました。その時に、大阪府からの

字句訂正等の指導があります場合には、理事会承

認でよいということの承認もいただいておりま

す。

昨年、平成24年11月から１２月の間、数回にわた

り大阪府から新しい定款に対します字句訂正のご

指導がございました。１２月末までに字句訂正を行

いまして、平成25年２月21日、一昨日でございま

すが、第236回理事会におきまして、各理事にそ

の件をご報告し、承認していただきました。まず

そのことをご報告申し上げます。

次に、先ほど選挙結果についてご承認をいただ

きました。その結果につきまして、事務長のほう

から用紙が配られたかと思います。今回の定款変

更につきましては、最初に皆様方にお送りしてお

りました資料の定款の最終ページ、１２ページでご

ざいますが、その第２条に「本会の最初の会長及

び副会長は以下のとおりとする」のところの名前

が抜けておりました。それは、本日の総会で承認

をいただかないと書けないということで、空欄の

ままでした。本日、承認をいただきましたので、

ただいまお配りいたしましたように、会長武知哲

久、副会長卯西元、副会長田尻仁、副会長藤岡雅

司、副会長藤谷宏子、以上の５行を追加、記載し、

登記のほうに持っていきたいと思っております。

そこで、追加いたしました文章と今までの字句

訂正の件、合わせてまして新しい定款につきまし

てご承認いただきたいと思います。

○橋爪副議長ただいまの第４号議案のご説明に関

して、何かご意見、ご発言はございますでしょう

か。

ございませんでしたら、採決に入りたいと思い

ます。

賛成の方は挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

ただいま挙手で、全会一致にて本議案を可決い

たしました。

○橋爪副議長続きまして、第４号議案定款変更

案に関し承認を求める件について、お願いいたし

ます。

○藤谷副会長ただいま事務長のほうから定款変更

案を配付いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

○橋爪副議長定款変更には、会員の４分の３以上

の賛成を必要といたします。再度確認いたしまし

たが、会員数が664名で、定款変更に必要な出席
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社団法人大阪小児科医会

第235回（通算397回）理事会

○橋爪副議長これで議案の承認に関する件は全て

終わりました。

それでは、次期会長に選出された武知先生のほ

うから、本日選出きれた役員、委員を代表してご

発言をお願いいたします。

○武知副会長ただいま議長から指示がありました

ので、発言きせていただきます。

このたび、第43回定時総会におきまして、７代

目の大阪小児科医会の会長として選出いただきま

したこと、感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。

この歴史ある大阪小児科医会の会長として、そ

して４月には定款変更に伴いまして一般社団法人

に変わること、また６月には総会フォーラムとい

う大きなイベントを控えておりますところの会長

として､非常に身の引き締まる思いでございます。

大阪小児科医会は、初代の安達会長から、川田

会長、岡本会長、大林会長、蔭山会長、そして現

在の小川会長と引き継がれ、非常に伝統のある組

織であるとともに、いろいろな事業を続け発展し

てまいりました。この伝統と歴代会長の理念を引

き継ぎ、新しい医会はどうあるべきかを考えなが

ら、今後の医会の会務を進めていきたいと思って

おります。当然ながら、私ひとりではこの会務の

執行は難しく、先輩の先生のご意見、そして役員

の先生、さらにきょうご出席いただきました先生

方のご指導、ご協力があってこそ、この会が成り

立っていくものと思っております。一般社団と組

織形態が新しく変わるときであり、大変な時期に

会長に選任されたことに対して感謝申し上げると

ともに、新たな役員と一緒にこの重大な責務を果

たしていきたいと思います。今後とも会員の皆様

初め、これまで医会を育ててこられた先生方のご

指導、ご協力、ご鞭燵のほどよろしくお願いいた

します。（拍手）

○橋爪副議長武知先生､ありがとうございました。

以上をもちまして、第43回定時総会を終了いた

しました｡本日はご協力ありがとうございました。

（拍手）

午後２時59分閉会

日時：平成24年１２月20日（木）ＰＭ２:00～3:３０

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者：（敬称略アイウエオ111頁）

小川会長・卯西・武知・田尻・藤岡・藤谷

各副会長

川崎・久保・圀府寺・住本・竹中・中島・

西垣・西野・西村・原田・春本・松下・

松本・村上・八木各理事

委任状：１１名

定款29条の規定による定足数を満たしており、本

会は成立した。

議事録署名人に竹中義人理事、春本常雄理事を指

名、承認された。

１．会長あいさつ

第235回理事会にお運びいただき御礼申し上げま

す。

会報の年頭あいさつで「今年１年は日本小児科医

会第24回総会フォーラムの準備に専念します」と記

しましたが、本日は今年最後の理事会となります。

本当に「あっと言う間の１年」を実感しております

が、この１年間医会事業に御協力いただきました理

事．役員の皆さまに心から御礼申し上げます。あり

がとうございました。

理事会後の「フォーラム実行委員会」でも検討頂

きますが、特別講演をお願いしております山中伸弥

先生の講演予定に関し一言ご報告致します。１１月２７

日（火）の夜に山中先生より私の携帯電話に直接連

絡頂きました。６月８曰（士）の特別講演の辞退を

御本人から伝えられました。さらに今後のことは

iPS細胞研究所副所長の林秀也先生と相談をとの

御指示でした。翌日28日（水）の午後､私のクリニッ

クに林副所長より今回の辞退に対し陳謝の電話を頂

きました。電話で十分説明をいただきましたがすぐ

には対応できず、翌日に「とにかく面談のうえお話

しをうかがえれば…」と林副所長への面談予約に

iPS細胞研究所を訪ねました。偶然にも林副所長が

在館しておられ､直接御挨拶することができました。

そしてその後メールでの連絡で12月18日（火）に今

後の対応に関し相談する時間をいただくことになり

ました18日に武知実行委員長、藤谷副会長、住本
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理事と研究所を訪問致しました。詳細は各先生方よ

り報告致します。１１月27日に山中先生より電話を頂

きながら副会長への報告が29日（木）京都から帰阪

しての時点となり、対応・報告の遅れにお叱りを受

けました。この場でおわび申し上げます。

総会フォーラムの広報活動に関しては前回理事会

でも話題に致しましたが、１２月９日（日）に名古屋

で日本保育園保健協議会の集会があり出席してまい

りました。総会フォーラムへの参加、ポスターセッ

ションへの応募など中部地域の県小児科医会の会

長．役員の方々にお願いしてまいりました。１２月１６

日（日）に同様の集まりで下関に行ってまいりまし

た。九州．中国．四国のいくつかの県小児科医会会

長・役員にお会いすることができ、同じくお願いし

てまいりました。「とても楽しみにしています。全

面的に協力します…」などの励ましに加え、それぞ

れの医会会員へのチラシ配布など具体的な広報活動

に協力頂けることになりました。年明けになればさ

らに広報に努めたいと思います。

くり返しになりますが、この１年間の皆ざまの御

協力に重ねて御礼申し上げます。

来年も宜しくお願い致します。

〒563-0023池田市井口堂l-2-2

TELO72-761-8363FAXO72-761-1899

(2)現在会員数（名誉会長３名、顧問７名、参与５

名）

Ａ会員（364）名、Ｂ会員（301名）計665名

（Ａ会員は前回より－１名Ｂ会員は前回より＋

２名）

３．各部会報告

(1)学術部会（松下理事）

ｌ)第９１回学術部会を平成24年１２月１日大阪キャッ

スルホテルにて開催

２）協議事項

①第166回（平成25年２月）学術集会について

平成25年２月23日（土）の総会後、薬業年金

会館で開催予定。近畿大学医学部小児外科教

授八木誠先生に「内視鏡手術の現状と展

望について」をテーマに依頼。

②第167回（平成25年５月）学術集会について

平成25年５月25日（士）の総会後、薬業年金

会館で開催予定。国立循環器病研究センター

小児科部長白石公先生に講師を依頼。

③レクリエーション保険の加入について

手続きも簡易で費用も安価であるため次回開

催の学術集会より加入予定。

④調査研究委員会「感冒罹患児の予後に影響を

及ぼす因子について」

１９名の会員から回答を得、調査研究委員会で

集計中。調査研究委員会での検証作業後に日

本小児科学会誌に投稿予定。

第24回日本小児科医会総会フォーラム・ポス

ターセッションで発表予定。

(2)プライマリ・ケア部会（竹中理事）

２報告事項（庶務担当）

(1)会員異動

ｌ）新入会員
ふざおかとおる

Ａ会員房岡徹（ふきお力薊こどもクリニック）

小川實会長推薦

藤井雅世先生紹介

〒570-0023守口市日向町６－１３

ＴＥＬO6-6991-l611FAXO6-6991-l661
かたおかさとる

Ｂ会員片岡矢Ⅱ（済生会富田林病院）

藤岡雅司副会長推薦

〒584-0082富田林市向陽台1-3-36

TELO721-29-ll21FAXO721-28-3550
てらだしずこ

Ｂ会員寺田志津子（大阪医療センター）

川崎康寛理事推薦

〒540-0006大阪市中央区法円坂2-l-l4

TELO6-6942-l331FAXO6-6943-6467

２）退会会員
ひきだげ人いち

疋田源一（疋田医院）

〒535-0021大阪市旭区清水3-2-7

TELO6-6953-1700FAXO6-6956-358７

３）Ｂ→Ａ会員なし
まきのいくのすけ

４）物故会員槇野幾之噸術（槇野｣､児科）

1）第233回プライマリ・ケア部会開催。（平成２４

年１２月６日、医会事務局）

2）子どもの心委員会

第24回日本小児科医会総会フォーラム・市民公

開講座と大阪小児科医会・子どもの心研修会の

共催案が承認された。

3）病診連携委員会

①会報４月号掲載予定の病院訪問依頼先に済生

会吹田病院及び国立病院機構大阪南医療セン

ターを選定。

②会報４月号掲載予定の地域勉強会依頼先に耳

原総合病院主催の「堺小児フォーラム｣、「旭



大阪小児科医会会報 8１2０１３．４

区キッズフォーラムカンファレンス」を選定。

③病診連携懇談会の準備進捗について

平成25年２月９日（士）午後２時30分～４時

３０分､大阪社会福祉指導センターで開催予定。

特別講演は国立病院機構福山医療センター小

児科池田政憲先生に「乳幼児における抗炎症

薬による早期介入と長期予後一いつはじめ

て、いつやめるか？－」を依頼、その他「食

物アレルギーを考える」をテーマに、病診連

携例を予定。

４）在宅小児医療実践小委員会

①在宅小児かかりつけ医登録状況および依頼シ

ステムについて

病院からの依頼に対し速やかに対応できるシ

ステム作りを検討中。

②在宅関係の他団体の企画・研修会の紹介など

平成25年２月７日（木）午後２時～４時、大

阪府医師会館４階大会議室で「平成24年度小

児の在宅医療研修会」開催予定。実習中心の

研修会を予定している。

５）公開講座委員会

①「公開講座マニュアル」について

公開講座開催に関するマニュアルを作成中。

第24回総会フォーラムで発表予定。

②「第33回公開講座」について

平成25年１０月に貝塚市で開催予定。

６）その他

①総会フォーラムの医会ブース設置と展示につ

いて

・過去に作成したポスターやパンフレットを

展示。

・２０年前に開催された第３回日本小児科医会

生涯教育セミナー「医と食」で講演された京

都大学医学部小児科学教授三河春樹先生の

食物アレルギーに対する考え方を現在の考え

方と比較検討する案などが検討されている。

②登園・登校停止期間の目安作成について

現在制作途中である。保護者の視点に立った

文言やイラストを使い、親しみやすいポス

ター制作を検討している。

(3)情報・広報部会（川崎理事）

案件：４月号企画

２）会合開催予定

第１０３回情報・広報部会（全体会議）

日時：平成25年１月１０日（木）１６:30～１８:００

場所：心斎橋湖月

案件：会報４月号について・ＩＳＯＰについ

て意見交換

３）ＩＳＯＰ委員会（松下理事）

①第203号１１月１５日発行済み

②第204号編集中の主な掲載予定記事

・フォーラム実行委員会からのお知らせ

・四種混合ワクチンの供給不足とその対応に

ついて

．ｐ本小児科医会第29回近畿ブロック連絡協

議会報告

．「小児の外科的疾`患対応」アンケート（対

象Ａ会員）への協力依頼

・平成24年度「小児の在宅医療研修会」案内

・学会集会案内

４）ホームページ委員会

定時更新のみ

５）会報委員会

①第164号（１月号）校正中

②第165号（４月号）原稿依頼中

６）感染症サーベイランス委員会

①大阪市東住吉区の奥村小児科閉院に伴う新定

点の選出

同区の青木小児科・青木智壽先生を選出。

②池田市の槇野小児科閉院に伴う新定点の選出

あしの小児科・蘆野伸彦先生を選出。

(4)小児医業経営部会（武知副会長）

部会は開催なし。

(5)小児救急部会（小川会長）

l）小児の外科的疾患に対するアンケートについ

て

平成24年12月３曰に「小児の外科的疾,患に対す

るアンケート」を実施。Ａ会員365名中96名の

会員から回答が得られた。途中経過報告として

大阪府医師会救急災害部会で報告。アンケート

は回収途中でありＩＳＯＰで協力依頼を行う。

平成25年１月１０日（木）１４：３０より小児救急部

会アンケート調査結果検討会を開催予定。

2）大阪府医師会平成24年度「小児救急研修会」

開催について

平成25年３月７日（木）１４：００～１６：００大阪

l）会合開催報告

第102回,情報・広報部会（第216回会報委員会）

日時：平成24年11月22日（木）１４:30～16:３０

場所：大阪小児科医会会議室



大阪小児科医会会報8２ 2０１３．４

府医師会館４階大会議室にて開催予定。

「大阪の子どもの救命救急医療診療所・病院・

三次医療機関の連携と役割」をテーマに大阪医

科大学附属病院救急医学教室講師・新田雅彦先

生が講演予定。

(6)勤務医部会（西野理事）

１）委員長・副委員長選出

委員互選にて委員長に尾崎眞理子委員、副委員

長に冨吉泰夫委員を選出。

２）今後の委員会スケジュール

平成25年１月１５日（火）選挙告示をおこなう。

平成25年１月31日（木）午後３時立候補届締め

切り、同日第２回選挙管理委員会を開催する旨、

委員長より提案があり承認された。15時50分尾

崎委員長により閉会宣言があり終了した。

(2)一般社団法人移行作業について

関連する必要書類は大阪府庁担当部署の指導・校

正を終了。法務課へ提出ざれ審査中である。

(3)一般社団法人移行後の入会のしおりについて

一般社団法人移行に伴い大阪小児科医会「入会の

しおり」について改訂を検討している。

(4)その他

ｌ）山家健一先生より在宅会員等の扱いに関して

問い合わせがあった。医会規約を説明しＡ会員

継続で了承いただいた。これに伴い内科医会か

ら第24回総会フォーラムに対し御寄附をいただ

いた。

<審議事項〉

（１）平成25年度各部会予算と事業計画について

１）事業計画案について検討・承認された。同時

に部会ごとの再確認を指示された。

２）平成24年度決算及び平成25年度事業計画を元

に平成25年度予算案が審議された。

①学術部会平成24年度に比較して80万円減額

の370万円を予定。減額の理由として７月開

催予定の学術集（談話会）が総会フォーラム

と合同で開催することなどが示された。

②プライマリ・ケア部会平成24年度に比較し

て115万円減額の285万円を予定。公開講座及

び子どもの心の研修会を総会フォーラムの合

同開催とすること、病診連携懇談会は開催年

度ではないことなどの説明があった。

③情報広報部会平成24年度に比較して93万円

増額の590万円を予定･主な理由として会報

内容充実によるページ数増加による印刷費用

増加。

④小児医業経営部会平成24年度と同額の37万

ＩＩｌｏ

⑤小児救急部会平成24年度と同額の35万円。

⑥勤務医部会平成24年度と同額の１００万円。

⑦総務部会平成24年度に比較して348万円増

１）委員会開催報告

平成24年度第３回病気を持つ子どもの保育・教

育検討委員会

日時：平成24年１１月20日（火）１９：００～

２１:００

場所：大阪市立総合医療センター会議室

①成24年度の公開講演会について

「気になる子どもへのかかわり方」をテーマ

に平成25年２月24日（日曜Ｈ）大阪市立総合

医療センターさくらホールで開催予定。

②保育園へのアンケート調査について

保育園からの回収は約170/540（大阪市を除

く保育所数)で､回収率32.6％であった。現在、

集計中。

２）第13回研修医のための小児救急・新生児勉強

会について

「第１３回研修医のための小児救急・新生児勉強

会」は「平成24年度医学生､研修医等をサポー

トするための会」との合同開催を予定。

日時：平成25年２月２日(士)午後２時～６時

会場：大阪府医師協同組合大ホール

特別講演「職員のワークライフバランスが病院

を活性化する」を大阪厚生年金病院名誉院長清

野佳紀先生に依頼｡一般演題については募集中。

(7)総務部会（藤谷副会長）

第１回選挙管理委員会報告及び一般社団法人移行

について報告。

４．報告及び審議事項

く報告事項〉

(1)平成25年度役員改選における第１回選挙管理委

員会報告

Ｕ時：平成24年１２月１日（士）１５：２０

場所：大阪市立大学医学部附属病院18Ｆ第５会

議室

出席者：(敬称略アイウエオ111頁）今''１・岡本･尾崎・

古形・冨吉・烏邊委員。西池・西田・

前田委員（委任状)、小川会長・藤谷副会長

識案：
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額の698万円を予定。理由として子育て通信

5,000冊の印刷費用及び一般社団法人移行に

伴う諸費用が説明された。平成25年度日本小

児科医会近畿ブロック連携協議会当番事務局

の費用も計上された。

以上、総額2,115万円の部会予算案が承認さ

れた。

(2)平成24年度大阪府医師会医学会「医学研究奨励

費」助成研究公募について

在宅小児医療実践小委員会が行っている「在宅小

児医療斡旋事業」が推薦され、承認された。

(3)田辺三菱製薬株式会社学術講演会「大阪府ワ

クチンセミナー～予防接種対策を考える～」（平

成25年２月16日（士)）共催依頼について

田辺三菱製薬株式会社より上記事業共催依頼があ

り承認された。

(4)フクダ電子・堀場製作所学術講演会（成25年

４月13日（士）開催予定）の後援及び座長依頼に

ついて

フクダ電子・堀場製作所より上記学術講演会の後

援と座長依頼に関し審議ざれ承認された。

(5)事務局年末年始休暇及び冬季賞与について

ｌ)冬季賞与について､栗山事務局長は年俸制支給、

摺木氏には３万円､橋本氏には１万円支給する。

２）事務局年末年始休暇は１２月28日午後から１月

３日。但し事務局長は４日午前中のみ出勤とす

る。

事務局冬季賞与及び年末年始について承認され

た。

(6)フォーラム実行委員会より

武知実行委員長より総会フォーラム予算と大阪小

児科医会の予算を区別し報告する必要があること

が説明された。フォーラム実行委員会で協議を進

めることが承認された。

社団法人大阪小児科医会

第236回（通算398回）理事会

日時：平成25年１月17日（木）ＰＭ２:00～3:３０

場所：大阪市中央公会堂３Ｆ特別室

出席者：（敬称略アイウエオ順）

小川会長・卯西・武知・藤岡・藤谷各副会長

今北・小野・川崎・久保・圀府寺・佐野・住

本・竹中・中島・西垣・西野・西村・原田

春本・松下・村上・和田各理事

委任状：９名

定款29条の規定による定足数を満たしており、本

会は成立した。

議事録署名人に西野昌光理事、原田佳明理事を指

名、承認された。

１．会長あいさつ

明けましておめでとうございます。

皆様にはすばらしい新年を迎えられたこととお慶

び申し上げます。

昨年は医会活動にひとかたならぬご支援をいただ

き、改めて御礼申し上げます。

本年も宜しくお願い致します。

平成25年最初の理事会ということで一言ご挨拶申

し上げます。

昨年暮、突然衆議院が解散となり衆議院議員選挙

がおこなわれました。おおかたの予想通り民主党が

政権を失い、自民党の圧倒的勝利で安倍政権が誕生

しました。ここ何年か、何度もくり返されたことで

すが、政局の混乱は方向すら見えない状況です。

１月５日（士）大阪府医師会新春互礼会がおこな

われました。府医執行部の方々に新年の挨拶をして

まいりました。伯丼会長はあいさつのなかで、大阪

府．市における、また日本の国における医療行政の

あり方を厳しく追求されました。とくに、昨年大阪

府が救急医療．エイズ予防対策事業などを平成25年

度より大阪府医師会へ委託しない方針を打ち出した

ことを公表され、現在の医療制度を守るための最低

限の保障事業まで医療費削減のために切り捨ててし

まった大阪府行政の方針を厳しく非難されました。

この発言には出席された自民党・民主党などの国会

議員の方々も同様のことをあいさつで述べておられ

ました。しかしながら、伯丼会長に続いて登壇した

松井知事は大阪府の方針を改めて明言され、伯井会

平成24年12月20日

議長

議事録署名人

〃

小川實

竹中義人

春本常雄

印

印

印
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長の要望・非難への答弁はまったくないというのが

私の印象でした。その後の来賓が大阪府医師会や私

共医師に対する感謝と今後の協力・努力を要望され

た姿勢とも異なる知事の発言でした。私ども小児科

医・小児科医会としては、大阪府・市の医療行政を

注視するとともに、あくまで子ども達のために努力

する決意を改めて確認したいと思います。

本年、大阪小児科医会は第24回日本小児科医会総

会フォーラムを開催致します。６月８日・９日の開

催まであと半年になりました。実行委員会も本日で

13回を重ねます。おかげざまでプログラムをはじめ

概要は決定しており、今月には日本小児科医会の医

会ニュースで開催案内第２報が掲載されます。

これまでの皆様方の御協力に御礼申し上げるとと

もに、今後更なる御努力をお願い致します。

本日は第236回理事会の審議宜しくお願い致しま

す。

館で開催予定。国立循環器病研究センター小児

科部長白石公先生に講師を依頼。

4）調査研究委員会「感冒罹患児の予後に影響を

及ぼす因子について」

ＩＳＯＰでの報告を行うと共に日本小児科学会

雑誌に投稿中。

(2)プライマリ・ケア部会 (竹中理事）

l）小児保健委員会

保護者の理解度調査「集計データの活用」につ

いて報告。

2）子どもの心委員会

第24回総会フォーラムの市民公開講座開催に関

し広報活動を積極的に行っていきたい。

3）予防接種委員会

予防接種における実費徴収の実`情の確認や、ム

ンプスなどの予防接種ポスター作成を検討。

4）病診連携委員会

第17回病診連携懇談会について

平成25年２月９日（士）午後２時30分～４時３０

分、大阪社会福祉指導センターで開催予定。特

別講演は国立病院機構福山医療センター小児科

池田政憲先生に「乳幼児における抗炎症薬によ

る早期介入と長期予後一いつはじめて、いつ

やめるか？－」を依頼､その他「食物アレルギー

を考える」をテーマに、病診連携例を予定。

5）在宅小児医療実践小委員会

第９回在宅小児医療実践小委員会報告（平成２４

年12月20日、医会事務局）

在宅小児かかりつけ医依頼システムについて

「かかりつけ医登録票」は現在92件が回収され、

登録可能74件、辞退18件。登録医については地

域別で名簿の作成を予定している。病院側が書

く「かかりつけ医依頼票」についてはほぼ完成

となった。依頼票に挨拶文をつけＮＭＣＳの関

係先に案内を依頼するとともに大阪小児科医会

ＨＰ会員専用ページにも掲載し依頼票もダウン

ロードできるようにする。平成25年２月からの

試行を検討。

6）公開講座委員会

「誰でもできる公開講座マニュアル」を作成し、

第24回総会フォーラムでブース展示を予定。

7）その他

主な感染症の登園・登校の目安ポスター作成の

現状について

部会内でも活発な意見交換が行われている。保

２報告事項（庶務担当）

（１）会員異動

ｌ）新入会員なし

２）退会会員なし

３）Ｂ→Ａ会員なし
かみすえせいき

４）物故会員神末政樹（神末川､児科）

〒546-0031束住吉区田辺3-5-6

TELO6-6628-0786FAXO6-6629-2343

生前のご協力に感謝し黙祷。

(2)現在会員数（名誉会長３名、顧問７名、参与５

名）

Ａ会員（364）名、Ｂ会員（300名）計664名

（Ａ会員は前回より増減なしＢ会員は前回より

－１名）

３．各部会報告

（１）学術部会（松下理事）

l）学術部会は開催なし

2）第166回（平成25年２月）学術集会について

平成25年２月23日（士）の総会後、薬業年金会

館で開催予定。近畿大学医学部小児外科教授

八木誠先生に「内視鏡手術の現状と展望につ

いて」をテーマに依頼。

学術集会後に平成24年度第５回学術部会を開催

予定

3）第167回（平成25年５月）学術集会について

平成25年５月25日（士）の総会後、薬業年金会
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トするための会」との合同開催を予定。

日時：平成25年２月２日(士)午後２時～６時

会場：大阪府医師協同組合大ホール

特別講演「職員のワークライフバランスが病院

を活性化する」大阪厚生年金病院名誉院長清野

佳紀先生に依頼。一般演題については募集中。

(7)総務部会

護者の視点に立った分かりやすく親しみやすい

ポスターを目指す。

(3)情報・広報部会（川崎理事）

ｌ）会合開催報告

第103回情報・広報部会（第217回会報委員会）

案件：会報４月号について

一般社団法人移行に伴い会報のサイズや表紙の

変更を検討。

２）ＩＳＯＰ委員会（松下理事）

①第204号１２月20日発行

②第205号編集中の主な掲載予定記事

・予防接種の定期化を求める署名活動に積極

的なご協力を

・アクトヒブの追加接種までの間隔が短縮さ

れました

・インフルエンザ流行期に入る

.「小児科外来を受診した感冒児の経過に影

響する因子について」の報告

・在宅小児かかりつけ医紹介事業試運用のお

知らせ

・学会・集会の案内

３）ホームページ委員会

定時更新のみ

４）会報委員会

①第164号（１月号）発送中

②第165号（４月号）原稿収集中

(4)小児医業経営部会（西村理事）

平成25年２月23日開催予定の第43回定時総会にむ

けて予算案資料を作成中。

４．報告及び審議事項

く報告事項〉

(1)第２回選挙管理委員会開催について

第２回選挙管理委員会を平成25年１月31日午後３

時より医会事務局会議室にて開催予定。既に選挙

告知はされており立候補届、推薦状提出期日は平

成25年１月31日午後３時とする。

(2)大阪府医師会平成24年度「小児救急研修会」参

加者動員について

平成25年３月７日大阪府医師会館で「平成24年

度小児救急医療研修会」が開催予定。対象参加者

として“特に小児科医，，及び“小児救急電話相談

員”が挙げられており出席を検討頂きたい。

(3)会費免除について

会員より、高齢のため退会を希望する連絡があっ

たが会費免除規定を説明し、その申請書が提出さ

れた。定款規定により申請を受理した。

<審議事項〉

(1)平成25年度各部会事業計画について

各部会から提出された事業計画について審議を行

い承認された。

(2)平成25年度フォーラム実行委員会事業計画及び

予算案について

大阪小児科医会として計画が必要な総会フォーラ

ム事業計画案及び総額48万円の予算案について審

議を行い承認された。

(3)フォーラム実行委員会より

本日の理事会は総会フォーラム開催会場の下見も

兼ねて大阪市中央公会堂特別室で開催した。会場

の雰囲気や設備を確認でき、有意義であった。

ｌ）小児医業経営部会報告

①次期改定への要望事項

日本小児科医会社保委員会委員長より提示さ

れた次期改定への要望案について検討した。

②大阪府における保健医療体制から小児救急を

含む小児医療についての報告書を検討した。

(5)小児救急部会（久保理事）

ｌ）平成25年１月１０日（木）医会事務局にて小児の

外科的疾,患への対応に関するアンケート結果検

討委員会を開催し協議を行った。小児科医会Ａ

会員365名中１００名より回答が得られた。－次集

計として報告を行う。今後は受入側である病院

側への二次アンケートの必要性が議論された。

(6)勤務医部会（西野理事）

l）第１３回研修医のための小児救急・新生児勉強

会について

「第１３回研修|医のための小児救急・新生児勉強

会」は「平成24年度医学生､研修医等をサポー

平成25年１月１７日

議長

議事録署名人

〃

小川責

西野昌光

原田佳明

印
印
印
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２報告事項（庶務担当）

(1)会員異動

ｌ）新入会貝
なかがわただし

Ａ会員中Ⅱ｜正（医療法人橋甲会橘甲会

クリニック）小川實会長推薦

〒540-0013大阪市中央区久宝寺町3-4-1

TELO6-6943-l306FAXO6-6943-1316
くきし､ちろう

Ｂ会員九鬼一郎(大阪市立総合医療Jセンター）

小川實会長推薦

〒543-0021大阪市都島区都島本通2-13-22

TELO6-6929-l221FAXO6-6929-１０９１

２）退会会員
なかつかきみつと

Ａ会員中務光人（なかつ力､ざクリニック）

〒563-0043池田市神田１－１７－１３高木マン

ションlF

TELO72-750-2777FAXO72-750-2750

３）Ｂ→Ａ
たかいけんじ

高井建司（医療法人高井クリニックア）

〒570-0011守口市金田町5-4-32

TELO6-6916-8000FAXO6-6916-8008

４）物故会員
えりゅうあきら

Ｂ会員江筒圓昂（エリウ医院）

〒596-0045岸和田市別所町2-20-21

TELO72-422-2616FAXO72-436-2638

生前のご協力に感謝し黙祷。

(2)現在会員数（名誉会長３名、顧問７名、参与５

名）

Ａ会員（365）名、Ｂ会員（299名）計664名

（Ａ会員は前回十１名Ｂ会員は前回より－１名）

社団法人大阪小児科医会

第237回（通算399回）理事会

日時：平成25年２月21日（木）ＰＭ２:00～3:３０

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者：（敬称略アイウエオ順）

小川会長．卯西・武知・田尻・藤岡・藤谷各

副会長

市川・小野・川崎・久保・佐野・住本・竹中・

中島・西垣・西鴫・西野・西村・原田

春本・福井・松下・松本・八木・各理事

根岸監事

委任状：８名

定款29条の規定による定足数を満たしており、本

会は成立した。

議事録署名人に市川正裕理事、八木由奈理事を指

名、承認きれた。

１．会長あいさつ

間もなく３月を迎えますが、日本全国寒さが厳し

く、インフルエンザ診療をはじめ御多忙のなか第

237回理事会に御足労いただき御礼申し上げます。

報告事項にもありますが、１月31日に第２回選挙管

理委員会を開催致しました。総会資料にて会員へも

通知しておりますが、平成25年度役員改選にあたり

立候補者が決まりました。会長候補をはじめ、すべ

て定数内でありましたので、２月21日に開催されま

す第43回定時総会の承認事項となりました。定時総

会で承認いただければ新しい執行部体制が決定しま

す。武知新会長をはじめ新役員の皆様には大阪小児

科医会のますますの発展のため御努力いただきます

ようお願い致します。また、今回の役員改選にあた

り御協力いただきました理事・役員の皆様に御礼申

し上げます。

ＩＳＯＰ２月号案にも掲載されていますが、６月８

日・９日の第24回日本小児科医会総会フォーラム開

催まで４か月となりました。約1年半前より開催準

備に努めてまいりましたが、いよいよ間近となって

まいりました。昨年12月の理事会でも申し上げまし

たが、４月の抄録集配布に向ってできるだけ多くの

参加者に恵まれますよう広報活動に御協力お願い致

します。

それでは本日の審議宜しくお願い致します。

３．各部会報告

（１）学術部会（松下理事）

l）学術部会は開催なし

2）第166回（平成25年２月）学術集会について

平成25年２月23日（士）の総会後、薬業年金会

館で開催予定。近畿大学医学部小児外科教授

八木誠先生に「内視鏡手術の現状と展望につ

いて」をテーマに依頼･

学術集会後に平成24年度第５回学術部会を開催

予定。

3）第167回（平成25年５月）学術集会について

平成25年５月25日（士）の総会後、薬業年金会

館で開催予定。国立循環器病研究センター小児

科部長白石公先生に講師を依頼。
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(2)プライマリ・ケア部会（竹中理事） ・総会フォーラム実行委員会より－開催まで

４か月を切りました－

・学会・集会の案内

３）ホームページ委員会

①定時更新を行う

②プライマリ・ケア部会より会員限定ページに

在宅小児かかりつけ医あっせん事業関連の掲

載依頼があった。詳細が確定次第掲載予定。

４）会報委員会

①第165号（４月号）原稿収集中

一般社団法人移行に伴い会報のサイズや表紙

の変更を検討中。

５）感染症サーベイランス委員会

①感染症サーベイランスモニター会

平成25年３月９日（士）午後３時より開催予

定の第３２回感染症サーベイランスモニター会

は100名を超える事前申し込みが届いている。

開催に向け準備中。

②風疹流行の注意喚起

今年は全国的に昨年以上の風疹の流行が危'倶

されているため、ＩＳＯＰニュースに注意喚起

の記事を掲載した。

(4)小児医業経営部会（市川理事）

ｌ）小児保健委員会

理解度調査のまとめについて報告。

２）予防接種委員会

平成25年３月１６日（士）午後３時～午後６時３０

分、ハービス小ホールにて「すべての子ども

たちに必要なワクチンを｣をテーマに開催予定。

３）病診連携委員会

第17回病診連携懇談会について

平成25年２月９日(士)午後２時30分～４時30分、

大阪社会福祉指導センターで開催きれ'１９名の

出席者があり盛会であった。

４）在宅小児医療小委員会

在宅小児かかりつけ医あっせん事業の試運用に

ついての説明があった。医会ホームページを利

用し、試運用を開始する予定。

“あっせん事業，，の名称について意見があり小

委員会にて再検討を行う。

５）公開講座委員会

次回開催は平成25年１０月26日に貝塚市にて開催

予定。

６）その他

①フォーラムの展示ブースについて

特別室での展示内容について検討を行ってい

る。

②登園・登校めやすのポスター

いくつかのポスター案を作成し、配布先別に

使い分ける案を検討している。文言の修正な

ど最終調整を行い印刷予定。費用については

企業へ協力依頼を検討している。

(3)情報・広報部会（川崎理事）

ｌ）日本小児科医会より医業経営アンケート調査

が予定されている。

２）平成25年２月24日（日）日本小児科医会の全

国集会があり、田中祥介会員が特別講師として

大阪小児科医会の在宅医療の取り組みを紹介予

定。

(5)小児救急部会（久保理事）

大阪府医師会救急災害部会において小児の外科的

疾,患への対応に関するアンケート結果について報

告を行った。また受入側である病院側への二次ア

ンケートを実施し、現在回収途中である。

(6)勤務医部会（西野理事）

l）会合開催予定

第104回情報・広報部会（第217回会報委員会）

日時：平成25年３月７日（木）１６:00～17:００

場所：大阪小児科医会会議室

案件：会報７月号について

2）ＩＳＯＰ委員会（松下理事）

①第205号１月１７日発行

②第206号編集中の主な掲載予定記事

・定時総会開催案内

・大阪の小児医療は充足しているか－行政側

からの答申一

・４月１日からＢＣＧなどの対象者が変わりま

す

・府内で先天`性風疹症候群が発生

1）第１３回研修医のための小児救急・新生児勉強

会について

「第１３回研修医のための小児救急・新生児勉強

会」は「平成24年度医学生､研修医等をサポー

トするための会」との合同開催として平成25年

２月２日（士）午後２時より開催。参加者65名、

保育５名と盛会であった。

2）平成25年２ｋ124日（日）大阪市立総合医療セ

ンター「さくらホール」にて公開講演会を開催

予定。300名を超える事前申し込みが届いてい
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月１日より一般社団法人へ組織変更が行われる予

定｡大阪府健康医療部医療対策謀と大阪府法務課、

法務局、恒栄監査法人、事務局とが協力し準備を

進めており作業として詰めの段階である。

(8)児童相談所全国共通ダイヤルの普及ポスター及

びリーフレットについて

児童相談所全国共通ダイヤルの普及を図るためポ

スターとリーフレットが事務局に届いた。

<審議事項〉

（１）第43回定時総会開催について

平成25年２月23日に第43回定時総会の開催を予定

している。定款変更の案について承認が必要なた

め4分の3以上の出席が必要となる。ＩＳＯＰなどを

通じて協力依頼を行った結果、委任状を含め開催

に必要な出席者数はすでに確保している。定款変

更内容、選挙管理委員会報告の説明及びそのほか

の審議事項に関して説明をおこない承認された。

(2)マタニテイカーニバル2013後援名義使用承認願

いについて

平成25年７月６日（士)、７日（日）に開催が予

定されているマタニテイカーニバル2013実行委員

会より後援依頼が届いている｡開催概要を説明し、

後援は承認きれた。

(3)グラクソ・スミスクライン後援依頼Iこって

平成25年６月１日に開催が予定されている第13回

小児科医のための喘息治療フォーラムについてグ

ラクソ・スミスクライン株式会社より後援依頼が

届いている。開催概要を説明し、後援は承認され

た。

(4)平成25年度談話会と子どもの心研修会の一元化

について

総会フォーラムと共同開催となる研修会について

取得単位の説明があった。関係各所との調整・確

認を再度行い継続審議とする。

(5)フォーラム実行委員会より

プライマリ・ケア部会の展示スペースは展示応募

が多く、会場の都合上、中集会室への変更を検討

している。

る。

(7)総務部会（住本理事）

総務部会は開催なし

４．報告及び審議事項

く報告事項〉

（１）第２回選挙管理委員会報告

第２回選挙管理委員会を平成25年１月31日午後３

時より医会事務局会議室にて開催し、尾崎眞理子

選挙管理委員長はじめ選挙管理委員立会いの下、

立候補届の開封を行った。理事・監事・裁定委員

ともに定数内のため、立候補者全員を当選とし第

４３回定時総会にて承認予定。

(2)京都大学iＰＳ細胞研究所からの御礼について

第24回日本小児科医会総会フォーラムで講演予定

の京都大学iＰＳ細胞研究所に対し'００万円の寄付

を行った。その御礼が山中伸弥教授より届く。

(3)エコチル調査協力依頼について

大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学エコチル

調査小児科担当三浦弘司先生よりエコチル調査の

協力依頼が届く。大阪大学大学院医学系研究科小

児科学大薗恵一教授からも会報４月号として原稿

をいただいており掲載を予定している。対象とな

る患者は少ないが該当する場合には協力をお願い

する。

(4)乳幼児健康診査、新受診票のガイドライン及び

解説書について

大阪府健康医療部保健医療室より乳幼児健康診

査、新受診票のガイドライン及び解説書が届く。

市町村によって若干の違いはあるが参考にきれた

い。

(5)「大阪医学」原著論文・症例報告論文寄稿のお

願いについて

昨年１１月に開催された大阪府医師会医学会総会で

演題発表を行った方は「大阪医学」への論文寄稿

に協力をお願いする。

(6)大阪府医師会男女共同参画検討委員会報告

平成25年１月１７日（木）１４：００～大阪府医師会館

にて平成24年度第３回大阪府男女共同参画検討委

員会が開催された。

(7)一般社団法人申請手続き

約１年にわたり現在の社団法人大阪小児科医会が

一般社団法人大阪小児科医会に組織変更を行うた

め準備をおこなってきた。３月中旬に大阪府より

認可をいただき、法務局への登記手続きを行い４

平成25年２月21日

議長

議事録署名人

〃

小川實

市川正裕

八木由奈

印

印

印
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部会報告（～Ｈ２５．２）

第２回障害児問題検討委員会

日時：Ｈ24.10.26（金）１９:00～２１：００

場所：森之宮病院８階会議室

出席者：田邊、荒井、宇野、柏木、島川、田川、

鳥邊、永井、西野

第１３回曰本小児科医会総会

フォーラム実行委員会

日時：Ｈ2412.20（木）１５：３０～１７：３０

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小川、卯西、武知、田尻、藤岡、藤谷、

川崎、久保、圀府寺、住本、竹中、

中島(滋)、西垣、西野、西村(龍)、

原田、春本、松下、松本(圭)、村上(城)、

第１回選挙管理委員会

日時：Ｈ2412.1(士）１５：２０～

場所：大阪市立大学医学部附属病院

１８階第５会議室

出席者：小川、藤谷、今中、岡本(京)、尾崎(眞)、

古形、冨吉、鳥邊(泰）

八木、木野、小國、田中(童）

第９回在宅小児医療実践小委員会

日時：Ｈ24.12.20（木）１７：３０～

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：田中(祥)、春本、南條、福田(弥)、

藤井(雅)、船戸、望月

第４回（第91回）学術部会

日時：Ｈ2412.1(士）１８：００～19:００

場所：大阪キャッスルホテル3階

「錦城閣」

出席者：卯西、松下、川村、中島(滋)、田邊、

黒瀬、寺口、西村(龍)、原田(佳)、春本、

牧、虫明、村上(城）

学術部会（調査研究委員会）

日時：Ｈ2515(土）

場所：ヒルトンホテル

出席者：卯西、松下、田邊、西村(龍）

第233回プライマリ・ケア部会

日時：Ｈ24.12.6（木）１４：３０～１６：００

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤岡、竹中、古形、川崎、藤谷、卯西、

久保田、武知、田中(薫)、春本、藤井(雅）

第253回正副会長会

日時：Ｈ25.1.10（木）１５：００～１７：００

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小川、卯西、武知、田尻、藤谷

第３回小児救急部会

Ｈ25.1.10（木）１４：３０～

(社)大阪小児科医会事務局

小川、田尻、久保、舟本、乾、佐野、

福井、福島

日時：

場所：

出席者：

第24回日本小児科医会総会フォーラム

第２回シンポジウム企画検討委員会

日時：Ｈ24.12.6（木）１６：００～

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：大林、小川、卯西、武知、藤岡、藤谷、

木野、松下、仲野 第234回プライマリ・ケア部会

日時：Ｈ25.1.10（木）１６：３０～

場所：心斎橋「湖月」

出席者：藤岡、竹中、川崎、藤谷、石崎、卯西、

久保田、、中(薫)、春本、福田(弥)、

藤井(雅)、

第252回正副会長会・

第４回フォーラム総務部会合同

日時：Ｈ24.12.13（木）１５：００～１７：００

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小川、卯西、武知、藤岡、藤谷、川崎
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総務部会（定時総会開催準備）

日時：Ｈ25.1.31（木）１３：００～

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤谷、住本、小田、中島(滋）

第103回情報広報部会（全体会議）

日時：Ｈ25.1.10（木）１６：３０～１８：００

場所：心斎橋「湖月」

出席者：小川、武知、川崎、坂崎

第24回曰本小児科医会総会フォーラム

第３回シンポジウム企画検討委員会

日時：Ｈ25.2.7（木）１８：００～

場所：スイスホテル南海大阪１０階

「エンプレスルーム」

出席者：小川、卯西、武知、藤岡、藤谷、木野、

松下、仲野

第３回小児医業経営部会

日時：Ｈ25.1.10（木）１７：１５～

場所：心斎橋「湖月」

出席者：市川、木野、佐野、西村(龍)、根岸、

福田(優)、村上(城）

第14回曰本小児科医会総会

フォーラム実行委員会

日時：Ｈ25.1.17（木）１５：３０～１７：３０

場所：大阪市中央公会堂３階特別室

出席者：小川、卯西、武知、田尻、藤岡、藤谷、

今北、小野、川崎、久保、圀府寺、佐野、

住本、竹中、中島(滋)、西垣(敏)、西野、

西村(龍)、原田、春本、松下、村上(城)、

和田、木野、小國、田中(薫）

第254回正副会長会

日時：Ｈ25.2.14（木）１５：００～１７：００

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小川、卯西、武知、田尻、藤岡、藤谷

第235回プライマリ・ケア部会

日時：Ｈ252.14（木）１４：００～１６：００

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤岡、竹中、川崎、福井、藤谷、小野、

久保田、田中(童)、田中(祥)、藤井(雅）

第３回障害児問題検討委員会

日時：Ｈ25.1.25（金）１９:00～

場所：森之宮病院８階会議室

出席者：田邊、荒井、宇野、柏木、九鬼、島川、

田川、烏邊、永井、西野

第１５回曰本小児科医会総会

フォーラム実行委員会

日時：Ｈ25.2.21（木）１５：３０～１７：３０

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小川、卯西、武知、田尻、藤岡、藤谷、

市川、小野、川崎、久保、佐野、住本、

竹中、中島(滋)、西垣(敏)、西嶋、西野、

西村(龍)、原田、春本、福井、松下、八木、

小國、田中(薑）

第２回選挙管理委員会

日時：Ｈ25131（木）１５：００～

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小川、藤谷、尾崎(眞)、冨吉、鳥邊(泰)、

西池、西田

第１３回子育て通信委員会

日時：Ｈ25.1.31（木）１４：３０～

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤谷、住本、板金、小國、坂崎、

田中(童)、田中(祥)、原、山崎、卯西、

松下

第５回（第92回）学術部会

日時：Ｈ25.2.23(士）１６：４５～

場所：薬業年金会館５階507号室

出席者：卯西、松下、西鴫、中島(滋)、田邉、

今北、黒瀬、圀府寺、住本、田尻、

寺口、西垣(正)、橋爪、春本、牧、

虫明、山上
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会員異動

新入会員

区分変更

Ｔ

退会会員

〒

物故会員

生前の本会へのご協力を深謝し、ご冥福をお祈り申しあげます。

現在会員数(名誉会長３名、顧問７名、参与５名）
Ａ会員(365名)、Ｂ会員(299名)、合計(664名）

Ａ会員、Ｂ会員ともに前回と変動なし

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｂ 片岡知 大阪府済生会富田林病院 584-0082 富田林市向陽台1-3-36
0721-29-1121

0721-28-3550

Ａ 房岡徹 ふさおかこどもクリニック 570-0023 守口市日向町6-13
06-6991-1611

06-6991-1661

Ｂ 寺田志津子
(独）国立病院機構大阪医
療センター小児科

540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14
06-6942-1331

06-6943-6467

Ｂ 九鬼 郎
大阪市立総合医療センター
小児神経内科

534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22
06-6929-1221

06-6929-1091

Ａ 中）|’正
(医）橘甲会橘甲会クリ
ニック

540-0013 大阪市中央区内久宝寺町3-4-1
06-6943-1306

06-6943-1316

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｂ →Ａ 高井建司 (医）高井クリニック 570-0011 守口市金田町5-4-32
06-6916-8000

06-6916-8008

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ
ＦＡＸ

Ａ 疋田源 疋田医院 535-0021 旭区清水3-2-7
06-6953-1700

06-6956-3587

Ａ 中務光人 なかつかさクリニック 563-0043 池田市神田1-17-13
072-750-2777

072-750-2750

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ａ 槇野幾之輔 槇野小児科医院 563-0023 池田市井口堂1-2-2
072-761-8363

072-761-1899

Ｂ 神末政樹 (医）医神会神末小児科 546-0031 東住吉区田辺3-5-6
06-6628-0786

06-6629-2343

Ｂ 江龍昂 エリウ医院 596-0045 岸和田市別所町2-20-21
072-422-2616

072-436-2638
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編集 後記

４月、新年度の始まりです。

すでに、お気づきかと思いますが、会報のデザイ

ンが変わりました。武知新会長が、「お酒落なデザ

インにしたい。東京に負けたらあかん｡」と熱望さ

れたのがきっかけです。ぱっと目を引く素敵なデザ

インになったと思われませんか？

さて、昨年３月に、私が会報委員になって１年が

たちます。

就任当初、普段から速読しかしない私にとって、

じっくり文章を読んで校正するという作業は苦手で

した。他の委員の先生方が、実に細やかに作業をさ

れているのをみて､とても驚いたのを覚えています。

そして、とうとう私にも編集後記を書く番が回っ

てきました。

いったい、何を書こうか？

時候の挨拶からか、それとも、一般社団法人に移

行することや、日本小児科医会総会フォーラムにつ

いてから書くべきか？さんざん悩んで、主人に相談

してみると、「思ったこと、そのまま何でも書いて

みたら？」でした。

辞書で調べてみると、編集後記というのは「雑誌

書籍などで編集者が記すあとがき」と書いてありま

した。はたして、私は編集者を言えるのかというの

が問題ですが、もう一度皆様から頂いた原稿を読み

直してみました。

「大学の窓」では、新しい医学教育技法について

のお話です。最近では、医学生の学習意欲を高める

ために情報通信技術が活用されているようです。し

かし、「国試にでない小児医学の無駄話」のほうが、

是非医学生に聞いてほしい内容だと思いました。

うぶ声では「エコチル調査」について、紹介して

頂きました。エコチルとは何か全く知りませんでし

たので、実に興味深く読むことができました。

学術集会や病診連携懇談会は、参加できなかった

場合でも、この報告を読むだけで、とても勉強にな

ります。

そのほか、診療一口メモ、在宅医療シリーズ、子

育て支援シリーズ、ベッドサイドメモなど実に充実

した内容になっていますので、是非ご一読下さい。

１年たっても、名ばかりで会報委員として全くと

いっていいほどお役にたててはいませんが、ただ会

議で座っているだけにならないように、少しでも良

い会報ができるように努力したいと思いますので、

今後とも宜しくお願いいたします。

（坂崎弘美）

大阪小児科医会会報１６５（2013）

平成２５年４月１日発行

発行所一般社団法人大阪小児科医会

〒５４３－００１１大阪市天王寺区清水谷町８－１５

清水谷ビツグビル２Ｆ

ＴＥＬ（06）６７６１－７６１３

ＦＡＸ（06）６７６１－７６８２

１０：００～１７：００
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(入会）

第６条本会の会員になろうとする者は、理事会所

定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認

を得なければならない。

(経費の負担）

第７条会員は、本会の定める入会金、会費及び負

担金を本会に納入しなければならない。

２入会金、会費及び負担金の額及びその徴収

方法は、総会の決議を経て、これを定める。

(異動の提出）

第８条会員は、その入会申込書に記載した事項に

変更が生じた場合には、すみやかに理事会所

定の異動届を提出しなければならない。

(会員資格の喪失及び退会）

第９条会員は、退会したとき、あるいは除名され

たときは、会員の資格を喪失する。

２会員は、理事会所定の退会届を提出するこ

とにより、任意にいつでも退会することがで

きる。

３会員が次の各号のいずれかに該当する場合

には、退会したものとみなす。

（１）死亡、あるいは医師の資格を喪失したと

き

（２）入会金、会費及び負担金を納入せず、督

促後なお会費を２年以上納入しないとき

（３）総会員が同意したとき

４会員資格を喪失した者が、既に納入した入

会金ぃ会費及び負担金は、これを返還しない。

(会員の処分）

第10条会長は、会員が次の各号のいずれかに該当

すると認めたときは、総会員の半数以上で

あって、総会員の議決権の３分の２以上の議

決により、戒告、退会勧告または除名の処分

をすることができる。

（１）医師の倫理に違反し､医師の名誉または、

本会の名誉を著しく段損したとき

（２）本会の定款その他の規則に違反し、また

は本会の秩序を著しく乱したとき

（３）その他処分すべき正当な事由があるとき

２前項の処分をしようとする場合は、当該会

員に当該総会の－週間前までに通知するとと

もに、総会における決議の前に、弁明の機会

を与えなければならない。

一般社団法人大阪小児科医会定款

第１章総則

(名称）

第１条本会は、一般社団法人大阪小児科医会と称

する。

(事務所）

第２条本会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置

く。

第２章目的及び事業

(目的）

第３条本会は、大阪府内において小児とその家族

に最も親しく接する医師が、小児医学の研讃

に努め、専門的立場に立脚して、小児医療の

向上、小児保健及び福祉の充実･普及を図り、

もって小児の健全育成に寄与することを目的

とする。

(事業）

第４条本会は、前条の目的を達成するため、次の

事業を行う。

（１）小児の保健、医療及び福祉の向上に関す

る事業

（２）小児の保健、医療及び福祉に係る調査、

研究に関する事業

（３）小児の保健、医療及び福祉に係る知識の

普及、啓発に関する事業

（４）その他、本会の目的を達成するために必

要な事業

２前項の事業は、大阪府において行うものと

する。

第３章会員

(会員）

第５条本会の会員は、大阪府内において、小児科

あるいは小児科を重点科、として診療､保健、

研究等に従事する医師であって、本会の目的

に賛同する者とする。ただし、その従事する

場所が他府県にあっても、本会の目的に賛同

する医師は､本会の会員になることができる。

２前項の会員をもって、一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律上の社員とする。
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貝の半数以上であって総会員の議決権の３分

の２以上に当たる多数をもって行う。

（１）会員の処分

（２）監事の解任

（３）定款の変更

（４）解散

（５）その他法令で定められた事項

(書面による議決等）

第１６条やむを得ない理由のため、総会に出席でき

ない会員は、あらかじめ通知された事項につ

いて書面をもって議決し、または他の会員を

代理人として議決権の行使を委任することが

できる。この場合において、前条の規定の適

用についてはその会員は、出席したものとみ

なす。

(議事録）

第17条総会の議事については、法令で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した議事録

を作成し、これを保存しなければならない。

（１）総会の日時及び場所

（２）会員の現在数

（３）総会に出席した会員の数及び氏名（書面

議決者及び議決委任者については、その

旨を付記すること）

（４）議事の経過の要領及びその結果

（５）総会に出席した理事及び監事の氏名

（６）議長の氏名

（７）議事録の作成に係る職務を行った者の氏

名

（８）議事録署名人の選任に関する事項

（９）その他法令で定められた事項

２議事録には、議長及び出席した会員のうち

から、その総会において選任された議事録署

名人２名以上及び議事録作成者が署名、押印

しなければならない。

(決定事項の通知）

第18条会長は、総会の議事の要領及び決議した事

項を、それぞれ会員に通知しなければならな

い○

第４章総会

(構成）

第11条総会は、すべての会員をもって構成する。

２前項の総会をもって、一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律上の社員総会とす

る。

(開催及び招集）

第１２条総会は、定時総会及び臨時総会の２種とす

る。

２総会は、理事会の決議に基づき、会長が招

集する。

３定時総会は、毎年５月に１回開催する。

４臨時総会は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に開催する。

（１）理事会において開催の決議がなされたと

き。

（２）総会員の議決権の５分の１以上の議決権

を有する会員から、会議の目的である事

項及び招集の理由を記載した書面によ

り、招集の請求が会長にあったとき。

５総会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的及び審議事項を記載した書面をもって、

少なくとも14日前までに通知を発しなければ

ならない。

(議長及び副議長）

第13条総会には、議長及び副議長各１名を置く。

２議長及び副議長は、その総会において出席

会員の中から選出する。

(権限）

第１４条総会は、次の事項を決議する。

（１）事業報告及び事業計両の承認

（２）貸借対照表、損益計算書（正味財産増減

計算書）及び収支予算書を記載した書類

の承認

（３）理事会において、総会に付議すべきこと

を決議した事項

（４）その他、総会で決議するものとして法令

またはこの定款で定められた事項

２総会における議決権は、会員１名につき１

個とする。

(決議）

第15条総会の決議は、総会員の議決権の過半数を

有する会員が出席し、出席した当該会員の議

決権の過半数をもって行う。

２前項の規定に関わらず、次の決議は、総会

第５章役員

(役員）

第19条本会に、

（１）理事

（２）監事

次の役員を置く。

24名以上36名以内

３名以内
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理事会は、総会の決議により会長候補者及び

副会長候補者を選出し理事会において当該

候補者を選定する方法によることができる。

(役員の補欠選任）

第23条理事及び監事に欠員が生じたときは、総会

において、補欠の選任を行うものとする。

２会長及び副会長に欠員が生じたときは、前

条第２項に準じて補欠の選任を行うものとす

る。

３補欠として選任された理事及び監事の任期

は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任）

第24条理事及び監事は、総会の決議によって解任

することができる。

２理事のうち、１名を会長、３名以上５名以

内を副会長とし、第22条第２項により選定す

る。

３前項の会長及び副会長をもって、一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律上の代表

理事とする。

４理事及びその親族その他特殊の関係がある

者の合計数は、理事の総数の３分の１以下と

する。

５監事は、本会の理事及び本会の使用人で

あってはならない。また、各監事は、相互に

親族その他特殊の関係があってはならない。

(役員の職務及び権限）

第20条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定

款で定めるところにより、職務を執行する。

２会長は、法令及びこの定款で定めるところ

により、本会を代表し、その業務を執行する。

３副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るとき、または会長が欠けたときは、あらか

じめ理事会で定められた順位により、その職

務を代理し、またはその職務を行う。

４会長及び副会長は、毎事業年度に４か月を

超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。

５監事は、理事の職務の執行を監査し、法令

で定めるところにより、監査報告を作成する。

６監事は、いつでも、理事及び使用人に対し

て事業の報告を求め、本会の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。

(役員の任期）

第21条理事及び監事の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時総会の終結の時までとする。ただし、再

任を妨げない。

２理事及び監事は、第１９条第１項に定める定

数に足りなくなるときは、任期の満了または

辞任により退任した後も、新たに選任された

者が就任するまで、なお理事及び監事として

の権利義務を有する。

(役員の選任）

第22条理事及び監事は､別に定めるところにより、

本会の会員の中から、総会の決議によって選

任する。

２会長及び副会長は、理事会の決議によって

理事の中から選定する。この場合において、

第６章理事会

(構成等）

第25条本会に、理事会を置く。

２理事会は､すべての理事をもって構成する。

３理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(開催）

第26条理事会は、次の各号の￣に該当する場合に

開催する。

（１）会長が必要と認めたとき

（２）会長以外の理事総数の３分の１以上の理

事または監事から、会議の目的を記載し

た書面によって開催の請求があったとき

(招集）

第27条理事会は、会長が招集する。

２会長は、前条第２号の規定による請求が

あったときは、その請求のあった日から５日

以内に、その請求があった日から２週間以内

の日を理事会の日とする理事会を招集しなけ

ればならない。

３理事会を招集するときは、会議の日時、場

所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ

て、少なくとも１週間前までに各理事及び各

監事に対して通知を発しなければならない。

(権限）

第28条理事会は、次の職務を行う。

（１）本会の業務執行の決定

（２）理事の職務の執行の監督

（３）会長及び副会長の選定及び解職

２次に掲げる事項については、理事会の決議

を経なければならない。
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第34条本会に、名誉会長を置くことができる。

２名誉会長は会長歴任者の中から、特に本会

の発展に著しい貢献のあった者を理事会にお

いて決定し、総会の承認を経て決定する。

３名誉会長の任期は､会員である期間とする。

４名誉会長は理事会に出席して、意見を述べ

ることができる。

（１）総会の招集及びこれに提案すべき事項

（２）総会の決議した事項の執行に関する事項

（３）理事会の決議を経なければならないと定

められた事項

（４）その他、重要な会務の執行に関する事項

(決議）

第29条理事会の決議は、決議について特別の利害

関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。

２前項の規定に関わらず、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律第96条の要件を満

たしたときは、理事会の決議があったものと

みなす。

(議事録）

第30条理事会の議事については、法令で定めると

ころにより議事録を作成し、これを保存しな

ければならない。

２議事録には、出席した理事及び監事が署名

もしくは記名、押印しなければならない。

(決定事項の通知）

第31条会長は、理事会の議事の要領及び決議した

事項を、各理事及び各監事に通知しなければ

ならない。

(理事会の出席、発言）

第32条監事は、理事会に出席し、必要があると認

めるときは意見を述べなければならない。

２総会の議長及び副議長は、理事会に出席し

て意見を述べることができる。

第９章部会及び委員会

(部会及び委員会）

第35条会長は、必要と認めたときは総会の決議を

経て、部会を置くことができる。

２部会はⅥ会長が理事会の承認を経て、委任

した会務を審議する。

３部会は、担当副会長が統括する。また、そ

れぞれの部会に部会長を置き、会長が理事の

中からこれを委嘱する。

４会長は、必要と認めたときは理事会の決議

を経て、部会内に、常置あるいは臨時の委員

会を置くことができる。

５委員会は、会長から諮問された事項を審議

するとともに、必要により会長に意見を述べ

ることができる。

６部会及び委員会の運営に関して必要な事項

は、総会の決議を経て、別にこれを定める。

第１０章裁定委員会

(裁定委員会）

第36条本会に、裁定委員会を置く。

２裁定委員会は、次の各号に掲げる事項につ

いて審議し、その裁定を行う。

（１）第１０条に規定する会員の処分に関する事

項

（２）第24条に規定する役員の解任に関する事

項

３裁定委員会は、６名以上９名以内の裁定委

員をもって組織する。

４裁定委員は、本会の会員の中から総会にお

いて選任する。

５裁定委員会に関して必要な事項は、総会の

決議を経て、別にこれを定める。

第７章顧問及び参与

(顧問及び参与）

第33条本会に、顧問及び参与を若干名置くことが

できる。

２顧問及び参与は、会員であって本会に功労

のあった者、または学識経験者の中から、理

事会において決定し、総会の承認を経て、会

長がこれを委嘱する。

３顧問及び参与の任期は、委順した会長の在

任期間とする。ただし、かさねて委嘱するこ

とができる。

４顧問及び参与に関する必要事項は、理事会

の決議を経て、別にこれを定める。

第１１章資産及び会計

(資産の構成）

第37条本会の資産は、次に掲げるものをもって構

第８章名誉会長

(名誉会長）
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３翌年度以降の収入で償還する借入金につい

ては、総会の決議を経なければならない。

(剰余金の処分）

第44条本会は、剰余金の分配を行うことができな

い。

２各事業年度において、決算上剰余金を生じ

たときは､翌年度の収入に編入する。ただし、

総会の決議を経て、剰余金の一部を基本金に

編入することができる。

３前項の基本金に関して必要な事項は、総会

の決議を経て、別に定める。

(継続費）

第45条数年を期して行う継続事業に係る経費につ

いては、総会の決議を経て、その経費の総額

及び年割額を定め、数年度にわたって支出す

ることができる。

(事業報告及び決算）

第46条本会の事業報告及び決算については、毎事

業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監

事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け

なければならない。

（１）事業報告

（２）事業報告の附属明細書

（３）貸借対照表

（４）正味財産増減計算書

（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附

属明細書

（６）財産口録

２前項の承認を受けた書類のうち、第１号、

第３号､第４号及び第６号の書類については、

定時総会に提出し、第１号の書類については

その内容を報告し、その他の書類については

承認を受けなければならない。

３第１項の書類のほか、監査報告を主たる事

務所に５年間備え置くとともに、定款、会員

名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

成する。

（１）設立当初の財産Ｆ１録に記載された財産

（２）入会金

（３）会費及び負担金

（４）賛助金ならびに寄付金品

（５）資産から生じる収入

（６）事業に伴う収入

（７）その他の収入

(資産の管理）

第38条資産は、会長が管理し、その方法は理事会

の決議によって、これを定める。

(経費の支弁）

第39条本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度及び会計区分）

第40条本会の事業年度は､毎年４月１日に始まり、

翌年３月31日に終わる。

２各事業年度における支出は、その年度の収

入をもって、これに充てなければならない。

３本会の会計は､一般会計のほか必要により、

特別会計を区分することができる。

(事業計画及び予算）

第41条本会の事業計画書及び収支予算書について

は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長

が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認

を受けなければならない。既定予算の追加、

その他の変更をしようとするときも、また同

様とする。

２前項の書類については、主たる事務所に、

当該事業年度が終了するまでの間備え置くも

のとする。

３予算外の支出、あるいは予算超過の支出に

充てるため、予備費を設けることができる。

(暫定予算）

第42条前条の規定に関わらず、やむを得ない理由

により、当該総会を開催できない場合、ある

いは予算が成立しない場合は、会長は理事会

の決議を経て、予算成立まで、前年度の予算

に準じて、収入、支出を行うことができる。

２前項の収入、支柵は～新たに成立した予算

の収入、支出とみなす。

(借入金）

第43条本会は、出納上必要があるときは、その必

要額を借り入れることができる。

２－時借入金は、当該事業年度の収入で償還

する。

第12章事務局

(事務局）

第47条本会の事務を処理するため､事務局を置く。

２事務局長は、会長が理事会の承認を得て任

免し、その他の職員は会長が任免する。

３事務局の組織及び運営に関して必要な事項

は、理事会の決議を経て、会長がこれを定め

る。
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第13章定款の変更及び解散

(定款の変更）

第48条この定款は、総会員の半数以上であって、

総会員の議決権の３分の２以上の議決によっ

て変更することができる。

(解散及び残余財産の処分）

第49条本会は、総会の決議その他法令で定められ

た事由により解散する。

２総会の決議に基づいて解散をする場合は、

総会員の半数以上であって、総会員の議決権

の３分の２以上の議決を得なければならな

い。

３解散後の残余財産は、総会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若

しくは地方公共団体に贈与するものとする。

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律第121条第１項において読み

替えて準用する同法第106条第１項に定める

特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立

の登記を行ったときは、第40条第１項の規定

に関わらず、解散の登記の曰の前日を事業年

度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の

開始日とする。

この定款施行の際、現に顧問、参与及び名

誉会長の職にある者は、改正後の定款の規定

に基づき、顧問、参与及び名誉会長に任命さ

れたものとみなす。ただし、その任期は、そ

れぞれ従前の任期によるものとする。

この定款施行の際、現に部会員、部会長、

委員会委員及び裁定委員の職にある者は、改

正後の定款の規定に基づき、部会員、部会長、

委員会委員及び裁定委員に任命されたものと

みなす。ただし、その任期は、それぞれ従前

の任期によるものとする。

この定款施行の際、現に本会の職員である

者は、従前と同等の勤務条件をもって、改正

後の定款の規定に基づき、事務局職員として

任命されたものとみなす。

第４条

第５条

第１４章公告の方法

(公告の方法）

第50条本会の公告は、主たる事務所の公衆の

見やすい場所に掲示する方法により行

う。

第６条

第１５章雑則

(定款施行細則）

第51条この定款の施行に関して必要な事項は、総

会の決議を経て、別に細則を定める。

附則

第１条この定款は、一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律第121条第１項

において読み替えて準用する同法第106条第

１項に定める一般法人の設立の登記の日から

施行する。

第２条本会の最初の会長及び副会長（代表理事）

は以下のとおりとする。

会長武知哲久

副会長卯西元

副会長田尻仁

副会長藤岡雅司

副会長藤谷宏子

第３条一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定



社団法人大阪小児科医会住所等変更届

平素は(社)大阪小児科医会に御協力賜ﾚﾉましてあlﾉがとうございます。

ご住所､勤務先等の変更がございましたら、お届け下さいますよう宜しくお願い致します。

（社)大阪小児科医会事務局ＥＡＸＯＳ－ＳフＳ１－７ＳＢ２

平成年月曰

切
り
取
り
線

ＦＡＸＴＥＬ

ＦＡＸ

個人情報保護法によりこの情報は当医会のみでの使用に限ります。

氏名

(ふIﾉがな）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－--－－￣

会員種別

Ａ・Ｂ

生年月日 西暦年月曰 男・女

勤務先名

(ふﾚﾉがな）
■￣－－￣■■■--－－－－-－-－－－--■Ⅱ■■－－----－－－－￣■

勤務先所在地

(ふしﾉがな）
■￣----－－－－－－－－----－－－－■■■----－－.■

Ｔ

ＴＥＬ FＡＸ

所属医師会名

自宅住所

(ふIﾉがな）

Ｔ

ＴＥＬ FＡＸ

携帯

文書送付先 1.施設所在地２自宅住所

メールアドレス
医会の情報を電子媒体で希望

される会員はご記入ください。

Ｅ－ｍａｉｌ
Ｂ

■


