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日本小児科医会は、松平新会長のもと、「小児保健法（成

育基本法に改称）制定活動」の啓発に活発な活動を全国的

展開しております□昨年秋に医会でも講演会をしていただ

きましたが、まだ具体的なポジティブな面が、会員にも国

民にも浸透していないので、今後の活動に協力して参りた

いと思っておりますL，

国の医療制度の大きな変化として、予防接種法が大改正

されました□３つの予防接種が定期接種化され、副反応・

有害事象対応も改善されたと思います。少しづつワクチン

ギャップも解消されつつあります。しかしまだ、水痘・ム

ンプス・Ｂ型肝炎・ロタウイルスの定期接種化や異なるワク

チンの接種間隔の改正などに向けて活動が必要でしょう。

また、昨年８月に「子ども・子育て支援法」が制定され、

消費税１０％になる平成27年４月から本格施行されます。各自

治体での準備の2年が始まりました。注視して行かなくては

いけません。

医療政策としては、民主党政権には期待したほどの実績

がなかったですが、安倍自民党政権では小泉政権の時の市

場原理主義が医療にも復活しそうな心配があります｡ＴＰＰ

問題でも、国民皆保険は聖域として守ると言っても、保険

収載に消極的になれば形骸化して、混合診療が入りこんだ

り、医療ビジネスとしての民間医療保険が進出して、医療

格差を拡大させるのではないか、と思うのです．そんな方

面も皆さんと一緒に考えて行きたいと思います。

巻頭言

｢平成２５年度のご挨拶」

会長猪股弘明

４月６日の総会での会長挨拶の内容を巻頭言とします。

本ロは、これから暴風雨になるとの予報の中を出席いた

だき有難うございます。まるで、小児科医会の今年度の門

出を呪うようかの天気ですが、医会は負けずに頑張ります。

そして、突然に中国で鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９型）の

感染拡大、死亡者が増えています。まだ、人一人感染はな

いようですが、今後の情報を速やかに把握して、お知らせ

して参ります。

会長１年目は、引き継ぎなどに四苦八苦したり、新米会

長として、十分なことが出来なかったと思います。何とか、

2年目は理事・幹事・会員皆様のご協力で役目を果たせたい

と存じます。後ほど事業報告・事業計画をさせていただき

ご批判を仰ぎたいと存じます。

さて、千葉県では、森田知事が再選されました。子ども

医療費助成の年齢拡大は確実に実行されたことは評価出来

ると存じます｡昨年６月に退任された藤森医師会長の進言

があったお陰と思います｢,今後の動向に注目しておきたい

と思います。

■甑年度 言へ小児§医云,危云千年

平成25年４月６ｐ、京成ホテルミラマーレにて、平成25年

度千葉県小児科医会総会が行われました。台風のような悪

天候の中でしたが、６６名の会員が出席でした。

猪股会長の挨拶のあと、平成24年度事業報告、会計報告、

平成25年度事業計画､予算案の議事があり、承認されました。

引き続き、講演会が行われました。教育講演として、千

葉県こども病院感染症科医長の星野直先生より、「小児の

予防接種一最近の変更点を踏まえて」と題して、予防接種

法改正後の接種スケジュールの変更や副反応の届け|Luの変

更などについて、ご講演いただきました（内容は、本誌に猪股弘明会長
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いただきました。

講演会後に行われた懇親会では、講師の先生方を囲んで、

和やかかつ熱いディスカッションが行われました。

掲載)。その後、特別講演として、自治医科大学附属さい

たま医療センター教授今野良先生より、「子宮頸がん制

圧の取り組み－日本から発信できること」と題して、子宮

頸がんの怖さ、予防の必要性、ワクチンについて、ご講演

IlII淵渕

⑨「千葉県急性脳炎脳症例の再調査」

2012年ｌ～８月の千葉県結核・感染症発生動向調査で、急

性脳炎脳症例が41例と、他県と比較して、３～４倍報告

数が多いことが判明□実態の再調査を県医師会から依頼

あり。再調査の結果、４１例中9例（22％）が不適切例だっ

たが、残る32例は適切であり、他県の報告数より明らか

に多い数だった。さらに、特定のウイルス感染の局所的

流行があったとは考え難かった。以上より、千葉県小児

科医の脳炎脳症発症時における報告が、他県より徹底し

ている事が原因と考えられた。

⑩「小児がん長期ケア事業。日本における小児がんデータ

システムの構築」

小児がん生存者の長期ケア事業のために、データベース

センターを千葉県がんセンター（中川原センター長）に

設立することを決定□千葉県世話人会・発起会に依頼さ

れ参加した。

⑪第53号会誌発行（12月）

１１編の講演の内容を掲載した。初めて「新入会員挨拶」

欄を作成した。

⑫千葉県乳幼児保健検討委員会

平成24年度第１回１０月１８日、第２回2013年１月23日、

第３回2013年３月13日。

議題（１）７カ月健診公費助成の要望

（２）５歳児健診の検討（今後に持越し）

（３）千葉県における食物アレルギー児対策の強化

について（ワーキングＧを作る）

⑬診療報酬改定への要望

千葉県小児科医会からの要望（日本医師会へ）日本小児

科医会社会保険全国委員会（平成25年２月24日）報告。

⑭県医師会情報誌「ミレニアム」こども相談室執筆依頼

第43号「ＲＳウイルス感染症」井上伸江医師。

第44汁「子どもの誤飲」菱木はるか先生．

第45号「子どもの鼻血」浜野ななこ先生｡

⑮東北大震災義損金募集事業

総額3,079,420円、「あしなが育英会」に寄付した。平成２５

年３月１日をもって募令窓口を終了した。今後は個人的に

子ども支援の窓口を紹介した。

⑯理事・地区・病院幹事のＭＬでの広報実績

１．事業

①総会（平成24年４月14日）

役員改選（西牟田会長から猪股新会長へ)。

西牟田前会長の慰労会開催。

会員数:平成25年３月31日時点369名、退会20名、入会13名、

現在362名。

②理事会：４/１４，５/２８，７/３０，９/24,11/１９，１/２８，３/１１，

４/6の８回開催。

③８月千葉県小児科医会会報第23号発行

④千葉県小児急病電話相談事業報告

第１向協議会（平成24年８月10日）

平成23年度の相談結果、担当医師へのお願い、第１回担

当者研修会など12月の会誌に掲載

第２回協議会（平成25年３月７日）

相談結果報告。年19000件以上予測･県から医師会への

委託事業の中でも優秀。時間延長要望問題

第２回担当者研修会（平成25年３月10日）

医療整備課が、小児救急電話相談広報シール

（56,000枚）・子ども急病ガイドブック（51,000部）

を61市町村に配付。

⑤千葉大学医学部学生小児科クリニカルクラークシップに

参加協力

平成24年４月より開始｡５年生に3日間実地医家実習をする。

開業医21人、病院1人が登録した。

⑥会員アンケート実施

情報伝達・ホームページ・予防接種・乳児健診無料化・

学校保健・保育関係に関して、医会へのご意見ご要望

（12月会誌に結果を掲載)。

⑦不活化ポリオワクチンの情報提供

８月９日から９月４日の間に、厚労省事務連絡４つを幹事

ＭＬに流したり、ＨＰにアップしたロ

③地域子育て支援事業への援助

（小児救急医療啓発事業・日児学会こども健康週間事業の

助成金から援助した）

○９月30日（日）千葉市子育て応援フォーラム。

○１０月２１日（日）子育て応援メッセinふなばし。

○11月22日：千葉市小児科医会開催ミニ講演会。

○平成25年３月16日（土）松戸市子育て応援フォーラム。
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「予防接種関係の厚労省通知」「ふくしまこどもワクチン

基金事業へのご協力のお願い」「風しんの啓発ポスター」

「平成２５年度乳児健診委託料の改定の情報」など

2012/11/lから12回の情報をＭＬで送信した

⑰「平成25年度妊婦及び乳児健康診査の単価について」

平成25年２月22日に千葉県医師会会長から各地区医師会長

宛ての通知。平成25年度乳児健康診査医療機関委託単価

5880円（平成24年度：5850円）

⑬｢風しん注意報発令：ポスター」

感染研多屋先生からいただいた総会で配布=

'⑦小児科学会千葉地力会との合同例会

（平成24年９月23日（日））

シンポジウム「食物アレルギー診療の向上を目指して」

「ガイドラインに基づく食物アレルギーの診断とポイント」

千葉県こども病院星岡明先生

「基幹病院における負荷試験の今後」

千葉市立海浜病院小児科金澤正樹先生

「急速免疫療法の効果と副作用」

千葉大学小児科森田慶紀先生

「学校/保育園でのアレルギー生活管理指導表の

活用の実際と問題点」

つばきこどもクリニック椿俊和先生

「アレルギー学校生活管理指導表の課題」

千葉市教育委員会保健体育課中村奈津代

③食物アレルギー講演会（平成24年１０月３日（水））

「一般外来でも行える食物負荷：

少しでも食べていける事をめざしてＪ

いたやどクリニック院長木村彰宏先生

「食べることをｐ指した食物アレルギー診療の実際」

同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科

教授伊藤節子先生

⑨第１回生涯教育講座十県医師会医学会小児科分科会

（平成24年11月３ｐ）

「感染症SpotDiagnosis」

千葉大石和田稔彦先生

「食物アレルギーの基礎知識と診療の実際」

千葉県こども病院星岡明先生

⑪)第10回千葉喘息座談会・千葉県小児医療ﾌｫｰﾗﾑ2012

（平成24年11月７日）

「小児保健法について」

松平小児科医院松平隆光先生

「小児アレルギーにおける最近の話題

～乳幼児喘息と食物アレルギー～」

同愛記念病院小児科山口公一先生

⑪学術講演会（平成24年11月22日（木））

（ＰＲＴｌ０周年発売記念講演会。後援）

「食物アレルギー治療における

皮膚バリア機能改善の重要性」

ネ'1'奈川県立こども医療センターアレルギー科部長

栗原和幸先生

「アトピー性皮府炎：外用療法とコミュニケーション」

京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学教授

加藤則人先生

⑫「平成24年度市民公開フオーラムー重症心身障害児者の

地域生活を考える－」（後援）（平成25年２月３Ｈ（日））

⑬千葉県小児初期救急医療研修会（於：東金）

２学術講演会

①総会（平成24年４月14日）

特別講演ｌ

「アレルギー疾,患に対する抗ヒスタミン薬の使いﾌﾟﾌ」

埼玉医科大学医学部教授徳山研一先生

特別講演２

「ロタウイルス胃腸炎とロタウイルスワクチン」

札幌医科大学医学部小児科学講座教授堤裕幸先生

②学術講演会（平成24年５月17日）

「今日からできる食物経口負荷試験と病診連携」

1:１１模原病院小児科・仙台医療センター小児科

柳田紀之先生

「アトピー性皮膚炎のスキンケアと外用療法」

杏林大学医学部皮膚科学教室教授塩原哲夫先生

③学術講演会（平成24年６月13日）

「ロタウイルス感染症と胃腸炎予防

～５価ロタウイルスワクチンを中心に～」

日本赤十字社医療センター小児科顧問薗部友良先生

④学術講演会（平成24年７月５日）

「神経筋疾患と代謝異常症を考える会」

「タンデムマススクリーニングの対象疾患の診断

～日常で出会うカルニチン欠乏症の紹介を含めて～」

島根大学医学部小児科助教小林弘典先生

「脂質代謝異常によるミオパチー」

国立精神・神経医療研究センター

神経研究所疾病研究第一部部長西野一三先生

⑤千葉県小児科医会７月例会（平成24年７月21日）

「知っておいて頂きたい小児歯科」

東京歯科大学・小児歯科学講座教授新谷誠康先生

「保護者への説明にも使える、わか1)やすいワクチンの話

～基本から応用まで、最新の傾|可と対策」

ふじおか小児科藤岡雅司先生

⑥学術講演会（平成24年７月26日）

「不活化ポリオワクチンと接種スケジュール」

千葉大学石和田稔彦先生
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（平成25年２月９日（土)）

「小児初期救急でのけいれん性疾患の診方」

王丼こどもクリニック王丼和人先生

「小児初期救急における喘息発作の診療」

千葉県こども病院アレルギー・呼吸器科

星岡明先生

⑭'平成２４年度第２回千葉県小児科医会生涯教育講座

（平成25年２月16日）

「小児診療に役立つ漢方」

千葉大学医学部附属病院和漢診療科奥見裕邦先生

「小児の形成外科」

千葉県こども病院形成外科鈴木啓之先生

⑮千葉県小児科医会幹事会（平成25年３月14日）

千葉県小児医療セミナー

「平成25年度の医療環境変化と影響」

株式会社イニシア・田原一先生

⑯千葉ワクチン講演会（平成25年３月16日）

「当院のコメデイカルによるワクチン接種への取り組み」

つばきこどもクリニック高西和子看護師

「ワクチンの良い接種法で接種率向上を目指そう」

日本赤十字社医療センター小児科顧問薗部友良先生

⑰千葉県小児初期救急医療研修会（平成25年３月17日）

「小児BLSの第１歩初期救急診療所で何ができるか」

千葉県こども病院集中治療科杉村洋子先生

「初期救急診療所での抗菌薬の使い方。

感染症への対応を踏まえて」

くるさき子どもクリニック黒崎知道先生

⑱学術講演会（平成25年３月21日）

「第２回神経筋疾患と代謝異常症を考える会」

「小児診療におけるＬカルニチン欠乏」

名古屋市立大学新生児・小児医学分野准教授

伊藤哲哉先生

「筋ジストロフィ－診療から学んだこと」

国立精神・神経医療研究センター病院名誉院長

埜中征哉先生

二県小＝医会平成２４二Ａ＝

会計担当佐藤好範 決算：前年度繰越金2,538,624円と合わせ、総収入3｣42379円

から、支出１０００１０５円を差し引いて、2,142274円を次年度へ

繰り越しました。[一般会計について（別表1)】

収入の部：会費収入880000円（納入率937％)、千葉県医師

会からの医会交付金、広告収入などに加え、会長交代に伴

い事務局移転費として500,000円、Ｈ24年10月13日開催の関

東ブロック小児科医会協議会開催費として500000円を特別

会計から一般会計へ移入しました。収入合計は3464781円

となりました。

支出の部：常任理事会が隔月開催となり年間6回開催と少な

くなったこと、医会主催の講演会が減})、病院情報の印刷

が取りやめたこと等、昨年に比べ支出を抑えることが出来

ました。一方事務局移転費、関東ブロック小児科医会協議

会開催費の支出があり、支出合計3,293505円とな})ました。

決算：総収入は前年度からの繰越金2,356429円と合わせ

5821210円、支出を差し引いて、2527705円が次年度繰越金

となりました。

以上、平成25年４月６ｐ鳥羽剛、西牟田敏之両監事の会

計監査をいただいたのち、同日の総会にてご承認いただき

ましたので、ここにご報告いたします。

口

【特別会計について（別表２)】

収入の部：救急の冊子「小児初期診療マニュアル」「子ども

の急病ガイドブック」の販売により603,390円の収入があり、

利息を合わせ、603,755円の収入になりました。

支出の部：事務局移転費と関東ブロック小児科医会協議会

開催費として1000,000円を一般会計に繰り入れました。
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別表１
千葉県小児.科Ⅱ､医会平成Z４年度.--般会計.決口算口報〔■告

（平成25年４月１日現在）

収入の部 単位：円

支出の部 単位：円

平成24年度 平成23年度 前年比 平成24年度予算案

前年度より繰越 2,356,429 2,871,920 -５１５，４９１ 2,356,429

年会費 880,000 1,122,000 -242,000 1,000,000

千葉県医師会交付金 493,000 504,000 -11,000 500,000

広告代 630,000 510,000 120,000 450,000

生涯教育講座聴講料 48,500 90,000 -41,500 100,000

総会会費 73,000 50,000 23,000 50,000

雑収入 1９，９７５ 32,080 -12,105 20,000

利息 306 348 -42 350

関東ブロック小児科医会会費 320,000 320,000

特別会計より（事務局移転費） 500,000 500,000

特別会計よ}）（関東ブロック開催費） 500,000 500,000

収入合計 3,464,781 2,308,428 1,156,353 3,120,350

合計 5,821,210 5,180348 640,862 5,476,779

平成24年度 平成23年度 前年比 平成24年度予算案

運営費（常任理事会、例会、幹事会） 303,918 ４４Ｌ986 -138,068 250,000

講師謝金 180,000 320,000 -140,000 300,000

協議会等 687,896 190,000 497,896 600,000

印刷費 754.950 900,165 -145,215 900,000

委員会費 3,000 20,000 -17,000 50,000

通信費 130,005 3２，８６１ 97,144 50,000

事務費 615,000 465,000 150,000 450,000

消耗品・諸雑費 89,429 47,198 42,231 50000

協賛余 254,762 375,459 -120,697 250,000

ホームページ維持費 43,529 1５５００ 28,029 50,000

慶弔費 102,000 15,750 86,250 20,000

事務局移転費)Ⅱ 129,016 ０ 129,016 500,000

支出合計 3,293,505 2,823,919 469,586 3,470,000

次年度へ繰越金 2,527,705 2,356,429 171,276 2,006,779

合計 5,821,210 5,180,348 640,862 5,476,779
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別表２蕊■千DJ葉県小口■児■科i医１J会乙JlliJlIiJJil平口口成24年■川口度HDI特別会I□計報告
(平成25年４月１曰現在）

単位：円収入の部

支出の部 単位：円

JJU蕊､'．w､關…wiiilFｻﾞﾎﾞ葉県小児科医会平成２５年度■事業計画
1．平成２５年度千葉県小児科医会理事、役員について

会長：猪股弘明

副会長：佐藤好範、黒崎知道

理事：高柳正樹、中山義雄、太田文夫、

下条直樹、山本重則、石和出稔彦、

原木真名、田邊雄三

顧問：神田勝夫、森和夫、藤森宗徳

監事：鳥羽剛、西牟田敏之

地区幹事・病院幹事（別掲）

2．平成２５年度千葉県小児科医会活動目標

①予防接種関係（３ワクチンの定期接種化に伴う問題に

対応、４ワクチンの定期接種化への行動、スケジュー

ルの普及、誤接種の実態と対策、全国内広域化）

②子ども医療費助成（地域格差の是正）

③小児救急医療体制（小児救急電話相談事業の継続・拡

張、各地区の初期・２次救急体制の再検討）

④地区の子育て支援活動への補助

⑤保育関係（子ども・子育て支援法の施行に向けて。保

育施設・病児保育の拡充と検討）

⑥障害児支援（小児科の在宅支援問題、など）

⑦発達障害児、子どものこころ対策（医療側の体制作り、

研修会開催）５歳児健診の検討

⑧児童虐待問題（実地医家の関与の仕方）

⑨生涯教育（生涯教育講座、総会・７月例会・合同地方

会への参加増加と活性化、小児歯科医会との協力、千

葉地方会・千葉県小児科医会合同例会、小児初期救急

講習会

⑩広報活動の充実（会誌…会報の充実、ホームベージの

活用、地区・病院幹事ＭＬの利用、市民公開講座によ

る啓発活動）

⑪乳児健診（７ヵ月健診の公費助成要望書と具体的行動

の依頼：別掲）

⑫学校保健（実態調査と問題点）

⑬千葉県における食物アレルギー児対策の強化（千葉県

乳幼児保健検討委員会と協力して）

⑭社会保険関係（平成26年度診療報酬改定への要望）

⑮医療政策問題への関心（ＴＰＰ問題､混合診療問題､など）

平成24年度 平成23年度 前年比

前年度繰越 2,538,624 3,193,659 -655,035

冊子売上 603,390 232,400 370,990

利息 365 505 -140

合計 3,142,379 3,426,564 -284,185

平成24年度 平成23年度 前年比

印刷代 ０ 708,750 -708,750

振込手数料 1０５ 315 -２１０

作成会議費 ０ 178,875 -178,875

一般会計へ 1,000,000 1,000,000

小計 1,000,105 887,940 1１２，１６５

次年度繰越金 2,142,274 2,538,624 -396,350

合計 3,142,379 3,426,564 -284,185



千葉県小児科医会報 平成２５年７月（７）

｢JjLJlJj.■■[.■千Ｊj葉ＤＪ県小口児Jil科JJJlIl医1.会ＪＴＪＬ平口j巨成２５年1度DjJll予Ｔｌ算JT案

【干葉県小児科医会平成25年度予算案（別表３)】

収入の部：繰越金2.527m705円に、平成24年度の収入実績を

もとに収入見込みとして2,010350円とし、合計4,538,055円と

しました。

支出の部：会員名簿の印刷費を加え、関東ブロック小児科

医会協議会参加費、会計士顧問契約の破棄に伴う顧問科の

削減、事務局移転費が不要になったため総支出2,490000円

としました。

別表Ｓ収入の部 単位：円

単位：円支出の部

平成25年度見込 平成24年度

繰越金 2,527,705 2,356,429

年会費 900,000 880,000

千葉県医師会交付金 490,000 493,000

広告代金 500,000 630,000

生涯教育聴講料 50,000 48,500

総会等会費 50,000 73,000

利息 350 306

雑収入 20,000 19,975

収入合計 2,010,350 2,144,781

合計 4538,055 4,501,210

平成２４年度は、特別会計より関東ブロック小児科医会開

催費と、事務局移転費１００万円、関東ブロック小児科医会
会費３２万円、合計132万円を収入に計上 1,320,000

平成２４年度収入合計 5,821,210

平成25年度予算 平成24年度

理事会、幹事会、総会など運営費 300,000 303,918

委員会運営費（会議費、調査費） 50000 3,000

協議会など参加費 200,000 687,896

講師謝金 200,000 180,000

印刷製本費 1,000,000 754,950

通信費 100,000 130,005

消耗品費、雑費 20,000 89,429

事務、会計経費 300,000 615,000

慶弔費 20,000 102,000

協賛金（こども劇場、地方会など） 250,000 254,762

ホームページ維持費 50,000 43,529

事務局移転に伴う経費 ０ １２９，０１６

支出合計 2,490,000 3,293,505

次年度繰越金 2,048055 2,527,705

合計 4,538,055 5,82Ｌ２１０
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(平成２５年ｅ月）千葉県小児科医会会員の皆様へ

｢生後フカ月健診の公費助成要望の行動依頼」

日頃、小児科医会にご協力いただき感謝申し上げます。

３月の幹事会.４月の総会でも、当医会の行事方針として

件名の報告しておりましたが、４月15日に正式な要望書を、

井上雄元県医師会長との連名で作らせていただきました（要

望書添付)。

要望の内容は、｜万Ｉ封の要望書をご覧下さい。小児科医に

とっては当然のことを書いたまでですが、将来は予防医療

が重要になることでもあり、超高齢化少子化の影響を受け

るであろう小児科医にとっては、予防医療の拡大を図って

おく必要があると存じます。

４月15日に県知事および県内市町村長にこの要望書を郵送

してあります。

首長宛てにお送りしただけでは、何も進展はしないと思

いますので、是非地区幹事の先生が中心となられて、地区

医師会や病院幹事の先生方や会員の皆様方と共同されて、

貴市町村への要望行動をしていただきたく存じます。

なお、現在の公費助成の乳児健診は１回5,880円で全額補助

されておりますので、例えば年間1,000人の出生Ｆ１治体でし

たら、全員が受けたとしても年間588万円の経費（自治体独

自事業）となります。来年度に向けて、是非実現にご協力

していただきたく存じます。

行われた実施状況などは、当方にお教えいただきたく存

じます｡他地区への参考にもなろうかと存じますので。

要望書

千葉県知事森田健作殿

千葉県内各市町村長殿

平成２５年４月１５日

鱗雄醗
二寧獺蕊

貴殿におかれましては、県下の小児の健康増進および疾病予防に多大なるご

尽力をされておられますことに感謝申し上げます。

さて、急速な少子高齢化を迎えたわが国において、子どもの健全な育成が喫

緊の課題であります。ことに乳児期における健康診査、保健指導は、成長・発

達の評価、疾病の早期発見、栄養ならびに育児指導という具体的対応により、

子どもの健康において将来に最も影響を与える時期の重要な事業であります。

現在の１歳未満児を対象とした乳児健康診査は、厚生省児童家庭局通知（平

成８年１１月２０日）「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施につ

いて」により、「１歳に運するまでの乳児期は、心身の異常の発見等に適した時

期であることから、市町村においては２回以上の健康診査を実施するとともに、

健康診査の受診の勧奨に努めるものであること」に基づいて施行されておりま

す。

県庁所在地を対象とした乳児の公費健診回数に関する全国調査では、３回行

っている自治体が最も多い結果でした｡･千葉県内における市町村の公費負担に

よる乳児健診は、生後３～６か月と９～１１か月の２回に規定されており、市

独自に７か月にも公費健診を実施しているのは浦安市だけのようです。

一方、妊婦健診は母子健康手帳(別冊)に綴られている受診票を使用して、妊

娠期に１４回受けることができますが、千葉県の乳児健診「２回」という回数

とは雲泥の差です。

６～８か月健診は、離乳食開始期であり、発達を確認するのに重要な時斯で、

母子健康手帳に６～７か月健診の記録をするページがあるということは、大事

な健診の時期ということを意味しています。栄養指導、身体。神経学的評価を
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確実かつ十分に行うためには、個別健診が望まれます。また、成長の個人差が

大きく、成長のスピードもややスローになるため育児不安になる保護者も多く、

育児支援としても重要な意味があります。

千葉県医師会及び千葉県小児科医会は、わが国の将来に大きな影響を及ぼす

急速な少子化の到来にあたり、子どもの成長・発達の適確な評価と、それに伴

う適切な対応ならびに育児支援の重要性の観点から、乳幼児健診事業を行う責

務がある自治体の首長殿に以下のことを強く要望いたします。なにとぞ格別の

ご理解とご配慮を賜りたくお願い申し上げます。

要望事項

乳児期（１歳未満）における健診は、現行の生後３～６か月と９～１１

か月に、生後７か月（７～８か月）を加えて、３回実施していただきた

い。

１

２生後７か月（７～８か月）時期の健診は、栄養指導、身体・神経学的評

価を確実かつ十分に行うために、個別健診で実施していただきたい。

３乳児期の保識者の経済状態と子育支援の視点から、生後７か月（７～８

か月）健診は、公費により実施していただきたい。

いのまたこどもクリニック猪股弘明

千葉県小児科医会会長FAX：O47-460-7167

E-mail：h-inomata＠kpebiglobene・Iｐ

識
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第１ＳＳ回千葉地方会・千葉小児科医会

合同学術集会のお知らせ
お釦邑せ－０￣

平成25年９月l5H（日）に第196回千葉地方会・千葉小児

科医会合岡学術集会が開催されます。会場は、例年と同じ

く千葉市文化センターです。今年は「小児在宅医療を皆で

推し進めるために」をテーマにしたシンポジウムが企面さ

れています。座長は、東京女子医大八千代医療センター病

院長寺井勝先生と私が担当します。シンポジストと演題名

(仮題）は以下の通りです。

千葉県小児科医会学術講演会-生涯教育講座-第１回

平成２５年度千葉県医師会医学会小児科分科会

日時：平成25年11月３日（Ｈ）

ｌＯ：００～１２：００

場所：ホテルポートプラザ千葉「パール」

【講演１】

「小児血液疾患最近の話題」

千葉大学大学院医学研究院小児病態学

落合秀匡先生

【講演2】

「｢怠けもの」と呼ばないでＩ

現代の子どもを襲う起立性調節障害」

大阪医科大学附属病院小児科

田中英高先生

1）「小児中核施設における

ＮＩＣＵ・ＰＩＣＵ・小児病棟の連携」

東京女子医科大学八千代医療センター小児科

本田隆文先生

２）「ポストＮＩＣＵ児の在宅医療」

赤ちゃん成育ネットワーク事務局長

江原ＩＤ陽先生

千葉県小児科医会学術講演会-生涯教育講座‐第２回

日時：平成26年２月１日（士）

１６：００～１８：００

場所：ホテルプラザ菜の花

３）「被災地における小児在宅医療」

気仙沼市立本吉病院副院長

齊藤稔哲（さいとうとしあき）先生

【講演l】

「小児免疫不全症に関する話題（仮)」

千葉大学大学院医学研究院小児病態学

井上祐三朗先生

【講演2】

「小児急性中耳炎、鼻副鼻腔炎ガイドライン改訂

のポイント（仮)」

千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科

工藤典代先生

４）「クリニックで実施している重症心身障害在宅支援」

医療法人「拓」理事長小林拓也先生

５）「小児科学会社会保険委員会が考える

在宅医療支援モデル」

済ＬＩｉ会111口総合病院小ﾘj科大山昇一先生

各シンポジストの発表の後に総合討論が予定されていま

す。

多数の方のご拙席をお願いいたします。

（学術担当：石和田稔彦黒崎知道）

山本重則（障害児支援担当理事）
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平成２Ｓ年度

干葉県小児科医会学術講演会

一フ月例会のお知らせ－

謬國圏垣⑪

轡團團Ui=jつい℃
７月例会を県産科婦人科医会の協力のもと下記のように企

画いたしました｡出席者には日本小児科学会専門医研修集

会3単位、日本医師会生涯教育講座2単位が認められます｡

（カリキュラムコード：２継続的な学習と臨床能力の保持、

11予防活動）

ご多用中とは存じますが、多数の先生方がご出席くださ

いますようお願い申し上げます．なお、会費５００円を徴

収させていただきます。

講演会終了後に意見交換の場を用意してあります。こち

らも是非ご出席ください。

干葉県こども病院感染症科医長

星野直

本年４月１日に予防接種法が改正された。法の改正に伴い

予防接種法施行例（政令）ならびに予防接種法施行規則（省

令）の改正も行われている。本稿では、今回の改正による

主な変更点について概説する。

1.副反応報告制度の変更

定期、任意の種類を問わず、副反応報告が義務化された。

これまでは、予防接種法に基づく副反応報告を市区町村に、

薬事法に基づく副反応報告を厚労省に行っていたが、両者

の報告先が厚生労働省に一元化され、医療機関の報告業務

が簡素化された（スライドl)。

日時：平成25年７月27日（土）

１５：４５～１８：００

会場：三井ガーデンホテル千葉４Ｆ「天平」

〒260-8626干葉市中央区中央l-ll-l

TELO43-224-1131

スライド1.副反応報告先の変更

旧制度 新制度厨
膀
雨

關娠帝１５：４５～１５：５５

【情報提供】ワクチン情報一最近の話題一

ジャパンワクチン株式会社

＜学術講演＞

１６：００～１７：００

【特別講演１】

「ハイリスク新生児とそのフォローアップ」

千葉大学大学院医学研究院小児病態学

助教遠藤真美子先生

１７：００～１８：００

【特別講演２】

「産科診療におけるウイルス感染症と予防接種」

成和会山口病院院長山口暁先生

報告先：厚生労働省健康局結核感染症課

ＦＡＸ:０１２０－５１０-３５５

報告された個別事例の情報整理や調査については、医薬

品医療機器総合機構に委託された。この調査を基に、厚生

科学審議会が薬事・食品衛生審議会と連携し副反応報告に

関する評価を行い、厚生労働省が必要な措置を講じること

となった。

また、報告基準ならびに報告様式についても変更となっ

ている。定期接種については、ワクチン毎に報告の対象と

なる症状、症状|+}現までの時間が規定されており、これを

基に報告する（スライド2%任意接種については、これま

で通り、平成22年７月29ｕの厚労省通知（医療機関等からの

医薬品又は医療機器についての副作用、感染症及び不具合

報告の実施要綱の改訂について）に準じて報告する（スラ

イド3)。なお、報告に)Ⅱいる書式は定期、任意共に同一の

ものを使用する．

(学術担当：石和田稔彦黒崎知道）



千葉県小児科医会報(１２）平成２５年７月

して認められるようになった。規定が適用されるのは、該

当となる疾`患や病態が定期接種対象期間内に生じた場合に

限られる。なお、一部のワクチンについては、適用年齢の

上限が設定されているため注意が必要である（スライド5)。

スライド２定期接種の副反応報告基準

症状発生

までの時間
症状発生

対象疾病事象･症状対象疾病事象･症状
までの時間

4時間
７日

２８日

．}lib感染症

･肺炎球菌感染

症

1）アナフィラキシ－

２）けいれん

3）ＩＴＰ

４）その他の反応

4時間

２８日

７日

２８日

･ジフテリア

･百日せき

･怠性灰白髄炎
･破侶風

1）アナフィラキシ－

２）脳炎･脳症

3）けいれん

4）ｌＴＰ

５）その他の反応
4時間

２８日

２８日

２８日

３０分

,HPV怒染症 l）アナフィラキシ－

２）ＡＤＥＭ

３）ギヲンバレー症候群
4）ｌＴＰ

５）血管迷走神経反射

6）その他の反応

4時間

２８日

２８日

７日

２８日

1）アナフィラキシ－

２）ＡＤＥＭ

３）脳炎･脳症

4）けいれん

5）ＩＴＰ

６）その他の反応

･麻しん

･風しん

3.ＨＰＶワクチン、Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン

の定期接種化

平成22年秋よりワクチン接種緊急促進事業として公費助

成が行われていた上記3ワクチンが定期接種となった。これ

らのワクチンの有用性については周知の通|)である。特に、

Hibおよび肺炎球菌による侵襲性感染症は、公費助成開始

によるワクチン接種率の向上に伴い大幅な減少を見ており

(スライド6)、定期接穂化によるさらなる減少が期待され

る。なお、各ワクチン接種に伴う注意事項は以下に示した。

①ＨＰＶワクチン:３回の接種は必ず同一のワクチンを用い

る（2価および4価ワクチンを併用した場合は、定期接種

として認められない)｡

②Hibワクチン:追加接種の時期が初回接種終了後7～１３ヵ

月に変更となった。

③小児用肺炎球菌ワクチン:初回接種の2回目および3回目

は、生後１２か川までに完了すること（12か月を超えた場

合は定期接種として認められない)。

關祀犯旧配卵配配州距犯配
４

２

･インフルエンザ１）アナフィラキシー

２）ＡＤＥＭ

３〉脳炎･脳症

４）けいれん

５）ギランバレー症候群

６）ｌＴＰ

７）肝機能障害

８）血管炎

９）喘息発作

１０)間貫性肺炎

１１)皮膚粘膜眼症候群

１２)ネフローゼ症候群

１３)その他の反応

4時間

２８日

２８日

７日

２８日

･日本脳炎 1）アナフィラキシ－

２）ADEM

3）脳炎･脳症

4）けいれん

5）ｌＴＰ

６）その他の反応

4時間

１年

２年

３ヵ月

４ヵ月

,結核 1）アナフィラキシ－

２）全身性播種性BCG感染症

3）BCG什炎

4）皮Ｍ１結核様病変

5）化膿性リンパ節炎

6）その他の反応

スライド３任意接種の報告対象となる症状

①死亡⑥①から⑤に掲げる症状に準
じて重篤である症例

②障害

③死亡につながる恐れのあ⑦後世代における先天性の
疾病又は異常

る症例

④障害につながる恐れのあ⑧当該医薬品の使用によるも
のと疑われる感染症による

る症例

⑤裏需史繍臘⑨襲議瀬一
間の延長が必要とされる

添付文書等から予想できな
症状

い未知の症例等の発生

2.長期療養者への定期接種機会の確保

長期療養を要する疾患や病態など、特別の事情（スライ

ド4）のため定期接種を受けられなかった者に対し、疾患・

病態の改善後2年以内に接種を行った場合は、定期接種と

スライド4.特例措置が適応される疾患(病態）

・悪性新生物(12疾患),血液･免疫疾患(15疾患)，神経･筋

疾患(23疾患),'壜'性消化器疾患(15疾患),[慢性腎疾患(６

疾患),1慢性呼吸器疾患(3疾患),'慢性心疾患(24疾患)，

内分泌疾患(9疾患),膠原病(8疾患),先天性代謝異常(６

疾患),アレルギー疾患(1疾患),先天異常(2疾患）

・臓器移植後,免疫抑制剤投与中

・医学的知見に基づき上記に準ずると認められるもの

該当する疾患の詳細については

4.ＢＣＧ接種時期の変更

小児結核の予防効栄を向上するため、平成17年にＢＣＧの

接種時期が4歳未満から生後6か月未満に前倒しされた。そ

の結果、小児結核`患者の減少や、結核性髄膜炎や粟粒結果

などの小｣,１Ｊ重症結核M1者･の減少が見られるなど、一定の効

果が得られている（スライド7)。しかし、近年のワクチン

接種スケジュールの過密化や、低月齢でのBCG接種児にお

ける骨炎・骨髄炎の増力Ⅱ（スライド8）等の背景を考慮し

た結果、ＢＣＧの接種時期を若干遅らせることとなった。

①接種対象者:生後1歳まで

､)標準的な接種期間:生後5かⅡ～8か)］

を参照

スライド5.特例措置が適用される期間

当該疾病(病態)が改善後2年以内

以下については年齢の上限を設定

1．DPT-IPV:１５歳未満(4混ワクチンを用いる場合

に限る）

２ＢＣＧ:４歳未満

ａＨｉｂワクチン,PCV7:１０歳未満

●

●
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スライド9.風疹患者累計報告数の推移
2009～2013年(第１～16週）

「。：ｆＬ，…：”…ｌｈＦ－６’ノヰニ，，宴篭一Ｌ声２－',、《！；ｌゲ1Ｗ’，ｒ氏寄了

スライド7.新登録結核患者数(罹患率)および

結核性髄膜炎，粟粒結核患者数
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第25回結核部会資料
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１０００
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Hf>断逓にX-jこづいた雑告，

感鉄ｲ,[発生動向調ｆＴ江)1:I茸４月２４日1見在‘

固守感染症研究所

スライド８調査により把握できたBCG接種後の骨炎･骨髄炎(副反応）

とワクチン接種月齢

：*:1996年以降に報告された症例のうち接櫛月齢がわかった29症例について分析

②妊婦の夫

･補助先：市町村

･補助額：市町村助成額の2分の１，または県基礎補助額（風

しんワクチンLOOOn、ＭＲワクチン1,500円）のいずれ

か高い方

･事業期間：平成25年５月１日から平成26年３月31日まで

l鰯鰯圖１

８
６
４
２
０
８
６
４
２
０

１
１
１
１
１

6.日本脳炎の定期接種積極的勧奨

日本脳炎ワクチン積極的勧奨差し控え（平成17年５月３０

日から平成22年３月３１日）により接種機会を逸した者に対

し、平成23年度より勧奨が再開されているが、今年度は以

下のような対応を行う。

①１期接種の積極的勧奨

。’期初回接種：平成25年度中に７，８歳となる

平成18,17年度生まれの者

．’期追加接種：平成25年度中に９，１０歳となる

平成16,15年度生まれの者

②２期接種の積極的勧奨の開始

新たに、２期接種の勧奨が開始される。今年度の勧奨の

対象は以下の通Iハ

・平成25年度中に18歳となる平成7年度生まれの者

・平成25年度｢１１に12歳となる平成13年度生まれの者

で、1期接種完了者

③２期接種対象の拡大

平成24年度より、平成7年６月１日～平成19年４月１日生ま

れの者に対し、１３歳以上20歳未満の間に定期接種として

２期接種を実施することが可能となった。今回、新たに

平成7年４月２日～５月３１日生まれの者が対象に加わり、平

成7年４月２日～平成19年４月１日上こまれの者が対象となっ

た（平成7年度生まれの者に対する接種機会を平等にす

るため)。

■■■■

６ｍ７ｍ８ｍ９ｍｌＯｍｌｌｍｌＺｍｌｙｌｍｌｙｌｍｌｙ５ｍ

第１９回感染症分科会結核部会（平成２２年８月６日）徳永参

考人提出貢料「BCG胃炎（骨髄炎）症例調萱報告」より

宝
、

３ｍ４ｍ

5.ＭＲワクチン第３期、４期の終了

平成20年度から24年度の5年間を麻しん排除のための対

策期間と定め、時限措置として第３期（中学1年生)、第４期

(高校3年生）の接種が実施されてきた。この間、ワクチン

の２回接種者が増加したことで、麻しん患者発生数は2008

年から2012年にかけて97％減少し、現在の本邦における麻

しん患者は海外からの持ち込み例が中心となっている。こ

のような状況から、予定通り5年間を以て第３期、４期の接

種は終了となり、第１期、２期の接種のみとなった。

なお、昨年から成人を中心とした風しんの流行が認めら

れている（スライド9Ｌ千葉県内においても、2013年は第

15週までに前年同時期の40倍に相当する293例の風しん`患

者が報告されている。成人女性における流行も認められた

結果、2012年には国内で計5名の先天性風しん症候群J患者

が確認された□千葉県では、すでにいくつかの市町村で成

人に対するワクチン接種費用の助成が決まっていたが、風

しんワクチン接種緊急補助事業として、県によるワクチン

接種費用の一部補助が開始されることとなった。補助の内

容は以下の通りとなっている｡

・補助対象:２０歳代から40歳代の方のうち

①妊娠を予定、希望している女性
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千葉県小児科医会役員名簿（平成25年度）

〒273-0002船橋市東船橋l-38-l-201

いのまたこどもクリニック

TELO47-460-7160FAXO47-460-7167

事務局

会長 猪股弘明
273-0002船橋市東船橋l-38-l-201いのまたこどもクリニック

TELO47-460-7160FAXO47-460-7167

副会長 佐藤好範
総務

救当ヨ
ノヒ｣、

●

●

会

保

計・小児
二弐

月

266-0031千葉市緑区おゆみ野3-22-6かまと})クリニツクビル4Ｆざとう小児科医院

TELO43-226-9522FAXO43-226-9523

副会長 黒|U奇知道

予防接種・学術．

生涯教育研修・小

児救急

263-0043干葉市稲毛区'１，仲台6-23-6〈ろさきこどもクリニック

TELO43-375-7944FAXO43-376-1014

理事 高柳正樹
医療全般・卒後研

修

266-0007干葉市緑区辺田町579-1千葉県こども病院

TELO43-292-2111FAXO43-292-3815

理事 中山義雄
予防接種・市民啓

発

275-0021習志野市袖ヶ浦1-12-8小児科アレルギー科中山クリニック

TELO47-455-0008FAXO47-455-0039

理事 大田文夫
子どものこころ対

策・学校保健

261-0012干葉市美浜区磯辺4-15-24おおた小児科・循環器科

TELO43-303-lOlOFAXO43-303-1０１１

理事 下条直樹
卒後研修・医療社

会保険関連

260-8670干葉市中央区亥鼻l-8-l千葉大学大学院医学研究院小児病態学

TELO43-226-2144FAXO43-226-2145

理事 山本重ﾛリ
広報・ホームペー

ジ・障害児支援

284-00031匹|街道市鹿渡934-5国立病院機構下志津病院

TELO43-422-2511FAXO43-421-3007

理事 石和田稔彦 予防接種・学術
260-8677干葉市中央区亥鼻1-8-ｌ千葉大学医学部附属病院感染症管理治療部

TELO43-226-2661FAXO43-226-2663

理事 原木真名
広報・予防接種.

保育

266-0032千葉市緑区おゆみ野中央7-9-2まなこどもクリニック

TELO43-226-9920FAXO43-226-9921

理事 田邊雄三
医療全般・医療社

会保険関連・在宅
医療

260-0834干葉市中央区今井2-11-17そがこどもクリニック

TELO43-209-l656FAXO43-209-l657

顧問 神田勝夫
292-0042木更津市清見台南1-9-20

TELO438-98-5910

顧問 森和夫
264-0005干葉市若葉区千城台北2-3-13

TELO43-237-l863

顧問 藤森宗徳
262-0043干葉市花見111区天戸町1499-4藤森小児科

TELO43-259-6405FAXO43-258-628１

監事 鳥羽剛
263-()002干葉市稲毛|型山玉川166-2山王病院

TELO43-421-2221FAX()43-421-3072

監事 西牟田敏之
284-()O03vq街道市鹿渡934-5国立病院機構下志津病院

TELO43-422-2511FAXO43-421-3007
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千葉県小児科医会地区幹事（平成25年度）

ITI■
地区 幹事名

ｌ
Ｔ

住所 所属
電話

ＦＡＸ

千葉市 今田進 266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央1-25-7 こんだこども医院
043-291-1991

043-291-1996

習志野市 久保田博昭 275-0016 習志野市津田沼1-15-31 津田沼こどもクリニック
047-402-3943

047-402-3954

八千代市 阿部啓次郎 276-0028
八千代市村上4472-5

ＫＥＩＹＵビル２Ｆ
あくこどもクリニック

047-487-0415

047-487-0221

船橋市 小口学 274-0807
船橋市咲が丘3-25-3

ミツヨシビル４Ｆ
おぐち小児科

２
３

６
６

６
６
８
８
一
’

４
４

０
０
４
４
一
’

７
７

４
４
０
０

鎌ケ谷市 中井｜宣雄 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-4-15 中井小児科
047-446-0105

047-446-0376

市１１１市 稲田 誠 272-0111
市111市妙典4-3-10ベルメゾン

201号
いなだクリニック

047-358-2260

047-358-2259

浦安市 金田吉男 279-0011 浦安市美浜3-1-5 新浦安クリニック
047-355-8511

047-354-8456

松 Ｆ１ 市 林龍哉 271-0077 松戸市根本7-11 林こどもクリニック
047-330-1301

047-330-1337

柏市 大久保摩利子 277-0862 柏市篠籠田977-1 みんなのクリニック

０
１
８
８

１
１

７
７
－
－

１
１

４
４

１
１

７
７
－
』

４
４

０
０

流山市 木口博之 270-0176 流山市加4-18-3 木口小児科
04-7150-1323

04-7150-1325

野田市 畑野秀樹 278-0027 野田市みずき2-14-4 はたのこどもクリニック
04-7123-7121

04-7123-7122

我孫子市 錦織仁 270-1166
我孫子市我孫子１－１０－２０

フ. カンパネラ3Ｆ
あびこ小児科

04-7181-7260

04-7181-7261

印旛郡市 泉均 285-0858
佐倉市ユーカリケ丘4-1

イーストタワー２Ｆ
いずみこどもクリニック

043-489-8500

043-489-8455

香取市香取郡

銚子市 石上新平 288-0056 銚子市新主町2-5-18 いしがみ小児科
0479-25-8751

0479-25-8752

旭市海上郡 中田博 289-2511
旭市イー2815-2

東総リージェンシービル
中田小児科クリニック

0479-64-2877

0479-64-2378

山武郡市 岸本圭司 283-0066 東金市南上宿41-8 岸本医院
0475-52-4885

0475-55-7741

勝浦市夷隅郡 黒木春郎 299-4603 いすみ市岬町和泉1880-4 外房こどもクリニック
0470-80-2622

0470-80-2633

茂原市長生郡 田丸清恵 297-0024 茂原市八千代1-1-1 志鎌医院
0475-22-5105

0475-22-5131

安房郡市 前川 |吾志 296-0042 鴨111市貝渚136 前)'1小児科クリ ソ ク
0470-93-0366

0470-93-6280

292-0042

290-0141

木更津市清見台南1-7-18

市原市ちはら台東1-2-13

松清医院

西岡クリニック

0438-98-2065

0438-97-0690

0436-50-5855

0436-50-5530
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千葉県小児科医会病院幹事（平成25年度）
電話
FAX

O43-226-2144

043-226-2145

047-353-3111

047-353-0526

0436-62-1211

0436-61-2175

04-7164-1111

04-7163-3488

043-462-8811

043-463-0801

0476-99-llll

O476-99-l925

047-450-6000

047-458-7058

043-251-5311

043-254-'349

043-261-5171

043-264-3269

043-422-2511

043-421-3007

043-292-2111

043-292-3815

043-291-1831

043-291-1857

0436-88-3111

0436-88-3032

043-227-''31

043-227-2022

043-277-7711

043-278-7482

047-438-3321

047-430-2518

047-363-2171

047-366-4472

0438-36-1071

0438-37-5990

0479-63-8111

0479-60-1210

0476-22-2311

0476-22-6477

0475-82-2521

0475-82-3354

0478-54-1231

0478-54-4497

0436-74-llll

O436-74-ll51

043-261-5111

043-261-2305

047-322-0151

047-322-7931

047-448-7111

047-447-8380

047-451-6000

047-451-0393

04-7092-2211

04-7099-1198

住 所幹事名病院名

葉大学大学院小児病態学

天堂大学医学部附属浦安病院

京大学ちば総合医療センター

１京慈恵会医科大学附属柏病院

邦大学医療センター佐倉病院

本医科大学千葉北総病院

:京女子医科大学八千代医療センター

|立病院機構千葉医療センター

I立病院機構千葉東病院

1立病院機構下志津病院

･葉県こども病院

一葉県リハビリテーションセンター

一葉県循環器病センター

落合秀匡 千葉市中央区亥鼻1-8-1

大日方薫 浦安市富岡2-1-1

太田節雄 市原市姉崎3426-3

和田靖之 柏市柏下163-1

館野昭彦 佐倉市下志津564-1

浅野健 印西市鎌刈1715

濱田洋通 八千代市大和田新田477-96

重田みどり 千葉市中央区椿森4-1-2

松村千恵子 千葉市中央区仁戸名町673

渡辺博子 四街道市鹿渡934-5

星岡明 千葉市緑区辺田町579-1

石井光子 千葉市緑区誉田町1-45-2

川副泰隆 290-0512 市原市鶴舞575

葉市立青葉病院 石川信泰 260-0852 千葉市中央区青葉町1273-2

葉市立海浜病院 金澤正樹 261-0012 千葉市美浜区磯辺3-31-1

)橋市立医療センター

1戸市立病院小児医療センター

Ｉ保君津中央病院

1保旭中央病院

油赤十字病院

人む医療センター

一葉県立佐原病院

一葉労災病院

佐藤純 273-8588 船橋市金杉l-21-l

松戸市上本郷4005

木更津市桜井lOlO

旭市イーl326

成田市飯田町90-ｌ

山武市成東l67

佐原市佐原イー2285

市原市辰巳台2-16

小森功夫 271-8511

諏訪部信 292-8535

本多昭に

角南勝介

289-2511

286-8523

氷見京子

松山liiill］

289-1326

287-0003

宮本治子

鈴木裕子

290-0003

260-0842

江口博之

住藤隆史

塚田日出樹

高梨潤一

大田真樹

272-8513

274-8506

275-0026

296-0041

Ｍ-7158-7710

04-7158-9203

043-486-1151

043-486-8696

270-0174 流山市下花輪409-6

佐倉市江原台2-36-2川村研 285-8765

－－￣－－－－￣￣－－－￣￣￣￣－－－－－￣－－－－－－－－－
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入会

千葉県小児科医会異動申込
退会

書

[J弓~願~▽。
勤務先の変更・住所の変更がありましたら、事務局までご連絡下さい。

千葉県小児科医会事務局

273-0002船橋市束船橋1-38-1-201

いのまたこどもクリニック

TELO47-460-7160FAXO47-460-7167

e-mail：chibashoni､lkrcbiglobenejp

千葉県小児科医会会長殿

(ふＩ)がな）

氏名

男

女

生年

月日

大正

昭和
年月日

病院名

又は

医院名

科名

病院・医院 科

郵便番号

住所

□□□-□、ｎ、

ＴＥＬ

ＦＡＸ

mailadress

自宅

郵便番号

住所

ＴＥＬ

□□□-□、、、

日本小児科医会に入会 しているしていない

千葉地方会に入会 しているしていない
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千葉県小児救急電話相談事業相談医

募集のご案内事務局ｉｔｊＵお知巳n世

千葉県小児科医会会長

同副会長

猪股

黒崎

佐藤

弘明

知道、

好範

新体制発足からはや－年がすぎました。

jＨごろ皆様には､}ご理解．ご協力いただきありがとう
|＃Ⅱ。 ｉ

ございます。

T今後ともどうぞよろしくお願いいたします｡い■
｢>ｎJル]ﾐﾄﾙｌｗｊｍＶ１露Ｚｌｌ■い■Ｎｌｎ印バハエヨlLIうiHhIli’M',ＩＩｈ１ハｌＥ１ｌＷⅡⅡハTbMnPl'h〃､（

平素は、千葉県小児科医会活動にご理解とご協力を賜り

感謝申し上げます。お陰様で、平成16年９月より開始しま

した千葉県小児救急電話相談事業は、相談件数も年間2万

件に届くまでになり、小児救急医療における05次救急とし

て、高い評価をいただくまでになりました。相談員である

看護師諸姉も研修を重ね、経験を積みながら日々研讃して

おり、最近では相談の97％以上が看護師の相談で完結でき

るようになっております。しかしながら、多くの相談員か

らも、後方にいつでも相談のできる医師と連絡が取れると

いうことが相談員を支えているという声も聞かれます。相

談医の存在が電話相談にとり重要であることは、申し上げ

るまでもありませんｃ

しかし、2009年には最大109名の会員の先生方のご参加

をいただいておりましたが、昨今さまざまなご事情で当番

をご辞退される先生方も増え、現在、土日休日84名、平日

62名（うち48名が両方にエントリーしています）の先生方

で当番表を作成しております。電話相談にご参加くださっ

ている先生方のほとんどは、実際には初期救急、あるいは

病院での２次救急医療に携わっていることと思います。で

きうる限り電話相談のご負担を軽減することが望まれま

す。従いまして、多くの会員の先生方にご参加いただき、

個人への負担を少なくすることが肝要であると思います。

このたび、新たに電話相談事業に参加し相談医をお引き

受けいただける先生を募集させていただきます。土日休日

のみご参加、あるいは平日のみのご参加も可能です。午後

7時から１０時の間に、相談員から転送される相談にお答え

いただくことが出来る先生は是非ご参加いただきたくお願

いいたします。おおよそ、土日休日は年２回、平日は年５～

6回の当番回数となっております。次ページ参加受諾書に

ご記入の上、佐藤までFＡＸＯ４３（226）９５２３でお申し込

みください。１１月以降のご参加となります｢、なお、報償費

始め詳細、ご不明な点は、佐藤までご連絡ください。

E-maildrysatoh＠d8dionnejp

（平成25年度会己費振込用紙を今回の,会報に同封しました
■鷺1Ｗ＃ﾎﾟィーハnＡ“…ｗ

曰～ｉｍ”リ／い〃■、ルーが測溌l汀印と■Ⅱ‐。'卍

のでい）{お,振込みをお)願いい)たしますdrliJⅡ■DJ

またＪ過去3年間納入上のない場合、退会の意思のある
州“／＿ ￣＃が “

]ものときせていただき〈TJJ次年度４月■より退会の手Ⅲ続きを

取らせていただくことになっております◎

い■､会費ILJは1年あたり31000円ですよ)■f振込先■は下記のlとおり
’ｉ

です｡T工

ゆうちよ銀行口座：00110-9-315524

p座名：千葉県小児科医会■

千葉県小児科医会に未入会の先生がいらしたら、是非

ご入会をお勧川めください６

入会のご連絡は、事務局までノ

千葉県小児科医会事務局佐藤亜弓

〒273-0002船橋市東船橋1-38-13201J■
Ｔ

いのまたこどもクアリニック内

ＪＴＥＬＯ４７４６０蕊7160/ｎ.■．

ＦＡＸO47-460-7167

E-mailchibashonil@krCbiglobe､nlejp

ご連絡はメールまたはＦＡＸでお願いいたします。
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ＦＡＸ送付先ざとう小児科医院（FAXO43-226-9523）

千葉県小児救急電話相談相談医参加登録票

私は千葉県電話相談事業相談医として参加することを受諾いたします。

氏名

所属施設

資料送付先住所郵便番号

電話連絡先（優先する順にご記入ください）

携帯電話、自宅、その他（

１
１
１
１

①
②
③
④

携帯電話、自宅、その他（

携帯電話、自宅、その他（

携帯電話、自宅、その他（

希望参加曜日【ご希望のところに○をお書きください】

１
１

土日休曰（

（平日

平日の場合、都合の悪い曜日があればお書きください。（ ）
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今Ｃ
編I集I後l記

暑い夏がやってきました。不順な天候が、だんだん当た

り前になってきています。会員の皆様も体調管理に苦労し

ていらっしゃるのではないでしょうか。

昨今、子ども達の健やかな成長発育を願って診療してい

る私たち小児科医にとって、納得できないことがいろいろ

おきています。

次から次に出てくる予防接種の問題。直近では、ＨＰＶの

副作用が問題となり、積極的な勧奨が停止されました。風

疹の流行、ＭＲワクチンの不足なども問題となっています。

他にも、障害児保育の問題、発達障害の子どもの療育の問

題など、小児科医だけががんばってもどうにもならない問

題が山積です。千葉県小児科医会の地道な活動が、少しで

も社会を動かすことにつながると信じて、活動を続けてい

きたいと思います。

会報でお知らせする情報や講演会の情報を、是非皆様の

日々の診療にお役に立て下さい。

千葉県小児科医会のホームページの利用が少ないような

ので、あらためてご紹介させていただきます｡まずは、

Googleなどで「千葉県小児科医会」と入力して検索してみ

てください。

wwwchibasyounLcom/home/が新しい方のホームページの

URLです（最後に/home/が付いている方が新しい方です)。

間違えて古い方のホームベージに行ってしまっても、古い

方のページにも新しい方のホームページのURLが記載され

ています．ＵＲＬをクリックすると新しい方へ移動します。

千葉県小児科医会のホームページにたどり着くことがで

きましたでしょうか？医会の会員でもホームページ会員

として登録して発行されたユーザ名とパスワードでログイ

ンをしないと、一般市民向けの表示のままですので、会員

ログインをしましょう。

会員の方はこちらから

広報担当原木真名

ユーザ名：戸二
会員としてログインすると、一般市民向けの「お知らせ」

に加えて、ページの下の方に「会員様へお知らせ」が表示

されます。総会、講演会、生涯教育講座などに関するお知

らせを確認することができます。講演会の日時や内容など

を確認するのに便利です。

会員としてログインすると、ページの左側に「会員用メ

ニュー」一覧が表示されます。「役員名簿｣、「幹事名簿」

が確認できます。「ニュース（会員用)」は、先ほどの「会

員様へお知らせ」の内容と同じです。毎回の理事会の議事

録も「理事会議事録」としてアップされていますので、ぜ

ひご覧になってください。

ホームページ会員登録が済んでいない先生は下記のバナ

ーをクリックすると新規ホームページ会員登録の画面に移

りますので、手続きをお願いします．

ｒ、

(ホームページ担当理事：山本重則）
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子どもの急病ガイドブック

小児初期救急マニュアルのお知らせ

「チェックリストによる、子どもの急病ガイドブック」（2013年８月第２版印刷中。Ａ５：２０ページ几

病気と病状を理解して、適切な時間外受診をしてもらうためにも、保護者に利用していただきたい冊

子です｡保護者の家庭看護カアップのために､新患の方に差し上げてはいかがでしょうか？１冊40円(税

込み送料別）となります。

「小児初期救急マニュアル・初期救急診療所診療の手引き」（2012年３月１日第２版。Ａ５：７１ページ)。

小児科医だけでなく、小児科以外の医師にも広く利用していただき、小児初期救急診療の充実を目指

したものです。勿論、日ごろの小児科外来診療にもお役に立ちます。ｌ刷500円（税込み送料別）

ご注文は、ご注文冊数.ご氏名・送り先住所・電話番号ＦＡＸをお書きいただき、千葉県小児科医

会事務局へＦＡＸかメールでご連絡下さい。なるべく、まとめてご購入をお願いします。お支払い方法は、

銀行振込用紙を同封してお送りします。振込用紙の控えを領収書とざせていただきます。

ＦＡＸＯ４７－４６０－７１６７

メールchibashoni＠krcbiglobenejp

●チェックリストによる●

子どもの急病ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

干葉県小児科医会

千葉県医師会

千葉県


