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巻頭言

子どもと親の絆を守る

副会長卯西元

「３年間抱っこし放題」－安倍首相が唱えた子育

て支援策のキャッチコピーです。「育児休業期間を

子どもが３歳になるまでに延長する」という素晴ら

しい政策です。少子化対策立案に、ついに小児科医

が参加したのかと思いました。

ところが､働く女J性から、「現実ばなれしている｣、

｢３年も休んで職場復帰なんかできない｣､'よては｢女

』性だけに育児をさせるのか」という批判が巻き起こ

りました。お母さんが子育てしながら働くことに、

社会全体が力を貸す状況になっていないのが実情で

す。

「こどもの日」の前日、今年４月１日時点の人口

推計が総務省から発表されました。それによると、

１５歳未満の子どもの数は1,649万人で前年比15万人

減。1982年以来、３２年連続の減少です。また、総人

口に占める子供の割合は12.9％で過去最低の記録を

更新しました。少子化ではなく、すでに少子社会が

現実となっています。

「157ショック」により1994年からエンゼルプラ

ンなどの少子化対策が打ち出されてはいますが、目

に見えた成果はあがっていません。もっと有効な少

子化対策はないのでしょうか？

少子化対策は子どもが生まれてこない現状を打開

し、子ども人口を増やす増子化対策でなければなり

ません。このままでは小児科医はおろか日本人その

ものが絶滅危'倶種になってしまいます。

もう、諦めるしかないのでしょうか？希望はあり

ます｡４月１９日の安倍首相の成長戦略スピーチ(http:

//www，kanteLgo・ｊｐ/jp/96_abe/statement／

2013/O419speechhtml）を聞くと、女性支援、子育

て支援へのとても真塾な安倍首相の姿勢が伝わって

きます。今後、つぎつぎに具体的な政策が出てくる

ことを期待したいと思います。

今までの少子化対策は、就労支援、経済政策ばか

りが重視され、子どもの視線に立っていません。保

育所の待機児解消政策は、働くお母さんを支援する

重要な政策だとは思いますが、保育所に預けられ、

長時間母親と離ればなれになることを子どもは望ん

ではいません。保育所は、親子が一緒に楽しく成長

できる育児教育機関としての役割をもってこそ意義

があるのだと思います。

働きながらであっても、そうでなくても、子育て

が最高の喜びだという風潮をもっと日本社会に広め

る方策が必要なのではないでしょうか。

大阪小児科医会は、この４月から一般社団法人に

移行しました。公益法人とは異なり、法制上政治的

な活動が許される団体です｡武知哲久新会長のもと、

すでに新しい大阪小児科医会が始動しています。

その最初の大仕事である第24回日本小児科医会総

会フォーラムが、６月８曰、９日の両日にわたって

大阪市中央公会堂で開催されました。おかげざまで

全国から、総会フォーラム史上最高の1,571名の参

加者を迎えることができました。大阪小児科医会会

員の皆様のご支援に心から御礼申し上げます。

そして、“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－',という素

晴らしいテーマを掲げ、会を成功に導かれた大阪小

児科医会前会長小川實先生の達見とリーダーシップ

に感謝します。

これからの少子化対策には、「子どもと親の絆を

守る」小児科医の視点が必要です。子どもの病気が

少なくなっても、親心を育て、子どもの豊かな成育

を促す小児科医の役割はますます大きくなると思い

ます。
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退任 挨拶

前会長小川實

平成25年２月23日、第43回社団法人大阪小児科医

会定時総会におきまして武知哲久新会長以下新執行

部体制が承認され、私の４年間の役目を終えさせて

いただくことになりました。本来なら会報４月号で

ご挨拶申し上げるところですが、６月８日・９日に

開催致しました日本小児科医会第24回総会フォーラ

ムで会頭を務めさせていただきましたので、遅い退

任挨拶となりました。

平成21年４月蔭山尚正会長の後任として新執行部

の先頭に立って４年間お世話になりました。大阪小

児科医会はもとより全国の小児科医会の諸先輩方か

ら他科の先生方や行政など他の領域すべての皆様に

御指導・御支援いただきましたことに厚く御礼申し

あげます。

会報Nol57（2011年４月号）において会長２期目

の所信としていくつか述べさせていただきました。

任期中の課題として「大阪における３期・４期ＭＲ

ワクチン対策」「勤務医部会病院小児科ネットワー

クおよび研修医のための小児救急新生児勉強会の充

実」「大阪における小児救急医療体制の再構築」を

挙げました。これらの事業は５年・’0年の長期間継

続してはじめて評価できる課題ではありますが、今

の時期に小児科医としてやるぺきこと、やっておく

べき事を考え大阪府医師会と大阪府・市行政と協働

して努めました。

ここ数年、学術集会は医会の単独事業として開催

してまいりました。企業協賛のあり方も学術部会で

検討する足がかりもできたと考えております。公開

講座を地域で開催する、ホームページの改編、

ISOPニュース速報のメール配信、社団法人から一

般社団法人への移行、子育て通信の新装など当初の

課題の多くを実現できました。任期中に、長い間お

世話になりました円山三郎事務長が病魔により急逝

されました。半年間の事務長不在の空白にもかかわ

らず、栗山新事務長の御努力により事務局の一新と

あわせて上記の諸事業が実を結んだものであり、執

行部・事務局そして会員の皆様に改めて御礼申し上

げます。

最後にこれらの大ＪＥｒＷＥ１科医会の事業活動のすぺ

てを第24回日本小児科医会総会フォーラムで全国の

皆様に見ていただけたことに感謝して挨拶の言葉と

致します。

空前の盛会で終えたフォーラムに対して参加者の

お－人から「これは曰本小児科医会フォーラムでは

ない！大阪小児科医会の自画自賛だ！」とおしかり

を受けたとのことです。ここだけですが、「そうで

す１自画自賛できるものを持っているのは大阪小児

科医会だけです！」と心の中で思っていました。会

報には不適切な文言ですが、これも小川實の原稿と

いうことで。・・・・

すべての皆様に御礼申し上げます。
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大学の窓

研修医の進路決定の傾向と小児科の不人気

関西医科大学小児科学講座教授金子一成

そ半減している。逆に人気が出てきているのは内科

系の診療科である。図ｌで明らかなように、少子化

と同時に日本は大変なスピードで高齢化が進んでい

るため将来』性が高いからであろう。つまり最近の研

修医の進路決定の判断には、医者としての理想とは

別に社会情勢も大きく影響しているのである。筆者

らの世代が、やりがいや夢を持って診療科を決めた

のとは隔世の感がある。

このように書いてくると、小児科医の未来は寂し

いものに思えてくるが、そうでもない。最近、感じ

ているのは、研修医の「総合診療志向」である。彼

らは将来内科医として独立するためにも、「全身を

診られる医師になりたい」という希望を強く持って

いる。実際、関西医大小児科に最近入局してきた後

期研修医に進路決定の理由を聞くと、「小児科医は

全身が診られるから」が最多である。したがって小

児科医が｢絶滅危'倶種｣にならないための最大のセー

ルスポイントは、「最強の総合診療医」というアイ

デンティティーであると思う。

大学医学部の使命は研究と高度医療の提供である

が、もう一つ重要なものとして医師の育成がある。

現在のわが国の医師育成制度は、６年間の学部教育

後、医師国家試験を受験し、合格した者は２年間の

臨床研修制度に則って厚生労働省認可の研修指定病

院で２年間の初期研修を受ける。その後、３年日か

らは自分が希望する病院の希望する診療科を選ぶ。

そしてそこで３～５年間の専門研修と呼ばれる各診

療科別の研修を受け、その診療科の認定医や専門医

を取得する。

この過程の中で、初期研修を受ける研修病院と、

専門研修を受ける診療科については自らの希望で選

択できるため、時代を反映して大きな変化が見られ

る。まず初期研修については大学附属病院よりも市

中病院を選ぶ傾向が強い。また専門研修先として選

ぶ診療科にも人気・不人気がある。人気は、形成外

科・眼科・皮膚科・精神科・心療内科で、不人気は

外科、産婦人科、小児科である。この傾向は米国も

似たり寄ったりらしい。

では初期研修医は何を基準に診療科を決めている

のであろうか？筆者は現在、関西医科大学附属病院

の卒後臨床研修センター長をしており、初期研修医

と話すことが多い。その中で出てくる基準は、①収

入、②診療科の将来性、③訴訟リスク、④開業のし

やすさ､である。そのことをふまえて考えてみると、

確かに最近発表された医師の年収ランキングで１位

は形成外科である。また眼科・皮膚科・精神科・心

療内科は訴訟のリスクが低く、また自分のクリニッ

クを持ちやすい。一方で外科系はこれまで手術治療

が当たり前と考えられていた様々な疾`患が内科的治

療に取って代わられており将来性が危うい（例：尿

路結石。体外衝撃波結石破砕術)。またわが国は少

子化が進み、妊婦や子供の数が激減しており将来'性

がないと考えられている。実際に、読者諸氏も実感

しておられると思うが、３０年小児科医として働いて

きた筆者も小児科受診者数の減少を痛感している。

図ｌは総務省・統計局のホームページの掲載データ

であるが、総人口に占める小児（１４歳以下）の割合

は、筆者が小児科医になった昭和59年と比べておよ

図．わが国の年齢区分別人ロの割合の推移
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診療一ロメモ

小児がん診療 この20年の進歩

大阪市立大学大学院発達小児医学教室時政定雄

移植が登場して、さらに移植ソースが増えました。

移植を行うにあたり、昔は年長児などひとりで身の

回りのことができる`患者は、無菌室に入室し、医療

者でさえ直接,患者に触ることはできず、付添人は部

屋の窓越しに電話で患者と話をするという厳重な管

理でした。ところが、現在ではここまで徹底した隔

離は行っていません。また、検査の技術が向上し、

HLAは従来の血清型からより詳細な遺伝子型が調

べられるようになり、組織型適合度がより高いド

ナーを選ぶことができるようになり、重症ＧＶＨＤを

ひきおこさないよう安全な移植ができるようになり

ました。前処置法も変わりました。従来、大量の抗

がん剤と全身に放射線を照射し、レシピエントの正

常血液細胞と白血病細胞を同時に根絶（骨髄破壊的

前処置法）し、その後にドナー細胞を輪注するとい

うコンセプトで移植が行われましたが、近年これよ

りはるかに弱い前処置法でも免疫抑制剤をもちいれ

ば、ドナー細胞の生着が可能であることが示されま

した。これを骨髄非破壊的前処置法（RISＴ）とよ

びます。前処置を軽減し、‘患者の副作用を減らすこ

とができ、感染症をもちながらの移植が可能となる

など、移植の適応がひろがりました。

抗がん剤は、新たな薬も登場しましたが、主力は

昔とあまり変わっていません。メソトレキセート大

量療法や、キロサイド大量療法などは現在でも白血

病に用いる重要な化学療法ですが、大量のアンプル

を切らねばならず、とても大変な作業でしたが、現

在では薬剤部での中央調剤となったおかげで、自分

で抗がん剤を調整することがなくなりました。新し

い抗がん剤としては、‘慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）

細胞に特異的に発現しているＢＣＲ/ＡＢＬキメラ蛋白

を特異的に阻害するイマチニブは、ＣＭＬの治療に

革命をもたらしただけでなく、マイナーBCR/ＡＢＬ

を発現する予後が極めて不良のＰｈ＋ALLの予後を

大きく改善しました。また、悪』性リンパ腫細胞表面

CD20に特異的に結合する抗体薬であるリツキシマ

ブはイマチニブとともに、その後続々と登場するこ

とになる分子標的薬剤のさきがけとなりました。

小児がんは難治性の希少疾`患であり、各施設で治

私が医師になったのは平成５年で、まず大阪大学

小児科で１年間の研修を行いました。当時は現在の

ようなローテート制度はなく、卒後すぐ志望の診療

科医局に入局し大学病院およびその関連病院で研修

をするのが一般的でした。あれから20年が経過した

ことになりますが、この間医療の進歩は著しく、診

療の現場も変化しました。読者の皆ざまも大学病院

やこども病院で白血病やその他の固形腫瘍の`患者さ

んを担当したことがあるのではないでしょうか。当

時と今とを比べてみるとずいぶん変わったと思うこ

とがたくさんあります。そこで一般の教科書に書か

れていない、自分自身の目を通して見た小児がん診

療現場の変化・進歩を書いてみたいと思います。

まずはファンギゾンシロップ。うすいだいだい色

の濃ちょうな懸濁液ですが、思い浮かべるだけで、

<I)わつと気分が悪くなります。腸内殺菌の大号令の

もと、バンコマイシンやファンギゾンなど非吸収性

の抗生剤、抗真菌剤を内服させていましたが、味が

まずいので、子供たちIこのんでもらうのにずいぶん

と苦労したものです｡化学療法による好中球減少時、

消化管内の細菌叢を消すことで感染症を減らすとい

う理論的には妥当と思われるこの方法も、有効性を

示すエビデンスが得られず、今やこれは消滅しまし

た。

次は骨髄穿刺検査(通称マルク）と髄液検査です。

いやがる子供をおさえてこれらの検査・治療を行っ

ていましたが、今は静脈麻酔薬などを用いて鎮静を

行っています。施設によっては麻酔科医が協力して

くれるところもあります。また、瘤痛管理に関して

は､終末期医療が注目されるようになり、｢緩和ケア」

の考え方がひろまるとともに、小児がん`患者に対し

てもターミナル期に限らず痙痛緩和にモルヒネなど

オピオイド製剤を積極的に使うようになりました。

造血幹細胞移植はもっとも変貌をとげた領域ではな

いでしょうか。当初はＨＬＡ一致同胞間での骨髄移

植が行われましたが、きょうだい間で組織型の合う

ドナーを得る確率はl/4に過ぎません。ドナー不足

を解消するため骨髄バンクが設立され、非血縁者間

骨髄移植が可能となり、末梢血幹細胞移植と謄帯血
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療をばらばらに行っていたのでは、その治療法が本

当に有効なのか科学的な検証に耐えません。これま

での治療の進歩は、主に欧米諸国の小児がん治療研

究グループによる臨床研究の成果によります。わが

国でも白血病については70年代から各地域で研究的

な治療が行われてきましたが、従来の４大研究グ

ループ（小児癌白血病研究グループ（CCLSG)、小

児白血病研究会（JACLS)、九州山口小児がん研究

グループ（KYCCSG)、東京小児がん研究グループ

(TCCSG)）の共同研究組織として日本小児白血病

リンパ腫研究グループ（JPLSG）が2003年に設立き

れました。現在約150施設が参加しており、これは

国内の小児白血病・リンパ腫診療施設のほぼすべて

に相当します。JPLSGでは中央診断を行い、各疾患

に応じて全国で統一した治療研究を行っています。

また、固形腫瘍においては6つの臨床研究グループ

(神経芽腫：JNBSG、脳腫瘍：JPBTC、肝芽腫：

JPLT、横紋筋肉腫：ＪＲＳＧ、ウイルムス腫瘍：

JWiTS、ユーイング肉腫：JESS､）が連携し、２０１２

年１月に、小児固形がん臨床試験共同機構総会が開

催されました。これにより、効率的な新規治療法の

開発が期待できます。

小児がんの治療成績は長期生存率で70％を越え、

長期生存者が増え、若年成人の400～１０００人に－人

は小児がん経験者という時代を迎えました。一方こ

れら長期生存者に、診断から数年が経過して原病も

しくは放射線や抗がん剤などの副作用に起因する健

康上の問題が生じることがあり、これを晩期障害と

呼んでいます。低身長や二次性徴、心、肺、腎など

への影響、不妊、二次がんなどがその例で、晩期障

害を早期に発見・改善できるよう長期にわたって

フォローアップする必要がさけばれています。

1960年ごろの長期生存率はせいぜい１０％程度でし

たから近年の成績向上は喜ばしいものといえます

が、それでも'００％にならなければ決して満足はで

きません。さらにいえばこの晩期障害をおこさず治

癒させることが究極の目標なのです。
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小児循環器疾患一胎児から成人まで

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

1）先天性心疾患を理解するための心臓発生学

ヒトの心臓大血管の形成は胎生20日ころに始ま

り、５０日頃にほぼ完成する。そのプロセスを簡略に

示す。（【】内は各々のプロセスで発症する先天性

心疾患名を表す）

胚の中央に位置する「原始結節」で体軸の左右が

決定し、その情報が両側の「側板中胚葉」に伝達き

れる【無脾症、多脾症】・側板中胚葉の頭側に「心

原基」が形成され、中央で癒合して１本の「原始心

臓管」となる（－次心臓領域)。同時に律動的な収

縮を開始する。原始心臓管は伸長しながら右側に屈

曲する（心ループ形成)。

心臓管の下方から上方へ、将来の心房一左心室一

右心室一流出路一総動脈幹が位置する【右胸心、房

室錯位】・房室管は心室中隔をまたいで相対的に右

方へ移動し、新たに三尖弁が形成される（房室管の

右方移動）【三尖弁閉鎖、左心低形成】･

流出路にあたる円錐孔は左側に移動し、大動脈が

新たに左心室と交通を持つようになる（円錐孔の左

方移動）【両大血管右室起始】・

心臓管後方の臓側中胚葉から、流出路と心房に新

たな心原基が入り込み、右心室心筋と心房筋に分化

する（二次心臓領域）【ファロー囚徴】。二次心臓領

域にやや遅れ、頚部神経堤細胞が大動脈弓から流出

路まで移動し、大動脈弓と大動脈一肺動脈中隔の形

成に寄与する（心臓神経堤細胞の移動）【総動脈幹

遣残、大動脈弓離断】・

流入路および流出路では、心内膜床組織【房室中

隔欠損、心室中隔欠損］とらせん状の円錐動脈幹中

隔【完全大血管転位､両大血管右室起始】が発達し、

両房室弁と房室中隔、大動脈一肺動脈中隔【大動脈

一肺動脈窓】および両半月弁【肺動脈弁狭窄、大動

脈弁狭窄】を形成する。

左心房後方から肺原基に向かい共通肺静脈が萌出

し、肺静脈叢と交通を持つようになる（肺静脈の形

成）【総（部分）肺静脈還流異常】･

鯛弓動脈と左右背側大動脈がリモデリングにより

形態を変え、正常の左側大動脈弓が完成する【右側

大動脈弓、大動脈離断／縮窄】。

心房心室中隔が完成すると、２心房２心室の心臓

が完成する【心房中隔欠損、心室中隔欠損】・

心臓形態形成の過程を理解することは、先天｣性心

疾患の診断を行う上で重要な補助知識である。

2）生来健康な乳児に突然の心源性ショックを来す

疾患、乳児特発性僧帽弁腱索断裂について

乳児特発性僧帽弁腱索断裂は、生来健康な乳児が

僧帽弁の腱索断裂により急'性の呼吸循環不全に陥る

重篤な疾`患であり、死亡例も報告されている。罹患

報告例のほとんどは日本人乳児であり、近年発症が

増加傾向にある。しかしながら、国内外の教科書に

は記載されておらず、患者家族のみならず、小児科

医の多くも本疾患を認識していないのが現状であ

る。我々が行った厚生労働科学研究による全国調査

では、過去16年間に88例の発症が確認され、発症時

の月齢は平均で4.5か月、一部の患児に川崎病既往

や母親由来SSA抗体陽性が認められた。多くの症例

で外科手術が実施され、約30％に人工弁置換術がな

された。死亡例は６例であった。病理組織標本が得

られた１９例では、約75％に腱索心内膜組織へのリン

パ球およびマクロファージを主体とした単核球の細

胞浸潤が認められた。好中球の浸潤は稀であり、細

菌性病贄は見られなかった。

乳児特発』性僧帽弁腱索断裂の原因として、ウイル

ス感染や免疫異常による腱索組織の炎症`性組織障害

および線維化が原因である可能性が示唆された。今

後は更なる病因検索および適切な治療法の確立を目

的として、川崎病症例やSSA抗体陽性例では免疫学

的異常による組織障害の解析を、ウイルス感染が疑

われる症例ではウイルスゲノムの解析などが期待さ

れる。

3）先天性心疾患の３次元画像と光造形法を応用し

た精密心臓レプリカ作成の試み

－医学教育、手術シミュレーション、テーラーメイ

ド医療、希少症例のアーカイブ化をめざして－

先天`性心疾,患の形態及び血行動態のバリエーショ

ンは広く、チアノーゼ｣性心疾`患においてはその３次
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元構造は極めて複雑である。また同じ疾`患でもそれ

ぞれの患者により形態は微妙に異なる。そのため複

雑先天性心疾`患の外科手術の成否は、‘患者の３次元

構造を正確に診断し、それを執刀する心臓外科医に

いかに正確に伝達するかにかかっている。近年、

ＭＳＣＴに代表される３次元画像診断装置が発達し、

先天性心疾`患においても日常診療に応用されるよう

になってきた。しかしながら、モニターディスプレ

イ上に示きれる３次元画像と実際の心臓との間には

まだまだ大きなギャップがあり、より正確な心臓手

術を行うためには、実際に手にとって触って切開縫

合できる精密シミュレーターの作成が必要と考えら

れる。

「光造形法」とは､コンピューター制御されたレー

ザー光線を光重合する液化プラスティックにピンポ

イントに当てて固化させ、順次積層することにより

目的とする立体造形物を作る技術であり、現在では

微細な工業部品の試作工程に広く使われている。

我々はこの技術に注目し、ＭSCTから得られたコン

トラストの良い先天性心疾`患の画像`情報から、実物

大の３次元精密模型を作製することを試みてきた。

また最近では、新しい「真空注型法」の技術を組み

合わせ、任意の柔軟度を持つウレタン樹脂を光造形

で作成した鋳型に注型することにより、実際に切開

縫合が可能な精密心臓模型を作製することができる

ようにまで改良を行ってきた。

この技術を広く応用すると、‘患者さんへの病態説

明､若手心臓外科医の卒後教育､執刀医の術前シミュ

レーション、患者ざんに応じた手術法の選択、新し

い手術手技の開発、希少疾`患のアーカイブ保存化、

再生医療の足場のテーラーメイド作成などに応用が

可能であり、現在普及に向けて改良を進めている。

また３次元構造の理解が難しい「心臓発生学」にお

ける教育研究ツールとしても応用が可能ではないか

と考えられる。

が確立された装置であるが、早期の心臓移植が可能

な欧米での平均装着期間は約４か月と短く、臓器提

供が数少ない曰本において、１年もしくはそれ以上

の期間、血栓塞栓や感染症などの重篤な合併症を最

小限に留めて移植待機できるかどうか不明である。

また小児の心不全は進行が早い一方で、ひとたび内

科的治療が奏功すると、寛解することがしばしば見

受けられる。そのために、どのタイミングで補助循

環装置の装着に踏み切るかの判断が難しい。

一方、最近では、成人の難治`性,慢'性心不全のみな

らず小児期の,慢`性心不全に対しても、自己心臓幹細

胞移植や心筋シート移植などが臨床応用されようと

している。

5）成人に達した先天性心疾患の問題

小児循環器診療および心臓外科手術のめざましい

進歩により、先天性心疾患患者の95％以上が救命さ

れるようになった。その結果、心室中隔欠損や心房

中隔欠損などの単純先天'性心疾`患だけでなく、完全

大血管転位や単心室などの複雑先天'性心疾患を含

め、９０％以上の先天`性心疾`患患者が成人期に達する

ようになってきた。現在日本には約40万人の成人患

者がいるとされ、今後も年間約１万人の割合で増加

する見込みである。しかしながら多くの患者は根治

手術後も様々な問題を抱えており、疾`患特有の遺残

症や続発症により遠隔期に再手術が必要となること

や、加齢とともに難治性不整脈や,慢性心不全が出現

して症状が悪化することも少なくない。さらにこれ

らの成人患者には、先天性心疾患術後の複雑な血行

動態に、高血圧、肥満、糖尿病などの生活習‘慣病の

リスク、女,性では妊娠や出産に際するリスクが加わ

り大きな問題となる。また就労活動への困難、結婚

に際しての不安や子どもへの遺伝的影響、生命予後

に対する不安など､社会心理的問題も無視できない。

成人期に達した先天性心疾患患者の多くは、その

複雑な血行動態のためにこれまで主に小児循環器医

が継続的に経過観察を続けてきたが、患者数の増加

と前述した成人特有の諸問題のため、小児循環器医

での診療には質的にも量的にも限界に達してきてい

る。またこれまで内科循環器学の中で成人先天｣性心

疾患の診療が独立した診療研究分野として存在しな

かったために、循環器内科医の多くはこの分野には

不,慣れなのが現状である。難治性不整脈、‘慢性心不

全、外科治療、妊娠出産など集中治療が必要な症例

には、循環器内科医、小児循環器医、心臓血管外科

4）小児期慢性心不全に対する補助人工心臓、心臓

移植、再生医療について

2010年７月以降、国内で幼小児への心臓移植の道

が開かれたにもかかわらず、１０歳以下の小児心臓移

植はl例行われたのみである。その理由の一つは、

移植までのbridgeとなる小児用補助人工心臓装置が

承認されていないことにある。昨年４月よりBerlin

HeartExcorの臨床治験が開始された。全世界で既

に1,000例以上の小児に使用され、有効性と安全性
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医、麻酔科医、産婦人科医、専門の看護師、臨床心

理士などで構成される専門的なチームによる診療体

制が不可欠である。また子どもへの遺伝的影響に対

する遺伝子診断および遺伝カウンセリングも必要で

ある。しかしながら現在日本に成人先天性心疾`患を

専門に扱うことのできる施設はほとんどない。

今後、‘患者数が増加の一途をたどる成人先天'性心

疾患の診療体制を確立きせるとともに、専門医師を

養成するための教育体制構築を目指したガイドライ

ンの作成が望まれる。

第１e9回学術集会

時：平成25年９月１４日（士）午後３時～５時（予定）

場：北浜フォーラム（〒541-0041大阪市中央区北浜１丁目８－１６）

者：和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科教授山中昇先生

題：「未定」

日
会
演
演

第１５回研修医のための小児救急・新生児勉強会

日時：平成25年９月21日(士）午後３時～６時（予定）

会場：大阪府医師協同組合・本部

（〒542-8580大阪市中央区上本町西３丁目１番５号）

当番病院：大阪警察病院小児科（連絡先：西垣敏紀先生）
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第167回学術集会印象記

学術部会松下享

88例の報告があるとのこと。欧米では疾`患概念もな

いようであるが、今後の原因究明が待たれる。

また、小児心臓移植の現状についてのご講演も

承った。心臓移植は、重症心疾患児への最終治療法

として「光」の部分ばかりが報道されているが､｢影」

の部分があることも忘れてはならない。１歳以下で

心臓移植を行った児の50％生存率は18年であるこ

と、移植後の悪'性疾患の発生率は成人より多いこと

など、「影」の部分についても言及された。一方で、

幼児にも使用できる人工心臓を使用せざるをえない

センターの「宿命｣、そして未来への展望として再

生医療に関する「夢」についてもお示しいただいた。

最後に、成人に達した先天性心疾患の問題点につ

いてお話をいただいた。今や95％の先天』性心疾患児

が手術により救命でき、その90％が成人期を迎える

時代となった。２０歳以上の先天`性心疾患は４０～４５

万人とも推定されている。成人になれば、生活習`慣

病など成人独特の疾患が問題となる｡女性では妊娠・

出産が問題となる。小児期のように小児科医だけで

診療を続けることは不可能となっており、診療体制

の確立が待たれる。

先天』性心疾`患は、一昔前まではとにかく救命でき

るか否かが最重要課題であり、外科医の手腕による

ところが大きかった。しかし外科治療成績の向上に

伴い発生のメカニズムや病態解析など内科的アプ

ローチが重要視され、再生医療の臨床応用を語る時

代になってきたと思われる。大阪府内に、胎児から

成人までの先天性心疾`患を研究・診療されているセ

ンターがあることは、我々にとっては大変幸運なこ

とである。先生の益々のご発展を祈念したい。

第167回学術集会は、平成25年５月25日、大阪小

児科医会総会に引き続いて開催きれた。今回は、国

立循環器病研究センター小児循環器・周産期部門長

の白石公先生に「小児循環器疾患一胎児から成

人まで」というタイトルでご講演をいただいたが、

そのタイトルが示すように小児循環器領域の基礎研

究から最先端の臨床まで非常に幅広い分野を解りや

すく解説していただいた。

ご講演の冒頭では、所属されている国立循環器病

研究センターの現状について紹介された。症例数や

設備の充実度などはNationalcenterとして申し分な

いものであるが、最も興味深かったのはセンターで

経験する先天性心疾`患を有する母親からの出産数

が、カナダのトロント小児病院、英国のブロンプト

ン病院に次いで世界第３位であるとのことである。

日本の先天性心疾患に対する卓越した手術成績およ

び充実した内科的管理の賜物であるが、その数には

驚かざれた。

次に、心臓発生学に関して非常に解りやすくご講

演をいただいた。先天`性心疾`患は、心臓の発生過程

の異常で生じることが多い。Nodalnowによる左右

軸の決定、原始心臓管の屈曲（looping）異常、心

臓神経堤細胞の移動障害などが、聞きなれた複雑心

疾患に直結していることが示された。このような心

臓発生学の研究は、再生医療を行う上で必須のもの

となることから、以前にも増して盛んに行われてい

るようである。

また、現在先生が取り組んでおられる光造形法を

応用した心臓レプリカ作成の話題も、循環器疾`患の

診療とは少し違った面からの話で興味深かった。複

雑心奇形は、頭の中では理解できていても立体的な

構造は理解しがたいものである。レプリカの作成は、

若い小児循環器科医や心臓外科医の教育だけではな

く、ご家族への疾患の説明にも有用なものとなる。

｢手に触れる模型を目指して」という先生の意気込

みを感じるお話しであった。

続いて、トピックスとして乳児特発'性僧帽弁腱索

断裂を取り上げられた。突然に僧帽弁の腱索が断裂

することで心不全が発症し、過去１６年間の調査では
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第３２回感染症サーベイランスモニター会印象記

感染症サーベイランス委員会八木由奈

平成25年３月９日（士)、薬業年金会館にて第３２

回感染症サーベイランスモニター会が開催されまし

た。参加者は83名でした。

最初に、堺市衛生研究所所長田中智之先生に「平

成24年度の大阪府における感染症流行状況とウイル

ス分離状況について」を講演していただきました。

2012年度の流行状況で目立っていたのは感染`性胃腸

炎の流行で、１０年比較では2006年に次ぐ流行となり

ました。検出ウイルスはノロウイルスが最多で、キ

メラウイルス（リコンビナントウイルス）が検出さ

れ、これが世界的な流行の原因であったという事で

した。また、風疹の報告数は410例とこの５年で最

多となり、府内で昨年ｌ例、今年に入り１例のCRS

(Congenitalrubellasyndrome先天』性風疹症候群）

が報告されたこともあり、大きな懸念であるとのお

話でした。

次に、大阪府立公衆衛生研究所ウイルス課課長の

加瀬哲男先生に「感染症流行予測調査事業一集団免

疫の現状と疾病の流行予測一」を講演していただき

ました。感染症流行予測調査事業というのは、厚生

労働省によるポリオ・インフルエンザ・麻疹・風疹・

日本脳炎のVPDWaccinepreventablediseases）

について、集団免疫の現状を把握するための年齢別

抗体保有率の調査の事です。大阪府ではこのうち麻

疹と日本脳炎について調査がきれており、定点医療

機関の協力のもと、被験者より採血を行い、検体を

集めています。ご講演では我が国の日本脳炎、麻疹

の抗体保有率について、また下水中のポリオ等のウ

イルスサーベイランスの事業について、めったに伺

うことのできない貴重なお話を拝聴することができ

ました。

今回は、フロアからの話題提供として、吹田市の

絹巻宏先生から「突発`性発疹の発症年齢の高年齢

化」についてお話をしていただきました。近年、ｏ

歳での発症は50％を切っており、高年齢化している

ことをサーベイランスのデータを用いたグラフによ

り示していただきました。理由は良く分かっていな

いとの事でしたが、近年の核家族化との因果関係な

ど非常に興味深く、絹巻先生には今後さらなる調査

をお願いしたいと思います。

１５分間のコーヒーブレイクをはさみ、国立病院機

構三重病院院長庵原俊昭先生により特別講演「ワク

チンの話題～2012年度～」を講演していただきま

した。庵原先生は長年にわたり厚生労働省の研究班

の代表研究者としてワクチン行政の中心的役割を果

たしてこられた、我が国を代表するワクチン研究者

です。

先生は、ご自身が携わってこられた研究結果を示

されながら､分かりやすい口調でお話をされました。

我が国でも今後は米国方式（不活化ワクチン同士の

接種間隔を１週間に限らない）で接種可能とする動

きがある事、また、近年親からの移行抗体が低下し

ているため、ＷＨＯ方式で６か月過ぎたらＭＲワク

チンを接種可能とする事、薬剤耐性肺炎球菌対策と

して今後のPCVl3導入の動き、風疹の就労停止期

間（わが国では発疹が消えるまでだが、米国では１

週間とされている）の見直しの動き、水痘・ムンプ

スワクチン２回接種の期間の根拠、医療経済効果か

ら見た各種ワクチンの考え方などについて、非常に

up-to-dateな、密度の高いお話を伺うことができま

した。我が国を代表するワクチン研究の第一人者の

先生から直接お話を伺う機会は大変貴重な経験であ

り、あっという間の１時間でした。

今回は、前年度より多くの来場者、またフロアか

らの話題提供と、さらに活気にあふれた会となりま

した。本会が今後さらに盛会となるべく、サーベイ

ランス委員一同頑張っていきますので、ぜひとも会

員の皆様には、来年も本会へ足をお運びいただきま

す様、お願い申し上げます。
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第４回大阪小児科医会予防接種セミナー報告

プライマリ・ケア部会藤岡雅司

平成25年３月１６日（土）午後３時から、梅田ハー

ビスＯＳＡＫＡの小ホールにおいて、第４回大阪小児

科医会予防接種セミナーを開催しました。メイン

テーマは｢すべての子どもたちに必要なワクチンを」

です。１週前の感染症サーベイランスモニター会の

特別講演と内容がやや重複しておりましたので、開

催側としては参加者人数の点でやや心配しました

が、結果的には90余名もの参加がありました。皆ざ

ん熱心に聴き入るだけでなく、質疑応答も活発にな

されました。

特別講演に先立って「大阪府内におけるワクチン

公費助成の現状と問題点」を主催者側から発表させ

ていただきました。大阪府内で必要な対策として、

｢ＭＲ未接種者への対策の実施｣、「ヒブ・小児用肺

炎球菌ワクチン接種率向上への対策｣、「任意接種へ

の公費助成実現」の３項目が必要であると提言しま

した。

まず、平成24年後半からの風疹流行と先天性風疹

症候群の発生状況や、３月末で終了するＭＲ３期、

４期において多数の未接種者が残されているという

問題点を挙げました。この問題に対しては、先天性

風疹症候群、麻疹流行を確実に阻止するためには、

ＭＲワクチン２回接種を済ませていない者に対する

キャッチアップ接種の機会提供が必要です。

次に、「受益者負担」の名目で、ヒブ・小児用肺

炎球菌ワクチンなどの接種に自己負担金を徴収して

いる16の自治体では接種率が低いことを報告しまし

た。この問題点に対しては、平成25年４月の定期接

種導入を前に、接種率向上の大きな障害となる自己

負担の廃止が必要です。

最後に、平成25年度から小児の定期接種について

は接種にかかる費用の９割が国庫から地方交付税措

置されることが決まり、市町村の予防接種の経費が

大幅に削減されることを説明しました。一方で、大

阪府では、任意接種に対する公費助成を実施してい

る自治体が他県に比べて少ないという問題点を挙げ

ました。それに対しては、既存の定期接種にかかっ

ていた費用で任意接種の公費助成を構築するよう、

議会等を通じて働きかけることが重要であると訴え

ました。

特別講演１として、福岡市立西部療育センターの

宮崎千明先生に「我が国の予防接種行政の現状と展

望」と題してご講演いただきました。宮崎先生は厚

生労働省の予防接種関連の多くの審議会や検討会の

委員をされています。ご講演内容の概要は以下の通

りです。

わが国は1980年代前半までは世界と比較して予防

接種の先進国であったが、ＭＭＲワクチン導入の失

敗のために新たなワクチンの承認が遅れ、２０年もの

空白期間が生じてしまい、「ワクチンギャップ」と

呼ばれる状況に陥ってしまった。2008年のヒブワク

チン導入が契機となり、多数のワクチンが次々と承

認され、国内で使用できるワクチンの種類はようや

く国際標準に近づきつつある。

しかし、わが国の予防接種行政はそれに関わる部

門が多くの省庁に分散しているため、一元的、長期

的な方針を立てるための環境になっておらず、場当

たり的な施策に終始している。今後は、国内の感染

症対策を包括的、継続的に検討していく常設の機関

の設置が急務である。

平成25年４月からの予防接種法においては、（１）

インフルエンザ菌ｂ型感染症・小児の肺炎球菌感染

症・ヒトパピローマウイルス感染症が新たに対象疾

病に加わる、(2)従来の一類疾病、二類疾病という

名称は、感染症法における疾病分類との混同を避け

るため、それぞれＡ類疾病、Ｂ類疾病に変更される、

(3)健康被害報告が義務化きれると共に、任意接種

も含めた接種後健康被害の情報集約が厚生労働省に

一元化され、実務については医薬品医療機器総合機

構がその任に当たることなどが､主な変更点である。

また、厚生労働大臣、総務大臣、財務大臣の三大

臣合意により、小児の定期接種（すべてＡ類疾病）

の接種にかかる費用については、地方交付税で９割

分が国庫から拠出されることになる。これで、市町

村の財政状況により、自己負担を徴収することはほ

とんどなくなる。

以上のように、日本の予防接種行政の沿革や、４

月から改正きれる予防接種法の変更点、そして残さ
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れた課題などについて分かりやすく説明してくださ

いました。

次に、特別講演２として、長崎大学病院小児科教

授である森内浩幸先生に「ロタウイルス感染症とワ

クチン」と題してご講演いただきました。森内先生

は海外での研究や臨床経験も豊富ですが、ロタウイ

ルスに関する内容にとどまらず、ワクチンに対する

誤解やそれに対する考え方など、ワクチンの必要`性

を広く啓発していくために参考となるお話が随所に

ありました。

「清潔な水」を除けば、感染症対策や公衆衛生上

の問題解決に対して最も貢献したものがワクチンで

ある。しかし、ワクチンに対する世間の誤解にはい

ろいろなものがある。曰く「ワクチンは効かない｣、

｢ワクチンはもはや必要がない｣、「ワクチンより自

然感染の方が優れている｣、「ワクチンは子どものた

めのものだ｣、「ワクチンは自分のためだけのもの

だ｣。

これらはすべてワクチンを正しく評価していな

い。間違った評価は誤った判断に繋がる。適切な時

期に必要なワクチンを受けなければ、子どもだけで

なく、大人も危険にさらされることになる。とりわ

け、集団免疫の期待できる感染症については、地域

や集団でのワクチン接種率が免疫学的に弱い立場に

ある乳幼児や高齢者に与える影響は計りしれない。

ロタウイルス感染症とワクチンについては、ロタ

ウイルス胃腸炎や脳症の現状、ワクチンによって期

待できる影響、ｌ価ワクチンと５価ワクチンの違い

など、臨床現場が知りたい事柄を分かりやすく話し

ていただきました。

大阪小児科医会予防接種セミナーも今回で４回目

となり、毎回多数の会員の皆さまにご参加いただい

ております。今後もその時々のタイムリーなテーマ

を取り上げたいと考えていますので、これからもよ

ろしくお願いいたします。

第33回公開講座のお知らせ

時：平成25年１０月26日（士）午後２時～４時30分

場：大阪府貝塚市立西小学校

ンテーマ：安心もして子育てを楽しむために

イ

曰
く
室
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－病院紹介記
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－病院紹介記

【はじめに】

池田市は大阪府の北西、猪名川が大阪平野に注ぐ

左岸にある歴史ある町で、人口約１０万人の、自然．

文化に富んだところです。北には五月山があり、南

は大阪国際空港の一部までを含みます。大阪大学豊

中キャンパスの最寄り駅だった阪急石橋駅も池田市

にあります｡池田市イメージキャラクター(ゆるキャ

ラ）として、五月山動物園にいるウォンバットをイ

メージした「ふくまるファミリー」があり、ふくま

るちゃん（お母さん）は市立池田病院の看護師とい

う設定になっています。

市立池田病院は池田市街の中央やや北方に位置

し、小児科を持つ市内唯一の病院です。住宅地の中

にあり環境のよいところですが、阪急池田駅から徒

歩１０分､国道176号線や中国自動車道のインターチェ

ンジからも近く、交通の便も比較的良好です。病院

の北側の窓からは五月山が見え、桜や紅葉の時季に

は美しい景色が楽しめます。

111鐘limmill雲illIUiIliiili篝ii鑿ii鑿>薑薑iｉｉｉｉｉ

小児科病棟

非常勤医として岡田伸太郎阪大名誉教授、阪大の三

浦弘司医師、橘雅弥医師が外来診療にあたってい

ます。

小児科外来は平成１６年に増築した東館の１階にあ

ります。午前、午後とも３診体制で、午後の外来と、

午前の２診、３診は予約制としています。専門外来

としては、アレルギー、神経、内分泌、心臓、腎臓

などの'慢`性疾`患を扱っています。また臨床心理士の

心理外来、アレルギーエデュケーターである看護師

による指導も行っています。午前１１時から午後４時

30分までの救急は小児科外来とは離れた救急外来で

行っており、‘慢`性疾患の`恵児と急'性疾`患の患児の診

療がなるべく重ならないようにしています。毎週木

曜日と奇数週の日曜日は当直を置いており、豊能広

域こども急病センターの後送病院として２次救急を

受け入れています。また喘息教室を年３回実施して

【病院の沿革】

昭和26年に開院し、今年で62年になります。当時

からの古い病院に来られたことのある先生もいらっ

しゃると思いますが、平成９年に300ｍほど北側に

移転新築し、きれいな病院になりました。平成16年

にさらに東館を増築、現在364床、標楴科18科となっ

ています。平成23年に遅ればせながら電子カルテを

導入しました。臨床研修指定病院であり、初期研修

医は各学年６～８名を受け入れています。

【小児科の現況】

池田市の中核病院として、急`性疾`患を中心として

幅広い疾患に対応して診療を行っています。スタッ

フは、牧一郎副院長（昭和51年卒、日本小児科学

会専門医、日本アレルギー学会専門医、日本プライ

マリ･ケア連合学会指導医)、尾崎由和主任部長（昭

和60年卒、日本小児科学会専門医・指導医)、森田

千佳子医長（昭和62年卒)、篠原京子医長（平成４

年卒、日本小児科学会専門医、日本小児循環器学会

暫定指導医)、滝沢祥子医長（平成11年卒、日本小

児科学会専門医)、新谷研医長（平成13年卒、日

本小児科学会専門医、日本小児神経学会専門医)、

上野圭司主任医員（平成16年卒）の常勤医７名で、
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います。

入院病棟は東館の4階、内科との混合病棟で、小

児科の定床は18床です。平成24年には429名の入院

がありました。病棟にはプレイルームと院内学級が

あり、いずれもゆったりとした大きさで、とくに院

内学級は北に向かって大きな窓があるため、見晴ら

しがいい作りになっています。新生児の入院は院内

出生のみを扱っており、産科病棟のある北館３階に

２床を持っています。平成24年の入院は217名でし

た。

当院へのご紹介は、地域医療連携室を通じてご連

絡いただければスムーズに進めていただけると思い

ます。今後救急医療体制など、さらに充実きせてい

きたいと考えておりますので、引き続きよろしくお

願いいたします。

lllllilillllIIlilllIiiliillIiLlW1Ii 二二iiiliillllillllliliI

プレイルーム

ふくまるちゃん 屋上「子どもの遊び場」

巴遡

曲Iil
小児科スタッフ
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勤務体制

月 火 水 木 金

午前

l診

２診

3診

森田

尾崎

牧

新谷

篠原

三浦

(腎臓）

滝沢

新谷

牧

篠原

上野

尾崎

上野

滝沢

尾崎

午後

l診

2診

3診

森田

滝沢

牧

(アレルギー）

上野

岡田

(神経）

牧

(アレルギー）

尾崎

(内分泌）

新谷

(神経）

牧

(アレルギー）

新谷

lか月健診

ワクチン

森田

(２～５週）

橘

(発達・１週）

篠原
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行っており、血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植、

HLA半合致移植、非血縁者間骨髄移植、謄帯血移

植のすぺてのタイプの移植について、経験が１０例以

上あります。また、成人の血液科と連携し、思春期

～若年成人の方の血液疾`患を年齢の切れ目がなく診

療できるように工夫しています。

はじめに

当院は、1986年に松下記念病院（病床数359床）

として守口市外島町に移転し現在に至っています。

北河内地区の中ではもっとも大阪市よりにあるた

め、医療圏としては大阪市東部にむしろ近い印象で

すが、血液疾患を除くと小児科の患者さまは寝屋川

市南部・門真・守口・大東市地域の方が大多数を占

めています。 小児救急医療体制

小児科医員確保が不安定でご迷惑をおかけしてい

ますが、平曰は20時まで、毎週土曜日の午前８時か

ら翌日曜日の17時までは、近隣の先生方のご紹介や

小児救急`患者を受け入れています。

当科の診療・特徴

当科は常勤医師５名、非常勤医師８名の体制で、

小児科は血液科・循環器科と同一病棟で20床が小児

に割り当てられていますが、季節により変動させて

います。門真・守口市には公的病院がないため、そ

れに近い役割を担う２次病院として、感染症・てん

かんなどの神経疾患・アレルギー疾,患・血液疾患・

腎疾患､またリスク分娩を扱う産婦人科と協力の上、

新生児・未熟児（32週以降）など、ｃｏｍｍｏｎ

diseaseから専門的な疾患まで幅広く診療できるよ

う努めてきました。近隣の先生方からは、感染症以

外にさまざまな血液疾患・腎疾患を比較的多くご紹

介いただいています。もちろん、常勤医だけでは、

それだけの専門'性はなかなか確保できませんので、

関連大学や当科ＯＢの専門医の先生方にお願いし、

専門性の高い医療を目指しています。当科の最大の

特徴は、小児科部長は私まで３代続けて血液を専門

とし、血液専門医も２人常勤体制で診療している血

液疾患にあります。同種造血細胞移植は1988年から

取り組んでおり、今までに延べ１１３例の同種移植を

医療レベル向上

入退院カンファレンス以外に、週１回の抄読会・

症例検討会を行い、みんなで知識・技量を高め合う

とともに、その論文化にも力を入れてきました。ち

なみに、昨年は当科の医師が筆頭演者として、全国

学会に５題の発表と、日本語論文（臨床血液、小児

感染症学会誌）２編、英語論文（Eur・JPediatrics）

１編が掲載されています。

診療実績（最近Ｓ年間の平均）

入院患者数:613人/年（未熟児･病的新生児43人/年）

最近の３年間の主な新規入院患者疾患

ｌ）感染症

肺炎・気管支炎：

ＲＳＶ感染症：

347

213

懸口口奪篝蕊

蕊?■篝
．．,鞠一． HIJillIii1ilIhJmllFJL霊

illIllilli

未熟児室 アレルギー外来
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血球賞食症候群、リンパ管腫： ２

同種移植： １１

７）代謝・内分泌疾患

糖尿病：Ｉ型／Ⅱ型４

クレチン症： ３

８）その他

異物誤飲： ９

９）未熟児・新生児疾,患

早産児・低出生体重児・新生児一過性多呼吸・

新生児仮死など１２８

インフルエンザ： ７６

敗血症（血液培養陽性例）： ２３

リンパ節炎：２１

髄膜炎： １５

伝染`性単核症： １１

深頚部膿瘍： ５

百日咳： ４

２）消化器疾患

細菌`性・ウイルス性腸炎： １２６

腸重積： １０

若年』性ポリープ： ４

胃潰瘍： ３

胆道拡張症、肥厚性幽門狭窄症： 各２

３）神経疾患

けいれん性疾患（熱性痙撃・軽症胃腸炎に

伴うけいれんなど）： ８９

てんかん： ２１

もやもや病・脳梗塞： ３

４）アレルギー疾患、膠原病（その近縁疾患）・

免疫不全など

気管支喘息・喘息性気管支炎： ８９

川崎病： ４２

ヘノッホ・シェーンライン紫斑病： １７

アナフイラキシ_： １３

組織球`性壊死性リンパ節炎： ５

若年性特発性関節炎、潰瘍』性大腸炎： 各２

重症筋無力症： ２

ＳＬＥ： ｌ

伴性劣性無ガンマグロブリン血症： ｌ

重症複合型免疫不全症： ｌ

ＭｏｎｏＭＡＣ症候群： １

５）腎疾患

上部尿路感染症： １３

ネフローゼ症候群： ７

，慢性糸球体腎炎： ５

６）血液

急性白血病： ７

若年性骨髄単球性白血病： ｌ

悪性リンパ腫： ２

再生不良性貧血： ４

特発`性血小板減少性紫斑病： ９

溶血'性貧血： ４

地域の病院として、より幅広く救急疾患や専門性

の高い疾`患を診療できるよう今後も努力してまいり

ます。いきなり高次病院に紹介することがためらわ

れるような場合には、ぜひ一度ご相談くだされば幸

いです。

：

。幽熟，

，`、 ⑬-11|ﾉlllilli＆
移植病室（無菌室）Ａ
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外来担当表

＊印は非常勤

小児科

月 火 水 木 金

午前

l診

2診

石田

内藤(岳）

中谷

担当医

北村

吉原＊

(アレルギー

専門医）

内藤（岳）

担当医

石田

中谷

午後

l診

2診

(第１．３．５）

今村＊

(血液専門医）

（血液）

(第２．４）

中谷

(血液専門医）

(血液）

石田

(血液専門医）

(血液）

内藤(岳）

(小児神経専門

医）

(神経）

清水＊

(アレルギー）

浅田＊

(循環器）

(第１．３．５）

北村

(アレルギー）

(第２．４）

中谷

(アレルギー）

西田＊

(腎臓専門医）

／北村

(腎臓）

瑞木＊

(予防接種）

(第１）

中島＊

(内分泌）

(第３）

衣笠＊

(内分泌）

清水＊

(乳児健診）
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地域研究会の紹介

大阪自閉症研究会

大阪自閉症研究会事務局長

田中北梅田クリニック田中順子

大阪自閉症研究会は、自閉症・発達障がい児者に

関する診療や対応の技術を高め、大阪府内における

自閉症・発達障がい児者の診療ネットワークを充実

させることを目的に、2001年１月に発足しました。

当初は発達障がいに関わる小児科医･児童精神科医・

心理士の有志１０数人による勉強会として始まりまし

た。2005年に本会報でご紹介いただきましたが、現

在、会員数は128名（小児科医70名、精神科医35名、

心理士１５名、その他８名）になっています。大阪大

学教授の永井利三郎先生（小児科)、桃山学院大学

教授の郭麗月先生（精神科）を代表とし、１５名の

運営委員で活動企画を行い、会員には主にメールで

情報提供・意見交換をしています。

今まで、発達障がいに関する小児期や成人期の診

療､教育､就労などの様々な課題についてのセミナー

を企画してきました。またパトリシア・ハウリン、

ロバート・タッチマン、ジョン・ドガテイ、バーン

ズ亀山静子、服巻智子、十一元三、杉山登志郎、内

山登紀夫、吉田友子先生など発達障がいの第一線で

活躍されている国内外の著名人をお招きして講演会

も実施しました。2004年から大阪府の発達障がい医

師養成研修事業の委託を受け、府内の小児科医・精

神科医・心理士を対象のセミナーを年４～５回開催

し、2013年３月で第36回となりました。

一方、大阪府の自閉症児(者）の実情や小児科医

の自閉症診療の状況についてのアンケート調査を行

い、2003年に小児保健研究会で報告しました。また

出版物として､2005年にキャロル･グレイのソーシャ

ルストーリーブックを翻訳出版（好評で11刷され、

2010年に改訂版が発行されました)、2006年に大阪

府発行の“ええやんちがっても～広汎`性発達障

がいの理解のために～，,冊子の監修を行うなど、さ

まざまな啓発活動を行っています。

2013年度のセミナーは下記を予定しています。詳

細は小児科医会ISOP通信でもご案内させていただ

けると思いますので､ご参加いただければ幸いです。

I）発達障がいに関心はあるけど、どないして勉強

したらええんかわからへんあなたが、ちょっと

やってみようかなあと思うセミナー

５月16日幼児期編：永井利三郎先生、

７月１１日学童期編：岩城大先生、

９月１２日思春期編：宮脇大先生

Ⅱ）１１月頃：発達障がいでしばしばみられる、や

やこしくて難しくて困ってしまう問題への解答集

一このくらいわかっていればたぶんなんとかな

るかも－山下仰先生

Ⅲ）2014年３月頃特別講座：最新の研究成果に関

する講演（詳細未定）

セミナー会場は原則大阪大学中之島センターで、

参加費は会員外の方は1,000円いただきますが、会

員は無料です（年会費2,000円)。地元で発達障がい

の勉強や最新,情報を聞くことができ、精神科の医師

とも交流できるため、会員になられると絶対お得で

す。入会ご希望の方は、自閉症研究会事務局にメー

ル（autismosaka＠worldodn.､ejp）でお問い合わ

せください。
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｢証にこだわらずに処方できる小児漢方」

本来、漢方薬を処方するときは、陰陽、虚実、寒熱、気血水、五臓の概念、六病位などから、「証」

を決定して処方することが必要です。しかし、その概念をすぐに理解するのは容易ではなく、また

それが難しいので漢方薬を敬遠してしまう傾向にもあります。

ただ、子どもの場合は、基本的に陽実証で、あまり証にこだわらなくても、西洋医学的な病名か

ら処方できるお薬も多くあります。

今回は、病名投与的な治療でも比較的効果がみられる処方を紹介させていただきます。

小児投与量の目安０．１～0.29/kg/日

漢方薬は、西洋医学の補完医療として、また西洋薬でうまくいかないときの次の一手として非常

に有効です。私が漢方薬に出会ったのは、４年前ですが、今ではその魅力にすっかりはまっていま

す。漢方なんてと思っておられる先生方も一度、東洋医学の世界をのぞいてみてはいかがでしょう

か。

(参考文献）

広瀬滋之、小児科疾`患漢方治療マニュアル、現代出版プランニング、2006年

(坂崎弘美）

感冒性嘔吐症 五苓散

遷延`性下痢症 人参湯真武湯

反復`性腹痛 小建中湯苛薬甘草湯

夜泣き憤怒痙撃 甘麦大棗湯抑肝散抑肝散加陳皮半夏

かぜ初期 麻黄湯桂麻各半湯

Ⅱ因頭痛 桔梗湯桔梗石膏

咳 麦門冬湯（乾燥した咳）五虎湯（嬢が絡む咳）

副鼻腔炎 葛根湯加川言辛夷辛夷清肺湯

アレルギー』性鼻炎 小青竜湯

扁桃腺炎 小柴胡湯加桔梗石膏

易感染 柴胡桂枝湯

乳児の鼻閉 麻黄湯

伝染｣性膿痂疹 排膿散及湯

肛門周囲膿瘍 排膿散及湯十全大補湯

便秘 小建中湯桂皮加苛薬大黄湯大黄甘草湯

筋緊張`性頭痛 柴胡桂枝湯

乗り物酔い 五苓散

寝汗 黄耆建中湯

しもやけ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
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られた゜これらの地域では前年11月頃から漸増傾向

を示し、泉州では２月中旬から急増し、３．４月に

ピークを示し、大阪市南部は泉州よりやや遅れて患

者発生を見たが、何れも７月末には急峻なカーブを

描いて減少した。１１月以降、中河内に患者発生傾向

を認めた、６１年は過去４年間に比して患者発生数が

最も多く、南河内、中河内、大阪市北部、大阪市南

部の各ブロックで流行が見られた。中河内では、前

年11月以降患者発生をみとめ、１月から漸増、４月

にピークに達した｡また大阪北部でも２月から漸増、

３月には急増、５月にピークを示した。大阪西部で

は、これらの地域よりさらに遅れて立ち上がり、５

月から急増、６月にピークに達した。このように地

域ごとに流行の「ずれ」がみられた。また60年に大

流行した泉州と大阪市南部では激減した。１１月中旬

から、堺市と三島で患者発生の増加が見られ、１２月

以降は全般的にその他の地域でも`患者発生の傾向を

認めた。６２年は、感染症サーベイランス事業開始以

降、最高の流行となった。即ち、前年に流行のあっ

た中河内、南河内を除き、ほぼ全域的に年初から患

者発生が前年を上回り、特に前年の１１月から、患者

発生の増加傾向をしめした堺市、三島では２月初旬

から箸増し、堺市では２月中旬に、三島は４月初旬

にそれぞれピークに達し、６月まで流行が続いた。

さらにこれ等の地域にやや遅れ豊能、北河内、大阪

北部でも流行を認め、大阪全体としては、第８週か

ら急増、第１３週と20週に山を作り、２２週にピーク、

第30週を境に急速に減少し、その後、１１月下旬から

堺市で微増傾向を示した。

以上述べた風疹の発生状況について考察すると、

大阪は面積が比較的狭く、人口密度が高く、交通網

も発達している。それにも拘らず、‘患者発生は比較

的局地的に、かつ校区毎の流行が認められた。これ

は風疹が麻疹や水痘に比し比較的感染力が弱い感染

症の一つでもあることを示唆するものである。流行

の間隔は、ほぼ３～５年間隔であった。局地的に流

行のあった地域では前年の１１月頃から患者発生を認

め、翌年、２月頃から急増し、春から初夏にピーク

に達するというパターンを示した。

先にも述べたように、ＭＲワクチンの普及と共に、

小児の風疹は比較的、稀な感染症となったが、私が

纏めた昭和57年～６２年の頃に小児であった方が、

大阪における過去の風疹流行状況

東大阪市岡本健治

厚生労働省は６月28日、今年の風疹の`患者数が、

６月９日までに１万人をこえたと発表した。年初か

らの合計は１万１０２人となり、昨年１年間の４倍を

超えた。この１年間の風疹流行は、過去の流行とは

全く異なる際だった特徴がある。それは、従来、６

歳未満の幼児の感染症であった風疹が、成人男子が

流行の中心となったことである。患者の77.5％が男

性であり、また男`性の患者の中で20～40歳代が

83.7％と言う点にある。2006年にＭＲワクチンの２

回接種（１歳と６歳）が導入され、患者発生は年々

減り続け、2010年には年間87人まで下がり、風疹の

根絶さえ期待できる状況にあった。ところが2012年

以降、増加に転じ、風疹患者数の増加に伴い、昨年

１０月以降、今年６月の段階で、１１例の先天』性風疹症

候群の発生があり、５月以降、各自治体では、妊娠

予定のある女性や、その夫ら同居家族が自主的に風

疹予防接種を受けることを勧めている。

前置きが長くなったが、感染症サーベイランスの

始まった昭和57年以降６年間の風疹の発生状況をま

とめた原稿（第45回日本公衆衛生学会総会で発表）

が手元にあったので､丁度その頃の子ども達が（ＭＲ

ワクチン・風疹ワクチンはなかった）現在30歳を越

したのではないかと思い、当時の風疹の発生状況の

一部を纏めてみた。

まず年次別の風疹患者報告総数ですが、昭和57年

(第９週～52週):3,344件、５８年:1,317件、５９年:3,744

件、６０年：4,588件、６１年：6,893件、６２年：15,397

件であった。これを地域別にみると、５７年には３月

から豊能ブロックで流行が始まり、その後６月まで、

患者の多発をみとめ、ついで堺市、北河内でも流行

をみた。５８年は、患者発生少なく、中河内、三島、

堺市の111日に小規模流行がみられた。５９年は、前年１１

月から増加傾向を示した堺市では年初から増加の兆

しを示し、２月から急増し、３月にはピーク・その

後も６月まで多発し、７月から急激に減少した。隣

接した南河内、泉州ブロックで中規模の流行がみら

れた。６０年は、前年に大流行を認めた堺市では、患

者発生は殆どなく、泉州、大阪市南部で大流行が見
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いま丁度30歳を越した年齢に達しており、風疹ワク

チン・ＭＲワクチンのなかった時代であったことか

ら考えてみると、当時、風疹に罹`患されなかった方

が風疹抗体を保有しないため、ことに、３０歳前後の

成人男性に風疹の罹患者が増加傾向にあることは領

ける。

曰
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お風呂に入って、愛妻弁当を作る。そして、主人

が作ってくれた朝食を食べ、お酒落して出かける。

(毎日、何を着て行こう、どのバッグにしよう、ど

の靴を履こうと考えるのはとても楽しい｡）

車の運転は苦手なので、チャリンコ＋大和路線十

阪神なんぱ線と乗り継いで、７時30分にはクリニッ

クに到着。

そして、レッスン着に着替え、８時までの30分が

私の日課。

実は、ざかざきこどもクリニックには秘密のダン

ススタジオが常設されている。

ストレッチをして、腹筋、体幹トレーニング、ざ

らにバーレッスンまで行う。朝に運動すると、眠っ

ていた筋肉が目をさまし、１日が実に爽快で、ざか

ざきひろみ劇場でもあるエネルギッシュな診療がで

きる。

開院した当時は、勤務医のころより時間に余裕が

でき、なんと週５回もダンスレッスンにいくという

荒業をこなしていた。しかも土曜日は超｣忙しい外来

を終了して、そのあと３レッスン。舞台前になると

リハーサルも増えるのでさらにハードなダンサー生

活となる。主人はよく「プロやないんやから｡」と

ぼやいていた。

当時は、診療時間以外はすべてダンスに費やして

いたので、せっかくプライマリ・ケア部会や少子化

対策などのお誘いをうけてもすべてお断りして、ま

たすでに勤務医のころから委員だった子育て通信委

員会もさぼりがちだった。その節は本当にすみませ

んでした。もちろん、学会にも全く参加してなかっ

た。

しかし、こんな無理がいつまでも続くことはなく

３年ほどして腰痛がでるようになった。最初は、こ

んなんすぐ治るわと痛いのを我,慢して踊り続けてい

たが､とうとう両下肢のしびれもでて､歩くのもやっ

との状態になってしまった。さすがに、整形外科も

受診し、MRI検査などもしたが、軽度のすべり症は

あるものの、それで痛みやしびれがくることはない

との診断。痛みでとてもダンスどころではなくなっ

た。その時、ダンスはできなくなってもいいから診

療は休みたくないという思いでいつぱいになり、私

にとって小児科医であることが一番大切であると痛

感した。（今ごろ気づくとは.…）

そんな日が数か月も続いたが、なかなか症状は軽

快しなかった。落ち込む私に主人が一言、「いっそ

のこと、恩いつきり踊ってきたらどうや。動いたほ

入会のごあい＝つ

中央区寺田志津子

今回、大阪小児科医会に入会させていただきまし

た、国立病院機構大阪医療センター小児科科長の寺

田志津子です。

昭和57年に和歌山県立医科大学を卒業後、研修医

などを経て、十年あまり子育て休業をしておりまし

た。もう常勤で働くことはないだろうと思っていた

ある日、以前の上司から一本の電話があり、「小児

科医を探している病院があるねん。復帰してみな

い？」と声をかけていただきました。夫に相談する

と、「やったらええやん｡」と背中を押してくれ、あ

まり深く考えずに決断しました。そうして勤めだし

たのが現在の勤務先です。

初めは、検査も治療も薬も疾患概念まで変わって

いて、かなりとまどいましたが、それ以上にすべて

が新鮮で楽しく、２，３か月で!慣れることができま

した。もちろん周囲の人々の温かい指導と支えがな

かったら難しかったでしょう。その後、女性医師復

帰プロジェクトが立ち上がり、今度は、私が力にな

れれば、と思ってお手伝いさせていただいておりま

す。

近年、小児科医に求められることが、より広く、

より深くなってきました｡たとえば感染症に関して、

種類、検査法、治療法、予防接種がどんどん開発さ

れ、日々新しい情報が入ってきます。一方、社会的

な関連でいえば、在宅医療、発達障害、虐待など、

より知識を深め、対応できるようになる必要があり

ます。子どもとその家族をずっと見守る姿勢が大切

と考えています。そのためにも、今後も、地域の医

療機関と病院が情報を共有、更新しつつ、連携を深

め迅速に対応できるよう努力していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

新人理事のダンスな日常

西区坂崎弘美

新人理事の朝は早い。

起床は５時30分。（ちなみに夜も早く２１時就寝｡）
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うがよくなるかもしれん｡」と。

そうか、そんな考え方もあるのかと、ほんとに数

か月ぶりにレッスンへ行ってみた。最初はまた痛み

がでたらと不安でいっぱいだったが、案外踊れるで

はないか。

この時は本当に嬉しくて、また踊るようにすすめ

てくれた主人にとても感謝した。

また、そのころはじめた中医学の針治療も、私に

あっていたのかもしれない。

しかし、以前のように無茶すると、また絶対腰痛

が出るに違いない。今度は、ただ踊るだけでなく、

自分の体と向き合って故障しない体づくりも並行し

た。それで、朝の基礎トレーニングが日課になった

のだ。そして、私にとって－番は小児医療というこ

とを忘れてはいけないと肝に銘じた。

腰痛は辛かったが、今となってはそれでよかった

のだと思う。無理はしてはいけないということもわ

かったし、また、今まで行けなかった学会や勉強会

にもいくようになった。特に漢方薬と出会えたこと

は本当によかった。東洋医学を知ったおかげで、小

児科医としての診療の幅がとても広がった。

今、現在では週２回のダンスレッスンと週１回の

加圧トレーニング。

１年前からは始めた加圧トレーニングも私にとて

も合っていた。しかも、これは､時間のない方にとっ

てもおすすめ。プライベートのマンツーマンレッス

ンなので、好きな時間に予約ができる。週１回の短

時間でしっかり筋肉と体幹が強化できる。

そして、しばらく休んでいた舞台も今年は出演し

ようと決心した｡ダンサーざかざきひろみの復活だ。

今回、武知先生、藤谷先生のお誘いがあって、理

事に就任させて頂いた。私なんかを理事にと思って

頂けただけでも、驚きで大変恐縮している。ありが

とうございます。私にいったい何ができるかわから

ないけれど､大阪の小児科を、もっと元気いっぱい、

笑顔でいつぱいにしたい。

そして、１０年後には「ベテラン理事のダンスな日

常」という題で執筆できたらいいなあ。

大阪小児科医会の皆様、こんな私ですが、本当に

理事に就任しました。これからも、どうか宜しくお

願いいたします。
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No.2072013年０３月２１日

第２４回日本小児科医会総会フォーラムのご案内

一事前登録の締め切りは４月２２日です、お早めの登録をお願いします－

平成23年の夏から準備を進めてきました総会フォーラム（平成25年６月８．９日大阪市中央公会堂）

のプログラムが最終決定しました（別掲載)．８日土曜日の午前からでも、午後からでも十分に参加価値の

ある企画と自負しております．なんといっても土曜日の企画の目玉は、在阪五大学教授による教育講演で、

小児科教授５人の連続講演は聴き応えのあるものと予想されます．さらにそのあとに特別講演として京都

大学iＰＳ細胞研究所から山中伸弥教授からビデオメッセージ、続いて高橋和利講師から「iＰＳ細胞研究の

進展」のご講演をいただきます．ポスターセッションは４O近い演題が集まり、小児科医会ならではの発表

が展示きれます．２日目日曜日朝のシンポジウムでは大阪小児科医会のメンバーがシンポジストになり、

こどもたちの未来に向けた提言を行います．さらに「インフルエンザワクチン無効論は克服できたか…」

という大阪市大の廣田教授の特別講演、昼からは食物アレルギーに関する教育講演と発達障害に関する市

民公開講座があり、共催セミナーも２日間で７演題を企画しました．小児の日常診療のスキルアップはも

とより、これからの小児科医のあり方をあらためて考える機会であり、700名近い大阪小児科医会の会員

には是非とも全員にご参加いただきたいと願っております．

日本小児科医会は一般社団のため、日本小児科医会会員以外でも医師の参加登録が可能です．会員はもと

より非会員も事前登録をお願いしたいと思います．お申し込みは、日本小児科医会報（平成24年１０月号）

の申し込み用紙を掲載しましたのでご利用下きいＷｅｂでも申し込みが可能です(http://jpa2013・umin

jp/）事前登録12,000円、当日登録15,000円、懇親会（会場リーガロイヤルホテル；300名先着締め切り）

10,000円になっています．詳細は医会事務局(Ｔｅl;06-6761-7613)までご連絡下さい．（フォーラムに募金い

ただいた会員の先生方は既に参加登録をさせていただいております．懇親会ご参加の場合は、先曰ご連絡

させていただきましたように別途お申込みください）（フォーラム実行委員会）

曰本小児科医会社会保険全国委員会報告

平成25年２月２４日東京ステーションコンファレンスにおいて上記会合があったので、報告する．初め

に特別講演があり、講師に大阪小児科医会在宅小児医療実践小委員会の田中祥介先生が「在宅小児医療の

実態と在宅診療報酬について」の演題で講演された講演後、質問が多数あり、現在の診療報酬や在宅医

療システムが小児の在宅医療を行うには問題が多いことが浮き彫りになった．

報告・協議事項では、平成26年度診療報酬改定に向けての「社会保険診療報酬における小児医療に関す

る要望書」の報告及び検討があった．これは日本小児科学会と日本小児科医会でまとめたもので、３つの

柱がある．①入院小児医療の進化として、過疎地域の入院対策と高度医療提供時の安全対策．②外来小児

医療の強化、地域の小児医療が崩壊することのないよう、小児科診療所の経営状態の改善のための対策．

③在宅小児医療の充実、従来より整備されてきた成人の在宅医療のための社会基盤を小児にも提供できる

よう整備し、診療報酬も整備する．この報告のあとの質疑では予防接種を健康保険に入れてはということ

で活発な議論が行われた．この問題は以前から言われてきたことであるが、最近は予防接種の普及で小児

の疾患が減少しているので、予防接種の費用を健康保険から出してはどうかとういうことである．

「予防接種協力金あるいは手数料」全国実態調査報告．最近ある先生から、地区医師会が予防接種委託料
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の手数料を徴収していてそれが多額になるので､医師会を退会したところ予防接種ができなくなってしまっ

た、という苦情があったそこでこの件で全国の実態調査を行った結果は３７府県から回答があり、徴収

しているのが23府県あり、定率徴収が３４医師会、定額徴収が４２医師会であった．

（小児医業経営部会市川正裕）

｢要養育支援者,情報提供票」送付先及び様式の変更について

大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課母子グループより、母子保健法が改正され、平成２５年４月１

日から未熟児訪問指導の実施主体が市町村となり（政令･中核市は従来通り)､｢要養育支援者情報提供票（以

下提供票)」の提供先が市町村母子保健担当に一本化し、提供票の様式も【妊婦版】と【産婦・乳幼児版】

の二種類に改訂されたとの連絡があった「提供票」の流れや様式の詳細、関連する国の通知等は、大阪府

保健医療室健康づくり課母子グループのホームページに掲載してあるのでご活用いただきたい（http://

www､prefosakajp/kenkozukuri/boshi/renkei､html)．（情報広報部会松下享）

風疹流行続く

昨年からの風疹の流行が今年に入っても拡大している．本年も関東・近畿中心に患者が発生しており、

平成２５年３月１９日現在の風疹累積報告数は1,656例と、風疹が全数報告となって以来最大の流行となっ

た昨年の報告数（2,353例）の７割に達した府内でも風疹の報告が相次いでおり、３月２０日までの累積

報告数は129例となった（昨年の報告数407例)．男女比は３：ｌ、年齢層は男』性は２０歳から４０歳代、女

性は１０歳代後半が多い今年は昨年以上の風疹の流行となることは間違いなく、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由奈）

平成25年度大阪小児科医会学術集会（談話会）および
プライマリ・ケア部会「子どもの心研修会」の開催について

平成２５年度の第168回大阪小児科医会学術集会（第３４回談話会)、および第１０回大阪小児科医会プラ

イマリ・ケア部会｢子どもの心研修会｣は､本年６月８．９日に開催されます第２４回日本小児科医会総会フォー

ラム（以下､フォーラム）の中に一元化し､フォーラム内の市民公開講座「発達障がい」と共催となります．

したがって、毎年７月開催の学術集会（談話会)、７～８月開催の「子どもの心研修会」それぞれ単独での

平成25年度開催はいたしませんのでご留意くださいまた、今回の市民公開講座は事前登録制であり、あ

くまで発達障害に関わる医師以外の多職種の方々に多くの参加を募るために無料化しています．先生方(医

師）は、市民公開講座への事前登録の上、フオーラムヘの参加登録も必要になりますのでご注意ください

(フォーラムへ参加登録されず、市民公開講座のみ参加されても子どもの心相談医や日本小児科学会専門医

認定等の受講証明などは発行されませんのでお気をつけください)．尚、市民公開講座の事前登録方法は、

４月よりチラシ（第２報）などでお知らせいたします．（大阪小児科医会学術部会・プライマリ・ケア部会）

かかりつけ医紹介事業を大阪小児科医会ホームページに掲載

在宅小児かかりつけ医紹介事業（あっせん事業改め）を大阪小児科医会のホームページの会員専用ペー

ジに掲載しました．ＮＩＣＵなどの病院から地域のかかりつけ医を探す時にご活用ください大阪小児科医

会ホームページ（http://www・osk-paorjp/）→医会会員のページ「会員専用ページへ」→パスワード

(opal23）→■かかりつけ医紹介事業についてで開くと、ご案内と運用方法が載っています．「かかりつけ

医依頼票」もダウンロードできます．（在宅小児医療実践小委員会春本常雄）
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号外２０１３年４月１日

本曰、一般社団法人に移行しました

本日（平成25年４月１日）付けで、本会が「一般社団法人大阪小児科医会」としての認可を受けました

ことを会員の皆様にご報告申し上げます．

昭和５１年９月に発足いたしました「大阪小児科医会」は、平成３年８月に「社団法人大阪小児科医会」

として登記いたしました当時も今も､地域の単科医会が法人を取得するのは極めてまれなことであります．

その後、社団法人に関する法律の改正があり、従来の社団法人は公益'性の極めて強い公益社団法人と、そ

れ以外の一般社団法人のいずれかに移行することとなりました．各地区医師会においても同様でしたので、

この辺りの事情については会員の皆様もご存知のことと思います．

本会でも平成23年春頃より、小川實前会長のもと総務部会と恒栄監査法人が中心となって一般社団法人

移行に向けて作業を進めてまいりました．この間に大阪府と何度も細部をつめて、このたびの認可に至り

ました法人移行に伴う主な変更点は（１）総会が年１回（５月）になる、（２）会計の記載について公益部

分とそれ以外を区別する、（３）役員の任期が総会から総会までとなる、（４）理事会では委任状での出席が

認められない、監事の出席が必要となる、などで、役員の構成や選挙方法、各部会の構成や活動には大き

な変化はありません．

会員の皆様には､定款変更のための総会の成立に多大なご協力をいただき､誠にありがとうございました．

今後も本会の活動に対しましてこれまで以上のご協力をお願いいたします．（総務部会中島滋郎）
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No.2082013年０４月１９日

一般社団法人大阪小児科医会がスタートしました

平成25年２月２３日、第４３回社団法人大阪小児科医会定時総会において、小川實前会長に続く第７代会

長として、武知哲久先生が選出されました小川實前会長は２期４年間、非常に強いリーダーシップで医

会活動を牽引してくださいました．会長退任後も第２４回日本小児科医会総会フォーラム会頭として、その

広報に全国を回ってくださっています．

４月１日からは一般社団法人として以下の新体制で始動しています．伝統ある大阪小児科医会がさらに発

展飛躍しますよう、会員の皆様のご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます．

（総務担当藤谷宏子）

会長：武知哲久（新任）

副会長：卯西元、田尻仁、藤谷宏子、藤岡雅司（すべて重任）

理事：赤木秀一郎、坂崎弘美、藤井雅世（以上新任）

板金康子、市)11正裕、今北優子、小野厚、川崎康寛、川村尚久、

久保馨、圀府寺美、佐野哲也、隅清彰、住本真一、竹中義人

田邊卓也、中島滋郎、西垣敏紀、西鴫加壽代、西野昌光、西村龍夫、

原田佳明、春本常雄、東野博彦、福井聖子、松下享、村上城子、

八木由奈、和田紀久（以上重任）

監事：小國龍也、田中祥介（以上新任)、根岸宏邦（重任）

裁定委員：青野繁雄、片桐真二（以上新任）

迫正廣、志野和子、武田義廣、鶴原常雄（以上重任）

議長：牧一郎（新任）

副議長：小田公子（新任）

曰本小児科医会の活動から

【東日本大震災で集まった義援金から「家族の家」を建設】

日本小児科医会顧問保科清先生が理事長を務めるＮＰＯ法人日本ＳＯＳ子どもの村では、東日本大震災で

両親を失くした子どもたちをはじめ様々な事情で家族と暮らせなくなった子どもたちに、愛ある家庭環境

と専門家の支援のもとで養育することを趣旨とする「子どもの村」を建設・運営する事業を進めています．

内容は、子どもたちと育親（里親）が新しい家庭をつくって生活する「家族の家」５棟と、地域の親子、

被災孤児の親族里親の支援などを行う「センターハウス」です．日本小児科医会では会員から募った義援

金の残金から､家族の家の１棟分1,800万円を全額支援することになりました．家族の家のネーミングは｢小

児科医の家」あるいは「日本小児科医会の家」となる予定です．

【小児保健法制定に向けて「成育基本法」に名称変更】

２０１３年４月５日、日本医師会の周産期・乳幼児保健検討委員会内に設置された「小児保健法」ワーキン

ググループの第１回委員会（委員長；五十嵐隆国立成育医療研究センター総長）が開催されました．委員
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会では、胎児期から新生児期、乳幼児期、学童期、思春期を経て次世代を育成する成人期にまで至る「人

のライフサイクル」の過程で生じる様々な健康問題を包括的に捉え、それに適切に対応するために名称を

｢小児保健法」から「成育基本法」に変更し、盛り込む内容も追加一新される議論が始まりました．

小児保健法：子育てを社会全体で支えていくシステム作りを目標に、日本小児科医会が打ち出した小児

の保健・医療・福祉を包括した総合的社会支援制度の法制度．２０年前からの構想で2009年には国会で法

制化寸前、政権交代により中断きれました

大阪小児科医会では、６月の総会フォーラムで２日目１６時から中央公会堂大集会室で、この法律の制定

促進の集いを開催します．大阪ではまだ認知度が高くない小児保健法について、国会議員などを交えたシ

ンポジウムを開催しますが、その時は「成育基本法」に変わっている可能性がある事をご了承下さい．

（会長武知哲久）

子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害報道について

「子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害が全国で多発している」として「全国子宮頸がんワクチン被

害者連絡会」は同ワクチンの接種を即刻中止する旨の嘆願書を４月８日に厚生労働省に提出し併せて記

者会見を行った同連絡会は主に関東地方の地方議会議員を中心としたグループで、いわゆる「市民活動」

を標袴する会派が主流だが、一部は自民党・社民党・日本維新の会．みんなの党所属議員も参加している．

記者会見での内容からは、同連絡会に寄せられている健康被害のほとんどは「複合』性局所痙痛症候群」

(CRPS：complexregionalpainsyndrome）をはじめとする紛れ込み事例のようである．「複合性局所疾痛

症候群」は小児科医にとって聞き慣れない疾患名であるが、交感神経の過剰な反応による神経因性痙痛を

来す症候群と考えられている．外傷、骨折、注射針等の刺激がきっかけになって発症するとされ、病変部

位は主に四肢である．現時点では難病には指定されていない．明らかなＣＲＰＳ症例以外にも、同ワクチン

が思春期女子が被接種者であるということや、このような接種後の有害事象への主に医療機関での初期対

応に当事者が不満を抱いていることが状況を複雑にしているようだ．ちなみに、日本産婦人科医会はホー

ムページ（http://www､jaog・or.』p/news/img/cancer20130409pdf）で見解を公表しているので参考にされ

たい． （予防接種委員会藤岡雅司）

府内で麻疹の二次感染が発生

３月半ばに府内で麻疹の二次感染事例が認められたので報告する．ｌ例は中国・上海より帰国後に発症し

た３１歳男`性の家族内感染事例で、約２週間後に妻と８か月の女児に発症&うｌ例は枚方市および寝屋川

市の医療施設を受診した１歳の麻疹患児からの家族内および院内感染事例で、約２週間後に患児の母親、

寝屋川市の医療施設の待合室にいた１歳の女児、枚方市の医療施設で事務に携わっていた４３歳女`性に発症

した．両事例とも、その後の疫学的調査で周囲に麻疹の発症は見られていない．

近年、東南アジアなどの流行国からの輸入麻疹例が後を絶たない．今年は成人男'性を中心に大規模な風

疹の流行も見られており、麻疹・風疹の罹患歴やワクチン接種歴がない、または不明な成人に対しては、

ただちにＭＲワクチン接種を受けることを勧奨したい．

また麻疹は感染力が非常に強いことが知られており、麻疹`患者が来院した際の医療機関用ガイドライン

１）が国立感染症研究所より作成されているので参照されたい．

ｌ)国立感染症研究所感染症情報センター医療機関での麻疹対応ガイドライン（第４版）

http://www､nih・gojp/niid/images/idsc/disease/measles/pdf730130315-04html-pdf/20130315pdfO4・pdf

（感染症サーベイランス委員会八木由奈）
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堺市予防接種委託料の問題点

平成25年度の堺市における予防接種委託料の算定方法についての情報が会員から寄せられた．内容をみ

てみると、個別の委託料は前年度に比べ増額しているが、同時接種を実施した場合には２種類目以降のワ

クチンについてはワクチン代に500円程度の事務手数料しか算定されていない．たとえば､３歳未満でヒブ、

プレベナー、四種混合を単独で接種したら、委託料はそれぞれ１０，１１１円、12,684円、12,421円で合計

35,216円だが、３種類を同時に接種すると26,470円となる．これは一例に過ぎないが、ヒブ、プレベナー、

三混、不活化ポリオを各３回すべて単独接種すると委託料合計は123,099円、生後３か月から四混を使用

して３回の来院で同時接種すると79,410円となり、最大で43,689円の差をつけている．これほどあからさ

まに単独接種を誘導する算定方法は全国にも前例がない日本小児科学会も推奨している同時接種の推進

にブレーキがかかることは必至である．予防接種による免疫付与の遅れにつながり、子どもたちを重症感

染症の危険にさらすことになる、極めて理不尽な委託契約は早急に変更されなければならないと考える．

（予防接種委員会藤岡雅司）
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No.2092013年０５月１７日

一般社団法人大阪小児科医会第１回定時総会のご案内

一般社団法人移行後初めての総会を下記の如く開催いたします．お忙しいとは存じますが、

万障お繰り合わせのうえご参加ください （総務部会）

時：平成25年５月２５日（士）午後２時～３時

場：薬業年金会館６階

議事：第１号議案

平成24年度庶務・事業報告に関し、承認を求める件

第２号議案

平成２４年度会計収支に関し、承認を求める件

第３号議案

平成２５年度予算の補正に関し、承認を求める件

第４号議案

参与、顧問、名誉会長委嘱に関し、承認を求める件

日
会

鳥インフルエンザＡ（H7Ng）について

鳥インフルエンザＡ(H7N9)は、本年３月３１日に中国政府が３名の感染者を公表して以降、死亡例を含

む多くの発症事例の報告があり、現時点ではヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていないもののウ

イルスが人への適応`性を高めており、パンデミックを起こす可能性は否定できないとの報告がなされてい

ます．こうした状況を踏まえ、日本国内で患者が発生した場合に備えて、平成２５年５月６日より鳥インフ

ルエンザＡ(H7N9)は感染症法上の「指定感染症」と定められました．

1.鳥インフルエンザＡ(H7N9)とは

今回見つかった鳥インフルエンザＡ(H7N9)は、今までヒトに感染することが知られていなかったインフ

ルエンザＡウイルス（血清亜型がH7N9)の感染症です．４月１日にＷＨＯが中国でヒトへの感染があった

ことを初めて公表．感染源はまだわかっていませんが、現在、中国政府の調査では、ヒトからヒトへの持

続的な感染は確認されていないとされています．また現在日本国内への侵入は確認されていません．

2.指定感染症とは

「指定感染症」とは感染症法の一類から三類感染症以外の既知の感染症について、健康診断、入院消毒そ

の他の対物措置が必要になった場合に－年間に限定して指定きれる感染症です．

3.対策・予防について

中国の発生地域に渡航される方に注意喚起を行うとともに、不用意な動物との接触を避けるよう呼びか

ける．また、中国の発生地域から帰国後１０日以内に肺炎症状等が疑われる`患者を診察した場合は、保健所
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へ連絡が必要です．現在ＷＨＯは当該地域からの入国時の特別なスクリーニングおよび渡航や貿易を制限

することを推奨していません．

【鳥インフルエンザ感染症の疑い（4つの）用件：定義】

患者の特定（下記４項目をすべて満たす患者）

１）３８℃以上の発熱と急`性呼吸器症状がある

２）臨床的または放射線学的に肺病変(例：肺炎またはARDS)が疑われる

３）発症前１０日以内の中国への渡航または居住歴がある

４）ただし、他の感染症または他の病因が明らかな場合は除く

以上の場合は、保健所へ情報提供するとともに、検体採取（咽頭拭い液および鼻腔液）を実施し、保健所

が衛生研究所に検体の搬入(RT-PCR検査）を実施ざれ確定診断となる．

◎現在は、日本国内への侵入は確認されていませんので、平時と同じ通常の診療体制でまったく問題あり

(学術部会川村尚久）ません．

大阪府におけるＭＲワクチン助成状況

全国的な風疹の流行が危'倶される中、関東を中心に成人へのＭＲワクチン助成制度が開始きれてきてい

るが、大阪府内においても枚方市、大東市、門真市、寝屋川市、柏原市、貝塚市が今月より相次いで助成

を開始することになったいずれの市においても、自己負担額は1,000～３，０００円程度となっている．そん

な中、１３日には大阪府が助成をする市町村に対して助成額の半額を負担するとの報道発表がなされた．今

後、助成を開始する市町村が増えてくることが予想きれる．しかしながら、現時点で大阪府が助成する対

象者は、ｌ)妊娠している女`性の夫、２)妊娠を予定している女性、となっている．助成が行われることは喜

ばしいことではあるが、感染者の７０％以上が２０～４０代の男'性であることから、妊娠している女`性の夫に

だけ接種を促しても流行を阻止させるほどの効果があるものなのか疑問である．成人男』性全員を対象にす

るような思い切った制度改革が必要なのではないだろうか．現在、助成を決定している市においては、寝

屋川市だけが男女を問わず成人全員を対象としており、評価したい． （情報広報部会松下享）

第２４回総会フォーラム開催まで３週間になりました

成育基本法の制定集会へのご参加もお願いします

第２４回総会フォーラムの開催まで３週間となりました．抄録集も出来上がり、参加登録いただいた会員

に発送中です．４月末までの全国の事前参加登録者数は９１３名になり、このうち大阪からの登録が235名、

実に大阪小児科医会の３分の１以上の会員に事前登録を頂いた事になりました当日の参加登録を考える

と1,000名以上の来場が予想されます．

フォーラム１日目の土曜日には、午前から研修医や病院小児科医にも参加しやすいプログラムを組んで

おり、診療所と病院あるいは実地医家から研修医まで幅広い層の参加を期待しております．

２日目日曜日には、午後４時１０分から小児保健法あらため成育基本法の制定集会を開催します．この集

会では、日本小児科医会と日本医師会が構想している成育基本法の解説があり、法案設立を目標に、国会

議員２名と松下享大阪小児科医会理事の３名でシンポジウムを開催します．フォーラムとは別の活動のよ

うに思われますが、午前に開催されたフォーラムシンポジウムの「～子どもたちの未来のために；小児科

医からの提言～」を受けた形で、解決を導く集会となっています．大阪選出の４名の国会議員を呼び、府

医師会長、日本医師会副会長も参加されます．日曜日の夕方ですが、大阪小児科医会の会員にはこの集会

まで是非ともご参加いただきたく、よろしくお願い致します．（フォーラム実行委員会）
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平成25年度第１６８回学術集会（第３４回談話会）および

プライマリ・ケア部会｢第１０回子どもの心研修会」の開催について(再掲）

平成25年度の第168回大阪小児科医会学術集会（第３４回談話会)、および第１０回大阪小児科医会プラ

イマリ･ケア部会｢子どもの心研修会｣は､本年６月８．９日に開催されます第２４回日本小児科医会総会フォー

ラム（以下､フォーラム）の中に一元化しフォーラム内の市民公開講座「発達障がい」と共催となります．

したがって、毎年７月開催の学術集会（談話会)、７～８月開催の「子どもの心研修会」それぞれ単独での

平成25年度開催はいたしませんのでご留意〈だ言いまた、今回の市民公開講座は事前登録制であり、発

達障害に関わる医師以外の多職種の方々に多くの参加を募るために無料化しています．先生方（医師）は、

市民公開講座への事前登録の上、フォーラムへの参加登録も必要になりますのでご注意くださいフォー

ラムへ参加登録されずに市民公開講座のみ参加きれても、子どもの心相談医や曰本小児科学会専門医認定

(学術部会、プライマリ・ケア部会）等の受講証明などは発行されませんのでお気をつけください．
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ただき、本日、こうして一般社団法人としての第１

回総会を迎えることができましたことを心から感謝

申し上げます。

法人格の移行に伴い、理事会での委任状が廃止き

れるなど､運営上幾つかの形式が変更きれましたが、

詳細につきましては、後ほど総務担当からご説明申

し上げたいと思っております。医会の運営形式は変

更されましたが、子どもの保健、医療、また福祉の

向上を目指すという従来からの大阪小児科医会の理

念は何ら変わることなく、引き継がれていくもので

あります。

折しも２週間後には、第24回日本小児科医会総会

フォーラムが、川田会長以来21年ぶりに当医会の主

催で開催きれます。この２年間、小川前会長のご指

導のもと、実行委員とともに開催の準備をしてまい

りましたが、伝統ある大阪小児科医会の事業を全国

に展開することを柱に、小児を取り巻く社会の問題

を取り上げております。今回のフォーラムでの企画

の結果がこれからの医会が目指す大きな礎、あるい

は踏み台となっていくものと期待しております。そ

れゆえ、ぜひとも成功させねばならないという使命

感を持って臨んでおります。

きて、総会は医会の活動の基盤であります。本日

は、２４年度の事業報告並びに会計収支、２５年度の補

正予算につきまして、また他の議案を含めて、ご審

議のほどをよろしくお願い申し上げます。

以上もちまして、挨拶とさせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手）

○牧議長続きまして、議案に入らせていただきま

す。

第１号議案平成24年度庶務・事業報告に関し、

承認を求める件、よろしくお願いいたします。

○藤谷副会長総務担当の藤谷でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

まず､会員異動から申し上げます｡レジュメ１ペー

ジ、またはこのスライドをごらん〈だ言い。

新入会者でございます。Ａ会員は、山田勝彦先生

以下１２名、Ｂ会員は、畠野雅子先生以下１３名でござ

います。

退会者は、Ａ会員４名、Ｂ会員６名でございます。

次に､物故者がいらっしゃいます｡レジュメ２ペー

ジでございます。Ａ会員、槇野幾之輔先生、四方朋

子先生、打田耕三先生、田中孝明先生でございます。

レジュメには田中孝明先生が掲載きれていないので

すが、２月７日にご逝去なさいましたが、医会への

一般社団法人大阪小児科医会

第１回定時総会議事録

ｌ総会の種類第１回定時総会

２．開催日時平成25年５月25日（士）

午後２時00分～３時00分

３．開催場所薬業年金会館６階

大阪市中央区谷町６丁目５番４号

ＴＥＬ：06-6768-4451

４．社員総数663名

５．出席社員446名（内訳、本人出席31名

委任状出席415名）

６．開会

午後２時開会

○牧議長お待たせいたしました。定刻になりまし

たので、第１回大阪小児科医会定時総会を開催いた

します。

私は、前回選出されました議長の牧一郎でござい

ます。

○小田副議長同じく副議長の小田公子でございま

す。よろしくお願いいたします。

○牧議長それでは、定時総会の議事に入らせてい

ただきます。

現在、大阪小児科会の会員数は663名であります。

それに対しまして、出席数が31名、委任状を415名

ちょうだいしておりますので、会員に対する総会出

席者数は２分の１の332名を超えております。十分

定足数を満たしておりますので、このまま議事を進

めさせていただきます。

続きまして、議事録署名人を選出させていただき

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､議事録署名人は大阪市の田中祥介会員、

もう１名東大阪市の春本常雄会員、よろしくお願い

いたします。

では、会長の挨拶をお願いいたします。

○武知会長２月の総会で会長に推挙いただきまし

た武知でございます。本日は、公私ご多用の中、総

会に出席いただきまして、ありがとうございます。

まず、本年４月１日をもちまして、大阪小児科医

会が一般社団法人として認可されましたことをここ

にご報告申し上げます｡法人移行に当たりましては、

関係された理事、役員の方々には多大なご尽力をい
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ご連絡が５月を過ぎてからでございましたので、こ

のレジュメには問に合いませんでした。Ｂ会員、尾

崎先生、神末先生、江龍先生でございます。

それでは、物故者の今までのご協力に感謝いたし

まして、ご冥福を祈りたいと思います。議長、よろ

しゅうございますか。

○牧議長では、黙祷させていただきます。

黙祷。

（黙梼）

お直りください。ありがとうございました。

○藤谷副会長次に、異動会員でございます。Ｂ会

員からＡ会員への異動は、守口市の高井建司先生、

Ａ会員からＢ会員への異動はございません。

したがいまして、Ａ会員366名、Ｂ会員297名、合

計663名でございます。

次に、部会構成に移りたいと思います。レジュメ

３ページをごらんください。

学術部会から申し上げます。担当副会長は卯西元

先生、部会長は松下亭先生、副部会長は西鴫加壽代

先生、川村尚久先生でございます。学術部会には、

プログラム委員会、調査研究委員会があり、委員長

以下委員の先生はお示ししているとおりでございま

す。

次に、プライマリ・ケア部会でございます。担当

副会長は私、藤谷がさせていただき、部会長は竹中

義人先生､副部会長は古形小百合先生でございます。

プライマリ・ケア部会には、小児保健委員会、子ど

もの心委員会､予防接種委員会、少子化対策委員会、

院内感染対策委員会、病診連携委員会、公開講座委

員会がございます。在宅小児医療実践小委員会は、

病診連携委員会の中の委員会でございます｡委員長、

委員はレジュメのとおりでございます。

情報広報部会でございます。担当副会長は藤岡雅

司先生、部会長は川崎康寛先生、副部会長は松下享

先生でございます。`情報広報部会には、‘情報処理・

論説（ISOPニュースを含む）委員会、ホームペー

ジ委員会、会報委員会、感染症サーベイランス委員

会がございます。各委員長、委員はレジュメのとお

りでございます。

次に、小児医業経営部会でございます。担当副会

長は藤岡雅司先生、部会長は市川正裕先生、副部会

長は西村龍夫先生でございます。社会保険委員会、

経営検討委員会がありまして、病院小児科、診療所

小児科、在宅小児医療に分かれて活動されておりま

す。委員の先生はレジュメのとおりでございます。

次に、小児救急部会でございます。担当副会長は

田尻仁先生、部会長は久保馨先生、副部会長は舟本

仁一先生でございます。小児救急部会は、開業医代

表、勤務医代表に分かれておりまして、各委員長、

委員の先生はレジュメのとおりでございます。

次に、勤務医部会でございます。担当副会長は田

尻仁先生、部会長は西野昌光先生でございます。勤

務医部会の中には、障害児問題検討委員会、病気を

持つ子どもの保育・教育検討委員会、医療経済検討

委員会、病院小児科ネットワーク運営委員会がござ

います。委員長、委員はレジュメのとおりでござい

ます。

次に、総務部会でございます。担当副会長は私、

藤谷、部会長は住本真一先生、副部会長は中島滋郎

先生でございます。会計庶務企画担当、福利厚生担

当、定款等検討担当、コンピューター運営担当がご

ざいます。そのほか、子育て通信委員会、会員増強

特別委員会、男女共同参画委員会がございまして、

各委員長、委員はレジュメのとおりでございます。

第24回日本小児科医会総会フォーラム実行委員会

でございます。これは、再来週、６月８日、９日に

行われます日本小児科医会総会フォーラムのための

準備委員会でございます。実行委員長に武知会長、

実行副委員長は木野先生、原純一先生ほか現副会長

が務めております。実行委員はレジュメのとおりで

ございます。

それでは、次に事業報告に移りたいと思います。

事業報告につきまして一言ご説明申し上げます。

本年から一般社団法人に移行いたしました。それに

伴いまして、報告形式は、実施事業とその他事業、

そしてその他に分類して報告することになっており

ます。

実施事業と申しますのは、公的な事業でございま

して、大阪小児科医会では、学術集会、公開講座、

子どもの心の研修会、予防接種セミナー、公開講演

会、研修医勉強会が実施事業となっております。実

施事業に対する記号というものは、継ｌという形に

なっております。これは、後ほどの収支計算書の時

にご説明申し上げます。

次に、その他事業がございます。これは、会員相

互扶助事業で、共益事業になります。感染症サーベ

イランスモニター会、病診連携懇談会、在宅小児医

療実践小委員会､電話相談がその他事業になります。

その他といいますのは、実施事業とその他事業以外

の事業でございます。こちらは法人運営で、総会や
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理事会、各部会の委員会になっております。その他

事業とその他の事業が違う分類であることをご説明

しておきます。これは大阪府に報告するときの形式

でございます。

続きまして、総務部会の事業報告を行います。総

務部会は、法人の運営に当たっておりまして、実施

事業もその他事業もございません。その他の事業と

いうところに入っております。

まず、総会でございますが、年２回、第４２回、第

43回の定時総会を開催いたしました。本年からは１

回でございます。

理事会につきましては､第228回から第238回まで、

毎月１回、第３木曜日に大阪小児科医会会議室にて

行われております。

次に、正副会長会でございます。第244回から第

255回まで、月１回、主に大阪小児科医会会議室で

開かれました。

総務部会は、第１回から第３回まで、一般社団法

人移行手続に関する会議等を行いました。

次に、日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会で

ございます。これは、近畿ブロックの小児科医会の

集まりでございまして、昨年は和歌山で行われ、参

加いたしました。

次に、三者協議会でございます。これは、年３回、

大阪小児科学会、大阪小児保健研究会、大阪小児科

医会の３団体が集まりまして､`情報交換をしており、

本年度は当番として参加いたしました。

次に、子育て通信委員会でございます。開催は、

第７回から第１５回まで、大阪小児科医会会議室で行

われました。「子育て通信」を再編集いたしました。

最終校正も終了し会員の皆様に発送する予定でござ

います。

会員増強特別委員会は、大学小児科同窓会を通じ

まして会員の勧誘を行いました。会員増強対策につ

いて検討いたしました。

次に、男女共同参画委員会でございます。平成２４

年度大阪府医師会男女共同参画検討委員会に出席い

たしました。そこで、大阪府下の院内保育・病児保

育施設の実態調査、病院における男女共同参画の取

り組みについて検討を行いました。大阪小児科医会

会報にシリーズ病児保育を掲載いたしました｡また、

平成25年２月２日、大阪府医師協同組合大ホールに

おきまして､平成24年度医学生､研修医などをサポー

トするための会を開催いたしました。

選挙管理委員会を２回開催いたしました。

その他、一般社団法人移行への新定款を顧問会計

士と作成いたしました。一般社団法人移行のため大

阪府及び顧問会計士と協力し、登記を行いました。

以上でございます。

○卯西副会長それでは、平成24年度学術部会事業

報告をさせていただきます。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｡レジュ

メ９ページをごらんください。

実施事業。学術集会は、162回から166回まで５回

開催しております。

第162回学術集会は、「発熱をキーワードにした小

児血液免疫疾,患診療の新展開」と題しまして、京都

大学大学院医学研究科発達小児科学教授平家俊男先

生にご講演いただいております。

第163回は､談話会を兼ねておりますけれども､｢食

物アレルギーーアナフィラキシーヘの対応～」と題

しまして､大阪府立呼吸器･アレルギー医療センター

小児科の亀田誠先生にご講演いただいております。

ご講演に引き続き、エピペン実習、エピペン処方医

資格取得のための講習会も行いました。

第164回は、シンポジウム形式で開催しておりま

す。「虐待を考える～小児科医の役割～」と題しま

して、３人の先生にご講演いただきました。講演１

は、「長谷川は大阪の子どもを守る防波堤；長期被

虐待児のための学校教育」と題しまして、大阪市立

長谷川羽曳野学園の西野孝行先生にご講演いただき

ました。講演２は、「思春期の被虐待児と少年犯罪」

と題しまして、堺市子ども青少年育成部の西鴫嘉彦

先生にご講演いただきました。講演３は、「小児虐

待の予防や早期発見における小児科医の役割」と題

しまして、市立豊中病院小児科部長の松岡太郎先生

にご講演いただいております。

第165回は、２題ご講演をいただいております。

講演lは、「タンデムマス法を用いた新生児マススク

リーニングの実際」と題しまして、大阪市立大学大

学院医学研究科発達小児医学分野の濱崎考史先生に

ご講演いただきました。講演２は、「ミトコンドリ

ア呼吸鎖異常症の最前線～成長障害、急`性脳症、乳

児突然死･･･、何でも起こる最高頻度の先天代謝異常

症～」と題しまして、千葉県こども病院代謝科の村

山圭先生にご講演いただきました。

第166回は、「小児内視鏡外科手術の現状と展望」

と題しまして、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ご講演いただいております。

レジュメ１０ページをごらんください。その他の事



大阪小児科医会会報4２ 2０１３．７

業でございます。

学術部会は、第88回から第92回まで５回開催して

おります。

学術部会では２つの委員会が活動しております

が、プログラム委員会は、年５回の学術集会の企画、

講師の選定を行っております。第163回学術集会(第

33回談話会）は、エピペン実習や処方医資格取得の

ための講習会を企画、実施しております。第164回

学術集会は、虐待をテーマとしたシンポジウム形式

で企画、開催しております。

調査研究委員会は、神経疾患を持つハイリスク児

へのワクチン接種に関するアンケート調査を実施い

たしました。また、小児科外来を受診する感冒罹患

児に経過に影響を及ぼす因子を検討するために、前

方視的な調査研究を実施しております。

以上でございます。

○藤谷副会長引き続きまして、プライマリ・ケア

部会の事業報告を行います。今年から担当させてい

ただいています藤谷でございます。プライマリ・ケ

ア部会が新しい報告形式が一番よくわかると思いま

すので、それも合わせてごらん〈だ言い。

まず最初に、実施事業でございます。先ほどの継

ｌという事業でございます。プライマリ・ケア部会

は、公開講座、子どもの心の研修会、予防接種セミ

ナーの３つの実施事業がございます。

まず、公開講座ですが、第３１回公開講座を平成２４

年６月16日に開催いたしました。第３２回公開講座を

平成24年１０月27日、富田林にて開催いたしました。

内容はレジュメのとおりでございます。

実施事業の２、子どもの心の研修会、第９回子ど

もの心の研修会を平成24年８月４日、あくのメ

デイックス６階ホールにて行いました。内容はレ

ジュメのとおりでございます。

実施事業の３，予防接種セミナーでございます。

第３回予防接種セミナー、平成24年５月１９日、大阪

商工会議所７階国際会議ホールで開催いたしまし

た。第４回予防接種セミナー、平成25年３月１６日、

ハービスＯＳＡＫＡ地下２階にて開催いたしました。

内容等はレジュメのとおりでございます。

次に、その他事業、これは先ほど申しました共益

事業になります。2-1,2-2との形式で書いています。

２－１病診連携懇談会、第１７回病診連携懇談会は、

平成25年２月９日、大阪府社会福祉指導センターに

て行われました。

2-2在宅小児医療実践小委員会、開催は、第７回

から第１０回まで、会議室で行われました。平成24年

４月「在宅小児医療診療報酬の手引き補遺版」を発

行し、会員等へ配付いたしました。ざらに、同第２

版を編集いたしました。平成24年６月在宅小児医療

２次アンケートを実施し、それをもとにかかりつけ

医を登録し、平成25年２月から在宅小児かかりつけ

医紹介事業の試運用を開始いたしました。

次に、その他の事業でございます。その他の事業

といいますのは、部会内の活動でございます。

部会開催実績は、第226回から第236回まで、大阪

小児科医会会議室で開かれました。

次に、小児保健委員会でございます。子どもの病

気や投薬への保護者の理解度をはがきアンケートに

て調査を実施しました。登園･登校の目安について、

ポスターを作成いたしました。

予防接種委員会は、予防接種に関する'情報を

ＩＳＯＰに掲載いたしました。予防接種に関する講演

会を開催し､会員への情報提供や啓発を行いました。

少子化対策委員会は、病児保育の推進に向け、行

政の担当課と協議を行うとともに、大阪市役所で、

病児保育施設職員や大阪市こども青少年局のスタッ

フを対象に、「感染症児童における対応について」

と題する講話を行いました。病児保育の質の向上の

ために、全国病児保育協議会と協力し、講演会、定

例会の運営に参画いたしました。大阪小児科医会会

報に「少子化のゆくえ少子化と病児保育」を投稿

いたしました。

院内感染対策委員会は、ロタウイルスワクチン紹

介と接種の啓発を会員向けに講演会などで実施いた

しました。登園・登校の目安について、ポスターを

作成いたしました。

病診連携委員会は、大阪小児科医会会報に下記の

病院誌上訪問を投稿いたしました。大阪小児科医会

会報に地域勉強会を紹介いたしました。

子どもの心委員会は、第１０回日本小児心身医学会

関西地方会への後援や協力を行いました。

以上でございます。

○藤岡副会長今年度から情報広報部会を担当させ

ていただくことになりました藤岡でございます。よ

ろしくお願いいたします。

情報広報部会の事業報告でございますが、その他

事業としましては、感染症サーベイランスモニター

会を継続して開催しております。昨年度は、第32回

を薬業年金会館で３月９日に開催いたしました。一

般講演2題と特別講演l題でございます。
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もあります。調査の対象としては、理事会員で診療

所の管理医師に依頼しまして、その結果はＩＳＯＰに

掲載いたしました。

大阪府の市町村乳幼児医療費助成制度実施状況を

調査し、その一覧をホームページやＩＳＯＰに掲載い

たしました。

大阪府からの委託事業である「在宅小児医療診療

報酬の手引き補遺版」作成に関しまして、実務作業

を行いました在宅小児医療実践小委員会に在宅小児

医療グループとして参画しました。

日本小児科医会社会保険委員会に出席して、必要

な`情報を医会会員に報告しております。

日常診療に直接関連する診療保険情報を必要に応

じてＩＳＯＰに掲載しております。

時間外対応加算の採用は決して難しくないことの

解説をISOPに掲載いたしました。

日本小児科医会から出された次期改定への要望事

項をもとに協議し、まとめております。また、これ

を日本小児科医会社会保険委員会に提出いたしてお

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。事業報告をしたいと思います。

初めに、その他の事業で、大阪府小児救急電話相

談事業に協力し､同事業に関する検証を行いました。

その他、会議開催日は１回から３回、６月30日、

９月29日、１月10日に大阪小児科医会会議室で行い

ました。

活動内容でございますけれども、１番、開業医と

勤務医合同の部会として、会議を３回開催した。

２番、各地域の問題点を検証し、現状を大阪府、

大阪府医師会へ提言した。

３番、日本小児科学会小児医療体制モデル案及び

日本小児科医会小児救急医療体制検討委員会につい

て、今後も検討し、協力していくことになりました。

４番、小児救急に対する保護者への啓発活動及び

講師育成講座を開催しました。

５番、大阪府医師会救急災害医療部会において、

大阪小児科医会として小児救急の現状を説明し、ま

た小児救急電話相談について、検証に関する報告を

行いました。

６番、大阪府医師会平成24年度小児救急医療研修

会において、演題と講師の派遣に協力しました。

７番、大阪府における時間外の小児の外科的疾`患

受け入れ体制について、当会で実施したアンケート

その他の事業としまして、情報広報部会は、ほと

んどメーリングリスト等での会議をしておりますの

で、顔を合わす機会は少ないのでございますが、全

体会議としては１回、１月に行っております。

ＩＳＯＰ委員会ですが、活動内容は、平成24年４月

よりISOPニュース速報定期版を計12回発刊し、号

外版を１回発刊いたしました。内容は、小児医療に

関する最新の話題、感染症`情報や学術集会、講演会

を中心に、また今年度は第24回日本小児科医会総会

フォーラム準備の進捗状況を随時掲載いたしまし

た。また、200号よりISOPのメール配信も開始して

おります。

次に、ホームページ委員会でございますが、活動

内容といたしまして、一般向けページと会員向け

ページに情報を公開し、内容の定期的な更新を行う

ように努めております。また、平成24年４月より医

会事務局にてホームページの管理及び更新作業が行

える体制となっております。

次に、会報委員会でございますが、会報委員会は

４回開催しております。活動内容としましては、会

報を161号から164号まで､年４回発行しております。

なお、161号は、大阪小児科医会設立35周年・法人

化20周年記念号といたしました。また、会報発行に

当たり、各号の校正と次号の企画を検討する委員会

を開催しておりますが、入稿及び校正などの編集作

業は、ＩＴ化によりまして作業の簡素化をしており

ます。

感染症サーベイランス委員会は、１回開催してお

りますが、活動内容としましては、大阪府の小児科

定点・疑似症定点の新たな選定を行ったり、感染症

発生動向調査委員会が毎週水曜日に行われておりま

すが、そこで分析を行っております。また、大阪府

立公衆衛生研究所からの感染症`情報を必要に応じて

ISOPに掲載しております。

以上です。

引き続きまして、小児医業経営部会の事業報告を

行います。

会議は、年３回開催しております。レジュメのと

おりでございます。

活動内容を読ませていただきます。

部会を年３回開催し、メーリングリスト上でも議

事の協議を行っております。

平成24年度診療報酬改定の評価としまして、今年

度は、時間外対応加算の算定状況を調査いたしまし

た。これは日本小児科医会社会保険委員会の調査で
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トを実施しております｡レジュメをごらんください。

最後に、病院小児科ネットワーク運営委員会でご

ざいます。これは、前のページにありました勉強会

と同じ曰に開催することが原則でございまして、第

１３回から第15回、昨年５月からことしの３月にかけ

て３回の運営委員会を開いております。

以上でございます。

○武知会長事業報告の最後になりますが、レジュ

メの22ページをごらんください。平成24年度日本小

児科医会総会フォーラム委員会の事業報告をさせて

いただきます。担当しております実行委員長の武知

でございます。これは「その他の事業」のところに

入ると思われます。

まず、日本小児科医会総会フォーラム実行委員会

を１０回、それとは別に２回、総会フォーラム実行小

委員会、総務部会と合同の実行委員会を開催し、合

計１２回の会議を行いました。

また、小委員会として、フォーラムのシンポジウ

ム検討会を１回、サテライト（ミニ）シンポジウム

実行委員会を１回、シンポジウム企画検討委員会を

３回、サテライトミーティング１と２の打ち合わせ

会をそれぞれ１回開催いたしました。

以上でございます。

○牧議長それでは、議案の審議にまいりたいと思

います。ただいまの第１号議案平成24年度庶務・

事業報告に関し、承認を求める件につきまして、質

問などがございましたら、手を挙げて、遠慮なくお

聞きいただくようにお願いいたします。いかがで

しょうか－．

ないようでございますので、採決に入りたいと思

いますが､議案の採決は正確さを必要としますので、

挙手によってさせていただきたいと思います。賛否

の差が少ないときには、数を数えさせていただきま

すが、それ以外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きせていただきます。

では、ただいまの平成24年度庶務・事業報告に関

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）

賛成多数ということで、本議案は可決決定いたし

ました。

を基づき、大阪府医師会救急災害医療部会で検討を

行いました。今後、大阪府及び府医においても検討

されることになっております。

続きまして、勤務部会の事業報告をしたいと思い

ます。

１、実施事業は、公開講演会と研修医勉強会の２

つでございます。

1-1公開講演会、ことしの２月24日に大阪市立総

合医療センターで、「発達障害児への関わり方につ

いて～小児科医の視点から～」という題で、すずき

クリニックの鈴木周平先生にご講演いただきまし

た。詳細な報告はレジュメのとおりでございます。

1-2研修医勉強会、年３回開催しておりますけれ

ども、第１１回は平成24年５月１２日、マイドーム大阪

会議室、第12回は平成24年９月１５日、大阪国際交流

センター、第１３回は平成25年２月２日、大阪府医師

協同組合大ホールで、それぞれの先生方にお世話に

なっております。

レジュメの20ページをごらんください。その他で

ございますが、委員会は４つございまして、障害児

問題検討委員会、医療経済検討委員会、病気をもっ

た子どもの教育・保育問題検討小委員会、病院小児

科ネットワーク運営委員会でございます。

最初に、障害児問題検討委員会ですが、昨年８月

からことしの３月まで４回開いております。活動内

容は、病院における小児在宅医療に関するアンケー

ト調査ということで、レジュメのとおりの調査を

行っております。次に、成人期を迎えるお子ざんの

これからのてんかん診療についてのアンケート調査

ということで、お示ししているようなアンケートを

行っております。

次に、医療経済検討委員会ですけれども、活動内

容は、平成24年度も小児医業経営部会と共同で事業

を行っております。合同で委員会を３回開催してお

ります。小児医業経営部会委員と勤務医部会医療経

済検討委員会委員とでメーリングリストを使用して

議事の協議を行っております。

次に、病気をもった子どもの教育・保育問題検討

小委員会でございます。会議開催は、平成24年６月

から平成25年３月まで５回、大阪市立総合医療セン

ターの会議室で行っております。活動内容でござい

ますが、病気を持った幼児の保育や教育に関する地

域や病院での支援システムについての実』情やニーズ

についての`情報交換をしています｡調査については、

以下の５つについて協議し、企画を進め、アンケー

○牧議長続きまして、第２号議案平成24年度会

計収支に関し、承認を求める件、よろしくお願いい

たします。
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○藤谷副会長それでは、平成24年度収支計算書に

つきましてご報告申し上げます。レジユメの24ペー

ジをごらんください。

まず、収入の部でございます。

会費収入は、平成24年度補正予算額2,095万円に

対しまして、平成24年度決算額は1,857万2,180円で、

237万7,820円の減でございました。今回は、先ほど

も申し上げましたように、２５名の新入会員がいらっ

しゃいましたが､退会会員や減免者もおられまして、

予算どおりにはいきませんでした。また、過年度会

費につきましても、４５万円の予算に対しまして、１９

万1,000円の決算額で、なかなか過年度会費をいた

だくことが難しいことを実感しております。入会金

につきましては、今回は入会者が多かったので、

5,000円の増となっておりました。内訳はレジュメ

のとおりでございます。

次に､補助金および委託料でございます。これは、

感染症サーベイランス委員会の委託費、医会連合会

の活動費、大阪府医師会医学研究費１０万円、日本医

師会からの男女共同参画に対する補助金でございま

す。予算額は780万円、決算額は807万4,000円、２７

万4,000円の増でございました。

次に、寄付金は、学術集会、公開講座、予防接種

委員会に対する寄付金でございます。これは寄附と

いう形でございますが、今までは共催金としていた

だいておりました。予算額250万円に対しまして、

決算額は56万470円で、193万9,530円の減でござい

ます。大変多額の減額でございますけれども､昨今、

無条件の共催というものが大変難しくなりまして、

共催金が減少していることも一つの原因です｡また、

寄付金につきまして、今までは一度医会に入金して

いただきまして、それを私たちが会場費、講師の謝

金としてお支払いしておりましたので、大体予算通

りの入金がございましたが、昨年度より共催会社の

システムが変わりまして、会場費、謝金等につきま

しては、医会を通さずに、直接会社からお支払いを

されるということになりましたので、決算額が56万

470円と大変少なくなった原因の一つです。来年度

からもこの形式が続きますと、額面上はかなり決算

額が少なくなってくるかと思います。

次に、雑収入でございます。これは、プライマリ・

ケア部会の冊子収入、「子育て通信｣、そして学術集

会の会員以外の参加費でございます。予算額１００万

円に対しまして、決算額42万7,942円で、５７万2,058

円の減でございました。「子育て通信」は、先ほど

申し上げましたように、もうすぐ新しいものが出版

されます。それに伴いまして、今までの「子育て通

信」の販売を中止していたこともございまして、今

回は少し減となっておりました。

その他の収入はゼロでございます。

したがいまして、当期収入合計は、補正予算額

3,225万円に対しまして、決算額2,763万4,592円、４６１

万5,408円の減でございました。

前期繰越収支差額は、平成24年度補正予算額2,145

万1,089円、決算額2,145万1,089円、増減ゼロでござ

いました。

したがいまして、収入合計といたしましては、補

正予算額5,370万1,089円に対しまして、決算額4,908

万5,681円でございまして、461万5,408円の減でござ

いました。

次に、支出の部でございます。

事務費でございます。補正予算額1,275万円に対

しまして、決算額1,123万5,371円で、151万4,629円

の減でございます。内訳はレジュメのとおりでござ

いますが、見ていただきますと、人件費、法定福利

費等が大変少なくなっております。これは、円山前

事務長が３月にお亡くなりになりまして、新事務長

の就任が７月でございましたので、空席の期間があ

りましたための減でございます。

次に、各部会費でございます。補正予算額は1,991

万4,000円、決算額は1,599万8,776円、391万5,224円

の減でございました｡内訳を見ていただきましたら、

余り変わっていないのですけれども、学術部会で、

予算額450万円に対しまして、決算額296万1,745円、

153万8,255円の減でございます。これは、活動が少

なかったというわけではなく、会場費を抑えていた

だいたということでございます。また､プライマリ・

ケア部会、補正予算額450万円に対しまして、決算

額159万7,418円、240万2,582円の減といいますのは、

小児保健委員会のポスター制作が少し遅れておりま

して、その支払いが今期になりますので、減額が多

くありました。

什器備品購入の支出はゼロでございます。

任意積立金支出は、予算額40万円に対しまして、

決算額も40万円でございます。

予備費は、予算額50万円に対しまして、決算額は

ゼロでございました。

したがいまして､当期支出合計といたしましては、

補正予算額3,356万4,000円に対しまして、決算額

2,763万4,147円、592万9,853円の減でございました。
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もう１つ申し上げておきますが、人件費等は全て

実施事業、その他会計、法人会計に方式により案分

きれております。

次に、２８ページ、貸借対照表でございます。資産

の部、負債の部、正味財産の部という形に分かれて

おります。当年度の分、前年度の分、増減につきま

しても、大阪府に報告する義務がございますので、

昨年までの貸借対照表とは形式を変えさせていただ

きました。今回の貸借対照表につきましては、一般

社団になる前の社団法人大阪小児科医会の報告でご

ざいますので､前の形式でいいのかもしれませんが、

もう一度つくり直さなくてはいけないということで

したので、今回から新しい方式に従いました。

まず、資産の部でございます。

流動資産は、当年度4,103万2,072円、前年度4,423

万8,375円、320万6,303円の減でございました。

固定資産は、当年度10万4,000円、前年度ゼロ、

増減１０万4,000円でございます。ここが、先ほど申

し上げましたピルの保証金を固定資産に入れること

になって、変わっております。

したがいまして、資産合計といたしましては、当

年度4,113万6,072円、前年度4,423万8,375円、310万

2,303円の減でございます。

次に、負債の部でございます。

今年度は未払金はございませんが、前年度は350

万円の未払金がございました。この未払金につきま

しては、昨年の総会でも申し上げましたが、亡くな

られた前事務長の退職慰労金でございます。３月に

亡くなられましたので、前年度ではお支払いするこ

とができず、未払金として計上しておりました。今

年度になり、お支払いいたしましたので､ゼロになっ

ております。預り金は、講師、事務長、その他の謝

礼金に対する源泉税でございます。当年度17万7,917

円、前年度28万4,665円、１０万6,748円の減でござい

ます。昨年度多かったのは、一般社団法人への移行

手続きのための経費、諸費用として、顧問会計士に

200万円余分にお支払いがあったためでございます。

固定負債はございません。

したがいまして、負債合計といたしまして、当年

度は１７万7,917円、前年度378万4,665円、360万6,748

円の減でございました。

次に、正味財産の部でございます。

一般正味財産は、当年度4,095万8,155円、前年度

4,045万3,710円、５０万4,445円の増でございました。

当年度の正味財産4,095万8,155円が、平成25年３月

当期収支差額といたしましては、予算額131万

4,000円に対しまして、決算額445円、増減は131万

4,445円でございました。

次期繰越収支差額は、補正予算額2,013万7,089円

に対しまして、決算額2,145万1,534円、増減は131万

4,445円でございます。

全て合わせまして、支出合計といたしましては、

補正予算額5,370万1,089円に対しまして、決算額

4,908万5,681円、461万5,408円の減でございました。

続きまして、２６ページをごらんください。平成２４

年度正味財産増減計算書でございます。これは、昨

年まではございませんでした。先ほどの収支計算書

を大阪府に提出する形式でまとめたものでございま

す。

収入の部は、上の段の経常増減の部の経常収益と

いうところでございます。ここに、先ほど申しまし

た実施事業を継ｌという形で書いてあります。その

他会計の他ｌといいますのが、その他事業でござい

まして、先ほどから事業報告で申しておりましたそ

の他の事業というのは、その他会計のその他でござ

います。

実施事業、継１の収入合計は64万1,470円、その

他事業の他lは737万4,000円、その他の事業は21万

1,321円、小計といたしまして758万5,321円でござい

ます。法人会計は、総務部、各部会の法人管理部門

の合計でございます。法人会計の収入合計は1,951

万1,801円、合計で2,773万8,592円でございました。

先ほどの収支計算書の収入の部の合計2,763万4,592

円と少し違いますのは、貸借対照表のところでご説

明いたしますが、大阪府に報告するときには、ビル

の保証金を経常収益として計上することになってお

りますので、こちらのほうが１０万4,000円多くなっ

ております。

次に、先ほどの支出の部をまとめたものでござい

ますが、下の経常費用というところになっておりま

す。同じ分類でございます。

実施事業、継ｌの支出合計が1,080万3,098円、そ

の他事業の他lが754万5,846円、その他の事業が162

万7,827円、小計といたしまして917万3,673円でござ

います。法人会計が725万7,376円、この支出合計が

2,723万4,147円でございました。先ほどの収支計算

書の支出の部の合計より40万円違っておりますの

は、大阪府への報告の形式によりまして、任意積立

金支出がこちらの支出に加わっているためでござい

ます。
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31日、社団法人大阪小児科医会の最終的な財産でご

ざいまして、この金額をベースに、公的目的資金、

すなわち実施事業といたしまして、４年間余りで償

却していく予定でございます。

財産目録につきましては、今の貸借対照表の内訳

でございますので、ごらんください。

以上でございます。

○牧議長引き続きまして、監事のほうから監査報

告をお願いいたします。

○小國監事監事の小國でございます。会計収支計

算書に関する監査報告をきせていただきます。

平成24年度の会計収支計算書について、去る５月

16日、詳細に監査を行った結果、役員の事業執行及

び経理内容は適正妥当であることを確認いたしまし

たので、ここに報告いたします。

大阪小児科医会監事小國達也

田中祥介

根岸宏邦

以上です。

○牧議長ただいまの平成24年度会計収支に関し、

承認を求める件につきまして、発言の方がございま

したら、どうぞ。いかがでしょうか－．

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､本議案は可決決定いたしました。

ません。

したがいまして､当期支出合計といたしましては、

3,578万円、補正予算額3,578万円。次期繰越収支差

額は、1,660万7,089円、補正予算額1,792万1,534円、

131万4,445円の増でございまして、支出合計といた

しましては､5,238万7,089円､補正予算額5,370万1,534

円、131万4,445円の増でございます。

以上でございます。

○牧議長ただいまの第３号議案に対しまして、何

か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､本議案は可決決定いたしました。

○牧議長続きまして、第４号議案参与、顧問、

名誉会長委嘱に関し、承認を求める件、よろしくお

願いいたします。

○藤谷副会長本会の新しい役員の選出がございま

して、スライドのとおり、参与、顧問、名誉会長が

委嘱されております。参与に関しましては、田川哲

三先生に新しく入っていただきました。顧問につき

ましては、福澤正洋先生に新しく加わっていただい

ております。名誉会長におきましては、昨年度まで

会長でおられました小川實先生に入っていただいて

おります。

この件につきまして、ご承認くださいませ。

○牧議長ただいまの第４号議案に対しまして、何

か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､本議案は可決決定いたしました。

○牧議長続きまして、第３号議案平成25年度予

算の補正に関し、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、平成25年度補正予算案

でございます。レジュメの30ページ、３１ページをご

らんください。

まず、収入の部でございます。

平成25年度予算額、平成25年度補正予算額ともに

変更ございません。

したがいまして、平成25年度予算額の前期繰越収

支差額といたしましては、2,013万7,089円でござい

ます。収入合計といたしまして、5,238万7,089円。

平成25年度補正予算額は、当期収入合計といたしま

して3,225万円、前期繰越収支差額2,145万1,534円、

収入合計といたしまして5,370万1,534円、131万4,445

円の増でございます。

次に、支出の部でございます。

予算額に対しまして、補正予算額も変更はござい

○牧議長以上をもちまして、第１回定時総会を終

わらせていただきます。ご協力ありがとうございま

した。（拍手）

午後３時１分閉会

平成25年５月25日

議長

議事録署名人

議事録署名人

牧一郎

田中祥介

春本常雄
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それでは審議の程宜しくお願い致します。

社団法人大阪小児科医会

第238回（通算400回）理事会 ２．報告事項（庶務担当）

（１）会員異動

ｌ）新入会員
おかざきしん

Ｂ会員岡Ⅲ奇イ申(大阪市立総合医療センター）

小川責会長推薦

〒543-0021大阪市都島区都島本通2-l3-22

TELO6-6929-l221FAXO6-6929－１０９１

２）退会会員
かさい

Ｂ会員笠井ちし､こ（笠井医院）（平成25年３

月31日退会）

〒551-0032大正区北村2-5-lO

TELO6-6551-3168FAXO6-6551-3100
せとしろう

Ｂ会員瀬戸嗣自【（静岡県立こども病院）（平

成25年３月31日退会）

〒420-866O静岡県静岡市葵区漆山860

TELO54-247-6251FAXO54-247-6259
いけおかめぐみ

Ｂ会員池岡恵（j上野田診療所）（平成25年

３月31日退会）

〒599-8124堺市東区南野田l27

TELO72-236-3211FAXO72-237-4659

３）Ｂ→Ａ

なし

４）物故会員
しかたともこ

Ａ会員四方朋子（四方医院）

〒579-8045束大阪市本町7-20

ＴＥＬO72-981-2338FAXO72-986-6751

(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（297名）計661名

（Ａ会員は前回－１名Ｂ会員は前回より－２名）

日時：平成25年３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

川崎・久保・圀府寺・住本・中島・西野・

原田・春本・福井・松下・各理事

委任状：１３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。

議事録署名人に春本常雄理事、松下享理事を指

名、承認された。

１．会長あいさつ

急に暖かくなったと思えば真冬の寒さに見舞われ

るここ1週間程で、まさに３寒４温の今日この頃で

すが、服装・マフラー・コートに`悩みながら自宅を

後にしました。先週あたりから卒園式・卒業式がた

けなわで、そんななかＢ型インフルエンザ、嘔吐・

下痢症が再度流行しており、卒業式への出席を停止

された保護者への対応に苦慮する毎日です。医会の

方も社団法人を卒業し、一般社団法人への入学試験

中です。入学するのは既成の事実と存じますが、組

織移行手続きに総務部をはじめ多くの先生方に御苦

労をおかけしております｡改めて御礼申し上げます。

第43回定時総会で新しい役員が承認きれました。

武知新会長を中心に、新執行部の全員で新組織に見

合った事業活動がおこなわれることを念じておりま

す。この２期４年間、私としては、何も医会の為と

思えることは残せませんでした。もともと１期２年

の任期中に自分のすべてを医会にぶつけて会員の皆

様のお手伝いをと考えておりましたが、２期４年に

及びました。役員・会員の皆様には御指導いただく

ことばかりであらためて御礼申し上げます。ありが

とうございました。

本日も実行委員会が予定されています。本日の理

事会と実行委員会には、フォーラムの打ち合わせの

為、日本小児科医会副会長であり広島県小児科医会

会長の桑原正彦先生にお見えいただきます。医会活

動･フォーラムの内容など御指示いただく予定です。

桑原先生が到着されましたら御紹介致します。

３各部会報告

(1)学術部会（松下理事）

ｌ）第９２回学術部会を平成25年２月23日薬業年金

会館にて開催

２）第167回学術集会について

平成25年５月25日（土）の総会終了後、薬業年

金会館で開催予定。

講師は国立循環器病研究センター小児科部長の

白石公先生。

３）第168回学術集会（第34回談話会)、第169回学

術集会（９月開催）について

第168回（第34回談話会）は総会フォーラムの
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公開講座（はったつ凸凹）と共催予定。

第169回学術集会のテーマはプログラム委員会

を中心にメーリングリストで検討中。

４）各委員会からの報告

①プログラム委員会

引き続き学術集会のテーマを検討していく

が、今後は５月の新任教授、２月の境界領域

の講演という大枠を変更することもある。

②調査研究委員会

今年度実施した調査研究「けいれん児への予

防接種に関するアンケート調査」「軽症感冒

罹患児の経過に及ぼす影響」の２題は総会

フォーラムで発表予定。また後者は現在日本

小児科学会雑誌に投稿中。今後も調査研究を

企画・実施していく予定。

５）日本小児科学会の専門医認定単位数について

従来は８単位が認められていたが現在は３単位

となっている。今後の方針について意見交換を

行った。理事会でも議論をいただき今後の方向

‘性を決定したい。演題数の追加や開催時間の延

長等の検討が必要ではないかとの意見もあっ

た。

６）学術部会の新しい取り組みについて

有料ではあるが文献検索ができるようなシステ

ムに登録を行ってはどうか、などの提案があっ

た。

７）その他

学術集会を含め医会が主催する講演会が増えつ

つあることから、テーマや内容など医会全体で

整理していく必要があるとの意見があった。

(2)プライマリ・ケア部会（藤岡副会長）

③秋の公開講座開催について

平成25年１０月26日貝塚市にて第33回公開講座

を開催予定。

６）在宅小児医療小委員会紹介事業のホームペー

ジ掲載について

「在宅小児かかりつけ医紹介事業」を医会ホー

ムページ会員専用ページに掲載した。

７）その他

「登園・登校のめやす」ポスター作成中、内容

については確定しておりデザインが決まり次第

印刷を行う予定。

(3)情報・広報部会（川崎理事）

ｌ）第１０４回情報・広報部会（第217回会報委員会）

を平成25年３月７日大阪小児科医会会議室にて

開催

２）ISOP委員会（松下理事）

①号外２月８日発行

②第206号２月21日発行

③第207号編集中の主な掲載予定記事

.第２4回日本小児科医会総会フォーラムのご案

内

・日本小児科医会社会保険全国委員会報告

.「要養育支援者`情報提供票」送付先および様

式の変更について

・風疹の流行続く

・平成25年度大阪小児科医会学術集会(談話会）

およびプライマリ・ケア部会「子どもの心研

修会」の開催について

．かかりつけ医紹介事業を大阪小児科医会ホー

ムページに掲載

・学会・集会の案内

.第２4回日本小児科医会総会フォーラムプログ

ラム概要・申込み用紙

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

掲載依頼があった「在宅小児かかりつけ医紹

介事業」関連の記事を掲載。「登園・登校の

めやす」については原稿が出来次第一般ペー

ジに掲載予定。

４）会報委員会

①第165号（４月号）校正中

４月号よりＡ４サイズとなる。変更後の表紙

デザインも決定した。

②第166号（７月号）原稿依頼中

l）第236回プライマリ・ケア部会を平成25年３月

１４日大阪小児科医会会議室にて開催

2）小児保健委員会

理解度調査のまとめについて集計資料とともに

報告があった。

3）子どもの心委員会

平成25年３月21日に開催される大阪府医師会学

校医講習会の告知があった。

4）予防接種委員会

予防接種委託料金についての意見交換を行っ

た。

5）病診連携委員会

①病院訪問依頼先の検討を行った

②地域勉強会依頼先の検討を行った
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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時より開催さ

れた第３２回感染症サーベイランスモニター会

は昨年より１５名多い83名の参加があり盛会で

あった。

することを決定した。

⑨小児救急セミナーのテーマ、講師について

講師謝礼を増額する（会員、非会員とも）こ

とが決定した｡なお講師は近畿を中心に愛知、

東海、中国地方から推薦する方針が確認され

た（大阪まで約１時間で来られる講師を優先

する）

(7)総務部会（住本理事）

ｌ）平成25年２月23日（士）薬業年金会館にて第

４３回定時総会を開催した。定数を満たし各議案

の審議も可決された。

２）一般社団法人移行手続きについて関係各所の

協力をいただき進めている。３月末に大阪府法

務課からの許可証の交付後、法務局への登記申

請を行う予定。

4）小児医業経営部会 (武知副会長）

ｌ）部会開催なし

２）予防接種委託手数料の全国実態調査について

報告。詳細はISOPに掲載。

(5)小児救急部会（久保理事）

ｌ）部会開催なし

２）小児の外科的疾患への二次アンケートについ

て未回答の施設に再度アンケートの発送を予定

している。その後集計作業を開始する予定。

(6)勤務医部会（西野理事）

ｌ）第15回病院小児科ネットワーク運営委員会を ４．報告および審議事項

く報告事項〉

（１）第１回一般社団法人大阪小児科医会定時総会(平

成25年５月25日(土)）開催について平成25年５月

２５日(士）午後２時より薬業年金会館を会場に第

１回一般社団法人大阪小児科医会定時総会を予定

している。各部会事業報告について平成25年４月

１１日（木）正副会長会議までにご報告をお願いし

たい。また部会構成については平成25年３月31日

までにご報告をお願いしたい。

(2)平成25年度医会メーリングリストについて

平成25年度の部会構成を確認後にメーリングリス

トの整備を計画している。資料として現在のメー

リングリスト登録一覧を提示する。実際の変更は

４月以降だが準備のため各部会で検討をお願いし

たい。

(3)平成25年度理事会開催日程について

①平成25年度の理事会開催予定表を提示する。

従来理事会は毎月第３木曜を予定している

が、平成25年度は６月、１２月、２月について

は土曜曰の開催を検討している。

②一般社団法人移行後は理事会への委任状参加

は認められない。よってハガキによる理事会

参加案内および委任状は廃止し、メーリング

リストによる開催案内・出欠確認とする。

(4)三者協議会開催について

平成25年３月28日（木）１８：００より平成24年度第

３回三者協議会の開催を予定している。大阪小児

科医会からは平成25年度の講演会等開催案内およ

平成25年３月１６日ハービスＯＳＡＫＡにて開催

①平成24年９月15日（士）に開催した第１４回病

院小児科ネットワーク運営委員会議事録につ

いて確認を行った。

②平成25年２月２日（土）に開催した第１３回・

研修医のための小児救急・新生児勉強会の報

告を行った。

③大阪小児科医会のホームページ掲載内容の更

新について参加施設の活動紹介と求人案内を

５月と９月の年２回更新する。

④運営委員の推薦・交代などの変更はなし

⑤第14回研修医のための小児救急・新生児勉

強会について

第24回日本小児科医会総会フォーラムで病院

小児科ネットワークネットワークはサテライ

トミーティングを主催する。テーマは「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」であり、演題やコメンテーターは

決定している。

⑥第15回研修医のための小児救急・新生児勉

強会は平成25年９月2１（土)、大阪府医師協

同組合会館を会場に開催予定。

⑦第１６回研修医のための小児救急・新生児勉

強会は平成26年１月に開催予定。

⑧研修医のための小児救急・新生児勉強会の開

催月について

これまでは１月、５月、９月の年３回開催し

ていたが今後は１月、９月の年２回の開催と
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び第24回総会フォーラム開催案内を資料として提

出する予定。またフォーラム教育講演ｌの５大学

教授が集まる予定のためフォーラムについての打

合せも兼ねている。

(5)東日本大震災書籍販売について

日本小児科医会より「東日本大震災書籍販売につ

いて」の案内が届いている。事務局で１冊購入す

る予定。拡販方法については内容を確認した上で

検討する。

(6)その他

部会構成委員の選任について、部会員は小児科医

会会員に限定すべきか？の意見があった。

会員から選任するのが望ましいが定款に記載はな

い。一般論として会員である方が望ましいのでは

ないか。委員就任をお願いする機会に入会をお願

いすることが望ましい。

<審議事項〉

(1)顧問、参与、名誉会長承認について

小川会長の名誉会長就任が推薦きれ、全員一致で

就任は承認された。

(2)豊能小児科医会研究会後援依頼について

平成25年４月27日（士）に開催が予定きれている

「第６回豊能小児科医会研究会」について後援依

頼が届いている。開催概要を説明し、後援は承認

された。

(3)「成人期を迎えるお子さんのてんかん診療につ

いてのアンケート調査」について

勤務医部会障害児問題検討委員会が計画している

「成人期を迎えるお子さんのてんかん診療につい

てのアンケート調査」について内容説明が行われ

アンケートの実施は承認された。

(4)平成25年度一般社団法人日本小児科医会代議員

および予備代議員選出について

平成25年度の一般社団法人日本小児科医会代議員

の選出を行い承認された。

代議貝：卯西元、田尻仁、藤岡雅司、

藤谷宏子

予備代議員：小國龍也、川崎康寛、春本常雄、

松下享

(5)2013子どもたちの守れるいのち輝くいのち後援

依頼について

平成25年５月19日（日）に開催が予定されている

「2013子どもたちの守れるいのち輝くいのち」に

ついて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。

平成25年３月21日

議長

議事録署名人

小川實

春本常雄

松下享

印

印

印〃
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ていく実感と責任を持って頂けるように配慮してい

きたいと考えております。私自身、歴代の会長のよ

うなカリスマ性も人脈も希薄ではございますが、優

秀な理事・役員の先生に助けを頂きながらこれから

の医会を運営していく所存でございます。みなさま

よるし<おねがい申しあげます。

このあと、総務より理事会での変更点を簡単に説

明頂き、新任理事のご挨拶とともに第１回理事会の

議事を進めたいと思います。この理事会の後の実行

委員会では松平日本小児科医会会長が出席されます

事を連絡しておきます。それではよろしくお願いい

たします。

一般社団法人大阪小児科医会

第１回（通算401回）理事会

日時：平成25年４月１８日（木）ＰＭ２:００～３:３０

場所：大阪府医師信用組合７階会議室

出席者：（敬称略アイウエオ順）

大林・小川各名誉会長

武知会長・卯西・田尻・藤岡・藤谷各副会長

小國・田中・根岸・各監事

赤木・板金・今北・川崎・久保・圀府寺・

坂崎・住本・田邊・中島・西垣・西嶋

西野・西村・原田・春本・東野・福井・藤井・

松下・村上・八木・和田・各理事

小田副議長

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。

２．名誉会長、新旧理事、監事、自己紹介

３総務部会よ'ノ（藤谷副会長）

一般社団法人移行に伴う変更点について

平成25年４月１日に一般社団法人への移行登記が

完了した。移行に伴う主な変更点は、１．定時総会

の開催が年１回（５月）となった。２．会計報告・

事業報告の形式が公益事業とそれ以外に分けて報告

する必要がある。３．役員の任期が総会から二年後

の総会までとなる。４．理事会への委任状出席は認

められない｡５.理事会への監事の出席が必須となっ

た。

１．会長あいさつ

みなざま一般社団法人としての第１回大阪小児科

医会理事会にご出席頂き有り難うございます。今年

は桜の開花が早かったにも関わらず、気温の変動が

強く寒暖の差が目立つ４月の始まりとなりました。

先週末には大阪、兵庫を中心に思いもかけない地震

がありましたが交通機関の多少の遅れだけで社会に

大きな混乱もなくすみました。あるいは北朝鮮のミ

サイル問題などいろいろな事象が多かった中、大阪

小児科医会では一般社団法人化にあたって申請事務

作業が３月末ぎりぎりまで繰り返されましたが、４

月１日認可されることになりました。本日このよう

に一般社団法人としての理事会を迎えることができ

たのは、小川前会長、藤谷、中島先生をはじめとす

る総務担当の理事や栗山事務局長の一方ならぬ努力

のおかげと感謝申しあげるものです。

さて、５名の理事の勇退あるいは別の役職への就

任にとともに新理事４名を迎えて、一般社団法人と

して新しい門出になりました。と申しましても37年

目を迎える医会の伝統ある流れは脈々と続いており

ますので、急な変化がおこることはないと思われま

すが、これからの大阪小児科医会が歩んでいくべき

道筋をこの理事会を通して模索し、リードしていく

事が会を代表する者の責務と考えております。今年

はすぐ先に総会フォーラムというイベントを控えて

おり、医会が一丸となって行動できる機会を得てお

りますが、理事一人一人が今まで以上に医会を育て

4．報告事項（庶務担当）

(1)会員異動

ｌ）新入会員
はらけいた

Ａ会員原啓太（はら小児科クリニック）Ｕ、

國龍也監事推薦

〒567-0834大阪府茨木市学園南町l4-20

TELO72-646-5532FAXO72-646-5562
ほんしょうしょうけん

Ａ会員本庄尚謙(I王んしよう内科クリニック）

武知哲久会長推薦

〒551-0032大阪市大正区北村2丁目5-lO

TELO6-6551-3168FAXO6-6551-3100

B会員西村（にしむら）章（あきら）（医療

法人宝生会PL病院）藤岡雅司副会長推薦

〒5848585大阪府富田林市新堂2204

TELO721-243100FAXO721-23-7805
かわせしょうじ

Ｂ会員河瀬昌司（医療法人昌貴会かわせ｡､児

科）河瀬貴子会員推薦

〒533-0001大阪市東淀川区井高野2-5-8

丼高野中央ビル2階
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を予定している。

③平成24年度事業報告や組織構成員の変更、新

メンバー紹介が行われた。

(3)情報・広報部会（川崎理事）

ｌ）部会開催なし

２）ISOP委員会（松下理事）

①第207号３月21日発行

②号外４月１日発行

③第208号編集中の主な掲載予定記事

・一般社団法人大阪小児科医会がスタートしま

した

・日本小児科医会の活動から

・子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害報

道について

・府内で麻疹の二次感染が発生

・堺市予防接種委託料の問題点

・学会・集会の案内

３）ホームベージ委員会

①法人名変更・役員改選に伴う更新

②定時更新

４）会報委員会

①第165号（４月号）校正中

４月号よりＡ４サイズとなる。４月中の発行

をめざしている。

②第166号（７月号）原稿依頼中

５）感染症サーベイランス委員会

①感染症発生動向調査小委員会の構成メンバー

が３月末で変更となった。大阪市において外

部委員を選出する際には条例設置が必要であ

るが現在の委員を選出する際に条例設置を

怠っていたために２名の委員が外される事態

となった。

(4)小児医業経営部会（藤岡副会長）

TELO6-6829-2777FAXO6-6829-2778

２）退会会員なし

３）Ｂ→Ａ
ながとみせいしゆ

長冨成守（玉造こどもクリニック）

〒537-0025大阪市東成区中道3丁目16-15

ソレアード玉造2F

TELO6-7492-5061FAXO6-7492-50６２
かわたし人や

）||田伸哉（)'１田医院）

〒556-0006大阪市浪速区日本橋東3丁目

７－７川田ビルlF

TELO6-6641-l873FAXO6-6632-7212

４）物故会員なし

(2)現在会員数（名誉会長３名、顧問７名、参与５

名）

Ａ会員（368）名、Ｂ会員（297名）計665名

（Ａ会員は前回十４名Ｂ会員は前回より増減な

し）

５．各部会報告

（１）学術部会（松下理事）

１）部会開催なし

２）第167回学術集会について

平成25年５月25日（士）の総会終了後、薬業年

金会館で開催予定。

講演：「小児循環器疾`患一胎児から成人まで」

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

３）部会構成の変更について協議を行い3名の先生

を名誉委員とした。

2）プライマリ・ケア部会 (藤谷副会長）

l）第237回プライマリ・ケア部会を平成25年４月

４日大阪小児科医会事務局で開催。

2）子どもの心委員会

総会フォーラム市民公開講座の現況報告が行わ

れた。

3）在宅小児医療小委員会

①第１０回在宅小児医療実践小委員会報告が行わ

れた。

②大阪府医師会より「在宅かかりつけ医紹介事

業」に対し助成金の交付が決定した。

4）その他

①守ること経験すること（そのｌ）の冊子増刷

を予定している。

②登園・登校の停止期間のポスターについて

医療機関向け、教育機関向けの二種類の作成

ｌ）部会開催はなし・報告事項なし

(5)小児救急部会（久保理事）

ｌ）部会開催はなし

２）小児の外科的疾,患への二次アンケートについ

て未回答の施設に再度アンケートの発送を行っ

た。現在回収中。

(6)勤務医部会（西野理事）

ｌ）平成24年度第４回障害児問題検討委員会を平

成25年３月29日森之宮病院会議室にて開催し

た。

①成人期を迎えるお子ざんのこれからのてんか

ん診療についてのアンケート調査について現
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在アンケート用紙を配布中。

②学齢期における高次脳機能障害の実態調査ア

ンケートを実施予定。アンケート記載内容を

検討中。

③病院における小児在宅医療に関するアンケー

ト調査

小児科学会長期入院問題検討委員会より調査

結果を参考にしたいとの申し出があった。協

力内容について委員の問で検討している。情

報提供の可能性があることを了承いただきた

い。会長より、在宅小児医療小委員会との協

力を提案された。

④冊子「障害を持つ子どもたちのよりよい生活

のために」の改定を予定している

(7)総務部会

「ロジーの食育劇場＆ワイワイスマイルコンサー

ト」について主催者の㈱キンダックより後援依頼

が届いている。開催概要を説明し、後援は承認さ

れた。

(2)第１回定時総会（平成25年５月25日（土)）開

催について

一般社団法人移行後初めての定時総会を平成25年

５月25日（士）薬業年金会館で開催予定。

当日配布資料を示し説明を行う。一般社団法人移

行伴い報告形式が変更きれている事業報告・会計

報告については特に詳細に説明を行った。第１号

議案平成24年度庶務・事業報告に関し承認を求

める件、第２号議案平成24年度会計収支に関し

承認を求める件、第３号議案平成25年度予算の

補正に関し承認を求める件、第４号議案参与、

顧問、名誉会長委嘱に関し承認を求める件につい

て説明し異論はなくすべての議案は承認きれた。

(3)第37回自閉症診療セミナー開催告知について

平成25年５月16日（木）に開催が予定されている

大阪自閉症研究会主催「第37回自閉症診療セミ

ナー」に関して開催告知協力が届いている。前回

はＩＳＯＰに掲載を行ったが本来掲載は、小児科医

会が後援をしている会に限るとの意見から今回の

掲載は見送る。今後は後援依頼を提出いただける

よう理事から働きかけを行うこととなった。

(4)日本小児科医会連盟「入会案内一式」同封許可

願いについて

日本小児科医連盟より入会申込書の配布協力要請

があった。趣旨を説明し協力要請は承認された。

(5)子育て通信委員会冊子作成･表紙の絵契約書、

費用について

子育て通信発刊にあたり表紙・裏表紙の絵を外部

に制作依頼。著作物は完成しその契約及び費用の

支払いに関して説明を行い承認された。また原稿

の校正作業も終了し印刷工程に移る予定である。

5,000冊の印刷についても説明を行い承認きれた。

(6)役員・理事名刺作成について

役員・理事・監事の名刺作成を検討している。名

刺のイメージと掲載内容を示した。個別の掲載内

容にて修正が必要な場合は事務局に連絡を行うこ

と、連絡がない場合はメールアドレスを含めた名

刺作成を行うことを説明し承認された。

(7)事務局会議室契約更新について

事務局隣の会議室は平成25年６月30日で契約終了

となる。しかし利用価値も高く契約延長を審議い

l）一般社団法人移行に伴う作業として法務局へ

の提出書類準備を行い平成25年４月１日登記が

完了した。

2）５月25日開催予定の第１回一般社団法人大阪小

児科医会定時総会に向けての準備を開始してい

る。

６報告及び審議事項

く報告事項〉

（１）医会入会お礼の手紙について

ｌ）一般社団法人移行に伴い新入会の先生にお送

りする手紙を再検討し４月入会の先生より新し

い内容の手紙を発送予定。

２）入会のしおりについては担当副会長で作業を

分担し校正を行う予定。

(2)日本小児科医会からの報告

ｌ）東日本大震災で集まった義援金の使途や、小

児保健法制定に向けて名称を「成育基本法」に

変更した経緯などを今回のＩＳＯＰに掲載してい

る。

２）小児科専門医制度について

日本小児科学会がすすめている専門医の考え方

と日本専門医制評価・認定機構がすすめている

専門医の考え方に齪酪が生じている。日本小児

科学会近畿地区資格認定委員会などで今後確認

する必要がある。

<審議事項〉

(1)㈱キンダック主催「ロジーの食育劇場＆ワイワ

イスマイルコンサート」後援依頼について

平成25年７月28日（日）に開催が予定されている
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ただきたい。ビルオーナーとの事前折衝では同一

契約内容で2年間の延長に前向きな回答を得てい

る。反対意見は無く契約延長は承認された。

(8)会費未納者への対応について

会費未納者への督促を検討している。督促を行う

ことに異論はなく承認された。

(9)堺市における予防接種委託料について

予防接種委託料について堺市と堺市医師会の間

で、適切な予防接種の障害となるような契約が交

わされている。規模の大きな都市での契約は全国

への影響も考えられるため早急に対応を取るべき

と考えている。堺市医師会にむけ小児科医会とし

ての考え方をまとめた申し入れ書を作成し発送を

予定している。申し入れ書の発送は承認された。

(10）小児期におけるＣ型肝炎に関するアンケート

調査について

子どものウイルス肝炎の実態調査アンケートを計

画している｡アンケート内容の説明がおこなわれ、

実施及び発送用の会員タックシールの提供は承認

された。

(１１）日本小児科医会会報誌発送依頼について

日本小児科医会より会員勧誘の為に会報誌の発送

協力依頼が届いた。趣旨説明がおこなわれ発送は

協力することで承認された。部数が確定しだい発

送予定。

(12）予防接種後健康状況調査事業の実施機関の推

薦について

大阪府医師会より予防接種後健康状況調査事業の

実施機関の推薦について依頼があった。ヒブ、小

児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンそれぞれ

について大阪市、大阪府地域計６カ所の推薦が必

要である。担当理事より連絡を行うので協力をお

願いしたい。調整後大阪府医師会に回答すること

が承認された。

(１３）医会ロゴマーク公募について

大阪小児科医会ロゴマークの変更を検討してい

る。変更の際には会員に対し公募を行い選定した

い。ロゴマークの変更について異議なく承認され

た。公募の時期・方法については今後検討する。

(１４）部会構成について

名誉会長は原則名誉委員の扱いとしてはどうか。

小児救急部会の部会構成を再検討することとなっ

た。

議事録署名（自筆署名または押印）

平成25年４月18日

長
長〈
万

会
副 武知哲久

卯西元、田尻仁、藤岡雅司、

藤谷宏子

小國龍也、田中祥介、根岸宏邦

赤木秀一郎、板金康子、今北優子

川崎康寛、久保馨、圀府寺美

坂崎弘美、住本真一、田邊卓也

中島滋郎、西垣敏紀、西嶋加壽代

西野昌光、西村龍夫、原田佳明

春本常雄、東野博彦、福井聖子

藤井雅世、松下享、村上城子

監事

理事

八木由奈、和田紀久
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で、これを大阪が受けたという経緯があります。そ

こで先日土曜日５月１１日には、近畿地区のブロック

長である兵庫県小児科医会の横山会長の音頭で各地

区代表が梅田に集まり、医会の運営に関する協議を

少しだけ行って、フォーラム企画の最終的な報告を

中心に当日の動員などの協力をお願いしてきまし

た。とくに２日目午前のシンポジウムと夕方の成育

基本法の企画組み合わせは各地区の会長から高い評

価を得ておりました。

それでは、理事会のあとに実行委員会が控えていま

すので、１時間30分の時間ですが、ただいまより議

事を進めたいと思います。審議ではみなさまの活発

なご議論をお願い致します。

一般社団法人大阪小児科医会

第２回（通算402回）理事会

日時：平成25年５月16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）

武知会長・卯西・田尻・藤岡・藤谷各副会長

小國・田中・根岸・各監事

赤木・板金・今北・小野・川崎・川村・久保・

坂崎・佐野・隅・住本・竹中・田邊・中島・

西嶋・西野・西村・原田・春本・東野・福井・

藤井・松下・村上・八木・和田・各理事

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。 ２．報告事項（庶務担当）

（１）会員異動

ｌ）新入会員
はやしてつお せんりんかい

Ａ会員林哲ＲＢ（医療法人泉林会林医院）武

知哲久会長推薦

〒594-0006和泉市尾井町１丁目9番12号

TELO72545-0040FAXO725-43-0770

２）退会会員なし

３）Ｂ→Ａなし

４）物故会貝
うちだこうぞう

Ａ会員打田耕三（打田医院）

〒563-0029池田市五月ケ丘5-4-l

TELO72-751-0782FAXO72-743-4260
たなかたかあき

Ａ会員田中孝明（田中｣､児科）

〒581-0013八尾市山本町南l-ll-5

TELO72-998-l414FAXO72-997-9211

生前への本会へのご協力に深謝、冥福を祈って

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（367）名、Ｂ会員（297名）計664名

（Ａ会員は前回－１名Ｂ会員は前回より増減な

し）

１．会長あいさつ

５月に入り、初夏の風`情を思わせる日々が続いて

おります。世間では、安倍首相によるアベノミクス

効果への期待感と実感の隔たりが取り上げられてい

ますが、この経済施策が医療福祉の分野にはどのよ

うな形で影響してくるか、しばらく注意して見てお

く必要があります。また安倍首相は最長１年６か月

の育児休業について、子供が３歳になるまでの延長

として見直す考えを示しました。これは国の成長戦

略の一環と思われますが、早期の職場復帰を期待し

ている女`性医師にとって、特に女`性医師の多い小児

科にとって、この施策が現場のニーズに似合ってい

るかどうか、慎重に考えていくべきではないでしょ

うか。

さて、今月の理事会は一般社団となって２回目に

なりましたが、１０日後には一般社団法人としての初

めての総会を向かえます。本日の報告にもあげてお

りますが､総会には会員２分の１出席が必要なため、

総会案内は事務長の計らいで分かりやすい表示で会

員に周知いたしました。すみやかな総会の議事進行

のため理事、監事の方々には、当日のご協力をお願

いしたします。

さらに医会が２年前から準備してきました総会

フォーラム開催までｌか月を切りました。いよいよ

正念場でございますが、まだまだ詰めておくべき部

分が幾多もあるようで、実行委員会でこの協議をす

るとともに、みなさまには最後の奮闘とご協力をお

願い申しあげるものです。フォーラムは日本小児科

医会から近畿ブロックでの開催を指示きれたもの

３．各部会報告

（１）学術部会（松下理事）

ｌ）部会開催なし

２）第167回学術集会について

平成25年５月25日（士）の総会終了後、薬業年

金会館で開催予定。

講演：「小児循環器疾`患一胎児から成人まで」
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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

3）平成25年度第１回（第93回）学術部会開催

について

第167回学術集会終了後に薬業年金会館にて部

会を開催する予定。

２）ISOP委員会（松下理事）

①第208号４月１８日発行

②第209号編集中の主な掲載予定記事

・一般社団法人大阪小児科医会第１回定時

総会のご案内

・鳥インフルエンザＡ（H7N9）について

・大阪府におけるＭＲワクチン助成状況

．第２4回総会フォーラム開催まで2週間になり

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

４）会報委員会

①第165号(４月号)発行今号よりＡ４サイズ、

表紙のデザインを変更している

②第166号（７月号）原稿収集中

５）感染症サーベイランス委員会

感染症サーベイランスの全国集計についての報

告がおこなわれた。

(4)小児医業経営部会（西村理事）

（竹中理事）

ケア部会を平成25年５月

2）プライマリ・ケア部会

ｌ）第238回プライマリ・ケア部会を平成25年５月

９日（木）午後２時より大阪市中央公会堂小

集会室で開催した。

２）子どもの心委員会

総会フォーラムでの市民公開講座準備報告をお

こなった。

３）予防接種委員会

風疹対策について、助成金等に関する現状など

の説明がされた。

４）病診連携委員会

①在宅小児医療小委員会

ｌ在宅小児医療に関する診療報酬の要望事

項について

在宅小児医療実践小委員会および小児医業経

営部会の討議を経て、在宅小児医療を推進す

る立場で、在宅小児医療に関する診療報酬の

要望事項をまとめ、関係諸機関と意見調整を

行い、しかるべき機関に要求していきたい。

２．総会フォーラムでのミニシンポジウムの

準備状況について報告があった。

５）総会フォーラム展示ブース準備状況について

プライマリ・ケア部会や小児科医会で作成した

冊子やポスター、公開講座マニュアルなどを展

示する予定。展示物は後日販売できるよう、申

込書も作成する予定である。

６）登園や登校のめやすポスターについて

登園や登校のめやすポスターは医療機関配布用

と教育機関配布用の二種類を作成する。

医療機関配布用はすでに印刷を完了しており総

会フォーラムでも配布する予定。

教育機関配布用については配布枚数を確認した

上で印刷を行う。

(3)情報・広報部会（川崎理事）

ｌ）部会開催なし

２）部会開催予定

平成25年６月１日（士）午後３時より大阪小児

科医会事務局会議室にて開催予定

主な議案として医業経営実態調査、次期改定へ

の要望事項を予定している。

(5)小児救急部会（久保理事）

ｌ）部会開催なし

２）総会フォーラム開催時に小児救急医療委員会

へ参加を予定している。

小児科医会で作成した冊子を資料として配布予

定。＃8000での対応などを発表予定。

(6)勤務医部会（西野理事）

ｌ）部会開催なし

(7)総務部会（住本理事）

1）部会開催なし

2）フォーラム開催後の慰労会について概要を説

明。

3）次回理事会開催について次回６月の理事会

は６月22日（士）１５：００より医会事務局会議室

にて開催予定。l）会合開催予定

第１０５回`情報・広報部会（第218回会報委員会）

を平成25年６月20日（木）１４：００より大阪小児

科医会会議室にて開催予定。

案件：１０月号企画、７月号校正

４．報告及び審議事項

く報告事項〉

（１）役員任期について
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藤岡副会長よりＭＲワクチンの助成の動向など

について詳細な報告があった。

各理事より地元の動向についても報告があっ

た。

<審議事項〉

（１）第１回定時総会（平成25年５月25日（士)）開

催について

定時総会での報告内容については前回の理事会で

承認を得ている。あらためて修正箇所がないこと

を確認するが理事から発言はなかった。理事会終

了後に監事による会計監査を予定してる。

(2)羽生田たかし（日本医師会副会長）先生リーフ

レット配布について

日本小児科医会連盟より羽生田たかし先生のリー

フレット配布要請が届いている。配布予定の資料

を示し説明がおこなわれた。配布に関し異論はな

く承認された。

(3)第１回大阪府医師会男女共同参画検討委員会報

告書について

大阪府医師会男女共同参画検討委員会において医

師バンクの設立が検討されている。大阪小児科医

会でも小児科医の医師バンクへの登録を検討して

はどうか。今後男女共同参画委員会で議論を行う

予定である。

(4)理事会議事録署名について

一般社団法人移行に伴う変更点の一つとして議事

録への署名に関する変更がある。旧定款では二名

の署名人でよかったが、新定款では出席者全員の

署名もしくは押印が必要となった。事前に議事録

を閲覧し次回理事会開催時に署名もしくは押印を

いただく事を説明し了承された。

(5)フォーラム実行委員会より、新理事の当日実行

委員への参加要請

新理事に対しフォーラム実行委員会への参加を要

請し異論はなく承認された。

(6)その他

１）ＮＨＫ大阪児童劇団からの後援依頼について

平成25年８月８日（木）に開催が予定されてい

る「ＮＨＫ大阪児童劇団2013特別公演」につい

て後援依頼が届いている。入場料金（￥3,000）

を取る収益事業の為、後援依頼については発送

手数料を提示し、了承されれば受諾することが

提案ざれ承認された。

理事からは今後の後援依頼について受諾に関す

る一定基準を考える必要があるのではないかと

一般社団法人移行に伴う役員任期について、解釈

が複雑な為あらためて大阪府法務局に定款や資料

を提出した上確認を行う。法務局より一般社団法

人移行時の役員任期は平成25年４月１日より平成

２７年５月に開催される第三回定時総会終了までと

の回答を得た。また公認会計士にも合わせて確認

を行い同様の回答を得た。

(2)大阪府発達障がい児早期発見事業オブザーバー

の参加について

大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課より発

達障がい児早期発見事業オブザーバーの参加要請

があった。今北優子理事を選出していたが、１回

目の開催には今北理事が出席できないため代理と

して東野博彦理事が推薦ざれ承認きれた。

(3)大阪府医師会医学会主催学術講演会

（医学の進歩シリーズ：平成25年９月26日（木）

開催）の講師推薦について

大阪府医師会医学会主催学術講演会での講師推薦

の要請を受け、大阪大学大学院医学系研究科小

児科学教授大園恵一先生を推薦した。

(4)平成25年度第１回「周産期医療研修会」の共催

と案内について

開催曰が迫っていたためすでに全会員には発送を

おこなった。しかし主催の大阪府医師会からは共

催依頼が届いていないため大阪府医師会には確認

をとることとする。

(5)「細菌性髄膜炎から子どもたちを守る会」のポ

スター配布について

主催者から送られてきたポスター、チラシが少な

く役員・理事への配布にとどめた。

(6)日本小児科医連盟入会案内について

前回理事会審議事項で承認された日本小児科医連

盟入会申込書が事務局に届く予定である。フォー

ラム終了後に全会員に対し発送を予定する。

(7)マタニテイーカーニバル2013開催について

後援依頼はすでに承認済みであり、配布用のチラ

シが送付きれてきた。全会員に対し配布を予定す

る。

(8)その他

ｌ）㈱キンダック主催「ロジーの食育劇場＆ワイ

ワイスマイルコンサート」について

後援依頼はすでに承認済みであり、配布用のチ

ラシ準備されている。全会員に対し配布を予定

する。

２）ＭＲワクチンの助成の動向など
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の意見があった。小児科医会の理念に沿う依頼

に関しては原則認める方向が示言れ承認され

た。

2）一般社団移行後の会合の表記名（第○○回通

算○○回）について

理事会や総会については公的機関への報告も必

要な為一般社団移行後は第１回とする。一般社

団移行に関わらず開催している会合は通算も併

記するほうがよいのではないかとの説明で異論

はなかった。

議事録署名（自筆署名または押印）

平成25年５月１６日

会長武知哲久

副会長卯西元、田尻仁、藤岡雅司、

藤谷宏子

監事小國龍也、田中祥介、根岸宏邦

理事赤木秀一郎、板金康子、今北優子、

小野厚、川崎康寛、川村尚久、

久保馨、坂崎弘美、佐野哲也、

隅清彰、住本真一、竹中義人、

田邊卓也、中島滋郎、西鴫加壽代、

西野昌光、西村龍夫、原田佳明、

春本常雄、東野博彦、福井聖子、

藤井雅世、松下享、村上城子、

八木由奈、和田紀久
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部会報告（～Ｈ２５．５）

第24回日本小児科医会総会フォーラム

サテライトミーティング（１）打ち合わせ会

日時：Ｈ25.3.5（火）１５：００～１７：００

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小川、武知、田尻、西垣、丸山、

市川光太郎、西原正人

第１６回日本小児科医会総会

フォーラム実行委員会

H25.3.21（木）１５：３０～１７：３０

(社)大阪小児科医会事務局

小川、卯西、武知、田尻、藤岡、藤谷、

小田、川崎、久保、圀府寺、住本、竹中、

中島(滋)、西鴫、西野、原田、春本、福井、

松下、木野、小國、田中(薫）

日時：

場所：

出席者：

第14回子育て通信委員会

日時：Ｈ25.3.7（木）１５：００～

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤谷、小國、坂崎、武知、原、山崎（剛）

第24回曰本小児科医会総会フオーラム

サテライトミーテイング（＃8000）

打ち合わせ会

日時：Ｈ25.3.21（木）１６：００～１７：３０

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小川、圀府寺、福井、桑原正彦

第104回情報広報部会

（第217回）会報委員会

日時：Ｈ25.3.7（木）１６：００～１７：００

場所：（社）大阪小児科医会事務局

出席者：武知、川l'筍、坂崎、田中(薫)、藤岡、藤谷 第10回在宅小児医療実践小委員会

日時：Ｈ25.3.21（木）１７：３０～

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：春本、田中(祥)、望月、南條、福田(弥)、

藤井(雅）

第236回プライマリ・ケア部会

日時：Ｈ25.3.14（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、古形、板金、卯西、小野、

川崎、久保田、武知、田中(祥)、春本、

福井、藤谷、福田(弥)、藤井(雅）

第237回プライマリ・ケア部会

日時：Ｈ25.4.4（木）１４：３０～１６：００

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤谷、竹中、久保田、田中(祥)、中村(美)、

浜本、春本、藤岡

第255回正副会長会

日時：Ｈ25.314（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16回子育て通信委員会

日時：Ｈ25.4.4（木）１６：１５～

場所：（一社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、藤谷、小國、板金、卯西、坂崎、

田中(薫)、西鴫、原、藤岡、山崎(剛）

第15回病院小児科ネットワーク運営委員会

日時：Ｈ25.3.16(土）１８：３０～

場所：ハービスＯＳＡＫＡ

出席者：田尻、芥川、大島、尾崎、）Ⅱ村、圀府寺、

西垣(敏)、春本、村上(城)、西原正人、

古市康子

第24回日本小児科医会総会フォーラム

第２回市民公開講座打ち合わせ会

日時：Ｈ25.4.6(士）１８：３０～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、竹中、石崎、今北、田邊、永井、

西嶋、若宮、岩坂英巳

第15回子育て通信委員会

日時：Ｈ25.3.21（木）１４：３０～

場所：（社)大阪小児科医会事務局

出席者：小國、田中(薫)、原
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第１回正副会長会

日時：Ｈ25.411（木）１５：００～１７：００

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷

第２回正副会長会

日時：Ｈ2559（木）１５：１５～

場所：大阪市中央公会堂小集会室

出席者：武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷

第１７回曰本小児科医会総会

フォーラム実行委員会

H25.4.18（木）１５：３０～１７：３０

(－社)大阪小児科医会事務局

小川、武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷、

板金、今北、小田、川崎、久保、圀府寺、

佐野、住本、竹中、中島(滋)、西垣、西鴫、

西野、西村(龍)、原田、春本、福井、松下、

松本、村上、八木、和田、木野、小國、

田中(薫）

第24回日本小児科医会総会フォーラム

第１回ミニシンポジウム打ち合わせ会

日時：Ｈ25.5.16（木）１７：３０～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：春本、田中(祥)、望月、川崎、福田(弥)、

藤井(雅）

日時：

場所：

出席者：

第１９回日本小児科医会総会

フォーラム実行委員会

日時：Ｈ25.5.23（木）１４：３０～１７：３０

場所：大阪市中央公会堂第４会議室

出席者：小川、武知、藤谷、小田、川崎、竹中、

中島(滋)、松下

第24回日本小児科医会総会フォーラム

第４回シンポジウム企画検討委員会

日時：Ｈ25.4.18（木）１８：００～

場所：芝苑

出席者：大林、小川、武知、卯西、藤岡、藤谷、

木野、松下、仲野、松平隆光

第１回（第93回）学術部会

日時：Ｈ25.5.25(土）１７：００～

場所：薬業年金会館５階507号室

出席者：卯西、松下、川村、今北、黒瀬、

中島(滋)、西村(龍)、春本、牧、

田邊、

山上(文）第24回日本小児科医会総会フォーラム

第１回総会フォーラム抄録編集委員会

日時：Ｈ25.425（木）１５：００～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、卯西、藤谷、川崎、田中(薫)、

中島(滋）

第20回曰本小児科医会総会

フォーラム実行委員会

日時：Ｈ25.5.30（木）１４：３０～１７：００

場所：大阪市中央公会堂第６～８会議室

出席者：小川、武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷、

板金、小田、小野、川崎、圀府寺、佐野、

住本、竹中、中島(滋)、西村(龍)、春本、

福井、藤井(雅)、松下、八木、木野、小國、

田中(章）

第１回総務部会

日時：Ｈ25.4.26（金）１９：３０～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤谷、中島（滋）

第238回プライマリ・ケア部会

日時：Ｈ25.5.9（木）１４：００～

場所：大阪市中央公会堂小集会室

出席者：藤谷、竹中、古形、卯西、川崎、久保田、

田中(薫)、田中(祥)、中村(美)、福井、

福田(弥)、藤井(雅)、藤岡

第24回曰本小児科医会総会フォーラム

第５回シンポジウム企画検討委員会

日時：Ｈ25.5.30（木）１７：３０～

場所：大阪市中央公会堂中之島倶楽部

出席者：大林、小川、武知、卯西、藤岡、藤谷、

木野、松下、仲野
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会員異動

新入会員

区分変更

退会会員

物故会員

ｌ■■■■■■

Ｔ

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４名、顧問７名、参与５名）
Ａ会員(367名)、Ｂ会員(297名)、合計(664名）
Ａ会員は前回より＋２名、Ｂ会員は前回より‐２名

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｂ 岡崎伸
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 原啓太 はら小児科クリニック 567-0834 茨木市学園南町14-20
072-646-5532

072-646-5562

Ｂ 西村章 医療法人宝生会ＰＬ病院 584-8585 富田林市新堂2204
0721-24-3100

0721-25-9405

Ｂ 河瀬昌司
医療法人昌貴会

かわせ小児科
533-0001

大阪市東淀川区井高野2-5-8

井高野中央ビル２階

06-6829-2777

06-6829-2778

Ａ 本庄尚謙 ほんしよう内科クリニック 551-0032 大阪市大正区北村2-5-10
06-6551-3168

06-6551-3100

Ａ 林哲郎 医療法人泉林会林医院 594-0006 和泉市尾井町1-9-12
0725-45-0040

0725-43-0770

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｂ －ヶＡ 長富成守 玉造こどもクリニック 537-0025
大阪市東成区中道3-1615

ソレアード玉造２階

１
２
６
６

０
０
５
５
』
『

２
２
９
９

４
４
７
７
コ
』

６
６

０
０

Ｂ －ヶ Ａ 川田信哉 川田医院 556-0006
大阪市浪速区日本橋東3-7-7
川田ビル１階

06-6641-1873

06-6632-7212

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ 住所

ＴＥＬ
ＦＡＸ

Ｂ 瀬戸嗣郎 静岡県立こども病院 420-8660 静岡市葵区漆山860
054-247-6251

054-247-6259

Ｂ 池岡恵 近畿大学医学部小児科 589-8511 大阪狭山市大野東377-2
072-366-0221

072-368-1566

Ｂ 笠井ちいこ 笠井医院 551-0032 大正区北村2-5-10
06-6551-3168

06-6551-3100

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ａ 四方朋子 四方医院 579-8045 東大阪市本町7-20
O72-981-2338

072-986-6751

Ａ 打田耕三 打田医院 563-0029 池田市五月丘5-4-1
072-751-0782

072-743-4260

Ａ 田中孝明 田中小児科 581-0013 八尾市山本町南l-ll-5
072-998-1414

072-997-9211
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編集 凌記

盛会のうちに終わりました第24回日本小児科医会

総会フォーラムから約ｌか月、いまだ興奮が醒めや

らない中、７月号の編集を終えることができました。

今回もたくさんの原稿をお寄せいただきましてあり

がとうございます。特に総会フォーラムでご講演い

ただきました先生方、企画･準備･実行にたずさわっ

てこられた先生方にはたいへんお'忙しい中ご執筆い

ただきまして心より感謝いたします。

さて、今号では大薗先生が「うぶ声」で日本の国

際的な発信力の低下と若者の内向き志向をとりあ

げ、今こそ国際会議が必要であるとその重要性を説

いておられます。来年はバンクーバーヘ行ってみよ

うかと思いを巡らしますが、久しぶりの海外旅行と

なれば学習そっちのけで物見遊山の旅に終わってし

まいそうです。続く「大学の窓」では金子先生が最

近の研修医の進路として小児科が不人気である理由

を挙げられています。今の若い世代の人たちの現実

的な感覚を知りあらためて時代の流れを感じまし

た。どちらのお話も、医師育成現場の先頭というお

立場から｢いかに国際標準の教育の場を提供するか」

｢どのようにして小児科に人材を確保するか」とい

う小児科の未来に対する力強いメッセージとして心

に響くものでした。

また「診療一口メモ」は研修医時代のことを思い

出しながらこの20年の小児がん診療の進歩に驚き興

味深く拝読いたしました。さらに白石先生は学術集

会でのご講演内容すべてを凝縮したいへんわかりや

すくまとめて書いてくださいました。ご講演を聞き

のがされた方はもちろん聞いた方ももう一度読むと

頭にしっかり入ってくることと思います。先日、テ

レビ番組で白石先生が心臓レプリカを紹介されてい

ました。学術集会でも力をいれて取り組まれている

と話されていた先生のお姿を思い起こしながら拝見

いたしました。

そして随想ではいつも大先輩の先生方からたくさ

んのご寄稿をいただきまさに温故知新の感で読ませ

ていただいております。その他、感染症サーベイラ

ンスモニター会印象記、病院紹介記、地域勉強会の

紹介、ベッドサイドメモなど毎号同様に盛りだくさ

んの内容となっています。日々進歩する医療現場の

中で、時には過去を振り返り、現在の状況を確認し

て常に新しい情報を更新するために、今後もぜひこ

の会報をお役立てください。

なお、次号は総会フォーラム特集号として企画し

ております。どうぞご期待〈だきい･

（田中薫）
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