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『アフリカ象の親子」

山本まゆみ（明石市）

ポツアナ，チョベ国立公園のポートサファリで出会いました。寄り添っ

て水を飲んでいるほほえましい光景でした。
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巻頭言

⑪｢ならぬことはならぬものです」

毅

曰
曰

副会長早野

昨年の日本小1,'i｣`科医会総会フォーラムの特別溝i寅で近藤卓教授は鹸近の子ども達の口尊感

情は低下し，口信を喪失し，不安を抱えl1LIl題になっている。従来，心理学の分野では|＝|尊感

情を高めるには成功体験を積むことが重要で「誉める，認める」教育が行なわれている。ア

メリカでは1980年代にこの自尊感情向上教育を実施したが，その結果，多くの子ども達が、

分はすごい」と過乗りな□信を持つだけでなく「｢|分きえよければいい」といった□己'二'二'心的

でわがままな態度を''1る子どもが増加したことよ')1990年代には白尊感情向上教育は失敗で

あったという結論に達した。

自尊感情には「人よI)優れている」などの他人と比較して形成きれる一過性の社会的自尊

感情と「生きていていい」「このままでいい」などの他人との比較ではなく，根源的で永続性

の基本的自尊感情がある。大震災などの今まで経験したことのない出来事の｢１１で，「誉めて」

育まれた社会的１１尊感情は不安定で壊れやすく，ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）やＡＳＤ

（急性ストレス障害）を引き起こす。一方，過酷な出来事に逆遇しても身近な信頼のできる

家族，友人や教師と共に孤立することなく，不安や恐怖を体,験し，共有できた時に自分の感

じ方はこれでいいのだ，Iil分は今のままでいいのだと思うように，ｎ分を根底から受け入れ

る基本的Fl尊感情が育まれ，この共有体験を||常生活の'1'１で積み承れることにより安定した

自尊感情が形成きれ，困難な場iiiに遭遇してもＰＴＧ（心的外傷後成長）やレジリエンス（精

神的回復力）を引き起こす〃となる。もちろん，「誉める」教育は社会的El尊感情が低い子ど

もには有効かつＬＩｌ１効|生であるが，lilU寺に基本的'1尊感情を子どもの気持ちになって共感し，

バランスよく育むことが安定したＬ|蝋感情を形成する。

アメリカでは思春期の子ども達のひきこもI)，自殺，暴力や非行などの問題行動が増加し

たことより，青少年の健康に関する大規模な全匡|調査を実施し，思春期の問題行動の軽減に

は幼児期からの適切な育児や膜・教育が重要であると報告した。

大河ドラマ「八重の桜」に蟹場する「什の碇」は６～９歳のｒども達が共に学び，遊ぶ仲

間のルールであり，年長者や年下の子どもへの11lid恵，行儀作法などを取I()決めたもので，「な

らぬことはならぬものです」と結び，，駄凹なものは駄ｕと善悪の判断，生命を大切にする心，

他人を思いやる心などを幼児期から教え，現在では「あいづっこ宣言」として受け継がれて

いる。このように幼児期よ')家庭，学校と地域ｲ'２会が一体となって教育に''１１)糸Ⅱむことは重

要であI)，基本的口尊感情を育み，困難を乗I)越え，成長し'11復し唯きる〃の支えとなる。
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座長＝兵庫１Ｍ､ﾘJ科医会教育委員会

委員長乾幸ｉｆｉ

麻しん風しん，我が国と世界の現状と課題

匡|立感染症研究所感染姉情報センター主任研究T「

砂川

》ロ川 Ⅱ２

ワクチン接種と集団と'二L1i1i｢への対1心，小ﾘJ以外

における発生が重要となっている代表的なウイ

ルス感染症である麻疹は，空気感染により伝播

する軍篤な疾`魍である。従来は乳幼児の疾`世と

考えられがちであったが，２()()7-2008年にかけ

て而校・大学を中心としてｲご|'〈|的に発上'三し，麻

疹脳炎などの多くの重症荷の禿ﾉﾋを見た。この

状況を受け，2007年1211281]，「麻しんに関する

特定感染症]多防指針」が[IJI/|弍労''１１１１人'三11名で併示

された。以降，「指針」の'１'に｣くされたわが'五|か

らの麻疹排除への道のり（以後，「麻疹排除計

ｌｌＩ１ｉ」と呼称）に従い，国内の麻疹対策が進んで

来た。2012年を目標に|工||ﾉﾘでの麻疹伝播をなく

し維持することが超われたことから，Ihl在大き

な節Ⅱを迎えている。国内を'''心に述べる。

現在実施''１の麻疹排除計llUiでは，三つの中心

的な活動によって規定されている｡まず，①

「予防接種の徹底」においては，今ｲiﾐ齢コホー

トで９５％以上の抗体保有率確保がⅡ標となっ

た。2008年度から2012年度までの５年間に，従

来の1歳代（弟１期)，小学校就学Ｉｉｉｌ年間（第

２期）に!)Ⅱえ，’一|｣学1年（姉３１UI）および高校

３年相当（第４期）に５年IHIの麻疹含有ワクチ

ンが定期接種化された。各期のiﾐに麻しん風し

んワクチンを|Ⅱいた平均今|工|接Iiil率は（計1111i開

始時である2008年度→2011ｲＭＺ）として，従)|<

の1歳代（第１期：94.3％→95.3％)，小学校就

学前ｌイ|ﾐ'１１１（姉２期：91.9％→92.8％)，５ｲＩｉｌｌｌｌ

の時川冊置としての''１学1年生（第３１ﾘ]：８５．２

％→88.1％)，Ｍ様に高校３年生相当年齢の荷

（第41111：77.3％→81.4％）となっている。全|玉｜

的なワクチン接穂状況は第１期のみが'１棟の９５

％超を達成したものの，特に第３期と第４１Ulの

ｲi三齢以｣二での一定の感受性背の蓄積が残ってい

る。また，元々20-40代においても，麻疹に）((Ｉ

する免疫を持っていない肴が一定割合ｲ｢ご在して

いる。麻疹と接触する''１能性がある，内科・皮

膚科など小１，１J科以外を含む医療従事ｲ，『（石護

師，１『務職を含む）や学校・保育関係打，そし

て海外渡航行におけるワクチン接種実施の１，典

性が改めて強調されるｃ

次に，②「サーベイランス（発生動向調査）

の強化」については，2008ｲ|ﾐから「予防接祁雁

を含めた麻疹・風疹の全数報flr」がようやく導

入された。麻疹忠者報告は2008年：11,012人＞

2009年：732人→2011年：434人→2012年：293人

（人口100ﾉj人あたり2.3人/年）へと箸減した

（-97％）（図１）。新たな'111題ﾉﾉ止して麻疹特

異的ＩｇＭ抗体く8.0では，ヒトバルポウイルス

Bl9などによる麻疹特異的IgM抗体の陽性例報

告が卜I|次いでいることから肝､'1センターでは

「妓近のil山Lに基づく麻疹の検査診断の考え

ﾉﾌﾞ」をＨＰＩ２に示している。臨床検体（３ﾉ`'(（

セット：ＥＤＴＡ加全1h1,11111頭ぬぐい液，ｈｌ<）
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ＨＨ・弟４J、譲梗開始

P１“,１１
迅速な届H｣を行い，周辺の感受性者に予防接種

を行うことによって，アウトブレイク対応を強

化すること，などが挙げられる｡すなわち前述

の①②に力Ⅱえ，今後は③「麻疹発生時の対応強

化」を加えて強化されていくことが述べられて

いる。特に学童．/lﾐ徒（他に若い教１１など）を

含み，徹底的な２１１１１の麻疹含打ワクチン接種の

必要性を勧奨されていることは変わらず，麻し

ん診断のコンサルテーションに関する「麻しん

アドバイザー」を各部道府U,Lに設置することが

述べられていることは新しい。

麻疹風疹11,2合ワクチンとして麻疹と共にワク

チンでの対応がなされている風疹も成人での感

染が重要なlIII題となってきており，2012年の|判

１Ｗ関東などでの流行は，ALX者の50％を成人ﾘｊ

性が,L｢めた。風疹の流行により厳も懸念された

先犬性風疹症候群（CRS）が，昨年は５例も発

生した。2013年に入り，風疹は前年をｌｕる流

行を示していることから（図３），さらなる発生

が懸念される。麻疹対策に連動して，定期接郁

対象者への接種徹底，定期接種外であっても，

hMil}の周辺（妊婦のl1IiUl禺苦など)，２０～40代の庶

褥－１１１期の女性や職業'二のリスクが高い背（医療

従ﾖﾄﾞ者，学校・保育'1N係者など)，海外渡航前の

肴への麻しん風しん混合ワクチン接種の対応な

どが考えられる。
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図12008～2012年の疫学週別麻疹報告数推移

（2013年１月８日時点）
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図２．麻疹臨床診断例（疑い例）から

採取された検体のゆくえ

を〆保健所を通して最寄l)の地〃衛生研:究所に

送付し，麻疹ウイルス検Illによる検査診断の徹

底が承要である（図２）lEl内麻疹株とされたり

５型は2010年５月以降｢K|内検川報告は無く，最

近の麻疹は全てlEl外１１１未である。麻疹の臨床診

断の際には外に|の渡航歴や麻疹を発症した外国

人との接点に関する臨床医のllIl診が重要であ

る。

2012年１２月1411,麻疹排除Tillmiは改訂され

（麻しんに関する特定感染症予防楕針（付))，

厚生労働省より告示された。その内容を見る

と，新しいし|標は2015年となり，この年までに

ロ本は麻疹排除に真剣に｣ＩＸＯ組むことでＷＨＯ

からの排除認定確保をⅡ指すこととなる。幾つ

かの注意点としては，１１ｔ界的な流れを受けて，

全ての麻疹疑い例は検在を受けるべきである，

とされていること，加えて，第３期・第４期と

いう５年間限定の定期接枕は2012年度で終了と

なっていること，医師からの臨床診断に関する

２５００

－２００３年、＝７４５

’２０１２年、二２３５３

ヨー２０１１年、＝３７１

－２０１０年、＝８７

~-2009$「ｎ＄１４７

２０００

1５００

うち、９８９％が

I国内感染例。
1０００

500

／
０

３５７０１１１３１５１７１９２１２３２５２７２９３１３３３５３７３９４１４３４５４７４９５１５３

感染症発生助向餌五２０１３年2｣Lj20uHu在

図３．風疹累積報告数の推移：

2009～2013年第１～７週
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【講演２］

座長＝兵庫県小１，１J科医会感染症対策委員会

委員長吉田元Ｍ１

ポリオを考える－DTP-lPV4種混合ワクチンを中心に－

国立病院機構福岡病院

岡山賢可

1．ポリオとは：Poliomyelitis急性灰白髄炎

紀元前1400年ごろのエジプトの石碑にポリ

オ患者と推定される人物が刻まれていたそう

です。ポリオの詳細な臨床的記載は，その後

’840年のドイツからの報告が初めてです。

1900年代になり，欧米で多くの患者が報lIfさ

れ呼吸筋麻蝉による死亡率が高い疾患でし

た。｜|本でも1950年代から大流ｲﾃがおこり，

1960年にはk1i背数は5,600人以上とな')まし

た。1961年，｜Ⅱソ連やカナダから生ポリオワ

クチンを緊急大堂輸入し，‘患者・死亡者:数は

激減しました。1980年代以降は，野生株ポリ

オウイルスによる感染はゼロとなっています

（図１）。

した。リリ毒化ポリオワクチンは，IIL界ｌｌ１で大

きな効果を示し，ＷＨＯアメリカ地域，ＷＨＯ

西太平洋地域，ＷＨＯヨーロッパ地域での根

絶宣言に貢1秋しました。

その後，/'二ワクチンでは避けられない副反

応であるワクチン関連麻庫が社会I1Lil題とな'）

ました（表１）。このワクチン関連麻Ⅲ[iliをなく

すために，多くの先進'五|で不活化ポリオワク

チンに切り伴えられてきました。

生ポリオワクチン定期接種による麻痒事例

各ｆＷＨ末吏0．

予防接､u法での認定人数.’２次感染対策卒案での腿定人nr2

表１

年度

2()０１

２()０２

２００３

２００４

２００５

２０()６

２０，７

２０()９

２００３

２０１６

台齢

？
』
「
。
｜
利
〉

(）

勺
各

４４

１

２

１５

１位訂玩広に'

０卸F■から卒

依では．ｒ田尾

時低ＬＬと〃Ｉ

Ｌページ餌J１

図１．ポリオ患者数とポリオワクチン:日本 ヘ
リ
ｎ
Ｊ

６

人口

’か１，

百,8J不悉にボソオワケテン

が砥

■且

矼■

３．不活化ボリオワクチン導入に向けての課題

lIKl内では2012ｔ'三９１１１１１から，１１上界中で多

くの接穂実績のある強毒株１１１来のiii独の不オハ

化ポリオワクチン（Salkワクチン）が使１１１で

きるようになりました。2012年１１１１からは，

ＤＴａＰ三枕混合ワクチンと混合したＤＴａＰ－

ｓｌＰＶｌＬ１秘11,2合ワクチンが接穂できるようにな

りました］このワクチンの特徴は，1981年か

ら'１t界に先駆け開発導入され，その安全性・

有効性が認められたＤＴａＰ三種1i昆ｲテワクチン

1950１９６０１９７０１９６０１９９０２０００

２．経口生ポリオワクチンの有用性と安全性

1953年初めて不治化ポリオワクチンとして

Ｓａｌｋにより開発されました。｜TTI年，Sabinは

培養ﾎﾟ'''１泡でポリオウイルスを継代し，リリ赤化

に成功し，弱赤生ワクチンの難礎を確立しま
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に，｜止界で初めて弱毒ノヒワクチンをホルマリ

ンで不活化したｓｌＰＶ（sabinワクチン）と混

合したワクチンです□表２に経Ⅱ生ポリオワ

クチンと不活化ポリオワクチンとの比較，表

３に２つの不iilT化ポリオワクチンの比較をま

とめています。

表２．経ロ生ポリオワクチンと不活化ポリオワクチンの比較

４．今後の課題

今後，複数のIPV含ｲjワクチンが'|j版され

ます。互換性が問題とな1)ますが，少数例の

限られた組み合わせの臨床研究では，瓦換性

は確認できているようです,」吹米では，ＩＰＶ

４１lEll接種後のｲ|ﾐ長児への追加接穂が複数回

（５１１ilH，６１Ulllなど）イ了われていますF］

’五|内では，ｓＩＰＶの成績はありませんので，

必要性も含めて検討が必要です。

表３．：2つの不活化ポリオワクチン(IPV）

世界で使われているｃＩＰＶ 日本で開発されたｓｌＰＶ

ワクチン株、抗原■ワクチン株、抗原■

３（１５)･’

100（5C)01

100(50)”’

Iｙｐｅｌ

Ｔｙｐｅ２

Ｔｙｐｅ３

Ｍａｈｏｎｅｙ

ＭＥＦ－１

Ｓａｕｋｅｔｔ

㈹
８
、

Ｓａｂｉｎｌ

Ｓａｂｉｎ２

Ｓａｂｉｎ３

有用な点iw1Rﾘ:/罐'て鞠爾Jtj鯵繍ljjt【:ﾄﾞｲｶﾞ

子<の棚'蝋の混合'フクィチン、!（Ｍパ

ドliffl可鮭

「片,い韓痛票挫く星空,【]坐（

課題翻逼礎程で厳察な雷ｉｌＩｊか必ilhBi

比較的高価

大■供給が可能か？

野生株ポリオ根絶後､世界的にOPV停止

製造過恕アイの齋鰄Ytが嵩い

(途上磯でも製造可能）

国内メーカーが世界に先駆け導入

(中国．オランダも開発中）

；２型・3型の免疫原性が低い

３型の抗原性か不安定

中和抗体鱗導能に相関する、抗原量の

測定法が確立していない

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

第１５回子どもの心研修会のお知らせ

第１５回こどもの心研修会実行委員藤田位・

第１５回子どもの心研修会が神戸国際展示場で開催されます。会員皆様の奮ってのご参力､をお・

願いします。

ブ□グラム

前期平成25年５月２５曰(±)～26曰(曰）

１曰自２曰自

１４：００開会挨拶９：００摂食障害北山三次先生、

１４：１０小児科医と子ども学稲垣由子先生１０：３０睡眠障害三池輝久先生・

１５：２OＬＤ若宮英司先生１２：４０ストレスマネジメント

１６：４０虐待と法医学福永龍繁先生富永良喜先生：
１７：５０ＣＡＰ側垣一也さん１４：１０メディア・ネット依存症

馬塲伸彦先生：

後期平成25年７月27曰(±)～２８曰(曰）

１曰自２曰自

１４：００開会挨拶９：００親支援野□啓示さん・

１４：１０虐待海野千敵子先生１０：３０発達障害児への支援門員一郎先生．

１５：２０発達障害と犯罪藤Ⅱ|洋子さん１２：４０認知行動療法十一元三先生：
１６：４０震災遺児の心のケア八木俊輔さん１４：１０携帯メール相談と子供たち

１７：５０こどもと言葉の発達田宮聡先生上村茂仁先生：

経口ポリオワクチン 不活化ポリオワクチン

腸管局所免疫の付与 良好 期待が薄い

血清中和抗体の獲得

ワクチン関連性麻痒(VAPＰ)の危険性

良好

あり

(百万投与に1-4例）

良好

なし

ワクチン由来株伝播(cVDPV)の危険性 あ なし

便中へのワクチン株排泄 あ なし

集団効果(}lerdimmunity） あ なし

高温阻露によるワクチンへの影響

投与経路

他のワクチンとの混合製剤

価格

失活が著明

経口投与＝簡便

期待薄い

安価

矢活する

注射

可能

高価
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曰本小児科学会兵庫県地方会

【第257回】

lTP母体から出生した新生児の管理について

～当院で経験した症例の検討～

姫路赤十字病院小児科

堀之内智子金

井上道雄岡本

藤原安曇早野

柄111岡Ｉ高橋

奉
安
典
暢

聖
光
克
宏

演出

坂出

伴

渡平

奈
子
文
史

佳
玲
紘
陽

坊亮輔

大西徳子

上村裕保

五百蔵智明

向井

黒川

高見

久呉

代
輔
一
章

祥
大
勇
真

【入院時主訴】

母体ITP合併妊娠

【入院時現痂】

Ｒｏｏｍａｉｒｒ

ＳｐＯ２９５％,HRl28bpm,ＢＴ37.2℃，RR45bpm

活気良好皮膚色良好

大泉ＷＭｌ

ｌｌ乎吸卉清心雑音なし腹部軟

筋緊張良好

紫斑なし・粘膜出''11なし

【入院時検杏】

●l[11液検査ＵＢＯＤ６/19/dL

WBCllOOO//』ＬＧＯＴ１５０ＩＵ/Ｌ

Ｈｂｌ８５ｇ/ｄＬＧＰＴ７１Ｕ/Ｌ

ＨＣｔ５８．９ＡＬＰ５３７ＩＵ/Ｌ

Ｐ1ｔ5.6〃//ＬＬＤＨ７４３１Ｕ/Ｌ

ＵＮｌＬ６１ｎｇ/dL

IgGlO601ng/dLCrO64mg/ｄＬ

ＩｇＡＯｍｇ/ｄＬＮａｌ４２ｍＥｑ/L

IgM20Ing/ｄＬＫ５３ｍＥｑ/Ｌ

抗|､小板抗体（-）ＣｌｌｌｌｍＥｑ/Ｌ

ＰＡIgG＜12.5,9/ｌＯＭＣＲＰＯ､01mg/ｄＬ

Ｔ－Ｂｉｌ４０ｇ/ｄＬＣＰＫ４９９ＩＵ/Ｌ

◎諸言

特発性血小板減少症（idiopathicthrom-

bocytopenicpurpura：ＩＴＰ）のlｿ身体から,'1}生

したり｡が新生)'JITＰを発症する頻度は決して

稀ではない□新/１J,BITＰのうliE例を報告すると

ともに当院で2008年１月～2012年６)}に経験

したＩＴＰ吐体（ＩＴＰ既往母体を含む）から

出生した児13例（うちⅢl小板減少を来した症

例は３例）を後方視的に検討し，ＩＴＰｌｿ:体か

ら冊41兆た新/１１児の管fll1方法に関して考察を

行った。

◎症例提示

【症例】

在胎37週６１１１Ｍ三体重2760ｇ

ＡｐｇａｒＳｃｏｒｅ９/９リ)１，１Ｊ

【熾体妊娠・分娩経過】

母体２１歳。、然妊娠にてり【I賑成立ｄ母体

ＩＴＰ合併妊娠（抗血小板抗体ＰＡＩｇＧ陰性）

のため前医より当院産婦人科紹介となり妊娠

初期より当院にてfollowされていた。

妊娠'i'母体Ii[l小板数は６万～10万//(lで推

移しておＩ〕，lJL11jlihll療はされていなかった。

妊娠37週５１１分娩誘発Ｈ的で入院。ＩＩＴ賑３７

週６１１頭位経膣分娩にて出生した。
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●頭部エコー

脳室内出lillなし脳室l制併|高エコー輝度なし

脳室拡大なし

●心エコー

心収縮力良好動脈符開存Ｌ→Ｒ

心房中隔欠損症もしくは卵|Ⅲ孔|)Ｍあり

三尖弁逆流なし

●腹部エコー

’汗奇形なし

治療ガイドライン（ロ本臨床血液学会２００４

年）を（表１）に，ｲﾉﾄ従秀章らにより提示され

たＩＴＰＵ体から出生した新生児の管理指針案を

（表２）に示す。提示した症例においてＭ｣生

時血小板減少を認めていたためよＩ)頻'１１に採、

followをするべきであった。また，ｔｌ１生時に血

小板減少を認めず成熟児でリスクのない場合，

[|齢４のルーチン採、にて再検する現状の符理

で問題ないと考える。

次に当院にて2008年１）I～2012年６）1にＩＴＰ

熾体から|ＭＨした児（※既往母体・疑い例を含

む）のまとめを（表３）に示す。母体岐低Ⅲ小

板数の平均他は新生ViⅡＴＰ群で4.3万//』Ｌ，非

新生1,ｌｌｎＴＰ群では7.6万//ＬＬであったが，症例

数が少なく右意にｲ11関関係を持つか否かは不明

である．リJのＩＴＰ発姉と母体の１m小板数や

PAIgG仇とは杣関しないという報佇が多いが，

妊娠lllの肚体ＩＴＰの診断は妊娠性IIll小阪減少症

との鑑別が困難である場合も多く詳細な検討が

難しいと考える□，

【入院後経過】

け体ITP合併妊娠のため精在しl的でＧＣＵ

入院となった。出/'三時のⅢ液検査にて血小板

数5.6万//ＬＬと低下を認めた。全身状態良好

で山血傾|可を認めなかったためⅡ齢０で杜児

同室とした｡

Ｈ齢４のl､液検杏再検で'''1小枚数0.8刀//，

Ｌと血小板減少が進行しておりＮＩＣＵにてγ

グロブリン投与（１９／kg/day×２）を行っ

たに’１齢４から|｣齢６まで商ビリルピン１Ｍ三

に対して光線療1去を施行した。llllﾉ1,板数はＨ

齢611.2万//』Ｌ，１１齢823.7ﾉj//Ｌと順調

に|』復した。経過中ＩＩｍｌ症状認めず全身状態

良好であ1)Ｈ齢11に退院となった｡

（表１）ガイドライン

新生児受動免疫性Iill小板減少ｿiE1ifi療ガイドライン

｜｣水臨床血液学会2004年

◎考察

新化児ITPは吐体ITP・全身性エリテマトー

デス（systemiclupuseryhtematosus：ＳＬＥ）の

場合にⅢ中の抗血小板抗体が経胎盤的に胎児に

移行することにより生じるといわれている。母

体ITPであった場合，児の、小板数が５万以下

となる確率は１０％，１，'uの血小板数２万以下とな

る確率は４％という報併がある。典型的には生

111後から数Ⅱ以内にⅢ[小板減少をきたし，多く

はＵ齢４で最低価をとる。２フノ木iiMiのl[11小板減

少や川血症状を呈する場合は免疫グロブリン大

尅療法・副腎皮質ステロイド・[Ⅲ小板lliiiimなど

が選択される。新生児受動免疫性１１１１小板減少症

頻回に
＿。

頻回に頻巨
百■

（表２）管理指針案

ＩＴＰｌﾘ:体における好娠・分娩の管｣fIl

Illli瘍科３２(5):452-4601996

伊従秀章１ｍ

ｍ液

頻回に
＝。

ﾖﾛに｜瀧自[回

出生時血小板数

5万未満 5万以上

成熟児 頻回に 適宜

頻回に 頻回に ：
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在胎週数出生体重入院時最低血小板数雛孟袰籍数離G鮒,m板抗体
②36wld
②37W6．

２３万(day24）

０８万(day4）

４３万

４３万

9.1万

５６万

14729

27609

③41ｗ5.38889323万323万(dayl）258万十Ｎ/Ａ

④35w2.28929456万442万(dayl）７１万Ｎ/ＡＮ/Ａ

⑤40w5.31209360万35.9万(day4）４９万十

⑥41Ｗ5.3152934.8万244万(day4）108万

⑦40W1.29869233万205万(day4）03万(分娩後）＋

⑧39W2.30059388万383万(day4）６９万

⑨40w2d3192g24､3万240万(day4）5.5万

⑩39w6.3465919.5万195万(dayl）4.5万

⑪35w5.27659222万222万(dayl）８０万

⑫39Ｗ4.2835938.1万35.5万(day4）２４万±

⑬36w6.160893.3万3.3万(day3）不明Ｎ/ＡＮ/Ａ

(表３）当院にて2008年１月～2012年６月にlTP母体から出生した児13例（うち新生児|ＴＰ症例２例）

⑬は新生児ＴＳＳ様発疹症症例

◎結語

新化1,ＢＩＴＰの症例を経験した。ＩＴＰ母体か

ら出L1iした児が出生時に血小板減少を来した際

には顎llilに採血followを行う必要があると考え

た。ＩＥＩ身体のⅢl小仮数やＰＡＩｇＧ化・抗血小板抗

体と児の発;１１世との関係は明らかではなかった。

【第257回】

摂食障害患者に対して多職種が関わり

患者主体で治療を行った一例

兵庫UTL立塚||病院小児科

加藤有子前|、紗耶架飯尾潤毎原敏郎

【はじめに】

摂食障害は極端な摂食ｈ||限，Ｈ□誘発性嘔

Ⅱ|:，過剰述動などの異常行動と，身体像の歪み

や痩せへの執粁などの粘神liTTで定義される］旱

ＡＩえ省狩定疾患「中枢性摂食障害iii杏ｲﾘﾄ究班」に

よると，特に1990年代後半になってから１０～１５

歳の前思奔期の発症がl勅Ⅱしており，小児科で

の日常診療でも出会うことが多くなった。ダイ

エットや心理的ストレス，心的外傷をきっかけ

に発症することが知られているが，小ﾘJでは食

べ物をI'侯に詰まらせたエピソードや胃腸炎など

で食べられないことをきっかけに発ｿiｉｆする場合

もある。iifi療は症状の程度で多少の違いはある

が，食事療法および食1｢指導，連動iljll限が基本

となる。

今回，前思春期にアレルギーを主なきっかけ

として発症した患者に対し，多職種が関わり`患

者主体で治療を行った一例を報f}了する。

【症{列】１８歳女性

[主訴】体重減少，倦怠感，［｣腔内の違和感
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はけにまかせきりであった□患者とはほと

んどⅡをきかない。

ｕ：と'dji業主婦。はっき|)モノを言う性格。,患

ｆｆとは時々衝突するものの，なんでも言い

合える関係・

弟：小学６年４１ﾐ。気管支I'lfi」j､で当院通院''１。

【自覚症状】倦怠感，頭１両，イ〈llK，呼吸苦（ノヲ

吸入薬が有効），立ち眩み，冷汗，動悸，ｌｌｌＨ

気，嘔叶，便秘（１行/月），無月経

アレルギーJli2状：限られた食,h１，（パン，卵，

豚肉など）以外の食,Ｈ１の摂取により１１腱|ﾉ１１

のしびれ，全身の湿疹・掻痒が生じるが，

その内容には説明のつかないような矛l1Tiが

多い。使11]できる薬剤もliil様に限られてい

る。

体ihl：日中35度台，夜間40度と体温変動があ

る（入院後は発熱なし）

【身体所見】身長：１５４cm，休電：３０．６kg，

ＢＭＩ：12.9kg/㎡，体i品：36.8度，意識情|ﾘI，

るいそう箸ﾄﾘ１，皮膚乾燥・従ﾘ龍感あ1)，’１ｔき

ダコなし，頚部リンパ節腫脹なし，耳下腺脾

脹なし，心音：整・雑音なし，呼吸青：病・

雑ｲﾁなし，乳房発行：Tanner節２度，腹部：

平｣11.軟・腸!|蠕動音微弱・肝ｌｌｌｉ１腫なし

【検査所見】

Ⅲi夜検査Ｈｂ：11.79/ｄＬ，ＧＯＴ：２０１Ｕ/Ｌ，

ＧＰＴ：201Ｕ/L，Ｎａ：138mEq/L，Ｋ：2.9mEq／

Ｌ,Ｃｌ：９１mEq/L,ＴＰ：6.09/dL,Ａｌｂ：4.19/dL，

T-chol：209ｍｇ/ｄＬ,ＴＧ：150ｍｇ/dL,ｆＴ３：

2.37pg/ｍＬ,fT4：L11ng/dL,ＴＳＨ：0.84/ZIU／

ｍＬ,IgE:l771U/L

ＭＡＳＴ３３（２イドＩｉｉ）クラス４：ダニ，クラス

３：ハウスダスト，ネコ皮〃１，クラスｌ：小

麦，チーズ，ミルク，他はいずれもクラスO

IIiU部Ｘ－ｐＣＴＲ：35.5％，滴状心

ホルダー心電lXlim調律，ＨＲ：mean93bpm

（ｍａｘ：ｌ３４ｍｉｎ：６４)，iii禿のＡＰＣを数liZT｜

認める

<図１〉入院前の体重変化
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【現病歴】（入院前の体重の変化は図１参照）

小学生の頃から1111空内の「ピリピリする感

じ」を「1党し始め，１１科アレルギー外来に通院

していた｡中学校に入|)アレルギー症状の訴え

が増悪し，摂食不良が徐々に進行した。学級内

のいじめに遭い，’|'学では別室登校していた。

高校進学後も体カイ<足で登校できないロが多

く，皿信制の高校に転校した。１６歳時，食思/|〈

振や倦怠感が増悪して当科に人院（５３．５kg）

し，輸液およびメトクロプラミド等で改善し

た。半年後，急激な体承減少を認め（40.4kg）

1耳度入院となった。心理カウンセリング，音楽

療法等の文持的な介入を行い，体重は39kgから

45kgに|ﾛ|復した。退院後，再び徐々に体重が減

少し体重29.7kgとなった。１７歳時（高校３年）

に，音楽ﾉ<こ学への稚薦を受けたが体ﾉﾉ不足をfll1

II1に断念したc18歳時，本人から入院で体力'１１１

復し次年度は音楽大学を受験したいとの希望が

あＩ)，31111Ｕの入院となった｡

【使用薬剤】

ブロチゾラム（0.25）１錠，カリウム徐放剤

（600）２錠，モンテルカスト（１０）1錠，ヒド

ロキシジン（25）２cap，ツロブテロールテープ

（２）1枚，サルメテロール１００デイスカス２

回，イプラトロピウムエロゾル（20/１９）呼llBt困

難時

【家族背景・生活背景】４人家族の長女。

父：仕事で家をあけることが多く，家庭の｣'１
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心エコー正常左心室機能，特記事項なし

骨密度腰椎同年齢比較80％（Zscore：‐1.92）

脳MRI1怪度の脳萎縮を認める

【入院時診断】ｕ脾アレルギー，起立性調節障

害，過敏性腸症候群，睡眠障害

【入院後経過】（入院中の体重は図２参照）

初めの３週間は体重1'肋１１が緩徐であＩ)，患肴

からも体重の増加をｊｌＩむような発一言がみられ

た。しかし，ピアノ練習で疲れにくくなった，

入浴で眩最を起こしにくくなったと，徐々に｢１

分から[Ｉ１ＩｌＴするようになった□

【治療方針】

入院時に以下の３点を問題点として挙げた。

①アレルギー症状の矛１行：アレルギーの原因食

物に一貫１１ﾐがない。ｒＭＥ度の認識に，‘患者と医

療従事者・家族の間で解離がある。②摂食不良

となった原|ﾉ'Jの錯誤：l-ll控アレルギーを摂食不

良の原因と訴える一方で，身体像の障害，やせ

願望と捉えられる発言を認める。③対人関係：

家族以外との交流がなく閉釧的である｡父親に

対する嫌悪感が強い。

以｣二から，摂食不良の原因はアレルギーのみ

でなく心lll1的な面が大きく関わっていると考え

られた。これらのIILU迦点を考慮し，今回の入院

'１標は摂食障害のＦ１党を芽生えさせ，体〃の[１１１

復を実感させることを第一とした。アレルギー

が原因と,lilAい込んでいる状態で食猟を強制する

と，逆に食辮に対する嫌悪感を植え付けかねな

いため，食事内容のノルマは課さずに患者の意

思に任せることとした。また，本人の希望が体

ﾉﾉの|Ⅱ|復であったため，Ｆ|主的に行動させる力

が摂食を促せると考え，行動制限は行わないノノ

針とした］ILLlし，医療肴１１Ⅲの治療効果判定はあ

くまで体承であり３５kgを退院Ｕ標として設定し

た。

加えて，対人関係の拡大をlyZIり，｜歴師，看護

師，臨床心皿丁t，管IIl1栄養士，薬剤師，音楽療

法士という多職種が患背に対してIlililHUに関わる

ことによって，対人関係の拡大を図った゜関係

者は週l1illミーティングを行って，お互いに情

報を共有するようにした。

<図２>入院中の体重変化
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第１週第２週第３週第４週第５週第６週

入院４週'二|に母親を交えて行った面談の'|’

で，医師が積極的な食斗i摂取を促したところ，

,患者が突然泣き出した。その際，ｌ砒親から「ア

レルギーのためにⅡllH|[ｌ２するのではないかという

恐怖や不安が強い。また症状の出現には心理的

な影響が大きい」との発言があり，それに対し

て,患者本人もⅢ意を示した。ここで，‘患者に摂

食障害の認識が出てきたと判断した。また，こ

の面談で退院Ⅱ標を体IE35kg以上とすることを

１１１確認した。Ili談以後は良好な体頑lli初Ⅱを認

め，６週日に退院となった。

【考察】

本症例では，行動制限や食事の強制を行わず

,Ｗｉ１の自主性を重視したiifi療を行った．入院環

境において自己の内面とlii]き合うことが，Ⅱ侃叶

やアレルギー症状が精ﾈ''１状態に左右されている

こと，すなわち「食思不振の原因が摂食障害に

あり，食事を摂ると体調が良くなる」ことへの

気付きにつながると期待した。一方で，医療者

による制限を設けないことは，正確な摂取カロ

リーや運動量を把握できず，治療Ｕ標が暖昧と

３５．４ｋｇ

／￣￣

／

､４ｋ９

／
3０ ､６ｋｇ
１１
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なる懸念があった。また，患者F|身が食事量や

運動に|標を立てるために，治療が進まない可能

性もあった。本症例においては入院巾に|=|標体

重を患者とともに何度も確認したこと，多職種

が関わったことでこれらの課題に対1応できたと

考えている。

多職種が関わることは，家族のみの狭い対人

関係から視野を広げる効果があった。また特定

の医療者が患者に振り回されることがなく，か

つ多面的に患者の変化をとられるという利点も

あった臨床心理上との面談は患者との対話を

中心に行われたが，それが患者Ⅲ身の凪考を整

理し，自己の問題点に気付くきっかけとなっ

た。音楽療法十との関わりの''二'で，音楽大学受

験のプレッシャーから解放ざれ音楽を純粋に楽

しめるようになった｡薬剤師，管理栄養士が関

わることで，アレルギー症状に対する恐れから

１１に含むことができなかった薬剤，食品に対す

る知識が深まり，自発的に克服しようという意

欲につながった，また，医師３名が父親，母

親，‘患者をそれぞれ担当し面談を重ねていくこ

とで，患者だけでなく家族も心Illl的ストレスが

摂食障害に関わっていることを認識していった

と考えられる□

妓後に患者主体の治療に関して，本症例を通

して感じた適用条件と利点，欠点を以下に列挙

する。適用条件は①緊急に内科的治療が必要で

はない，②治療意欲がある，③内省するなど思

考能力のある年齢であること，が挙げられる｡

利点としては①精神的な成長が期待できる，②

,患者の苫痛が少ない，③入院Ⅲ｣から退院後と同

様の治療ができる一方，欠点として①医療従事

者が慰背に「振りlTi1される」懸念がある，②'三ｌ

標設定が暖昧になりやすいことが挙げられる。

本症例においては関係肴のカンファレンスを週

１凶定期的に行うことが，治療の枠を崩さない

ために有効であったと考えられる。

今回，口腔アレルギーに関連する思赤期摂食

障害の一例を経験した□治療意欲のある`患者に

対して，，謹者の自主件を承祝して治療を進める

ことは，心理面での1台療効果が期待できる□ま

た，多職種の介入という形で複数の人が関わる

ことは，その効果を高める上で有効であると考

えられた。

【参考文献】

「小児心身医学会ガイドライン集」編集：日本

小児心身医学会（南江堂）

「摂食障害治療ガイドライン」監修：ロ本摂食

障害学会，編集：摂食障害i台療ガイドライン作

成委員会（医学｣舎院）

甑
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【第257回】

反復性腹痛発作を呈した間欠性水腎症の１例

川神戸大学大学院医学研究科内科系譜応小児科学分野

②兵庫県立こども病院泌尿器科

い'神戸大学大学院医学研究科外科系講座腎泌尿器科学分野

松野下夏樹''１橋本総子(]’石森真吾''１忍頂寺毅史ｕｉ

貝藤裕史('１杉多良文'2；竹田雅総）飯島一誠'１’

【諸言】

間欠性水腎症は腎孟尿管移行部に間欠的に発

生する通過障害により発作的に出現する水腎症

である」夏痛，Ⅱ侃吐等の非特異的な消化器症状

がほとんどで，非発作時には所見が得られにく

いため，発作時に腎臓超音波検査が行われなけ

れば診断は川難である。今回伐々は反復性腹痛

を来たした男1,1jに腎臓超音波検査を施行し，間

欠性水野症と診'W｢し得たｌ例を経験した。小児

急性腹症では本症を念頭に腎臓超音波検査も施

行すべきであり，精査の注意点も含め文献的巷

察を加え報告する｡

初診時現症：

身長：140.3cｍ体重：27.1ｋｇ

血脈：115/64111mＨｇ

明らかな浮腫なし

ｌ１Ｔ吸音：情，ラ音なし

心音：幣，雑音なし

腹部：平坦，軟肛圧痛．Ｒ発病なし，腸雑脊

正常，腫瘤触知せず

初診時検在所兄：

《１m液検査》

lill液一般検査

ＷＢＣ4300//Ｌ,Ｈｂ13.39/dL,Ｐｌｔ３０７×104／

／ｚＬ

Ｌｔ化学検炎【症例】

症例：１１歳８カ月・男)Ｕ

既往歴：３年前より間欠的に右側腹部病が出現

していたが時に精脊は受けていなかった□学

校検》kで異常を指摘されたことはない－，

家族歴：特記すべきことなし，

現病歴：平成24年５月上旬より腹痛，嘔吐が'１１，

現したため近医を受診したところ便秘症，ケ

トンⅡ性Ⅱ|HⅡ=|芒症と診'析され尻腸，輸液を受け

た）その後，症状は峰快したものの５１１２２ｐ

より嘔吐，腹痛が再燃したため近灰受診し，

５月24日に前灰紹介受診となる｡腹部ＣＴ検

査，腹部超音波検卉にて右腎孟および右尿管

の拡張を認めたため精査加療'三|的に当院へ紹

介となった〕

ＣＲＰ＜0.1mg/dL,ＡＳＴ２２１Ｕ/L,ＡＬＴｌｌｌＵ／

Ｌ，７－ＧＴＰ１７１Ｕ/ＬＡＬＰｌｌＯ５１Ｕ/L,ＬＤＨ

2051Ｕ/L,ＣＫ７９１Ｕ/L,ＣｈＥ３２２１Ｕ/L,Ａｍｙ

561Ｕ/Ｌ,Ｎａｌ４１ｍＥｑ/Ｌ,Ｋ４１ｍＥｑ/Ｌ,Ｃｌ

ｌＯ３ｍＥｑ/L,Ｃａ9.5mg/dL,Ｐ5.5mg/dL,ＢＵＮ

ｌ４ｍｇ/dL,ＣｒｅＯ､49mg/dL,ＵＡ3.9mg/dL,ＴＰ

6.99/dL,Ａｌｂ４３ｇ/dL,Ｔ－Ｂｉ10.5mg/dL,T-

Chol209mg/dL,TG851ng/dL,Glu871ng/dL，

IgGl2001ng/dL,IgA1601ng/dL,IgMll21ng／

ｄＬ,ＩＬ－２Ｒ３９ａＯＵ/ｍＬ

静脈血液ガス

ｐＨ7.365,ｐＣＯ２５５．２ｍｍＨｇ,ＨＣＯ３－３１．２

ｍＥｑ/L,ＢＥ４１ｍＥｑ/Ｌ

《尿検査》
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一般検尿 【経過】

当院初診時は腹痛，Ⅱlmilll2などの有意な症状は

なく，血液・尿検査でも明らかな異常所見は認

めなかった｡'剛蔵超音波検杏，腹部ＣＴ検査で

も右腎に軽度の水腎症を認めるのみであった．

しかし，これまでの経過で反復性の腹痛発作，

UlhIlLlこのエピソードがあることから，間欠性水腎

症を疑った〕このため当Li院泌尿器科へ紹介する

とともに，発作時に速やかに来院するように折

祁した｣二で外来経世観察とした。

当院初診後，５月27日朝より特に誘'五lなく右

側腹部病，ⅡⅢ気が'１}現したため当院救急外来を

受診した｡

来院時，TTIHI腹部に腫榴を触知するととも

に，腎臓超音波検査を施行したところ右腎にお

いて著明な腎孟，尿管の拡張を認めた（図１，

２）。よって，これまでの経過と合わせて間欠性

水腎症と確定診断した！

蛋白＋/－，潜血－，糖一，ケトン体一

尿沈直

ＲＢＣＯ－１/ＨＰＥＷＢＣＯ－ｌ/ＨＰＦ

尿生化学

Cre23L8mg/dL,蛋白定量32.9ｍｇ/dL，

蛋口/Cre比0.19/ｇＣｒｅ，

／?ＺＭＧ＜190,αg/L,ＮＡＧ６､0Ｕ/Ｌ

《胸腹部レントゲン》

明らかな異常なし

《腹部ＣＴ検査（単純)》

右腎に腎孟～近位尿管の拡張あり．

《腎臓超音波検祥》

右腎の腎諦腎杯の軽度拡張と腎孟～近位尿

管に壁肥厚あＩ)。

図１

図２
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その後，１１旧次精査を進めたところ，６月１９日

の利尿レノグラムでは右腎は排泄相が欠如し旅

路閉塞パターンを示し，フロセミドによる負荷

に対しても反応を認めなかった（図３）[＃青査を

進める間も症状は持続し，通学がほとんどでき

ない状態であった．

このため，早期の手術治療が必要と判断し６

)]２７Ｈに兵庫叫立こども病院泌尿器科を紹介

'受診し，７Ⅱ２１１に根治術を受けた｡術式は

Anderson-Hynes法による右腎席形成術を行

い，通過障害の原因は腎孟尿管移行部のkinking

によるものと判明した。

通過障害の原因としては大きく分けて外因

性，内因性の２つに分けられ，外因性は異常|['１

管，線維性索状物，尿管ポリープ等の圧迫によ

る屈曲。ねじれであり，内因性は線雑件狭窄で

あるに,頻度については各報告に多少のﾎ|F|違があ

|)明確ではない］

臨床症状としては，」'三発作時は原則的に無症

状で，発作時においても腹痛，嘔吐などの非特

異的なｌｉｌｉ化器症状を認めるのみである□このた

め，他の疾`懇との鑑IEI|｣が|木|難であり診Ｉ折までの

平均期間は約３年とされている］間欠性水腎症

患者のうち約６割の,Ffi者は腸閉塞，過敏性冑腸

炎，腎結石などの他疾患と診断された経験を持

つとの報告もある。

水分摂取，排尿の我慢，激しい運動，体位変

化が誘因とされているが，明らかな誘因を伴わ

ない症例も多い。また，本症例のように－部の

症例（８～23％）では発作後に突然非可逆的な

水腎;lii里となり腹痛が持続する旅例も存在する『）

診断および検卉は，発作時に塒悪する水野症

を認めれば確定診断はiTJ能であり，臨床上，腎

臓超音波検査が簡便迅速で非観血的であり最も

有用である。

非発作時に水負荷試験を行い水野症と腹痛を

誘発させる方法もあるが，陽性率が低いとの報

fjTも多く，また負荷の手法も統一されたものは

存在しない。

間欠性水腎症,患者の腎臓超音波検査について

検討した報告によると，腹痛発作軽減後２～３

日'－１に腎:孟壁の肥厚を認め，６～９日間持続す

るとしている、

この腎孟壁の肥厚は間欠性水腎症の特徴的所

｣ＲＬであると報告しており，これは本症例におい

ても認められた所見である。これにより発作時

以外であっても腎I蔵超音波検査を積極的に行う

べきであると考えられる．

治療は手術治療が原則であり，術式は腎孟形

成術（Anderson-Hynes法）が最も多く行われ

図３

【考察】

間欠性水腎症は狭義では側腹部1iii浦発作時の

みに静脈性腎孟造影で水腎症を呈するが間欠時

には異常を認めない疾患として1956年にNesbit

により初めて報告された。現在は間欠時には無

症候性であり，水腎症がない，もしくは軽度の

水腎症があるが，一時的な利尿状態あるいは他

の要因により発作的に水腎症が増悪し腎孟内圧

上昇時に旅候性となる疾,患としてより広い概念

として認識されている。

病因は腎孟尿管移行部の通過障害であり，初

診時年齢は平均６歳，男女比は９：ｌで男児に

多く，患側は本症例では右腎であったが，左：

右＝９：１で圧倒的に左腎に多いと報告されて
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ている。

つまり，狭窄部を切除し評市ｈＩ<符移１丁部を漏

斗状に形成するﾌIjW夫である□下術適応となるの

はルＭりには①腹ｊ前発作を繰I)返す，②腎蒜尿

管移行部の通過障害が明らかである，③腎機能

低下を認める場合とされている。予後は下術施

ｲ了例では術後に症状が再発した例はこれまでの

ところ存在しない。一方で，諺|折'1$に腎機能が

低~|､している症例があＩ)，早期発)iL',ﾘﾘ]治療を

↑]ﾕうことが予後の改善に重要である｡

【結語】

１文復性腹１両を!｢Lした間欠性水lff症の１例を総

験した。

本疾,患の認知皮は低いために，症状発現から

診'祈までに瞳い時lHlを要することが多く，発見

時には腎機能低]､~を呈する症例も報Ilfされてい

る。

小ﾘiI`急'|ソ|ﾐ|復ｿ１１ﾐの鑑別診断には本症を念頭に世

いて【汗臓超卉波検査を施行すべきである。ま

た，非発作時でも特徴的な所見から診断につな

がるTil能性があるため，積極的に超音波検盗を

行うべきである。

円歴

｢兵庫県小児科医会設立s0周年記念祝賀会」
開催のお知らせ

時：平成25年11月30日（ｔ）１５：３０（祝宴は１７：３０より）

所：ホテルオークラ神戸

日
場

1．式典（１５：３０～）

記念満波：「会報からみた兵庫県小児科|歪会30周年」

‐兵庫１Ｍ､児科|矢会{ﾊﾞﾘ会長ｌ１ＬＩｌｌｊ，Ll，毅

特別講演：「激動のlIil際情勢一今年のll1lii1Hと展望」
たなかあきお

元オーストリア人１屯ｌ１ＩＩＩ１映男氏

Ⅱ祝宴（１７：３０～）

＊而絲llIは１１)ばり次第、会Ｌｌ迦知致します。
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I)，在胎過数30週以Ｌ推定体重1,5009以上を

扱うこととしていますが，席科と緊密な連絡を

とりながら診療をしています(」なお，ＮＩＣＵは

標傍していません。

救急医療も当科の重要な役割と考えています。

神戸TlTでは，神戸市立こども初期急病センター

やｲ''１戸巾医師会小児科体１１急病診療所を'''心に

電話ｲⅡ談なども洲Ⅱして初期救急を行い，リi>i院

小児科は輪悉で二次以後の救急診療をji了う体制

になっています。当院Ｍ二曜Ｕには二次輪番の

当番病院として17時から翌朝９時まで二次救急

を行っています｡また，当院の立地が１１１'）｢'|]｢の

中心部から遠いため，水曜|」と金曜Ⅱを除いて

週５１１，１７時から24時まで初期診療および二次

救急診療を行っています。９時から17時までの

救急のALLl2fさんには時||Ⅱ|ﾉLLi番医が救急診療に

対応しています。人院i台療などの急を饗する,出

者さんの場合には，時|川内救急当番医にIIL接ご

相談いただくか，地域医療室を通してご7N|談いた

だければ，可能な限I)抑１１心させていただきます｢)

病院全体の方針から，今後も地域連携をさら

に緊密にしたいと考えています。通常はかかり

つけ医の先生〃に診捺していただき，必要に応

じてご紹介いただき，』しi科で急性期の診Ｉﾒﾄﾞを行

い，lul復すれば地域のｊＭｉ方に逆紹介してその

後の診療をお願いするというサイクルをどんど

ん回し，入院加療等の州院でしかできない診療

内容に比立を移していきたいと考えています。

そのために，病院全体で初診時に紹介状をお持

ちでない世若さんには2,100''1の加算をいただい

ています。

今後もｲ''１戸1)しi地域に根づいた医療を行い，地

域の子どもたちの健康を文えるために小１，Ｗ|の

診療体制を維持・発展させたいと考えています

ので，諸先生方のご支援.ご指導を賜りますよ

うよろしくお願いいたします、（この原稿は平成

25年３Ｕの時点での記載です。会報発行時には

若干の変り工があるかもしれません｡）

医局だより西東

西神戸医療センター小児科

副院長兼小児科部長

１采谷隆

財ＩＪＩ法人ｉ''１)ゴ巾地域医療振りiU1けIJI'iLiiwl1戸医療

センターは平成６年８川ｌ「|に人Ⅱの著しいlIlI1

加が見込まれる神戸両地域の茶幹病院としてｌｌｌ１

院しました。開院後18年を過ぎ，本年１月に病

院の基本fll1念が改定され，“ﾈ'|'戸iHi地域に根づい

た安心・安全な|天療をめざします”とな')まし

た。また，liL本方針には高度先進医療や救急|天

療，結核医蝋災害医療などが１１１１)上げられて

います。さらに，地域連携を促進し，地域完結

型医療をめざすとともに，Ｔｌ血病院群の-一興を

担う病院としての位置づけも|ﾘ]記されていま

す。地域連携は開院以来一貸して重点課題とし

て取り組んできたところですが，現在は当院か

ら地域の|欠樅機関への逆紹介を1'iiやすべ〈柄院

全体が一丸となって努力しているところです。

基本方針の詳細は当院のホームページに掲載さ

れていますのでご参照ください□

小児科はl｣｣〔攻医（後期研修|矢）２籍を含む７

名体制で，特に得意とする専''１]分野は循環器，

血液，神経などです。外来では/1菖前の一般診療

２診の他に，ノ'二後には特殊外米として，心臓や

アレルギー，イ''１経，未熟)'｡，慢性疾患の各外来

を行っています。また，÷しi院で１１１生した児の１カ

月健診を'''心に乳児健診を行い，予防接種も

行っています。

入院病床は一般小児25床，新化1,1.5床の計３０

床です。一般病床では幅広い疾,世に対応してい

ますが，特にｲ}'１戸市の結核のAli者さんで入院が

必要な方はm1院で診療しています。新生児は産

科の充実により，年間の１Ｍﾐ数が900人前後であ

り，リ丙的新/Ⅲ１Jも年間250FllV1L度を診療していま

す。診療対象は原則として)l1院,LlI生の児に限
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特に異状なく｣'1面以外はiif段と変わらず什:1千

を続けている。リレーいぞ

ここにＴｌ『いた症例は誰あらん，私本人です。

正に|差者の不養Z'二ということです。私''１身はこ

れまで人きな病気をすることなく，もちろん入

院などは一度もしたことはありませんでした。

今|､l初めての1ヵ月近くの入院を通して患者の

立場でたくさんの経験をし，様々なことを考え

させられましたので，同期の常ｲ｢先生からⅢい

た機会を利用して少し文章にさせていただくこ

とにしました。

まず50歳の將さにして発症した班[11を考えて

みますと，家族歴に商血圧liE，糖尿病，心筋梗

塞がありいわゆるハイリスクであることに間違

いあ')ません。、Ⅱえてzllこ人にも商血圧症，脂質

異常.症もありますが，５０歳になるまでずっと週

11,1以｣己の当直をこなし体に負担をかけていた

ことも要lklと考えています。そういう意味では

小)Ｗ}医の業務の大変さの表れとも言えるので

しょうか。また，職ji検診なども受けたり受け

なかった')という状況でした。やはり定期健診

や検査をきちんと受けるのが大切であることも

Ｉ術感しましたに;できれば頚動脈超音波検査もあ

ればよかったのかもしれませんが……。とにか

く５０歳を過ぎると色々と体にガタが出てくるも

のです。先/上方も体にはお気を付け下さい。病

気はならないようにすること，予防が一番ﾉﾋ切

です。

ただ今|Ⅱ|ＣＥＡ術後に大きな後遺症もなく回

復できたのは，妾が些細な異状に気付いてくれ

たからです。ある;先輩医|〔Ⅱjに今''１|のことを話す

と，「それはラッキーだったね。これで!fLさんに

は死ぬまで頭が上がらないね」と言われまし

た。本当|こい期に気付いたことが今LIの良い結

果につながったと思います。最近ＴＶの画、で

も脳卒'１ｺのキャンペーンが流れていますが，怪

しいと思った時はすぐに受診することをお勧め

医者が患者になった時

大橋玉基

症例：男性，５０歳

【主訴】一過性脳虚皿発作（ＴＩＡ）

【家族歴】父親：高血圧姉にて内服l川療''１．母

親：糀尿病，高liⅡ几症にて力||療ＬＩ１ｏ平成15年

心筋梗塞のため維皮的冠動脈形成術。

【既往歴】４０歳よ|)高Ⅲl圧にて降爪剤内Illiio2

年前から脂質異常症（iiniLDLコレステロー

ル血症）のため，HMG-CoA還元醇素'111害剤

（リバロR）内服も併''１。

【現病歴】平成○○年８１｣12｢|夕食で飲i１１Vし，

本人が少しうとうとしていた時に，右lIfiが

１，~がＩ)流延していることに妻が気付いた。特

に本人に自覚はなかったが，「いつもと様了が

違うので気になる。今までお酒に'１枠った時も

こんなことはなかった」と変が強く言うた

め，○○病院の夜間救急外来を受診した。診

察上|川らかな神経学的な異常はなかったが，

診察|矢が「念のためMRIを倣っておきましょ

う」とＭＲＩおよびＭＲＡを搬ったところ，

小さな梗塞像に1Ⅱ|え，左内頚動脈の狭窄を認

めたため緊急入院となった。

【入院後の経過】入院後は安静とともに，オザ

クレル静注３ｐ間からクロピドグレル内服に

変更し抗川栓療1去を施行した。加えて頚動脈

超音波，冠動脈および頚動脈造影検脊などの

諸検査も行った。冠動脈に狭窄はなく，左内

頚動脈狭窄80％の診断のもと，８）'３０１１左頚

動脈内膜剥離術（CEA）施行となった。術後

の経過は良好で，９Ｈ１Ⅱには集''１治療室か

ら一般病棟へ移り，９)］８［1後遺症なくリハ

ビリテーションの必､要もなく，アスピリンの

内服継続のみで怪快退院となったい退院後も

|立三j二重医上三」 し ＿→ ● す
●●

い そ
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します。私の場合症状は軽快していましたの

で，救急''１を１１平ぶのには抵抗があ|)，‐共とタク

シーで受診しました。

入院して,患者の立場から医療をみたことで今

''１|は色々なことを栄ぴ，そして感じました。そ

の''１でまず一番に感じたことは，石護Ⅲ|]さんと

いうのは本当によく働くのだということでし

た。何かあるとすぐに来てくれましたし，朝早

くのバイタルサインチェックから夜中の巡視ま

で本11に多くの業務をこなされていました。凡

ていて本当に頭が下がる)と(いがしました。それ

に比べると医者はあまり病棟に来てくれませ

ん。さすがに術後は頻ｌ１１ｌに来てくれましたが，

それ以外はlUllljlぐらい顔を見せる程度でし

た。ただ，’'１A者のI1lllからすれば医者が兄に来て

くれただけでも安心できることは確かです。何

かにつけ心配になっている状i兄では特にそうで

した。やはり，医者はできるだけ病室を妨れる

ように心がけなくてはいけないことも今|Ⅱ|の入

院で桶感しました。

また，入院生活というものはあらゆるﾉﾊ〔で非

11常ですが，非Ｕ常という意味では病院での唯

in時'１１１のサイクルは全く私の１１１１if段の生1i｢i｢と異な

りました。起床は朝６時で､l圧，脈拍などのバ

イタルサインチェック，場合によっては採血も

あり，７時から朝食，12111F昼食そして夕食は6

11Ｉで，９時には7i1i灯でした□夜12時までにⅡ１tる

ことなどなかった私にとっては病院生ii1iそのも

のが大変でした。もっと消灯時間を遅くしてく

れないのかとクレームをつけたいくらいでし

た。ただし冷房がきれなかったことは幸いでし

た。それでも退院が近い頃にはその生活リズム

に|貧れていたことを考えれば，人'''１の適応能力

は素晴らしいものだと感心させられたととも

に，’1常生活が菩迎に過ごせるというごく当た

り前のことに深く感謝しました。

人院が長くなってくるとＩ｜々の食ｆ預はとても

大切な時間でした。外出もできず，遊ぶことも

なくただベッドの上で寝ているだけの一日が続

くと，食事は'１IIi-の楽しみであＩ)，ある意味で

一人イベントでした。その日のメニューに一喜

一憂し，食事の時ｌＩＩｌが本当に待ち遠しくて仕方

ありませんでした。そういう意味では食事のお

いしいり,)j院というのは魅〃あるﾘ,)j院と言えるで

しょう。ちなみに，私の入院した病院の食と事は

評(llliで言えば'１１の_上くらいかなと,'1(いました。

また病院食はダイエットにも適しているのでは

ないでしょうか。入院前67kgあった私の体重は

62kgになり，退院後は病院食の少ない堂に慣れ

たのか以前に比べて少ない食事堂でillIIj足できる

ようになりました。そのおかげで一ｲＩｉ後の現在

も体重62kgを維持しています。今後はダイエッ

ト|］的の入院というのもあるのかもしれませ

ん。

食事だけでなく，入浴も入院'|'はとても大切

な時間でした。毎'1人浴して，体や髪を洗って

というのが普迎ですが，人院するとそうはいき

ません。１週'''１に３１'１|くらいしか入浴できませ

んでした。しかもﾉﾉﾊﾟ滴巾は濡れないように点滴

の1ill入部にビニール袋を付けたりと，とても

ゆったりとは入っていられません。退院してｎ

宅の風凸にゆったＩ)と入れた時には本坐iに幸せ

を感じました。些細なことですが健康であるこ

とのありがたさが身にしみた瞬'''１でした。

ところで，今|Ⅱ|の入院で私が一番1ＩｉＩｒ１,荷に感じ

たことは何だったでしょうか。それは気管内挿

椅され抜管した後の喉の痛みの激しさでした。

私は術後24時ＩＩＩＩｍｌｌｉの安定をlXIるために鎮静剤

技ﾉ川ﾏで人工]'1k吸符｣W1を受け，手術?lill1に抜管

されました。その時の喉の痛みといったら，と

ても物などは飲み込めずかろうじて少置の飲水

のみといった状態で，痛み自体も１週間ぐらい

続きました。わずか２４時間の気梼内挿管です

が，その痛みは強烈でした。私は長年新雄児医

療に関わってきた関係から，気樒内挿管や抜管

は１１常茶飯事のようにやってきました。ただ今
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ll1lのｎ分の経験を考えると，挿符された新/|ﾐ児

たちにいかにひどいことをしていたのかと今更

ながら反行する次第です。もう二三度としたくな

い本当につらい経験でした。

色々なことがありましたが，健康で普通の生

活が送れることの有難さに感謝している今|｜こ

の頃です。そして，健康に注意して１１々暮らし

ていくようにわが家では「8.12を忘れない」が

家訓となっている次節です。

次は，ＵＩＬ立淡路病院小児科で現在共に働く，

定期健診の結果がオールＡの木藤嘉彦先生にお

願いいたします。

《洲本｢1j》

神締は良くなかったようで，小・中学校時代，

徒競走では常にビリで，クラブ活動にも参加せ

ず，野球やサッカーをやったこともなく，球技

は特に苦手だったようです。そんな彼が高校入

学時に，いずれかのクラブに入部しないといけ

ない校則なので，とＩ)あえず山岳部に入部した

のが本格的な葎''1の始まりでした。といって

も，体育会系のクラブではなかったので，毎'１

のトレーニングや訓練はなかったようです。

が，そのｗｉ時から体ﾉﾉはずば抜けており，後輩

の荷物を1'ｆ負ってX撮ったりもしていたそうで

す。友達と群れるタイプではなく，バイトをし

たりもせず，地域の野外教室のアシスタントと

学校のⅢ岳部で商校生活を過ごしました。高校

卒業後は刀鍛冶にな1)たかつたそうですが，商

卒じゃ遅いと断られ「入学受験に方lbj転換し，

－浪して立ilf大学に進端されました。「岩|Ⅱや冬

山に登りたい」とのﾉ,1Aいで，同大学のlll岳部に

入部しますが，偶然その||｣岳部が海外登山でも

実績のあるIjl体であり，学生時代から8,000,級

の山に挑戦することとなりました。ただこの時

に，}11体篭'１１というシステムでは，登１１｣チーム

全員が登頂するのではなく，アタックメンバー

のみが幾頂し，サポートメンバーは登頂直前の

キャンプまでしか幾らないという組織奈山の不

合理に応|｢|iし，後にコンパクトなチームで登頂

をＨ指すスタイルを氏が好むようになったきっ

かけになったようです。８年間大学生沼を送っ

ていますが，その間にマカルー，Ｋ２，エベレ

いそ

ある登山家について

横井俊川

竹内洋岳（たけうちひろたか）という登山

家をご存知でしょうか。世界には標ｉｆ58,000ｍを

超える|||が14座（エベレストやＫ２など）ある

そうですが，Ⅱ本人で初めてその全てに幾JＨし

た登１１１家です。1995年（24歳）にマカルーに登

I、してから，2012年のダウラギリ蟹]Ｈまで，１７

年|Ｈ１かけて偉業を達成されました。

私が竹内氏を知ったきっかけは，偶然見たテ

レビ番組でした。「登山中に雪Ⅲ]に巻き込まれ，

腰椎破裂骨折など瀕死の重傷を１１い復帰不可能

と言われたが，１年後に，その雪崩に巡った

ガッシャブルムⅡ峰の登1,をⅡしたし，その後も

14応制覇を}|指している｡」「lI117r会などに)ﾘT属

せず，軽量装備の少人数管ⅡIで，酸素ボンベを

使1Ⅱしない無酸素登山を行っている｡」といった

内容でした。私は彼と同じ１９７１年/lそまれです

が，私の日常と全く違う１１１§界で１冊慨している同

氏に興味を持ち，ネットや書籍をいくつか読ん

でみました。

竹内氏は東1k育ちです．小学校時代に，祖父

に連れられてlll登１)やスキーを始めたのが１１１と

の出会いでした。スキーはその後スクールにも

迪っており，上手かったと思われますが，運動
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ストに２度登頂しています⑱大学卒'楽:後は石)'二

スポーツに就職し，）i(仙期以外は１，１７頭でI坂元を

していました。そのころから，海外の登'１１家と

３～４人のチームでｲ丁動するようになります。

2007年のガツシヤブルムⅡ峰の登頂'1前で雪

州iに週いました。300ｍほど流されたところで運

よく助け'1)され，全身打撲，｜腰椎''1.折，肋`'1．骨

折，気胸，と瀕死の状態で，雌初は指先しか動

かなかったそうです。レスキュー２人によりへ

リコプターが着陸できる標ii1i5まで述ばれ，やっ

と雪崩一週間後にイスラマバードの病院で気胸

のドレナージ，そこから’1本に１１}lKlしてｲ下椎を

チタンシャフトで'五|定しています。その後1年

llIlのリハビリ生活を経て，再度ガッシャブルム

Ⅱ|峰にアタックし登]Ⅱ成功，そのままブロード

ピークという隣の8047ｍの''１のベースキャンプ

に移動し，その'11にも登Ｊ１Iしました。ブロード

ピーク奇''１は，出発前から疲労による体訓不良

があ1)，｜'lHlllこしながら，また，１Ⅱ了に'１，ひざの１ilT

みがひどく錬り,1ii剤を顔l1Ilに飲みながら益nJして

います,，

彼は，幾'１１について，体力はもちろん必要で

すが，とてもロジカルな１１上界であり，益llliiiLL

ひとつひとつにまでこだわり，道共やスケ

ジュールの準I1lIiを刀全にすることが大切と言っ

ています。それにlⅡ|え，極限の状態で｢１分をlII

II1まで押し上げてくれるのは，周|ﾉﾄ|からの励ま

しではなく，やはＩ)自分の意志の強さというか

決心，「行くんだ」という気持ちであるとも言っ

ています。ただ，盗山だからといって粕神的な

ものばかり語られてしまうことを嫌っており，

登山というのは本来楽しいはずで，楽しいから

続けている，また，死ぬ覚悟でやっているので

はなく，死がllIl近に存在するが，故にそれを避

けていくことが'１１能だと考えています。純粋に

111登りを楽しみながら，偉業を成し遂げ続けて

いる彼を，今後も応援したいと思っています。

《｜)卜II1lj》

験，また保育所など福祉部門の職員の呰様とも

交流させていただいたおかげで，社会の''１での

]こどもの育ちを見るという視点を持てたこと

が，｜)'１業してからこんなに役にずっとは),L(って

いませんでした『l1iM床を離れた期|Ｈ１はｌ数ｲ|ﾐも

あるのですが，その空白を埋める勉強をし直

し，まことに幸いなことに姫路聖マリアリ丙院で

２年ｌＩＩｌ働かせていただいたおかげで，イiﾘとか臨

床医としての感覚を取り戻すことができまし

た。１１１分の堆来の欠点は，どれも拾てられず，

割り切りが悪いことです。主婦として家事・庁

ﾘJをすることも，仕辮をすることも，どちらも

続けていたかったので〆子どもたちがある稗度

成長するまでは，いったいどうやって|｜々過ご

していたのか1,1Aい}I}せないほど，疲れもしまし

たし，自らを符みる余桁がなかったように`'と(い

親になった人，
親である人たちへのエール

加古真紀

例年になく寒さの厳しかった冬もようやく終

わ')を告げ，温かい||差しがmlIILLえるように

なり，インフルエンザの流’１丁もト火になってき

ました。早いもので，高砂｢１丁で|＃l業いたしまし

てからﾒL４年になろうとしております。ｉ二婦業

をしながらの什;寝は，特に冬場はきつく感じる

こともあ')ますが，：幸い体i洞も崩さずに何とか

やっていられるのは，本当に夫や子どもたちの

'''1解や支えがあってのことで，ありがたいこと

です｡子どもたちがまだ幼かった111，私は姫路

11jの職員として働いておＩ)ました。そして，小

ﾘJ科|矢と行政のかかわＩ)の深さを知るという体
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ます。しかし時間に追われながらも家事をして

きたおかげで〆今，かつての私と同じように働

きながら｢-育てをしている詩いおｕさん方に，

いろいろとそれらしい助言ができるようになっ

ている自分を苑｣えLしています。病''１，病後の'111

復期，どのように世話をするか，何を食べさせ

たらよいか，調理にどんな]二犬をすればよいか

…。これは｢１分で少し誇らしく思っている部分

でもあＩ)ます゜妓近の子育て'１１のお趾さん方と

接していて気がかりなことは，家庭における石

護力の低下です。病気というものが，こんなに

も非日常になってしまったのか，と十数年ぶり

に臨床に戻った時，唖然とすると同時に危機感

すら覚えました。人間である限り，必ず体も心

も病むことがあります。多世代が同屑する家族

であれば，健康に問題をきたしやすい高齢肴の

お仙話や病人の看護，小さい子どもの世話など

当たり前でしたでしょうが，核家族化が進ん

で，まず商齢者を切り離し，１１１１親も子どもたち

も昼間過ごす場所がばらばらになってしまった

結果，弱い人たちをかばい，｜吐話をするどころ

か，健康な家族の間ですのに，会話さえも成立

していないような寒々しい家族の有り様をしば

しばⅡにします。離幡家庭も増えました。け了

家庭で病弱な子どもを１１t話するとなると，仕事

と看病の板挟みになってしまいます。{Ｈｆを数

Ⅱ休んだら，解雇されてしまった，というお母

さんもいます。「貧H1」の２文字がひたひたと'１１’

し寄せてきている現実に|ｲﾘき合っている人が確

実に1蘭えているように’１LAいます可子どもたち

の，健康で幸せな４１ﾐiiITを支えるための社会的基

幣がもっとしっかり盤IilliされることをIllIってや

みません。私は自分の本来の業務である病気の

子どもを診察する一方で，子どもを育てている

親御さんたちの心や体の健康も損なわれないよ

うに，十分とはいえないまでも，I-lilidI)をして

いこうと)１１AっていますＱ孤立していた|)，心が

くじけそうになっていたりする子育て'|]のお廿

さんは本当に多いです。そして，励ますつもり

でかけた言柴が，逆効采になっていることもあ

るので，注意が必要ですr』家庭での青１，Ｗ」や看

護ﾉﾉが低下していることを批判的に見ているだ

けでは建設的ではありません。どこからでもい

いから，今よりは良いﾉﾉ|ｲﾘに向かえるようにお

手伝いするのも，自分の什器の一つだと,'11Aいま

す。ｒどもが病気になることは，家族の抱えて

いる'''１題がいろいろとあぶりだされるきっかけ

にな')ます。医師として診断力や治療するため

の知識をもっと磨く一方で，ソーシャルワーク

的なスキルも必要だと感じる今日この頃です。

先輩諸先生方には，さらなるご指導をお願い申

し上げ，楠を終えます。

《高砂市》

P〆
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広報だよレノ ◇日本小児科医会◇

ｆＩＬｆ

＊第24回日本小児科医会総会フォーラム

］こどもから学ぶ！聴く！そして育む

－熱く語ろう子どもの未来inOsaka-

平成25年６１］８１」（［)～９１１（}1）

大阪ＴＩｊ１Ｉ１央公会堂

Ｌ平成24年１１)１１７１１（'二）第291且|日本小ﾘJ科

医会近畿ブロック連絡協議会が和歌''1で開催

された。

2．第８１Ⅱ|兵庫県'1,1,'j医療協議会が，平成24年

１１月22日（木）開催され，(1)予防接種の公費

助成，(2)重症１，１．印荷の|玉療に関する基樵整

IjIli，(3)こどもの1iiIiiによる傷害を予防する体

制づくり，(4)新ﾉﾋﾘJの雌聴スクリーニングに

ついて協議検討された。

３．平成25年ｌ川期'三の会tj名簿が作成配布さ

れた。

４．神尾名誉会長が||本小ﾘJ科医会功労者表彰

された。

５．兵庫県小児科医会定時総会・特別講演会に

対し，日本小児科学会弊'''１医制度で２単位が

認可され，次''１|総会1z成25年７月６１１（11）

より適用される。

６．兵庫UiL小児科医公ｈ１立30周年の記念式典を

平成25年11月3011（'2）に行う予定である。

◇日本小児科学会◇

＊第116回日本小児科学会学術集会

平成25年４Ⅱ1911（令)～2111（Ⅱ）

広島'二E|際会議場

広島巾文化交流会館アステールプラザ

テーマ：平和とともに歩む小ﾘLⅡ塁学・小児

医療

◇兵庫県地方会◇

＊第258回

平成25年２）I231-I（[）

市民健康開発センターハーテイ２１

◇入退会・異動◇（敬称|略）

入会

Ｈ25／ｌ／1０◇小児医学講座◇

＊第59回

平成25年３）11611（士）

三宮研修センター

講演ｌｍＩＺこども発達支援センター開設

～現況から発達障害者支援を考え

る～」

兵庫U,し立こども発達支援センター

センター長野ＬＰ路子先生

講演２「特別支援教育と医療の連携を考える

～二次障需を予防するために～」

関I1LilKl際大学教育学部教育福祉学科

こども学1'』〔攻

教授’１１野繁樹先生

亀田愛樹

原田万祐子

１１１中真也

藤|Ⅱ晃:生

｢'1良和上

(宝塚市）

(神戸大学）

(伊丹市）

(jl1lIT1111）

(東灘区）

〃

Ｈ25／２／７

Ｈ25／３／７

〃

退会

Ｈ24／９／６ 小池隆史

(兵庫UiL立加古川医療センター）

坂井凸武（北区）

中野宗一（1巳ｌｌｌｶﾞili）

Ｈ25／２／７

Ｈ25／３／７
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異動

Ｈ24／９／６四尾利一（先端医縦センター

一兵庫県予防医学協会健康ライフプラザ）

Ｈ24／１０／４加藤昌弘（ｲﾙ｢}lIi→i1Lilf｢ＩＩｉ）

Ｈ24／12／６１１１本裕子（垂水区→''１央区）

ご逝去

Ｈ23／５／１９池|Ⅱ清美先生８９才

（赤穂市）

H24／１０／1７（)１束幸三郎先生７８才

（姫路市）

Ｈ24／10／２７小iILi俊造先生９３才

（)'1会顧問・元'111-1大学学長）

Ｈ25／３／2４佐々木|浩一先ｲＩｉ８３才

（()ﾄﾅ１１１j）

ご〕丘(柵をお祈り巾し上げます

《川本》

節会員ご紹介

抱負（自己紹介）：

猪名111111Jを御ｲ蕨||ですか。l1111Li市の北部に隣

接しています。ノ｡攻府能勢町，豊能町，宝塚ｉ１Ｌｉ

谷地区とも接しておI)，府県市町をまたいで子

どもたちも来院されます。通勤もほとんどが人

阪方面で二兵1,1〔UiLのUf1JT所在地の神戸より大阪Tlj

の梅[１１界隈が|}1]1ＩＣにはなじみがあります。

猪名111111Jで|＃l業しておりますと紹介先もやは

Ｉ)広域になるIljlJlrT1があります。小1,'J科医として

の帰属意識を兵lj1iUiL小ﾘJ科医会に入会しＩ川確な

ものとしたいとＩＩＬ(っております。どうぞよろし

くお願いいたします。

偽
ざ。-゛－－や

氏名：田上久樹（たのうえひさき）

勤務先：たのうえこどもクリニック

住所：〒666-0257

111辺郡猪名川町白金2-1

ＴＥＬ：072-765-1186

ＦＡＸ：072-765-ll86

E-mail：qqhn24669Qqtea・ocn､ne.』ｐ

出身校：福井医科大学平成２年率

趣味：読書（歴史小説）
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１．時|Ｈ１外対応加算１（５点）の)iHけlLlIをす

る予定。３（3.0％）

２．時|Ｈ１外対応加算２（３点）のﾉ圧|け,１１１をす

る予定。１１（10.9％）

３．時|Ｈ１外対応加算３（１点）の届け出をす

る]多定。３（3.0％）

４．１，１lけIllIをしない（１，||け出をやめる）予

定に,８４（83.2％）

設問４：時間外対応加算のliT1け出について，ご

意兄をお書き下さい。（時間外対応加算の評

Iilli，ＩｉＴＩけ出の有無のfll1lllなど）

・Il1lil々の小1,|j科診伽ﾘTでの24時間対応は現実

的に不可能。そのための地域における時間

外・体'１急病診療所への川務ということで

あ|)，その出務にkilする評価加算を要望す

る。

・時|AI外対応に対する､11算点数としては，算

定要件の厳しさに対しあまりにも低いﾉﾉｽ数

であI)，しかも小ﾘJ科外来診療科を孫１１]し

ていると算定できないということから１，１|け

１１｣していない。

.実際にはかかりつけ`患者の時間外対応はで

きる範囲で行っており，むしろⅣ診料を７４

ノ､１Ｍこすべき。

設llUIl5：診療報酬に|割わる項Ｈ分野のうち，小

児科医会として重点を侭いて要望すべきもの

は何でしょうか。

〈診療所〉（、＝105）

・初・lIj:診料：

全体7４（70.5％)／重点2５（23.8％）

・小1A｣｣玉療の専門性の導入：

全体5０（47.6％)／苣頭点11（10.5％）

・時|AI外・小1,8救急陛療'１１勝等の評価：

全体5０（47.6％)／頑点1０（9.5％）

・その他（予防接柿・乳幼児健診なと゛）：

全体3６（34.3％)／重点７（6.7％）

・医学御１Ｍ料：

粂体2４（22.9％)／jEf(０（０％）

社会保険

社会保険委員会報告

１）平成24年度第４回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成241L1ﾐ１０｣１４日兵Iiliﾘ｢し|兎師会館）

『時間外対応加算の届け出の状況と評価」およ

び「次回診療報酬改定での小児医療に関する要

望事項についての意見ｊに関する質問表

（日本小児科医会）

〈兵庫県小ﾘJ科医会会員のll1l杵結果〉

質問表送付数：診療所266／炳院176

質問表lLll答数（'１１１答率）：

診療所107（40.2％)／病院1４（8.0％）

質問表集計|｜：平成24年８１］２日

設問１：今ｲＩｉ（2012年）３Ⅱ末時点で，地域|欠

療貢献加算の)前け出をされていましたか。

１．随けlIlをしていた。１７（16.3％）

２．かつて１，１け出をしていたことがあるが，

３月末時点では、け出をしていなかった

３（2.9％）

３．－度iMilけ川をしたことがない。

８４（80.8％）

設問２：現在，時間外対応力'1算のITI|け出をさｵし

ていますか。

１．時間外対応加算１（５ﾉﾉｽﾞ）の胴け出をし

ている。４（3.8％）

２．時'1Ⅱ外Ail応)'１[|算２（３ﾉ､'【）の１m|け出をし

ている“1３（12.4％）

３．時ｌＩＷﾄ対応加算３（1点）の届けｌｌｌをし

ている。０（０％）

４．１iflけ川をしていない(〕８８（83.8％）

設問３：今後（ｌ～２年後）時ｌＩＩｌ外対応bⅡ算の

ｌｒＩけ川はどうするおつも|)ですか。
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・次回診療報lIllll改定における小児医療に関

する要望鴉項の協議，及び要望害の作成

について

・下成25年度診療所小児科の|矢業経営実態

調査の施行について

．「予防接種協力余あるいは手数料」につ

いての全llil調径の実施について

２．兵庫リル1,ﾘJ科|呈会社会保険委員会報告

（前褐）

３．保険審査上の諸問題

く対象疾,極と算定要件〉

・小1,'d特定疾患カウンセリング料（)]のｌ

ｌｕｌｌ１：500点，２１口''１：400点／２年を限

度として１１２回に限り算定）

（対象疾`Mi）

ア．気分障害の`患者

イ．神経症性障害の`患昔

ウ．ストレス関連障害の`患者

エ．身体表現性障害（小児心身症を含

む。また，喘息や周期性１１|Ⅱ叶症等の状

態が心身症と判断される場合は対象と

なる｡）の,患肴

オ．生川的障害及び身体的要|医|に関連し

た行動症候群（摂食障需を含む□）の

‘憩者

力．，LJqI的発達の障害（、閉症を含む｡）

の`患者

キ．小ﾘ｡期又は青年期に通常発生する行

動及び'青紺の障害（多動|ｿ|ﾐ障害を含む｡）

の,患者

（小児特定疾`患カウンセリング料の対象

となる,W2i-には，登校拒杏の肴を含むも

のである）

・呼吸器リハビリテーション料（Ｉ：170点

／単位，Ⅱ：８０点／単位）

呼吸訓練や柿々の運動療法等を組み合

わせてili1il々の;IiZ例に応じて行った場合に

算定する。

<病院〉（ｎ＝14）

・時間外・小児救急医療出務等の評ＩｉＩｉ：

全体８（57.1％)／竜点４（28.6％）

・入院料：

全体８（57.1％)／重点３（21.4％）

、小児医療の専'''１性の導入：

全体７（50.0％)／重点０（０％）

・医学管理料：

全体５（4.4％)／重点１（7.1％）

・初・再診料：

全体４（28.6％)／重点１（7.1％）

２）平成24年度第５回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成24年121ｊ６日兵庫県医I111i会館）

「平成24年度第１回兵庫県小児科医会・地方会

合同社会保険委員会報告」

ｌＩ時：平成24年１０１１６１二１（ﾆﾋ）

１４：００～１５：００

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

ｌＬＩｌ席者：江原伯陽γ大石康男，大fT完悦，人出

國隆，河醗重造，児|鴫茂り｣，木花厚

生，佐野公彦，柴田始宏，鈴木紀元，

竹島泰弘，Ｈ１中－－宏，辰己和人，旨Ｈ１

安彦，二宮道人，早野昌毅，深谷隆，

前田１片，三村嘉ﾗ(子男，村上舵助，１１ⅡＴＩ

－仁，横Ⅱ|純好

議題：

Ｌ日本小児科医会社会保険委11会報告

「平成24年度第２１ｕＨ本小児科|矢会社会保

険委員会報告」

（平成24年９）130日和光堂i1Li新橘ビル）

．「時間外対応力Ⅱ算の届けⅡ}の状況と評

価」および「次回診療報lillll改定での小児

医療に関する要望調項についての意見」

に関するアンケート結果
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ア．肺炎，無気肺等の急性発症した|呼吸

器ALi肴

イ」Iiil匝瘍，胸部外傷，llilj塞栓，llllj移柿

手術，慢性閉塞件llllj疾’'1Ａ（ＣＯＰＤ）等

の|呼吸器疾`患又はその手術後の,患昔

ウ．ＣＯＰＤ，気管支喘息，気管支拡張

症，問質性肺炎，塵llllj，びまん性汎気

管支炎（ＤＰＢ)，ネllI経疾`uAで１１千吸不全

を伴う`患者，気管切附｢の`ui者，人Ｌ

呼吸管剛-卜の`憩者，ll11i結核後遣りiii等の

｜製性の'1平吸疾`急によ')一定以上の重りｉｆ

のⅡ乎吸|木|難や[|常/Ｉｉｉｉ１１｢能力の低下をき

たしている,患者

エ．食道がん，胃がん，肝臓がん，咽・

喉頭がんの`患者で下術前１週間及び術

後の患者で呼吸機能,ﾘ||練をｲﾃうことで

術後経過が良好になることが医学的に

期待できる患者

･摂食機能療法（185点）

摂食機能障害は，摂食機能障害をｲｲす

る,患者に１回につき30分以Ｉ訓練指導を

行った場合にｌ力１１に４１１１１を限度に算定

できる。ただし，沿療開始よ')３カノ]以

内の患者では，１１１につき算定できる。

（対象想者）

発達遅滞，顎切除及び舌切除又は脳lill

管疾忠等により摂食障需がある患者

･退院時リハビリテーション料（300点）

入院していた患者の辿ﾙﾋﾞ時に，‘患者の

病状，患者の家屋構造，介護〃等を考慮

し，‘患者又は家族に対して，リハビリ

テーションの観点から退院後の療養上必

要と考えられる指導を行った場合に算定

する。

（指導内容）

体位変換，起廃又はlMIil糊||練，起立iilll

練，食事訓練，排Iilll:iJll練，生活適応訓

練，基本的対人関係訓練，家屋の適切な

改造，Ｍｉ者の介助方法，在宅保健サービ

スに側する情報

･未ｲilillll液像（Ｆ１動機械法15点，鏡検波２５

AII）

少なくともリンパ球，単球，好'１１球，

好樅球，好塩基球の５分類以上の何定．

比率計算を行った場合に算定する。

鈍検法は顕微鏡を１１Iいて実際に医療従

１｢群の||視によって検体を胸接観察する

ことであり，造IIl器疾,患や感染症や｢ｌｉ－Ｌ

免疫疾忠を疑う｣i笏今など，医学的に妥竺'１

適切な場合に実施すること。

･エピペン処方時の在宅自己注射指導符ｆｌＩ１

料の算定（820点）

アドレナリン製剤を，蜂毒，食物及び

薬物等に起因するアナフイラキシ－の既

往のある`患者またはアナフィラキシ－を

発現する危険性の高い患者に対して，定

ｌＪｔＩ'１LL注射器を緊急補助的治療として1Ⅱ

いた場合に限り算定する。

本椅''11科はアドレナリン製剤を処ノノ

し，処方と同時に自己注射に関する脂導

獅1Mを行った場合に限り算定することが

できる。

なお，処方された`患者について，征

）１，「|己注射に関する指導管理を行った

場合に，その都度，本衿翻料を算定する

ことはできない，

《二両》
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かという意見が出た。

ホームページ委旦会よりポリオワクチンに

ついての掲載内容についての検討を依頼さ

れている件について：４種混合の対象者に

ついては厚牛労働行のＱ＆Ａをそのまま掲

載する。ただし，市町により対応が異なる

ケースも考えられるので，「詳しくは市町に

問い合わせのこと」の一文を加える。この

内容を検討結果としてホームページ委旦会

にＭ答した。

３月に実施した1M斎下の行政措置予防接種に

ついてのアンケート調査結果を，第２凹阪

神子どもの予防接種勉強会の一般演題とし

て発表した

ヒブワクチン追加接種時期が７～13ヵ月後

に改めらｵしたが，この期|Ａ１外の接種可否を

ilj町に確認することが望ましい。

感染症対策

感染症対策委員会

(８月４日，１０月２７日，１２月１日１月１９日

の４回開催）

協議事項

１．不活化ポリオワクチン，111櫛混合について

・９月１日より不活化ワクチン接種が開始さ

れ，１１月１１｣からDPT-IPV接種が始まる

が，当初ワクチン不足になる可能性が強い

と懸念されていたが，四穂混合（ＤＰＴ－

ＩＰＶ）ワクチン，イモバックスポリオが供

給不足になってきている市川が出てきてい

る。

・ＤＰＴ－ＩＰＶで開始したが供給不足のため

ＤＰＴとＩＰＶを別々に接種する場合，念の

ため市町に確認しておくことが望ましいと

，思われる。

２．その他

・医会の感染症サーベイランスに，病院小児

科の重症感染者情報を入れてはどうか？と

提案があり今後検討することとなった

・県小児科医会で，予防接穂ワクチンの現物

支給の調査が始まる。当委員会でも検討し

たが，ｉｉｉ費税納付のことを考えると現物支

給すべきであるが，相互乗り入れの場合，

現物支給では対応がｌＺｋｌ難になるのではない

３－来年度に向けて

予防接祁に関する事項が流動的なので新た

な協議事項を検討した結果，以下の事項が提

案されている．

.以下市町における任意予防接種に対する補

助事業についての調査（予防接稲法の改112

竿が決まる４１１以降に）

・災害サーベイランスについての検討

・妊産婦への予防接種教育に使用する資料の

作成（保健|Hili等を含む医療従事者を対象と

するもの）

《ｌｌｊ１ｌ１》
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川）

②肥i尚児に対する化活指導のフローチャー

ト

肥満子|jﾌljについてはこれまで種々検討し

てきたが，今ｲ1ﾐ度は肥滴りJの/Iﾐ活指導フ

ローチャートを作成する。

（○辰巳，播磨，西尾，土臆，野間，関）

③「子ども健康手'帳」利川法のＭ１発

売成した「子ども健康下|帳」を今後どの

ように利111を発展させていくかを検討する。

（○乾，谷口，吉岡，筒井）

小児保健

小児保健委員会報告

(平成24年１０月27日開催）

Ｌ今年度の検討課題

下記の３項しlにつき検討を行う『,各委員は

いずれかのグループに属し，メール等でたた

き台を作成し，委員会において全員で検討す

る。

①以下保育園における健康管1111状況の実態

調査

保育|刺における「食物アレルギー」の除

去食指示，「感染ｿjlH」の務園制限，「投薬}:Ｆ１

示を受けている児」の|壷|での服薬など，健

康管理状況の実態調査を行う。

（○櫻木，イ||田，商|Ｈ，人橋，転,|渇，藤

２．幼児を診る小児科医にできる発達障害の早

期発jFdについて

すでに「食行動よりみた発達障害の特徴」

としてホームページに掲載したが，日常診療

によ')役立たせるため，発達障害を早期に発

見するためのツールとしてラミネート版を作

成し，全会Liに１W[l布する。

《筒ﾉﾄ》

が，平成４年度から厚生労働省が子育て支援

の一環として開始したlLl｣産前小児保健指導(プ

レネイタル．ピジット）二飛業の現状です。全

liEl各地でほぼ瀕死の状態のlIJ，大分UILでは生

後８週までに対象をひろげたペリネイタル・

ビジット（ＰＶ）事業を干成13年に全ﾘ｢L的事業

として立ち上げ，さらにＰｖで培った医療・

保健．福祉のネットワークを基盤に，保健所

圏域ごとに平成20年に「ヘルシースタートお

おいた」を腱開され，多くの成果を挙げ意気

盛んです。事業再生を望みます。《Ｈ・Ｔ》

甦れＰＶ

環境省は，平成25年２)ｌｌｌＥ１１玉I内の河111や

湖沼に生息する絶滅の恐れのある魚類の

「レッドリスト」改訂版をまとめ，記録的な

不漁が続くニホンウナギを，絶滅厄|其ｌＢｆｎ

（近い将来に絶滅する危険性が商い）に指定

しました。ロ本の食文化にも影響しかねない

－ﾌ刷可Ｗ｢，それに近い存続の危機を憂えるの
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接種勧奨記事は1z成25年４月以降削除の

予定に：

エ）救急医療：各地区の情報は救急対策委

員会で継続的に最新情報の確認をお願い

することとした。また，「今，流行して

いる病気について」として，神戸大学小

児科子ども急性疾患学部門発行のニュー

スレターにリンク許可を得て，毎)jの更

新情報を掲載した。

オ）感染ｿii情報：毎月の情報は各地区の肢

新|静M捉供先とのリンクでカバーしてい

る。風しんの流行に関して，ワクチンの

接種勧奨等も含めて感染症対策委員会で

原稿の作成について協議を頂く予定。

力）′ﾄﾘJ保健：掲載原稿の不具合が生じて

いるため対応予定。

キ）地|ﾙﾄﾘd科医会だより

会長が交代した地区では，あいさつ文

を更新して]1ｺいた。４月から，新体制が

スタートする地区もあることから，４１］

に入ってから再度更新を依頼する予定。

キ）リンク集：全ての県下病院小児科につ

いて，リンクを確認し，リンク切れ，移

転等を調整した。

②会ji向けホームページ（http://www、

hyogo-pediatric・Sakura・ne.』p/member／

index・php）

パスワードの変更措置は，当分の間行わ

ない。

ア）委旦会予定・報告

イ）社保ニュース

ウ）医療ニュース

エ）私の提言：第ニサが提言された（2012

イ|ﾐ８）Ｉ二宮即事)。続いての提言を期待

する。

オ）｜静|ルデータ集：麻しん)iT1け'11111級を

岐新のものに更新する予定。情報量が噸

えてきたので，検索機能を追加予定。

ホームベージ委員会報告

（平成24年度第２回）

開催日時：平成25年３Ⅱ２「Ｉ（上）

場所：㈱ＭＥＣ（メックコミュニケーション

ズ：神戸市'１]央区）

出席者：江原伯陽，多木秀雌，１１１J驍承造，土

屋ざなえ，森I11f1il子，１１野利治，八

若博司，宅兇兇了う渡辺志伸

協議事項：

(1)兵庫県小児科医会ホームページ内容につい

て現行ホームページを実際に確認しながら，

コンテンツ毎に詳細な検討を行った。

①一般向けホームページ

ア）ＨＯＭＥ：東北地方太平洋７１|'地震のお見

舞いメッセージの取り扱いについて協議

を行った。本文のみは『|i『〈残し，震災か

ら２年が経過しているので，被災された

妊婦，褥婦，新生児への支援ネットワー

クのご案内は削除することとした。ま

た，災害時に役立つ医療情報サイトはリ

ンク集の中の「その他お役立ち情報」に

移動することとした。

イ）兵庫１Ｍ､児科医会について：

.「小児科医会よりのごあいさつ」につ

いては，秋号の医会報巻頭言原稿と差

し替える予定。

・入会申し込みフォームについては，オ

ンラインフォーム・ＦＡＸフォームと

もに，性別の記入欄が抜けていたので

項ｕに追加し，メールマガジン購読希

望のアンケートを迫力||した。

ウ）トピックス・市民講しｋ：１１j民講座の情

報をしっかり冊して]IJIくことを再確認｡

またトピックス情報のＭＲ３期，４期の



兵庫県小児科医会報No.59.2013 2９

児科こども急lft疾患部門）にはEmergency

Watch（http://www・medkobe-u､ac・jp/pediat／

research/kodomo2・html）というレポートがあ

り，県小児科医会ホームページからリンクして

頂いた。神戸医療センター'|'央市民病院では，

常勤医が５名に減少，このため，Ｈによって応

援医liiljによる当直が行われて，1次医療機関か

らの入院は減少したが，入院総数では大きな変

化は見られていない。その他，神戸Tli２次病院

群での輪番が夜間を中心に蝿まらない日が多く

なり，２次救急体制が危機的状況となって来

た深夜の診療を行っている尼'１１奇市，姫路市急

病診療所では，外部からの応援医師による当而

の割合が増力|]，尼崎Tbでは７割以上が応援医Ⅱ｢ｌｉ

で行われているとの報告があった．淡路周域

で，県立淡路病院で行われていた一次救急診療

は，２４年度から各市の体Ｈ診療所で行われるよ

うになった｡開業医の輪番で行われていた深夜

一次救急では，看護帥による電話相談事業も行

われるようになり，深夜受診`患者が減少した．

2011年「兵庫県下各|巻|域における深夜帯の小

児救急,患者動向」の調査では，神戸こども初期

急病センター診療開始のインパクトは大きく，

神戸圏域での深夜患者の墹加，隣接匿|域からの

流入`患者の墹加が見られている□また圏域によ

')流出`患者，流入,患者の比率に異なりがあっ

た｢〕これらのデータは，上谷委員長を中心に，

検討が行われており，結果報告は，６月８［'．

９日大阪で行われる|｣本小児科医会総会フォー

ラムで発表する予定となった□詳細な報告は次

凹医会報に掲載予定である｢，

《Ｈ野》

救急対策委員会報告

2012年度後期，県小児科|至会救急対策委員会

は，委員長に上谷良行県立こども病院副院長，

担当副会長熊谷，担当理事日野の体制で，従来

通り奇数Ⅱ第３水曜|」を定例に委員会を開催し

ている□そこで，各地の救急患者の動向調査，

各圏域，各病院での問題の検討，そして前期，

本委員会で検討した2009年の「兵庫県下各周域

における深夜帯の小児救急,患者動向」にE1lき続

き，神戸こども初期急病センターが開設された

後の2011年における「兵庫県下各圏域における

深夜帯の小児救急忠者動向」の調杏検討を行っ

た□

２４年度後期年末年始を含め”各地からの救急

`患者数の報告では，比較的落ち着いた数字で推

移していた．注目すべき救急疾患では，診療所

で行われた食物アレルギー`患者の食物負荷試験

帰宅後のアナフィラキシ－が見られ，注意が喚

起された。また，学校給食誤食事故によるアナ

フィラキシ－も見られ，エピペンの適切な使用

が出来る体制作りが必要と思われた。虐待例も

救急では問題になることが多く，リ己童相談所と

の連携が上手く行われるよう，今後も継続的な

働きかけが必要との意見が出た。心肺停｣'二例は

少数例ながら見られ，今後調杏が必要と考えら

れた。神戸市では，救急隊搬送の約30％程度を

神戸こども初期急病センターが受け入れてい

る。｜可センター（ﾈ1'１戸大学大学院医学研究科小



兵庫県小児科医会報No.59.2013 ３１

(2)ＨＰ委員会事業計m1iについて：Bil在，ＰＣ，り2013年２）12811までのアクセス数は45,687

タブレット，スマートフォン等，様々なデバ 件（ｌ感染》ｉｌ４ｌ静|i13,078件，２トツプページ

イスに対応し得る「レスポンシブＷｅｂデザ6,780件，３地|え小ﾘ凸科医会だより5,643件，４

イン」の111組が必要となっているとの話題が救急医療4,()79件，小I,ID保健3,121件）

あり，デザインの見枝もI)をおliiHいすること（５）感染症対策委li会への検討依頼事項

とした。風しん流jiT拡大・ＣＲＳへの注意l喚起情報の

(3)会員ページのご意見箱の取I)扱いについ 掲載に関する件，予防接種法改正への対応に

て：宛先を委員長に変更。関する件について３月９ロの感染症対策委員

(4)アクセス解析について：２()12年３１］１１]よ会で検討IIn〈予定Ⅱ

《渡辺》

◆￣￣■□■■■■■■■￣＝■■■￣￣￣￣ロロロ￣￣■■■￣■■￣￣ロロロ■￣￣￣■＝■■■■□■￣、

ロ［お矢ﾛらせ］

日本保育陸1保健協議会第９回全国研修会・広島

０（ｴ）’１時2013年５)11911（'１）９時30分～１６時１０分（開場９１IlIfOO分）

ｌ②会場川酬Ｉｉ会飲ﾎﾞﾙ篭
広島ﾘ｢し広島iljl1qlx観｢f本U111-l-l

I③テーマ「ﾘ'き出そう，こどもの力を1今,こどもたちのからだは?」
＊予告一来年度は兵庫県で開催日時２０１４年５月１旧（日）場所兵庫県医師会館

第2311｜口本ﾀﾄ来小児科学会

０①’１時2013年８)13111（|ｊ・９月１日（日）

（８）I30111iii夜セミナー）

ｕ②会場福岡国際会議腸IWilfiiIlIj博多区石城町２番１号TELO92-262-4111

福岡サンバレスホテル福岡｢|丁博多区築港本HJ2番ｌ>ノTELO92-272-ll23

I③テーマ「こどものためのコンダクターになろう」
０④お問合せ先第23回'1本外来小児科学会二|『務局稲光毅

〒819-0041福l1Y1iljllqlx拾ﾅ《|}1｢3-8-13レイナ拾六ｌ１１ＪｌＦ

いなみつこどもクリニック

E-mail：infWlsagpj23､orｇ

第４回日本小児救急医学会神戸ノレミナリエ教育セミナー

’’'水小児科救急医学会教育ｲﾘ{修委ｆｉ会では,定期の学術集会とは別個に｡兵'i｢県医１１'li会兵庫'Ｍ児科Ｉ
Ｕ医会の｣Ｌ催のもと、第４回セミナーを故・lllH1至康１Ｍi理事長（兵liliU,L小ﾘ凸科|失会参与）のゆか1)の地であｐ

ｌる神｢iで開催されることとなりましたので,ご案内申し上げます。
ロ①’１時2013年1２１１７１１（ｔ）・８，（１１）

０（２）会場兵庫県阿1'１j会鮒

Ｉ③対象医､,Ｍｉ謎Ⅲ'Ｌｌｗｊｌ〔命士(|''し小児救急'差学会iiのみ）
兵庫県医nllj会k１，兵Ⅲ|叫小|,１J科医会会員は受講料無料

Ｉ①お問合せ先開催１１t話人イハｌｉ学lmbe99《`kchojp
神77市京医療センター''１火Tl『乢病|]>Ｅ救命救急センター

〒650-0()４７イ11リ｢ilT''１火区港烏南HJ2-l-l

＊募集要項の詳細は，小児救急医学会学会ホームベージ

http://www,convention-axcesscom/lsep/に公開予定
、－．－－－－．．．－－－－□－．－－．－．－．．－＝．、－－－－．．－－－．－－．－口－－－．－．●
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lllllIIllllllllllllillill;lIlillllllIlilllilllll;|lli蕊lllllllllllIlllliiii
る事はできませんが，峰い咳や鼻があれば以

前であれば延期しましたが，今は廷ﾉﾘ]すると

ややこしくなるので，「えいやつ」とやってし

まう。そういう時に何かがありますと双ﾉﾉと

も後悔が残るということで，どうしたものか

と悩んでおります。

先｢1の新聞によると，神戸市の保|境医療審

議会の保|境医療連絡協議専門分科会で，’'1央

Tlj氏病院が総合周産期肚子医療センターの巾

論を県にすることについて協議し，今後，県

の周産期医療協議会で検討され，おそらく１１］

話されることとなるでしょう。こども病院が

すぐ隣に移llh〈することは間違いないでしょう

し，一カ所に周産期医療の拠点が集中するこ

とになります。我々としては横から見ている

以外にないのですが気をつけて見ていきたい

と思います。よくご存知の先生がおられまし

たら教えていただきたいと思います。

９Ⅱ９日に１１本小児科医会の理事会があり

ましたが，その前|｜に医会の政治卜11体であり

ます日本小)'J科医連盟の会議がありまして東

京に行ってまいりました。小宮山厚生労働大

１Kの基調講演等もありましたが，このことに

関しましては，また後ほど説|ﾘ'させていただ

きます。

今)Ejは来週上曜'１に地区小ﾘ凸科医会連絡協

議会がございまして，１１Ⅱ1711には近畿地区

小児科医会連絡協議会がございます。昨年は

大津で開催されましたのでもう－年経つわけ

で，ご出席いただく先化方にはよろしくお願

い致します□

本日は協議，報１１７ともたくさんありますの

でよろしくお願い致します。

２．名誉会長挨拶（神尾名誉会長）

皆様ご苦労様です。１０月になっても昼ＩＨＩは

暑いですね。１０Ⅲこなれば,患荷が増えるかと

ノ１１Aいましたが，あまり1W|えておりません。皆

様いかがでしょう,，予防接種があるから忙し

理事会議事録裏

【第４回】

日時：平成24年１０月４［｜

午後２時30分～５時00分

会場：兵庫以医l1ilj会節

'１１席者：横lIl会長，神１名梧誉会長，早野，藤

田，熊谷，江原各副会長，河臨，二

宮，森川，松iilii，坂本，筒井，渡辺，

小阪，辰巳，１１野，田中，多木，三

舛，安部，谷｢1各理説，前IⅡ，播磨各

濫調，上屋議長

1．会長挨拶

こんにちは。ｉﾘ]晩秋らしくなってきました

がＬ１ｌＩ１はまだ暑いですね。先生方にはお|亡し

い中，理事会にご参集いただきありがとうご

ざいます。

不活化ポリオのワクチンが開始され，当初

はワクチンの不足が心配されましたが今のと

ころ不足しているということは聞きません。

先生方如何でしょうか｡ワクチンの接種lLll数

が増えましてスケジュールを組むのが大変で

す。｜可時接種をしないと親も医療機関もどう

にもならない状》ilです。|Ⅱ|数がｉ１ｉｌ１えて気にな

ることは，まず接種ミスの防止であります。

薬剤，年齢，接種間隔，｜ｎ|数等，毎|且'確認す

ることがたくさんありまして，うちでは受

付〆行護｢Illj，私がチェックしますが時々ヒ

ヤッとすることがあります。また，親の予診

票の記載ミスが結構あります。ｌ力)1以内に

牛ワクチンがあっても書かれていない。ヒヤ

リハット集，予防接種マニュアルがあれば助

かります。感染症委員会の方で作っていただ

ければと),1Aいますが，またご検討ください。

次に接種に伴う健康被害の件ですが，予見す



兵庫県小児科医会報 No.59.20133４

まえ，ｆども・父母（保護荷）と医療ス

タッフが重篤な疾`患を持つ｢どもの生命

維持にかかわる治療の差し控えや中1kを

含め，ｉ台療ﾉﾌﾞ針の決定に向けた話し合い

をするためのガイドライン

12.8.10

・日本小児科学会が推奨する予防接種スケ

ジュール＜更新＞

12.9.10

・浅野喜造先1ｋ（｣上大人獣共jUi感染症リ

サーチセンター）がTheAsianPacific

PediatricAssociation「TheOutstanding

AsianPediatriciaｎＡｗａｒｄ２０１２」受賞

12.9.19

・Ｂ型肝炎ワクチンの定期接櫛化等に関す

る要望書をl享労杓に提とl｝

12.9.19

.異なるワクチンの接種'111隔変更に関する

要望害をｌｌｊＩ労打に提出

12.9.21

・水痘およびおたふくかぜワクチンの早期

定期接種化についての要望Ｔｌ「を11,1労省に

提Ⅱ｝

12.9.21

・学校，幼稚|刺，保育所において]多防すべ

き感染ｿiiiの解説く更新＞（予防接種・感

染症対策委匝会）

１２．９．２１

・特殊ミルク安定供給のためのワーク

シヨツプ（11)111日，フクラシア東京ス

テーション）参加費無料・半前登録必要

２）学会雑誌から

１２．８月号ＶｏＬｌｌ６，Ｎｏ８

．【論策】重りiii心身障害児等の在宅医療に

関する実態i）|雌．奈良１１J保健所根津ｆ１１１子

ら：在宅擦養には歯科や成人期の医療を

担う科との連携が必､須であること，日常

の介護や児の入院時の付き添い負担等を

ということで最後はギャグっぽくなっていま

した｡

松平会長からは小ﾘJ保健法についてお話が

ありましたが，これは今ひとつわからないと

ころがあI)まして，その必､要性とかどんなん

だということで，この時も会長，委しiから話

がありましたが，今Ⅱの資料にあるような内

容コンセプトでございます。平成20年にl｣本

医Hili会の'Ｔｌに小児保健法検討委員会のプロ

ジェクトチームを作りまして答Ｉｌ１をlLl)してい

ますが，委員を見ますとそうそうたるメンバ

ーが入っておられますが何ｍl読んでもよくわ

からない文章であります。「小児保健法を成立

させるために全日一丸となって協ﾉﾉしてほし

い｣，「各ブロックにおきまして促進の集いを

持ってほしい」ということで，近畿では水野

先脆を本部長にしまして，どういうふうにす

るか，これにつきましては11月の近縦ブロッ

クの述絡協議会で協議しようということに

なっていますのでご協力をお願い致します。

こういう促進へのiiIi動は小児科医会という

法人ではできませんので，小児科医述盟とい

う政iifil乱体でやらなければなりません。岐近

はちょっと活動が低迷していますが今度の秋

の会報では小I,'j科|天運MHへの積極的参川|への

誘いが入っていますのでよろしくお願い致し

ます。lklみにロ本全体では600名ちょっと，兵

庫ﾘ｢Lでは５０名ほどということです。以１２で

す。

４．学会ニュース（服部理事欠席のため藤田畠Ⅲ

会長紹介）

2012/１０/４日本小)１J科学会ニュース

ｌ）学会ＨＰから：妓新情報，学会からの提

言．ｉ三張

１２．８．８

・重篤な疾`患を持つイーどもの|渠療をめぐる

話し合いのガイドライン（倫理委員

会）：子どもの権利条約の基本粘神を路
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〈しているように思うのですがレセを実際川

してみたら少ない。この気候がいいのでしょ

うね。さて皆様医事新報ご覧になっておられ

るでしょうか。９月2911汁に時の人の紹介と

いうところに（１１本'Ｍ１科医会）松平会長が

写真入I)で一面紹介されています。内容は小

児保健法に関することですのでご覧ください。

３．日本小児科医会ニュース（横山会長）

６月の総会フォーラムで会１１２が保科先/'2か

ら松平先生に交代になりました。松平先生は

いろいろ積極的に動いておられるようであ|）

ます。６月28ｐには１１本医lilli会横f『会長の元

へ，神111副会長，伊藤総務旭》11ｆｌＩ１ｌｌＩ，傍島術

務川長とともにあいさつへ行かれており要望

をいろいろされています。特に'ﾄﾘJ保健法Iljll

定に心lillを注いでおられまして多ﾉﾉ､iからIlill

定に|トリけての活動をされておられます。１１本

医li1IIi会におきましては周I>剛I・乳幼ﾘ山保健委

１１会があ|)，その会長詩'''1事1mとしてll7保

健法の課題となる方ｌｉＩ性，小)'ｊ保健法のTil能

性を含めてとして検討されるようでございま

す。この委員会には渡辺志伸先生が出ておら

れますのでまたお聞きしたいと思います。委

員会では今年度，地域小ﾘJ科総合医検討委員

会が発足しまして第１lⅡ|が６）11011に|刑催さ

れています。第２１Ⅱ|が９）１９１１に|＃lかれてい

まして，総合医に関しては課迦がいろいろあ

りますが，熊谷副会長がNTI姿１１長，実質委員

ｌ之という重責を担っておられますので後ほど

お話しいただけると`'1Mいます。

予防接種委員会としては，今後の活動とし

て７つのワクチンの定期化のために予防接種

法の改ｊ１三への要望とか，無過失責任制唆の救

済IIill度，予防接種ガイドラインの適切な表現

の改iEの||'し入れとか，そのあたりを姿１１会

として行っていくようでございます。それか

ら広域化の調査とか広域化の促進，予防接柿

Ｍ１１ｌ医の発展とか，小児科学会との迎携等々

を検討しております。

乳幼ｿJ学校保IML委山会では第２１１１|乳幼)U学

校保健研修会を来年２月10日，日曜日に束Jj（

で開催します。メインテーマは１ヵ月健診と

いうことでll1jから受付が開始されます。

社保委幽会では調脊が２件あります。ひと

つは来年度の改j1iに関する要望，もうひとつ

は予防接種の協力金あるいは手数料，要する

に医師会に支払う手数料ですが地域によって

はかなりな額を徴収しているということでそ

のあたりを洲盃するわけです。予防接種の手

数料をなぜ社保委員会がするのiかよくわかり

ませんが，手数料が向くとられると医業経↑;↑

を圧迫するということで，医業経営は社保委

幽会だろうということで'１１|ってきまして調在

が近１１中に来ると`},1Aいます。当会では地区述

絡協議会で収I)Ｉげていますのですぐにl1jl梓

できると,1,1Aいます。

教育委li会では札''１%のフォーラムの参り１１打

が約65,%，赤字はでていないようです。第24

1'１|は大阪で開Ｉｉｉ』され，６）j８，９［|に'１'央公

会堂で行われます。’’二Eは山中伸弥先lLlその特

別講演があるという事でございます。こぞっ

てご参加ください。

子どもの心対策部では第１５，１「子どもの

心」｜ﾘ|:修会が|《}|'戸で開催され，藤Ｕ１先('ﾐが責

任者ということでいろいろと光雄方，ご協ノノ

をお願い致します。

それから’１)'Ｍ､ﾘ巴科|墨述盟の会が９)ｊ８１１

に八重洲南士屋ホテルで開催されました。？M÷

調講演では小１１１|｣｣厚生労働大臣のお話がいろ

いろありましたが，今度iiLi費税が上がるとい

うことで，こどもの編祉関連予算で増税分の

''１から7,000億，他から3,0()0億集めて全体で１

兆}'１にし，保育|粥|の整備や'|､ｿJのﾈ｢１１祉の方に

持っていくとのことです(’３０分の話でした

が，「私は小ﾘJのために一生懸命やっているが

次回の選恭はわからないので応援よろしく」
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軽減することが必要とjdAわれた。

、こどものLMI1r環境改蒜委止ｊ会：Injury

Alert（傷客注意速報）Follow-up報十ｌＴ

Ｎｏ３：事例への予防にする対応表

12.9）１号ＶｏＬｌｌ６，Ｎｏ９

.【論策】公的補助による任意予防接種と

隆療費控除の小１，'J医療，地域社会へ影

響．大分大学医学部地域医療・小児科分

野是松聖悟ら：予防医学の拡充と啓発

は，感染症減少，医療経済効果に繋がっ

た．健康で元気な子どもが育つ街を作る

ための基盤となり，小１，'J医療の健全化を

もたらすことを証明した．

.【論策】小児専Ｉ１ＬＩ医療機関における在宅

医療の現状と対策．［lil立成育医療研究セ

ンターlitil産期センター新4ﾐﾘJ科１１村知夫

ら：多くの小児重症患者がいる医療施設

が在宅医療を提供するには，(1)院内で

は，診療科の枠を超えた総合的な診療を

効率よく行う体制と在宅医療に関する情

報を集中して扱う部門の整備が，(2)院外

では，広範ljljの地域の行政機関，医療施

設との綿密な連携が必要であると碁えら

れた。

、こどものと'三活環境改善委員会：Injury

Alert（傷害注意速報）Ｎｏ３４歯ブラシに

よる刺傷．またかの事例でγ歯ブラシの

改善が検討されている。

協議事項

l）平成24年度地区小ﾘ凸科医会連絡協議会

ｌｌ時：１０)1131」（」1）１５：００～１７：３０

場所：会議兵II1iUiL医nllj会館

懇親会ホテルオークラ桃花林

１．開会（司会：藤111副会長）

２．会長挨拶（横|Ⅱ会長）

３．報告

ｌ）｝1本小ﾘﾑ科医会の現況（i('''1も名誉会

長）

２）地区小児科１塁会からの近況報一帯・提

言（,１会：横'11会長）

３）姿ii会報十I「（,『]会：藤H|副会長）

1．社保委員会（二宮理説）

２．感染症対策委員会（'''''１理事）

３．小ﾘj保健姿１１会（筒井即事）

４．救急j(､l策委員会（'１野I111Ell）

５．教育委旦会（安部理事）

６．編集委員会（森川理事）

７．広報部（河盛fI1L11i:）

８．勤務医委1１（二二舛班調）

９．ホームベージ委しi会（渡辺剛1；）

１０．その他

①兵庫県小1,1J医療協議会報告（横ｌＩｌ

会長）

②地域小ﾘ凸科総合医検討委員会（熊

谷副会長）

４．閉会

○第２l1ul兵庫県小ﾘ凸科医会地[Z連絡協議会懇

親会（１８：００～２０：００）

於ホテルオークラ神戸３階「桃花林」

１．１%1会（司会：森l11Hl1Pl{）

２．挨拶（横|Ⅱ会長）

３．乾杯（未定）

４．閉会（早野副会長）

承認

２）第291Ⅱ|日本小)１J科医会近畿ブロック連絡

協議会

｜｣時：1１１１１７１１（｣二）１５：３０～１７：３０

場所：ホテルグランヴイア和歌,|，

協議会後懇親会

参加予定者：イ'''１己Zizi誉会長，横'],会長，早

野副会長，熊谷Fi'1会長，江原Ｆ１']会長，藤、

副会長，辰LLfll11{，

（藤}u副会長）会Ｌｉ数と１年ＩｌＩＩのii門動汀兵

lrlruiL小児医療協議会（資料をつけて）につ

いて報行する。承認

５．
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３）兵庫1Ｍ,1,'J科医会内規変更について（変

更点）

・叙勲祝金，旅YMil腱（役員及び委員等が

りk内に}I|務した場合)，役目出張旅費

（近畿圏外）につき－部変更。

・退職役員慰労金はiIiU除。

・名誉会長，願'１１１，参与選考条件を－部変

更

・講師への謝礼：会員講師への謝礼は３万

円と交通費とする。

・会費の件：入会初年度会費納入は入会時

期を勘案し決定する,，

滞納については２年未納で退会（会員

資格停u二)。小ﾘﾑ科学会地方会のルール

では再入会は２年IHI分を支払えば再入会

を認めているのでこれに倣う。

承認

４）会員名簿作成の件（辰巳理事）

各理事に修''三をお願いし凶収したが，確

認して抜けている部分があれば再度お願い

する□今liJl，会ｆＩｆ未納で資格停止になられ

る方が出ると)LAわれるので若干変更があ

る。承認

５）入退会の件

異動：横|Ⅱ直樹先上ｋ神戸大学→パルモア

病院

変更：加藤IEll弘先/'三閉院に伴い伊丹市→

西宵市（IiIⅢ２地）

死IL=：石１１１兇ﾅ'□生（莊水区）

平成24年２）’６１」ご逝去承認

６）その他

（横山会長）兵lilrU｢しと神戸市主催，神戸新

聞，サンテレビ，ラジオ関西後援で兵庫皿

オレンジリポンキャンペーンという児童虐

待防止のキャンペーンをするということで

協賛を依願されましたが，２１万|']というこ

とで断るということでよろしいでしょう

か。ポスターを作成されますのでこれを医

会会員に配布していただきたいということ

で，これは無料ですので次'''１会報を送ると

きに'両|封したいと思います｡承認

６．報告事項（詳細は各委員会報告をご覧くだ

さい｡）

１）社会保険委員会（二宮理事）

平成２４年度第４同兵庫県'ﾄﾘd科医会理事

会・社会保険委員会報杵

「時間外対応bl1算の届け出の状況と評

Iilli」および「次|Ⅱ|診療報lWI|改定での小１，E医

療に関する要望事項についての意),L」に関

する質'１Ⅱ表（'二|本小1,8科医会）の兵'''１iUM、

｜,U科灰会会員の回答結果の報告［’

２）感染症対策委員会（田中1ILM事）

第４１口1委員会を平成24年８月４１１に開

催。

報告事項：感染症の現況について

エンテロウィルスが流行。｜攻神ｌＩＩｊでは

ＲＳウィルス感染症が''１始めている｡

協議事項：小活化ポリオワクチンについて

・当初ワクチン不足になる可能性が強い

・次ｌｎｌ委員会で不活化ワクチン接祁|;'1始

後の状況を検討。

その他

・医会の感染症サーベイランスに，病院

小児科の重症感染者情報をいれてはど

うか？と提案があり今後検討すること

となったり

・予防接種ワクチンの現物支給につい

て，消費税納付のことを考えると現物

支給すべきであるが，イ'1瓦乗I)入れの

場合，現物支給では対応が|木|難になる

のではないかという意見が,L|'た。

（''''１１理事）不活化ポリオワクチンは当初

不足が懸念されたが今は問題ない。

３）小児保健委員会（筒ﾅﾄ理事）

特に報告はありませんⅦ

４）教育委員会（安部即事）
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第581Ⅱと591ul'Ｍ１医学講座について

第581可は''１辺三菱製薬株式会社と共樅で

行い，５９回は小児科医会単独で開催。

５）編集委員会（森川I'脾狗）

先生方にはお暑い''１執筆していただきあ

りがとうございました。また，広告の依頼

をしていただき，アステラスほか17社から

広告をいただくことができました□次サは

もっと増やしたいとAllいます。

６）勤務医委ii会（三舛理輔）

特に報告はありません。

７）救急対策委員会（１１野理事）

９月20日に第95回委員会開催。

アレルギー減感作を開業医で行って，リ帝

宅後にアナフィラキシーで搬送されるケー

スがあるので注意をしていただきたい，２

次後送ではLMi炎等の外科疾ALAで問題があ

る。淡路では看護師が電話相談をしていて

受診者が減少している。今'Ⅱ'は兵庫医大，

神戸大に時間外がどれくらい受診している

かも出ているのでご覧ください。

（熊谷副会長）９月の小児アレルギー学会

でも話題にな')，経'1免疫療法ではショッ

クが結構あって１０例やれば３例ぐらいあ

る。慈恵医科大学の勝沼先生からは，安易

にやるものではなく，１例でも大きな事故

があると（治療法として）全部壊れてしま

うので気を付けて実施したほうがよいとの

意見があった。

８）ホームページ委員会（渡辺珈蛎）

特に報告はありません｡

９）広報部（河盛理事）

８）１，９）１，ＦＡＸニュースを出したn

lO）経理部（辰LL即事）

会涜未納肴には督促状を送り９)ＥＭﾐを振

込期|狸としたが，１０月に入ってからも振込

があるとのこと。会員名簿の原楠ができる

ころまで待つ。

11）総務部

①|天会誌広告掲載の件

編集委員会報卉で既'1｝

②兵庫ＵＭ､児医療協議会（横Ⅱ|会長）

「兵庫県の小児医療に関する要望書及

び凹縛」2012ｲ1三９月20Ⅱ兵庫ulJT

（１）ロタウイルスワクチン，水病ワクチ

ン，おたふくかぜワクチン，BUi1肝炎

ワクチンの公費助成について

７種のワクチン接種について乢とし

て市１１１J村をサポートしてきた。２３年度

には36億，２４年度には26億の予算を組

んでいる。現在，UTL1,~全市町において

実施。

予防接種法を改正して定期接種に組

み入れる方針が国にはある。次の同会

で成京を待つ必要がある。

ロタウイルスワクチンについては，

平成24年度内に評価が|刺において実施

される予定。その結采をみてU,Lとして

の対応を考える□

（横''1会長）ヒブ，１１１１炎球菌，子宮頸

がんワクチンが定期接穂になっても一

部負担がないように。また，ロタワク

チンが定期接椀になるよう要望した。

（２）重症児・者の医療に関する基盤整備

について

ショートステイが実行されている。

県下８施設で受け入れＴＩＩ能。７１１３１[１

現在の実績は５つの施設で，１１帰Ｉ)４７

１１''’１ｉｆ油４１Ⅱ|となっている｡利川者

は７人で20歳以上は１人だけ，肢年少

の1人は４歳である□

基盤整備事業については，予算を執

行し，機器整I1liiが行われた。

超重症`患者の在宅肴などに関しての

調査がなされている□ポ,'i果のまとめ準

備''１。（障害福祉同障害者支援課）



兵庫県小児科医会報 No.59.20133８

兵hlfUlL訪問看護ステーションマップ

が作成され，各ステーションで提供さ

れるケアの内容が記されているに,小児

関連のステーションを追加して，看護

協会のＨＰに掲載される予定。

（県側iからの問いかけ）

小児の在宅医療を担うのは，開業小児

科医とするのか病院小児科医が巡ｌｌｊｌし

て実施するのか，どちらにするのか？

（横山会長）兵庫県ではそれほど多く

ない。診療所が今後在宅医療を担って

いく必要があるのは認識しているが，

医師，看護師，医療スタッフの人的，

時間的余裕がない。診療報酬体系に関

して不利というハードルがあると''11答

した。

（田中理事）点数に関してはかなり高

点数です。

（横山会長）大阪では外来診療料を算

定していると在宅の点数がとれないと

か。地域により理解に差があるよう

だ。

(3)新生児の難聴スクリーニングについ

て

母子手帳には難聴スクリーニング検

脊結果を記す項||が入る様になってい

る。（平成24年４月より）

県としてはまずは，スクリーニング

の実施をしている施設の実態把握に努

めたい，現状では予算}IUf世をとること

は難しい。

(4)子どもの事故による傷害を予防する

体制作りについて

保育|刺での事故で301｣以上治療を要

した件でみると，平成24年に骨折が１

件のみである。安全確保に関する講習

会を実施している。（こども局)'J童化

保育係）姫路の施設についての情報は

ない，

（５）子育て支援に関するネットワーク形

成事業について

兵庫県立こども発達支援センターに

ついての説Ⅲ」本センターへの受診は

各TljlllJ村の障害福祉課などを通じて↑了

う。７１１．８月の受診者はﾈ''1戸・’４

名，明石・１３名，三木・９名等となっ

ている。３－－７歳が多く，男性が圧倒

的に多い。

③地域小児科総合医検討委員会報併（熊行

副会長）

今年から委ti会が発足。小児科医のア

イデンティティを確立するための制度。

現在，小児科専門医の上にサブスペ

シャルティあるが，小ﾘ凸科専門医の'二に

小児科総合專'''１医を作ろうというのが医

会の|Ｉ的。そのための教育制度をつくる

のがこの委員会の２年間の目的である。

④小児科専|』Ｆ１医ｲﾘﾄ修集会の単位更新につい

て（熊谷副会長）

小ｿj科学会でiii位が兄直しざｵし厳しく

なっている。小児医学講座は５点から３

点。総会・特別講演は0点とされたので

演題を今年よ')２題としているので再''１

請ＬＩ１ｏ

⑤平成24年度第23回こどもの健康週間につ

いて（藤田同Ｉ会長）

こどもの健康週間大会がlOH27H県立

尼崎ｿiii院，椋１京先生が実行委員長として

開催される。分担金として県小児科医会

からは30万''１文払い済み｢〕

⑥日本小児科医会からの調査依頼（横１１１会

長）

「予防接種協力金あるいは手数料」に

関する調査の依頼があった。地区連絡協

議会のデータをもとに報告する。

７．その他
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①平成24年度第1回兵庫県医師会乳幼I,'d保健

研修会開催について（渡辺理寸｢）

１z成24年10Ⅱ11日（木）１４：３０～

兵庫県医師会節

講演「乳児の予防接種～不活化ポリオワク

チンの導入」

111崎医科大学付属111崎病院

小児科部長中野貴司先生

報告「西宮市で実施した５歳児健診パイ

ロット事業の報杵」

兵庫ﾘﾑ医師会乳幼児保健委旦会

委Ll谷口賢蔵先生

②FOURWINDS乳幼児精ﾈ111保健学会

第151口]学術集会兵庫大会ｉｎⅢＴＩ｢111について

（多木理事）

平成24年11)１２３．２４日

加古川市民会節にて開憾

に師走となりました。ここ数Ｉ1急に冷え込み

まして，冬の到来と言う感じがしておりま

すｃ私どもの地域ではインフルエンザはまっ

たく出ておりませんが，ＲＳウイルス感染が流

行っておりまして新生児から３歳くらいまで

ぜ－ぜ－いう子がたくさん来院しておりま

す□私の印象では再感染の子も結構症状が強

く，今年のＲＳＶは臨床症状が強いように思

われますが，先生方の地域ではいかがでしょ

うか？昨年はインフルエンザのワクチン供給

で制限があ|りました。今年はインフルワクチ

ンは大丈ﾉﾋですが，４tlもとポリオも入荷が少

ないとのことで，何かiD2年ごたごたしていま

すが，何とかして欲しいものです。

１０１１の地区小児科医会連絡協議会には多数

の役員，委員長の先生〃にご出席いただきあ

りがとうございました。お蔭様で活発に協議

が行われ，無事終えることが州来ました。心

よ1)お礼申し上げます｡地区報告での予防接

穂への事務手数料に関しては大変議論が活発

と申しますか，話が盛り上がりました』この

会で何が決まるというわけではないのではあ

I)ますが，かなI)活発にいろいろな情報交換

が出来ましたので非常に有意義であったので

は，とMAっております。

また'1)１１７日土曜'１に和歌''1で行われまし

た日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会に

は神尾名誉会長をはじめ，副会長の先生方，

辰己先生にはお忙しい中，ご出席いただきあ

りがとうございました。協議会では委員会報

告や，各県の状況が報告されました｡特に専

１１Ｉ医制度のこととか，地域小児科総合医検討

委員会，予防接種，小児保健法制定に向けて

等につき活発な協議が行われました。発表い

ただいた先生方にはお疲れ様でした。私は

「兵庫県小児医療協議会」につきまして少し

説|ﾘ]させていただいたのですが，あとで各府

UTLの医会長から結構良い評仙iをいただきまし

以上の報告を了承した。

【第５回】

ＬＩ時：平成24年l2H6ロ

午後３時30分～５時30分

会場：兵庫県医師会節

什|席者：横山会長，末廣，神尾各名誉会長，早

野，藤[H，熊谷，江原各Ｆ１'｣会長，河

際，二宮，森川，松浦，坂本，筒井，

渡辺，辰己，［I野，Ｈ１''１，多木，三

舛，安部，谷口各理事，服部，\111各

特定理事，前田，播磨各驍事，二'二臆議

長，八若副議長

1．会長挨拶

先生力こんにちは。本ロはお忙しい'１１を班

事会にご参集いただき誠にありがとうござい

ます。ばたばたしているうちにあっという間
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l）会長報告（松平会長）９)12011に財務省

厚生労働省担当主計官と面談。小児保健法

制定の意義を説明したが財政的に難しいと

言われたゴ予防接種の厚労街での一元管f1il

の話もしたがワクチン接穂は地方に移譲し

ているので元に戻すことは困難であるとの

川杵だった。

2）副会長報告（ｲlI1111副会長）1111171]に関

東地区で小児保健法制定推進集会が開催さ

れた。束ri(には小)且科標梼医療機関が約

3000軒あるが31人しか集まらなかった。

九１１|地区は平成27年の総会フォーラムの

担当になっている。本来は宵崎Ui↓でやる予

定だったが佐藤会長が急逝されたのでγ大

分叫が候補として挙がっている。

３）委貝会報片

①地域小児科総合医検討委11会：熊谷副会

長よ|)報flT済

②経1111部：’1111011現在Ａ会員3089狢，Ｂ

会員1,745名，計4,834名会費納入率は９１

％□

③ホームページ委'二i会：予防接種のスケ

ジュール表を掲載したスケジュール表

には小りし!`科学会版，llilrZ感染症研究所版

と「VPDを知って子どもを守ろうの会」

版があるが，学会版のみを掲載。会員か

らの意見等を載せるのでホームページ掲

載叩込書を出してください。

④乳幼児保健委員会：保育所嘱託医，ｌｉＥｌ

医，学校医へのアンケート調査１カ月健

診に関するアンケート調杏を行った。第

２lil1乳幼児学校保健研修会は２ＨｌＯｐに

東京で開催される。２００１２１以｣このIILＩし込

みがあるため都道府uiLへの川席依頼は行

わない。

⑤教育委員会：来年の総会フォーラムは大

阪で開催。第８１''１生涯研修セミナーは１０

月に岡llIでI＃|催され参ＤＩＩ者約３５０名で

た。今後も頑張って地方会，小児保健協会と

も協働してiT1ir動していきたいと思います。

社会1k険関連では，次''11改定にむけて社会

保障審議会医療保険部会および中|栞協におい

てすでに協議が始まっておりますが，実際政

権がどのようになる力､で全く変わって来ると

のことで，｜|本医師会でも具体的な方liLTl性は

まだ示されていないようです。１１月3011に第

１１m]社会保障制度改革国民会議が開催されま

した。この会議をたちあげるに当たりまして

は，日医は医療現場の代弁者としてＵ医から

委員の選出をつよく要望していたようですが

結局は選ばれず終いとなっております。今後

政権が変わり社会保障制度もどのようになる

か，予断を許さない状況ですが，我々もしっ

かりとみていく必要があるかと思われます。

今日は議題も沢山あり，このあと忘年会が

ありますが，本'１は一年の締め〈〈|)として

のJEll1調会です。よろしくお願いいたします□

以上でございます。

２．名誉会長挨拶（神尾名誉会長）

杵様お寒いのにおＩⅡかけ下さってあＩ)がと

うございます。’'1ミロ選挙が公示されましたが

どの党にいれればよいか，誠にいれればよい

か，粋様どのようにお考えでしょうか，先日

東灘の医師会で111島ＵＩＬ医師会会長に，現在の

医療情勢ということで講演いただいたとき

に，どうするんだという質'''１がありました

が，はっきりとは言われませんでしたノひと

りひとりの立候補者の言うことをよく聞い

て，将来の１１本の医療を良くしてくれるかど

うかをみた上でＩｌｉ１人的に選ばなければならな

いだろうという意見でした。私たちも小児の

医療を良くしてくれるかどうかをみて投票す

るしかないと思います。杵さんもよく考えて

投票をお願い致します。

３．日本小児科医会ニュース（横山会長）

l２Ｈ２ｐ（ロ）にEu事会が開催された。
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あった。２６年度のフォーラムは岩手県，

第９回生涯研修セミナーは金沢で行われ

る。生涯研修セミナーは現ｲi=小)'J科学会

専門医の基礎単位になっていないので学

会へ会長名で要請する。

⑥社保委員会：予防接種のＴ数料の訓脊結

果が出ている。そんなに高くない印象で

ある。高いところで1件につき５００１'１

（上｣狸50万？）定率ではだいたい２～４

％・定額のところでは２～3001'１ぐらい

である。

⑦子どもの心のＩＪＩ修会：来年ｲ''１戸市で藤田

先生が担当iされるので出席よろしくお願

いいたします。

⑧小児科と小1,Ｍi科の保健検討委旦会：小

児の舌小帝短縮;iiiに関して：新４１J,'Jから

乳幼児早期の舌小帯短縮症はllFli乳とは関

係なく切除する必要はない。’'１等度・重

度の短縮症に対しては３歳ごろより機能

訓練を開ｸf『し，５歳で再評(llliをｲﾃい，特

に重度のものに限って手術を行う。早期

に手術をする必要はない。今後またこの

問題について検討会を行うとの事

（樋'11会長）今後当医会でも小ｿj歯科の講

演も聴かせていただければと,IIL(う｡

⑨自動車中の子どもの安全推進合同委員

会：lOHlOl-1に開催された。シートベル

トの装着率は2007年46.9％，2012年には

58.8％。1歳80％，５歳が3796で大きく

なるとしなくなる。都道府ﾘﾑ別では宮城

LILが76％で1位，最下位が烏111U｢Lで３１

％。今後とも推進活動を続けなければな

らない。

（服部理事）ＪＡＦとともに活動している

が，警察庁に書類を提川しても受け取'）

ましたというだけで終わっているという

現状です。

⑩総務：来年度は代議員の選挙がある。選

拳管理者は都道府県医会長である。１月

の医会報にて公示する。代議員数は12月

１日現ｲ[の会員数で決まり１００名につき1

名ということで兵庫ﾘiLは４３F,を選出す

る。

４．学会ニュース（服部理事）

ｌ）学会ＨＰから；妓新情報，学会からの提

言・主張

12.10.1

、日本小1,1J科学会主催第41111園医・看護

職・llIL行上のための研修会（９月３０１１

（Ⅱ）１０時～16時，場所：ウインクあい

ち）→終丁

12.10.22

.「早期母ｆ接触」実施のWiI意点（日本周

産期・新/l三児医学公）：「カンガルーケ

ア」の誤解の注意。安全な早期母子接

触」実施など。

12.10.29

・’１本小児科学会が推奨する予防接種スケ

ジュール：主な変更点は，①ヒブの初回

接種終了後おおむね７ヵ）１以上あける。

②不in化ポリオワクチンの導入。

12.10.29

・小児保健|矢療のトピックス研修会（12月

２日（１１）９時～16時15分）→終了

12.11.22

・慢性疾,患をもつ子どもの“うつ，，へのケ

アーメンタルケアモデル開発ナショナル

プロジェクト小児慢性疾,患のうつのメン

タルケアモデル研修会～（2013年ｌｋｌ２６

Ｆ１（士）１０時～16時30分，ＡＰ,7,111京急

第２ビル）先満120名・無料

２）学会雑誌から

12.10ＨザVol・’16,Ｎ０１０

.【論策】新fl2I'ｄ・乳児へのビタミンＫ予

防投与に関する保護者の意識調沓。

富Ⅱ|大学医学部小児科宮一志ら：，ビ
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行わない意向なので開催するとすれば医会

単独で実施することになる。｜ﾙl催するかど

うか，また，開催する場合，開催'二|はいつ

か，例えば総会の日に合わせて開催する

等，来年１～２月頃までにメーリングリス

ト等を通じて検討する。承認

２）衆議院選挙推薦の件（横Ⅱ｣会長）

「1本小児科医会連盟から総選挙において

小児保健法制定を支持してくれる推薦候補

者を挙げるよう依頼があった。時間に制約

があったため役員メーリングリストで検討

をお願いした結果、兵庫９区、民党の西村

康稔氏を推薦候補とした。承認

３）第24向総会フォーラムに関する件（横山

会長）

来年大阪で開催される。小川實大阪小児

科医会会長から総会フォーラムに関して当

医会会員に説明をする機会が欲しいとの依

頼があった。１０～15分とのことなので３）１

１６Ｈの教育講座のときに時ｌｌｌを設ける。

承認

４）第８回兵庫県小児医療協議会の件（横|]｜

会長）

平成24年11月22日に開催された。

出席者：高田哲，筒井孟，藤田位，松尾雅

文，八木麻理了，横１１１純好，飯島

一誠（オブザーバー）

欠席者：行澤隆邦，服部益1台

審議事項

１．兵庫県の小児医療への要望について

①予防接種の公費助成について

Ｈ24年９Ｈ２０ｐに兵庫県に対して小

児医療に関する要望書を提ｌＬＩ)した際，

兵庫県側からは，「厚生労働省の予防

接種部会の方針がまだ公表されていな

い。国としての方針が出されてから，

県としての方針を検討する予定」との

ことであった。全lRlの各lWfi体と'百]じ

タミンＫ予防投与に対する医療機関側の

体制作りだけでなく，保護者への啓発活

動も必要と考えられた．

・こどもの生１１１１環境改善委負会：Injury

Alert（傷害注意速報）Ｎｏ３５鉄板による

熱傷：立体駐車場の床面の鉄板i品度を下

げる対策が必要。

.Ｈ本小児科学会倫理委員会小児終末期医

療ガイドラインワーキンググループ：重

篤な疾,患を持つ子どもの医療をめぐる話

し合いのガイドライン

12.11Ⅱ号Vol」16,No.11

・第９１nlAsianSocietyforPediatric

Research（ＡSPR）開催のおしらせ：

（2013年５）１９１１（木）～１２日（日）マ

レーシア）

・日本小児科学会東L|本大震災対策委員会

報告：［1本小I,'J科学会東ロ本大震災医師

派遣事業の総括

・こどものlLli1i1i｢環境改善委員会：Injury

Alert（傷需注意速報）Ｎｏ３６カーテンの

留め紐による縊頸：海外でも死亡例が多

く，乳幼ﾘﾑの頚が引っかからない構造や

引っかかったとしてもすぐにループが解

除できるデザイン改良が求められる。

（江原副会長）ビタミンＫですが，例えば

山口県では１ヵ１１健診は小児科医が行っ

ており，全Li投与されている。兵庫UTLに

おいても検討が必要。束1｣本大震災の件

ですが，３IiLまとめて公募されるので希

望があればお願いしたい。

協議事項

l）兵庫県小児科医会創立30周年の記念行事

に関する件（横'11会反）

当医会は来年創立30周年になるため，記

念行事を開催するかどうか。２０周年記念は

地方会１００周年と|｢111邦州で多くの来賓を拓

待し開樅した,今ｌｌｌｌ，地方会は記念行事を

５．
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て，状bld観察，情報収集を継続して行

う。

⑥その他

兵庫UlLにおける小児救急医療体制につ

いて

．－次救急についてはγ西播，束播，

北播地域それぞれで対応している

が，どの地域もぎりぎりの人材で運

営されている状態である。もう少し

広域の医療|巻|で小)Uの一次救急を考

えif〔す必要性があることが指摘され

た。

・後送りljj院としての二次輪番病院の不

足も'''１題となっている。

諺次'''1までに平Ⅱ夜間，および，上

’1祝[|の三次救急の現状の調査をｲﾃ

い，ｌｌｌ]題ﾉﾑ〔を111出し，どのような要

望が必要かを検討することとなった。

（藤|ⅡIiill会1劃協議会では平'１夜ＩＮＩの

２次救急はどのように動いているの

かという情報が必要とのことなので

当医会救急対策委員会の資料を現状

報fIiとして提出したいと思う。

（筒)lJfIl1事）リTLが小児の１次２次救急

は完成しているという言い方をして

いることが問題だと,思う。

（横|||会腿）UTLに対してどのように話

をするか，医療協議会だけでは動か

せない大きな川題でもある。

（藤1]１，１１会1を）小児の在宅医療は誰が

するかという１１１１題ですが。

（谷１１珊引{）西南では在宅医療をして

いる内科医が診ている。

（'''''''''1事）内科では採血もできない

ケースもあり丁を出せないこともあ

る。

（横１１１会長）現状を調べる在宅医療に

関する委11会を作って検討して行く

ような仕組み，助成状ﾙﾋとなるように

仰度要望する。

②重症ル者の医療に関する茶幣幣Ijlliに

ついて

Ｈ24年9112011に兵ｌＩｌｉＵ１LにｽﾞIして小

児医療に関する要望害を提lllした際，

兵庫県側より，「小児の在宅医療は誰

が担当するのか（開業小ﾘJ科医，病院

小児科医)」との質Hllがあった。

東IiIi・北多摩地域では，典となる医

ililjが！'.心となってチームを形成しｉＲ動

している。大阪でも同様のネットワー

クづくりが行われている。

→大阪で行われているネットワークづ

くI)についての情報を収集し，次|'｣の

協議会で検討する。協議会IulIからUIfLへ

具体案を提示することも検討する。

③こどもの事故による傷害を]量防する体

制づくりについて

姫路市中央保健センターに|淵|設され

た，こどもの事故予防体験ひろばにつ

いての視察・評価をｲ了う。

→服部先生に，視察および評価をお願

いし，次１，１の協議会で報告していただ

く。

④新生児の難聴スクリーニングについて

兵k1i県医師会ｌｉｌｉｌ産IUl医掠検討会議で

は，具体的には話は進んでいない，

「産科でのスクリーニング＝桁査‐

県への届出＝結果の集積」が必要だが

現在はできておらず，スクリーニング

陽性頻度は把握できていない。まず

は，県によるスクリーニング実施につ

いての実態調査が必娑と考える。

⑤ｆ行て支援に関するネットワーク形成

事業について

平成24年７川こll1El石||丁に|)'１設された

「こども発達支援センター」につい
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こととしたい）

(渡辺理事）予防接穂の助成状況の件

で，全国と同じような助成というこ

とだが，兵庫U,L下でも委託費も含め

て格差があるので雄正するようにお

願いしたい。広域化においても障畦

になっている。小1,1J救急の件で，兵

庫県保健医療計画の素案を計画中だ

が，小児救急体制について問題点が

的確に載っていない。現在県医師会

から意見をあげようとしているので

数日のうちにｌｌＩ１題ﾉﾊ(をまとめていた

だければと思う。

(横山会長），患者が地域を超えて受診

する問題，人材が足りない，－次救

急出務医が疲弊している，等があげ

られる。

(江原副会長）各県とも12月末に医療

計画iを出すことになっている。厚労

省からは小児科学会が組織する体柵|」

を参考にするよう通達されており，

兵庫県地力会小児医療体制モデル案

作成委員会のものを参考にすること

になると｣と(う。一次救急はこれには

書かれていないのでこれから各自iifi

体で検討されるべきこと」兵ll1IUTLに

ついてはこの案でいくと考えられる。

峨認

]|,F1突然死姉候群（SIDS）診断ガイド

兄が無い場fTSIDSの診断がつき，剖検が

輝ければ診断は「不詳」でＳＩＤＳの診断は

つかないとされている、ガイドラインの主

な変更点としては発生頻度が減少している

ことと，チェックリストでは，搬入年月

Ⅲ，妓後に寝かせたときの体位，寝返りの

有無，直近１ヵ月Ⅱ}Iのワクチン歴，虐待と

の鑑別，’１K底所見等々，かなり変更されて

いる□

医会としてはホームページに掲載し，

ＦＡＸニュースにて周知することとする。

承認

６）Ｈ本小ﾘ凸科|矢会社会保険全|]il委員会開催

の件（横IlI会長）

毎年開催されている委員会で今年度は２

月24[Ｉ（Ｈ）に開催される。特別講演は在

宅'｣､児医療について大阪のｌＨ中祥介先生が

講演される。

当会から二宮fll1虫が出席する。承認

７）｜｣本小1,'i｣`科医会代議員選出の件（横111会

長）

４名選出。２１]にＦＡＸニュースで公示

する。承認

８）入退会の件（藤111副会長）

変更：山本裕子先生

勤務地飛水区→''１央区

死亡：池[Ⅱ清美先生（赤穂市）

平成23年５月19日ご逝去承認

９）その他

①平成25年度総会開催日程

平成25年７Ｈ６「’（-し）を第１案とす

る。

②三根前議長に参与を委'胴する。承認

６．報告事項（詳細は委員会報告をご覧くださ

い｡）

ｌ）社会保険委員会（二宮班事）

、I乙成24年度第１１Ⅱ|兵庫県小児科|天会・地方

会合同社会保険委員会報併

５）乳幼児突然死症候群（SIDS）診断ガイド

ラインの改訂について（渡辺理事）

厚労省から1111に改定が通知された。U,Ｌ

医師会ではI111TljlXL医l111i会に通知するととも

に週報にガイドラインの一部を何封し配布

した。また会員以外がＳＩＤＳの対応をする

こともあるのでU,し医救急委員会のルートも

使って)制知する。子どもへの対応なので小

リ凸科医会でも取り上げていただきたい。ガ

イドラインによれば剖検をしてネな異常Ⅲ「
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平成24年10月６ロ（土）に開催された。

議題１，２は既に報併済。

議題３保険審査'二の諸問題（早野副会長）

１．小児特定疾患カウンセリング料・

いろいろなケースで請求されるため判

断に困っている。委員会でも議論される

がなかなか難しい問題である二,例えば精

神遅滞，ダウン症で請求されることがあ

るが自閉症という病名がないと算定は難

しい。心身症もたくさんあるのですべて

カウンセリング料の対象とされるのは問

題である．

２．呼吸器リハビリテーション料

もとは成人を対象としたものであるた

め，小児で請求すると保険者から返って

くる。未熟児などで呼吸障害がある場合

はできるだけ認めてもらうように交渉し

ているｃ

３．摂食機能療法

これも主に成人が対象□未熟児が

チューブ栄養から経ｕ栄養にかわるとき

に請求されることがあるがどうかなとい

うところである〔〕

４．退院時リハビリテーション料

社保の考え方としては退院時には指導

しているのでだいたい認めている□国保

ではリハビリテーションという観点が無

いと査定されている。

５．末梢血液象（鏡検法）

造Ⅲ器疾`患肌感染症炳名があれば認め

られている。検査業者で行った検査法の

確認も必要。

６．エピペンの場合は，インスリン，成長

ホルモンと異なり，在宅Ⅲ己注射指導管

剛料は処方したときだけ請求できる動

2）感染症対策委員会（出''二'理事）

第５１口|委員会が平成24年l0H27ロ（士）

に，第６，１委員会が平成24年12月１日に開

催された□

現在注視している点として，４種混合ワ

クチン供給量不足のＩｌＵｌＩ題，来年度以降の予

防接種法改正の問題，ＢＣＧ接種が来年４月

から生後５カ月から８カ月に変わる（まだ

正式発表はない）などがある。

３）小児保健委員会（筒井理事）

第２向委員会が平成24年１０月27日仕）

に開催された。

１．今年度の検討課題

①以下保育園における健康管理状況の実

態調査

②肥満児に対する指導のフローチャート

③「丁ども健康千'帳」利用法の開発

２．幼児を診る小児科医にできる発達障害

の早期発見について

すでに「食行動よ')みた発達障害児の

特徴」としてホームページに掲載した

が，日常診療により役立たせるため，ラ

ミネート版を作成し全会員に配布する方

向で検討する。

→予算書を次回提lⅡ〕配布方法も検討す

ることで承認[.，

子ども健康手帳が必要な場frは乾委員

に直接連絡をとる｡

４）教育委員会（安部理事）

第２凶教育委員会が平成24年１０Ⅱ２０１１

（十）に開催された□

1．平成24年度第１１｣[１（第58同）小児医学

講座lOH20H（土）開催

２．平成24年度第211.1（第591111）小児医学

講座の開催（案）について

３．平成25年度総会・特別講演会講師につ

いて

４．教育委員会の活動素R告を医会報に掲載

する件について

会報に委員氏名も出ていなかったため教

育委員会として掲載をお願いする事となっ
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た．

５）編集委員会（森川理事）

会報58号をお届けした。今回は広告が１６

社入った。次号もこの16社に広告依頼書を

送るが，これ以外に広告掲載希望業者がい

ればお知らせください。

６）勤務医委員会（三舛理事）

特に報告事項はありません。

７）救急対策委員会（ロ野理事）

平成24年11Ⅱ15日に第96回小児救急対策

委員会が開催された。

報告として,愚考数等あげているが特に大

きな変化はなかった。

現在，小児科学会中核病院・地域セン

ター病院登録事業が進んでおり兵庫県地方

会小児医療体制モデル案策定委員会が案を

出しているが，2006年あたりに兵庫県が出

した案とほぼ同じようになっている□救急

体制の中核病院として大学病院，こども病

院，センター病院が上がっている。今|Ⅱ|は

自薦を受け付けるということで公募は12月

１４日に締め切りになっている□県の医療体

制との兼ね合いだが上谷先生によると今回

の会議では行政側は出席しておらず，今後

行政にオブザーバーとして出席していただ

き案をⅡ)していくとの事である。－次救急

は従来市町村で対応することとなってお

り，この小児救急医療体制モデル案には一

次救急は入っていないためどうするのか〕

－次の深夜帯は市町村レベルでは対応しき

れず，圏域レベルでどうするかという検討

が必要なので県にイニシアチブをとっても

らえるよう案を出していきたい。

８）ホームページ委員会（渡辺理事）

特にありません。

９）広報部（河盛理事）

ＦＡＸニュース238号，239号を発行した。

１０）経理部（辰己理事）

今|Ⅱ|会費未納によりＡ会員８名，Ｂ会員

１５名を会員資格停止により名簿から削除す

ることになった。

11）総務部

①第29回日本小児科医会近畿ブロック連絡

協議会

ｌＥＩ時：１１月17日（土）１５：３０～１７：３０

場所：ホテルグランビア和歌山

神尾名誉会長，横山会長，早野，藤

田，熊谷，江原各副会長，辰己理事が出

席した｡

②小西顕間ご逝去の件

平成24年10月27日ご逝去

③第108回日本小児精神神経学会の協賛金の

件

規定により10万円寄付した，

④ラジオ関西「みんなの健康相談」出演依

頼

「起立性調節障害」のご相談を姫路市

野間先生に依頼済み

⑤会員名簿の件

校正中である□

⑥GSK講演会共催の件

前例がないため|斬った□

⑦保育所における感染症対策ガイドライン

の改訂について

会員用ホームページに掲載する。

③FOURWINDS乳幼児精神保健学会第１５

回学術集会兵庫大会in加古川の件（多木

即事）

医会に後援頂いた学会だが市民講座も

あり500名の参加があり成功極に終了し

た｡

７．その他

神戸市小児科医会学術講演会の案内（平成

２４年12月８日開催）

以上の報告を了承した。
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【第ｅ回】 です。安部先生の長年の小児てんかん恰療へ

の功績が認められたとのことでございます。

私ごとですが，小生も以前は少し小児のてん

かん治療に携わってお|)ました。てんかん沿

療の分野はアレルギーとか感染症の分野と

違ってそれほど華やかさはないのですが，難

治性てんかんも含めて結構たくさんの患者さ

んがおられまして，この分野でのお仕事が評

価されたということで，大変うれしく存ずる

次第でございます｢,それからもう一つ，昨日

届いた日本小)'J科医会ニュースにも載ってお

りますが，神尾名誉会長が日本小児科医会功

労者表彰をお受けになられました。神尾先生

は委員会委員の時から数えたら何年になるの

でしょう？１５，６年もっとでしょうか？いず

れにしましても長年のお勤めお疲れ様でし

た。小阪先生，安部先生，神尾先生には今後

とも，より一層子どもたちの健康と幸せため

にご活躍されることをお祈りいたします。

３１１のＵ曜[lに次ｲＩ二度の診療報illll改定への

要望害作成に関する委員会が東京であり行っ

てまいりました。小児科医会と小児科学会と

合同でおこなったものですが，同の財政事情

がおもわしくない中で医会として何を要望す

るか，またどうすれば聞き入れてもらえるか

なかなか厳しい状況であります｡政権与党が

民主党から自民党・公明党にかわって診療報

酬そのものがどうなるのか，見通しの立たな

いところも多々あるようで，［|医の中にも昔

の馴染みに戻ったという感触と，これからは

民主党にはない厳しさがあるという警戒感が

混在しているようですｃただ財政が厳しいの

は確かで経済財政諮問会議も復活しており，

今後どうなるのか，’１１医協等で色々と協議さ

れるでしょうが，注意深く見ていきたいと思

います。

ちょっと余談になるのですが，そのＵ曜日

の委員会の時，東京近郊・埼壬県川口市の結

日時：平成25年２Ⅱ７１１

午後211ｹ30分～５時00分

会場：兵庫ITL医師会館

出席者：横|Ⅱ会長，末廣，神尾各希誉会長，早

野，藤田，熊谷，江原各副会長，ｉｉ１Ｉ

盛，二宮，森川，松illi，坂本，筒井，

渡辺，小阪，辰己，Ｕ野，Ⅱ１１１１，多

木，三舛，谷口各理事，服部，早111特

定理事，前田，播磨各監事，士屋議腫

1．会長挨拶

こんにちは。節分も過ぎまして，ロが少し

長くなったように感じますが，まだまだ寒い

日が続いてお|)ます。お|亡しい'に'１を理事会に

ご出席いただきあＩ)がとうございます。今１１

は本年妓初の理事会です，今年もよろしくお

願いいたします。

本Ｈはうれしいニュースから紹介いたしま

す。先日新聞に載っており，また後ほど小阪

先生から詳しいお話をお聞かせいただけるか

とおもいますが，UiL立こども病院が小ﾘJがん

治療拠点病院になるということでございま

す。全国で15病院が選ばれておりますが，＝兵

庫県で小児医療を行う我々にとっても非常に

うれしいニュースでございます。小児がんの

治療には高度な医学的な知識，技術が必要な

のは勿論ですが，加えて本人そして家族への

精神的サポートがさらに大事かと思われます

が，県立こども病院では小阪先生をチーフと

して世界でもjm1EHするトップレベルの小児が

ん治療を行ってこられたわけで，そのことが

今|j]|の成果につながったことと思います。心

よりお慶びII1し上げる次第であります。また

県立西宮病院の安部先生が第４１回|玉療功労賞

を受賞されました。読売新聞が主催しており

毎年全国で20数名ですか，選ばれているよう
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人が多くて待ち時|川が長くなっています。次

の連休はどうなるでしょうか。今頃忙しくな

るというのは気候の変動のせいでしょうか）

(神尾名誉会長）

お寒いlliご蒋労様です｡数日前の新聞にふ

きのとうのｚ１ｉが出ていまして，もう春だなと

思ったらまた寒くなりまして，明}1からは零

下になるそうです。それからＢＣＧが1歳未

iillIiまでなるそうです。またⅡ木脳炎ワクチン

が平成17年４月から19(1ﾐ'こまれのＩＩＩ１が迫)Ⅱ1接

種の成績が悪いので勧奨する。平成15年から

17年生まれの２期も特別勧奨するそうです。

3．日本小児科医会ニュース（横山会長）

理事会は12月にありまして次回は３月で特

に報告はありませんコメーリングリストに来

ている巾で挙げますと，厚生科学稀議会が予

防接種ワクチン分科会を新たに設|ｉｔする，今

まで感染症分科会の元に設置されていた部会

を分科会に格上げするということで，４Hに

発足するということです｡また，内海先生か

らの報告では，厚労省の第２１１１１児童虎侍防｣上

医療ネットワークIj=『業開始検討会の巾で，開

業医からの迪告が少ない，保育所などの|嘱託

医にiM度差がある，開業医が実際に身体的虐

待を診療していたのにもかかわらず通告して

いないケース，つまり後日病院で判るケース

など，開業|差のり｡埴虐待に対する知識や認識

は如何なものかという話題が出たということ

です。日本小児科医会も開業医の児童虐待防

’'二にﾌﾞ]を入れた事業，研修を行っていくべき

だという内海先/|ﾐのご提案でしたⅡ以｣二で

す。

４．学会ニュース（服部理事）

2013／２／７ｔ|本小I,'d科学会ニュース

ｌ）学会ＨＰから；鼓新情報，学会からの提

言・主張

2012.12.12

・第７Ｕイーどもの食行を考えるフォーラム

構大きな炳院の先生が仰っていたのですが，

ヒブ・l1ilj炎球閑の予防接種が始まって約２イド

少しになるのですが，重雄の呼吸器感染症が

激減したそうです。また'１１耳炎も減って来て

いる，化膿性髄||莫炎は全くないとのことでし

た。当然予想されたことで，子どものz重症な

病気が少なくなるのは良いことなのですが，

これから小児科医特に開業医は何に視点をお

いてやって行くべきなのか真剣に考える時が

来ているような気がします。

そんな状況だからというわけではないので

すが，１l119H（土）に小ﾘJ保健法制定の集

い－IWil蘭|大会一が福liYil市で開催され，’１４両か

らは大阪小児科医会の木野先生と私とで行っ

てまいりました。基調講演は松平会長により

「小)１Ｊ保健法とは－その経過と内容一」と遇

して行われ，またシンポジウムでは地元の先

生お二人の講演と国会議幽による講演があり

ました。私Ｆ１身何回聞いてもよく理解できな

いところがあるのですが，博多での参加人数

は大体100人くらいで，東京が30数名であった

ことを思えば結構祷り上がった感じはありま

した。

この集会は松二千会長からブロックごとに小

児保健法制定促進の集いを開いてほしいとの

要望があり開催されたもので，〕;k北北海道地

区は４Ⅱ1311にｲ了う予定で，近畿地区では木

野副会長主導の元，６月９１]総会フォーラム

の競後に行うことが決まっております。この

ことにつきましてはまた後ほどＩＩＬ'しＬげま

す。

本|」も色々な協議飛項があります。よろし

くお願いいたします。

以上です。

２．名誉会長挨拶

(末廣名誉会長）

先日急病診療所へ行きますとインフルエン

ザが流行ってきていましたが，子どもより成
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～子どもの食の安全：大災害・放射線汚染

のその後～：ロ時：平成２５年１月２６１１

（上）（東京）＜終丁＞

2012.12.14

・学会ホームページ及び会員専用ページの

リニユーアル：平成25年４月～予定

2012.12.

．「１本小児科学会学術・''(|際渉外委員会研

究活性化ワーキンググループ報併：１１本

の小児科学研究の現l兄：論文数の低下|頃

向がみられる｡

2012.12.

．’1本小I,lEl科学会総合小児医療検討委艮会

報告：“地域総合小児医療”に関するア

ンケート調査く結論は下述＞

2012.12.

.1,'d竜虐待の防｣上等のための医療機関との

連携強化に関するfW意Ｉ１項について（厚

生労働省雇用均等・児童家庭局）：小児

科医のさらなる関わりの要望．

2012.12.26

・第８ＬI思春期医学臨床講習会（福岡）：

2013年５月１９１１（||）10時～16時20分

（ＴＫＰガーデンシテイ博多）

2012.12.28

・グローバルスタンダードをⅡ指すロ本の

ワクチン接種～神谷齊先生からの宿題に

こたえる～：2013年１）１１２日（上）（東

京）＜終了＞

2013.1.16

．「予防接種法改正による７ワクチンの定

期接種化を実現するための署名活動」へ

の協力のお願い：2013ｲ'２２）12211（金）

まで

2013.2.1

・非典型溶皿性服毒ｌｉ：;lifi候群（aＨＵＳ）診

断基準の掲載について

2013.2.4

・ハエ生労働杓「発達障害，骨の就労支援者育

成'事業」の案内

２０１３．２．４

、重症熱性llll小板減少症候群（SFTS）の

国内での発生について：ダニ媒介ウイル

スの|玉|内の存在の注意勧告

2）学会雑誌から

2012.1211号Vol・’16,Ｎ０１２

.（l｢示：第７同小児科専'''１医試験一実施要

項一

.【論策】小''１学生におけるメディア環境

がコミュニケーション能〃や睡眠障

害，肥満へ及ぼす影響．１１j立秋111総合病

院小児科小泉ひろみら：メディア接触時

間が長い子どもほどコミュニケーション

能力に''１題があ'った）また夜間覚醒など

のI睡眠障害があＩ)，気分のｌＩＩｌ題や疲れや

すさ，l1U満への影響があった。

Ｕ水小１，'d科学会総合小児|歪療検討委只会

報Ｉｌｒ：アンケート調査から'Ｍ１医療提供

体制を機能させるために，これから小児

科専門|晃となる医師を対象とした「地域

総合小児医療制度」ならびにその研修体

制の検討が必要。

.ｐ本小1,'d科学会|]本小児内分泌学会ＣＣＳ

委員会報併：小児がん経験者（CCS）の

ための内分泌フォローアップガイド

2013.1月除Vol､117,ＮＣｌ

.【短報】，地域社会へ増加するマクロライ

ドliiiil性マイコプラズマ．島根大学医学小

児科分野小山千草ら：ＬＡＭＰ法は迅速な

確定診断に有用で，発熱が長引くマイコ

プラズマ感染はマクロライド、性を念頭

に世くことが重要である。

、こどもの生活環境改善委員会：Injury

Alert（傷害注意速報）Ｎｏ３７オートバイ

による頭部外傷：小児｢Ⅱオフロード1A〔用

バイク乗車''１はへルメットはじめ，予防
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程は11月30Ｕ土曜日。招待者は近畿地方

の医会会長，UIL医I111j会会長，リTL3者協の

２血兵庫uTL産婦人科学会会長，県|差会

委員会委員長，県下医会の会長としては

どうか・もちろん一般の会員の先生にも

できるだけ参りⅡをお願いしたい＿

（横lⅡ会長）私の意几として，－つの区切

りであり次回開催するとすれば50周年と

なるので別開催にすることを提案した。

１１月3011開催ということで，実行委員

会を立ち上げて進めることとする。承認

３）小児救急医学会教育セミナー共催の件

（横'１１会長）［１本小)1i｣↓救急医学会が本年の

１２月に神戸で小児救急セミナーを開催す

る。場所はIIL医師会館を使用する。小児

救急医学会から兵庫UTL医師会と兵庫ＵＭ、

リ｡科医会へ共催の依頼があった］県医師

会がどのような動きをされるかというこ

とであったが，医Hili会は共催されるとい

うことで，医会としてどうするかを協議

願います。

（藤田副会長）前回の総務会のときに神戸

中央市民救急部の有吉部長から説明を受

けた。この医会には会場費についてご協

刀願いたい。その代わり救急セミナーで

は|呈会会員向けの特別セミナーを用意す

る。オブザーバーとしての参l1llも可能に

するから是非とも協力願いたい。以の救

急医療委員会にも協力を依頼していると

の｢事であった．会場費と協賛費を出して

欲しいということであったが，会場費に

関しては県医l111i会が会場を無料で提供す

るということになった。小児科医会にも

いくらかのお金を出して欲しいというこ

とだと)１１Aわれる。会場を借')ると２１三|で

２０数万}Ⅲ。今まで例が無いので，会長，

捉案，腹案があるでしょうか。

（横川会長）我々としては共催した場合，

対策を忘れない。

、告示：小１，Ｗ}專｢ⅡⅡ玉の資格更新の下引き

（ﾈ''１尾dizi誉会fを）署名iiIi動に関して医師

会，学会，医会とそれぞれから依頼が来

ていると慰うが，小児科医会の万にでき

るだけ多く送っていただくのがよいと思

う。全部送るということではなくできる

だけ多く送っていただくということでお

願いします。

５．協議事項

ｌ）平成25年度-兵庫u,L小児科医会定時総会・

講演会に関する件（谷11理事）

［111寺：平成25年７)ｊ６ｐＰＭ３：００～

場所：兵庫県|歪師会館

一般演題（案）

「兵庫UTL下における行政措置予防接種の現

状について」

感染症対策委員会委貝長

吉Ｈ１元iiiil先とｋ

特別講演協議

（谷川111事）大阪小児科医会小川会長が６

）1に開かれる総会フォーラムの説|ﾘ]で時

間が欲しいということで５分を予定して

いる。_股演題の吉ＩＨ先生には発表の「

承を頂いている。

一般演題は吉Ｈ１委員長にお願いするこ

とで決定。特別講演の演者として，島根

大学教育学部心ＩＩＩ１・発達臨床講座の岩官

恵子教授を第１候補とする。

承認

２）兵庫Ⅱ,し小児科医会創立30周年記念式典に

関する件

（藤田副会長）アンケートの結果では総会

との'１１時開催がよいとの意兇が多かった

が，時間がとれない，３０周年ということ

でそこそこの規模で行いたいということ

で，総務会の協議では別開催ということ

でおl1II1いしたいという結論であった`１１
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本当の対等な共催か，形だけの共催か，

あるいは共催は難しいので後援にするの

か。共催の場合はお金をｌＬｌ１さないといけ

ないが，会場費がいらないので，１１)して

も１０万円ぐらいではないか。あと人（の

動員）をどうするかということ。これは

先方の意見を聞いてみないとわからない

が。

(筒井理事）人の事はあまり言ってなかっ

たと思う。共催にした力が彼のｆ１処が少

ない。救急医学会，兵庫U,し医lIlIi会汀兵庫

UiL小児科医会の対等の共'''1で多少の協賛

をして欲しいというのが彼の考えだった

と思う。

(熊谷副会長）有吉先生の説ｌⅢでは，やは

りお金が足|)ないのでljM賛をして欲し

い。この事を医会として受け止めるのか

どうか□そして前例のない共怖を，医会

会員にいかに納得してもらうかが大'脾。

というのはこのセミナーは少人数で参加

荷が64名。約60名のために医会が動くの

かどうかが問題である。

(服部理事）今回４Ｕ日のセミナーだが，

過去は地域の医師会と小)Ｗ}医会が共催

しているので今lnlも同様にしたいという

ところだと思う。

(熊谷副会長）先'１の救急対策委11会で

は，救急の事は大切なので医会として何

とか協力をしていただければという意向

であったが，お金を出すかどうかは理事

会の決定事項とのことであった。

(１１１中理事）医会員のためのセミナーがあ

るということか。

(熊谷副会長）例えば市1'|光太郎先生の識

in(を無料でとかが考えられる。

(筒井即事）これは医師とナースも入れた

専'''１家を育てるクローズな会だが，オブ

ザーバーとして無料で参ＤＩＩしてもらって

もよい形式を考えているようだ。

（熊谷剛会Lそ）実習とかの見学もしても

らってもよいということのようだ。

（横'11会長）６４名のセミナーの参加者の参

加費は３万だが，予算を見ても講師科，

交通費等が足らないので少しでも協賛し

て欲しいということだろうと思う。会場

費が無料というのは大きい。

（辰己IlI1事）会計的には問題ないと想う

が，どの部|ⅡIから支'1)するかということ

だが。

（熊谷副会長）ｌＩｌｌ題は額だが医会の内規で

は会且主催の全国レベルの会は１０万と

なっている。

（横''１会長）１０ﾉJぐらいでしょうか。こち

らにもメリットがあるように考えていた

だくようにしたいとIiLAう。

（服部ｆｌＭｎこのセミナーは二ＭM１１の午前

’'1から始まり，実技は１１曜日の午前中に

終わる。廃学は士|雁'１の夕方にすると

か，実技と重ならないプログラムを検討

して医会員にも座学で参加していただく

ようにするということだと思う。

共催として，１０〃円を拠出する。承認

４）溝I||脈週委託契約書（第59回小児医学講

座）について（1藤川副会長）

次|''|の医学満1Ki<は野''１先生に依頼してい

る。先化は111矢会会員であるが兵庫県社会

福祉1#業Ij1所属のため講師料と交通費を按

分して支払うこととする。承認

５）第241'11｢１本'1,1,'１｣科医会総会フォーラムに

関する件

演題依頼（２）１１６日締め切り）

（藤'１１副会長）総会フォーラムが６月８～

９１１γ大阪において小111会頭の下，IMI催

される。締め切りが過ぎても構わないの

でぜひとも減題を|})して欲しいというこ

とで各委員会より演題をお願いしたい。
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（熊谷副会長）感染症対策委員会の寺[[1先

生に「兵庫県下における行政措置予防接

穂の現状について｣，救急対策委ji会の

］三谷先生に「兵庫Uk下の深夜帯の,患者動

向について｣，ＨＡＴ神戸が出来て新し

いデータもあるので演題発表をお願いし

て，向先生には丁解を得ている。

（筒井理事）小児保健委員会はメーリング

リスト等，高田委li長にいⅡ談の｣z検討

する。

（三舛理事）勤務医委員会は久呉委員長と

111談の｣て検討する。承認

6）小児保健法制定に|ｲﾘけて近畿大会（横山

会長）

大会は総会フォーラムの最後に予定され

ている。兵hl〔県小)'j科医会にもシンポジス

トの依頼があったが適任者がいないため今

lTilは辞退する。ただ，会にはできるだけ多

くの会員の参加をお願いする。承認

7）「性暴力被害者支援センター・ネll1TT」｜｝Ⅱ設

への後援依頼の件（江原副会長）

「性犯罪被害に関する兵庫UIL医師会と兵

庫県警とのネットワーク整備検討小委員

会」では，被害への対応を各産婦人科にお

いて個別に行うのは|木1難である，被害者に

おいても１１Ｉ度も同じことを説1Ⅲしないとい

けない心理的な負担等で，一元的に対応で

きるワンストップセンターが必､要であると

の結論であった。これを受けて性暴力被害

者支援センター・イ}'１戸代表の'11口奈緒先生

（若宮病院産婦人科医師）たちが「性暴力

被声音支援センター・神戸」を開設される

こととなり，医会に後援依頼があった。

１１本産婦人科|禿会の昨年１２１１の発表では

強姦，強制わいせつ等の性犯罪被害は半数

ぐらいが未成年である。母体保護法｣この暴

行脅迫による人工妊娠中絶件数においても

未成年が20％ぐらいを占めている。ワンス

トップ支援センター設置促進は内|淵府とし

て，厚労省，警察庁，文部科学■省等々で進

めている。内容は医師だけではなく心理

十，弁護士，警察等々が１カ所で診察，聞

き取り，支援を行っていく｢］ワンストップ

センターは性暴力救援センター・大阪

（ＳＡＣＨＩＣＯ）はじめ東京，名古屋，北海

道にあり初めての試みではない。

SACHICOにおいては被害者から24時間

ホットラインを受|ﾅ付け，支援貝が内容を

聞いてさらに産婦人科女医（24時ＩＩＩ１対応)，

カウンセラー，弁護士，小児科医さらには

警察，川Izlが対1心している。

性虐待に関して小児科医はあまりかか

わってこなかったが，県立塚口病院の毎厘

先生は北摂小児科|失会でも３例の報需をさ

れている。またカウンセラーのための教育

も実施されている。今後小児科医も関わっ

ていく必要がある。

今回，浩宮病院が移転して「なでしこレ

デイースホスピクル」内にセンター室を設

置し25ｲ'二４Ⅱよ')開設する。現在兵庫県医

師会，兵庫県産ｌｉＩＩ人科学会が後援を決めて

いるので当医会も後援をお願いしたい、

後援することを承認。

８）次期代議員・同予I111i代議員の選出の件

（藤川副会長）

現在の代議員・予備代議員の任期は平成

２５年３月３１１１までとなっている。ＦＡＸ

ニュースで公示し総務会で決定する。

承認

９）名簿作成の件（辰己理事）

新しい名簿ができたので小児医学講座の

案内と一緒に郵送する。訂正・誤字等があ

れば医会へＦＡＸをお願いする。承認

１０）入退会の件（藤|H副会長）

入会：１１１中真也先生（ｐＭ)市）出中あか

ちやんこどもクリニック
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退会：坂井昌武先生（神戸市）

（多木理事）入会[|]し込み者皇に性別欄がな

かったので今|Ⅱ|加えた。承認

１１）’1本小児科医会地域小児科総合医検討委

員会からのアンケートの件（熊谷副会fそ）

｜[|的：日本小１，且科医会及び各都道府U｢し小I,且

科医会が，これまで地域の小)１J医療

のlr1-kのために研鐵を積んできた内

容を調査し，今後も小児科総合|天の

研修の場として適していることを示

す。

内容：過去３年間の地域の小児科医を対象

として汀各都道府U,し小児科医会主

催，共済，後援の講減会，研修会を

調査する。アンケートの結果は大阪

での総会フォーラムで発表する。

熊谷副会長が|Ⅱ|杵する。承認

12）「風しん流１丁及び先天性風しん症候群発生

への対応」の件（兵庫県医師会）

（渡辺理事）平成24年に2,353例の風しんの

報告があり，昨年の暮れから今年にかけ

て先天''４２風しん症候群の報告例が近畿を

中心に５例，兵庫県で２例，大阪と香川

と埼玉でｌ例ずつ１１}た。今年も大阪でｌ

例あり今後増えてくることが他'１１され

る．今年３週Ｈまでの報flf数は昨ｲ|ﾐを上

［']|っており，流行は数ｲﾄﾞ続くことが予想

されるr1風しん対策の徹底が十分ではな

いと考えられており，風しん抗体陰性ま

たは低抗体価の妊婦の家族への予防接種

の積極的干渉，風しん`罹/J1の可能性があ

る妊婦への相談体IljlIの充実が重要。また

先天性風しん症候群の１１１確な診断と届け

川（全数届け出）が必要だが診断基準を

満たさない軽度のものの報告が揃れてい

る可能性がある。ＭＲ定期接種の積極的

な接種勧奨も軍要である。

（河盛即事）２０代後半の女性で風疹ワクチ

ンをｌｌｕも打っていない人がかなりおら

れる。このｲIﾐ代は集団接種から個別接種

への移行期にあたる。男性はほとんど

打っていない。２０年間は全国的な流行は

ないので今後も流行が続くと考えられ

るｃ

（渡辺1111事）先週の週報でも神戸市で男性

が５人lLf}ている。

（江原剛索）震災直後のＭＲ接種率が低

く，他の都道府県に比べて兵庫ﾘ,Ｌでの流

行が懸念される。承認

13）その他

兵庫県立こどもｿ両院からの報告（小阪理飛）

小児がんに対しても２ｲ|ﾐぐらい前から拠

点病院を選定しようという動きがあI)，去

年９)]に応募があり，ボlllかな選定の条件を

満たすと考えられた37施設が応募した。結

果15施設が選定されたがその''１でもこども

病院は６番Ｈの評価をいただいた。これか

ら何をするかだが，連携の推進，例えばり1>ｉ

院の治療が終わった後，かぜをひいたとか

ワクチンとか先/|ｉ方にお'１１話になる，そう

いった報告を厚労省にしていかなければな

らないので今後とも御協〃をおllimいした

い。 承認

６．報告事項（詳細は各委員会報告をご覧くだ

さい｡）

ｌ）社会保険委堕会

（二戸理事）社保と国保の審査の基準を統

一しようという動きがある。

（WjEilI会長）インフルエンザが流行って

きたが，検森はｌ力）jに’'''1しか認めら

れないので２呵以_こしたときは必､ずコメ

ントを。薬剤を通常より多く１１１｝す場合や

抗インフルエンザ薬の点滴を併用した場

合も必ずコメントを□

２）感染症対策委員会（'１１巾Ｊｌ１７）

第７回委員会を平成25年ｌＨｌ９Ｕ（上）
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７）救急対策委員会（日野理事）

１月１７１１に第971回|の委員会が開催され

た。各機関からの報告では時間外受診は比

較的落ち着いていた。小児救急医学会教育

セミナーに関しては理事会に協ﾉﾉを請願す

ることとなった。西宮市の学校ではエピペ

ンの持ち込みが禁I上されているのではない

かとの情報があったが誤報である。

（江原副会長）小児科学会小児医療委員会

ではＣＰＡＡＵ打，重症`甑者の登録をして

おり今後兵庫U｢Lでも調査を実施していく

必､要がある。

８）ホームページ委員会（渡辺理事）

ポリオワクチン等の情報を掲示してい

る。入会'|]し込みフォームに性別欄を加え

た。３１１２Ｌｌに委貝会開催予定。

９）広報部（河嬬fM事）

ＦＡＸニュース240号と241サをlliL信した。

10）経理部（辰巳lIlL事）

年度末になるので委員会川務費の報告を

お願いする。

11）総務部（藤llmill会長）

①日本小児科学会近畿地区資格認定審査委

員推薦の件

熊谷副会長を引き続き推薦。

②定時総会特別iiMii演会の単位認定について

２単位が認められた。

③内藤壽七郎賞候補の件

今回は見送る。

12）その他

①音楽療法学会近畿学術大会から例年通り

案内が来ているので参加|希望荷は申し込

みをお願いする。（横山会長）

②こどもの事故予防体験ひろば（姫路市）

の紹介。（松illi理事）

にＭ１催。

報告事項

1．感染症の現況について

インフルエンザの流行が始まり，ほと

んどがＡ型である。ロタ腸炎がｌＭｈめて

おり今後ロタワクチン後にどれくらい発

症しているのかについて調査を検討。

２．その他

四種混合（DPT-IPV）ワクチン，イモ

バックスポリオが供給に地域差がある。

ヒブワクチン追加接種時期が７～１３カ月

後に改められたが，この期間外の接種可

否を市町に確認することが望ましい。

協議事項

新たな協議事項案として以下を今後検討

する。

.Ｕ,L下市町における任意予防接穂に対する

ネlli助事業についての調査（予防接柿1去の

改正等が決まる４Ⅱ以降に）

・災害サーベイランスについての検討

・妊産婦への予防接穂教育に使|Ⅱする資料

の作成（保健l1ilj等を含む医療従ﾐﾂﾞｲ打を対

象とするもの）

その他）ワクチンliilllｷ接種の場合の接種委

託料について減額しようとする自治体が

ある。何時接種の推進に逆ｲﾃするため注

視が必要。

3）小児保健委員会（筒井理事）

前何から委員会が開かれてないので報告

はない。

４）教育委員会（谷’’1111事）

第59回小ﾘ凸医学術応開催について。

５）編集委員会（森川班事）

１１１１０日に編集委員会を開催し会誌59号の

編集企画について検討した。先生方には２

Ⅱ未締め切Ｉ)で執筆をお願いします。

６）勤務医委員会（三舛理事）

特に報告はありません。

以上の報告を了承した。
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ブワクチン，Iilj炎球11''１ワクチン，子宮頚がんワ

クチンをＩⅡえて，公l19なものにつきましては，

ほとんどの地区が医i111i会を介しまして，TIjlllJと

の色々な取り決めを行っているかと存じます。

兵庫県小）J科１ｹご会fll11i会におきまして，医師会

のいわゆる事務下数料の問題とか，ワクチンが

現物給付か否かに関することが話題になりまし

た。医師会におけるご事務丁と数料につきまして

は，［１本小児科医公の方からも，実態iilM杏して

お|)ます『，あるm1fi体のべらぼうな額の手数料

を取られるという三|;例があ|)まして，そのこと

を}|本小)|J科医会にIiilとかして欲しいという訴

えがありました。そういうことで，実態を訓杏

するという事で，調査依頼が参っています。そ

のような訳で，今ullのアンケートでは，予防接

種につきまして各地l×:の炎態をお聞きしていま

す。後稗，おljllかせいただけたらとAllいます。

先Ⅱ，先々週にな})ますか，神戸新聞に９）１２６

[|の神J-iTlj保健|矢療群議会保健医療連絡協議W［

門分科会の席上，神戸TlilX医療センター中央市

民病院が総合膿Ⅲ産期1J冒子医療センターの指定を

県に申請することに|HJして協議し，今後兵庫県

の周産期医療協瀧会で検討されるという事でし

た。こども病院の移転先について,中央市民病

院のほぼ隣りとなることにつきましては総会で

もｌＩ１しましたように，ほぼ間違いないことかと

存じます『’１『Iiil産!UⅡ欠縦一つ取ってみましても，

－か所にliil産1ﾘl医療の拠ALIが二つ並んで集'|Ｉす

るというのはいかがなものでしょうか。釈然と

しないことです。

l1zMJ,１Ｊ科|失会につきましては，後程神尾名

誉会長から詳しい報f1Tがあると思いますが，６

月の総会フォーラムで保科会長から松平会長に

交代となりました。松平先生は，積極的に動い

ておられまして，６）'2811には|｣本医師会横倉

会長にご挨拶に行かれ，「小児保健法」でありま

すとか，「予防接柿の無料化」でありますとか，

「#8000に関すること」でありますとか色々な

第２'1回兵庫県地区．
、九《;…ハメ対i3ilW1n二JAいい…両禺ｉハロ■，〆

■/｣<児科医会/連絡協議会

日時：平成24年１０)Ejl3｢１（土）

午後３時00分～午後５時１５分

会場：兵庫県医師会館

６階会議室

藤Ⅱ1副会長司会にて開会されました。３期ll

lI)任指名・協議会への１１|席感謝を皮切りに，以

下の如く横ul会長のご挨拶は続きました。「ｲｷﾞi「

化ポリオワクチン接種が開始されまして，当初

は一部の地域でワクチン供給小足等の懸念があ

りましたが，今の処，不足の11『態とはなってい

ないようです。ワクチンの接穂|、数がまた増え

まして，接種スケジュールのｲⅡ談とか，保護者

から色々な問い合わせ等で大変かと),1Aいます。

保護者も，医療機関も大変で|可時接柿しないと

どうにもならないというような状ﾙdだといって

も過言ではないかと思います。ただ，これだけ

予防接種が増えて参りますと，気になることも

ありまして……。一つは，接種ミスの防''二で

す。薬剤でありますとか，年齢，接剛Ｈ１'1冊，’'１１

数等々確認することが毎|Ⅱ|多くありまして，受

付とか看護師，我々医師がチェックする訳であ

りますが，私どものところでも，時々ヒヤリと

するｲﾄ象もあＩ)まして，＝幸い|lIl違いには到って

おりませんが……。各地区におかれましても，

猟'女のないように十分に留意されていることと

存じますが，宜しくお願いします。もう一つ

は，接櫛に伴う健康被害ですが，予見すること

がなかなか難しいかと思います。先程Ｈ１しまし

たように，スケジュール過密になって参ります

と，ついつい咳のみ鼻水のみですと，エイヤー

と接種してしまいますが，そういう場合にImJか

ありますと，矢張|)一番体|るのは，ｆどもさん

ですし，親御さん，我々と後悔が残Ｉ)ます。予

防接種といいますと，定期接柿に力Ⅱえまして上
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要望項||を挙げられておI)ます。特に，以前か

ら松平先生は小児保健法の制定に心''11を注いで

おられまして，多方１ｍにIlill定に向けて活動を認

められております。日本医師会においては，周

産期乳幼児保健委11会における会長諮問で「母

子保健法の課題とあるべき方lrU性（母子保健法

の可能性も含めて)」というようなことで検討さ

れています。ちなみに日医のこの委貝会には，

川夷会より１度辺志(''１理i41iがでておられますの

で，また何かあＩ)ましたらお話いただければと

思います｡９月８１１には，ＵｚＭ､ｿj科医会の政

１台|』体であＩ)ます，ロ本小児科医連盟というの

が御座lirlますけど，その執行委員会が東京で開

催されました。小南|||厚生労働大Lflにも来てい

ただき，基調講演が行われました。小児保健法

に関する協議会も|」Iかれています。本法もよく

判らないところもあるのですが，今後も本法に

関連しまして何かとお願いすることもあろうか

と思いますので，宜しくお願い致します。

‐兵庫UiLのいわゆる三者協（小I,lEll歪療連絡協議

会）につきましては，後穏報告事項の中で説明

させていただきます。本日の協議会は，限られ

た11手間ではあＩ)ますが，今後の発展の為に忌`ｌＷｌ

の無いご意見を出し合って有意義な会としてい

ただきたいと思いますｄ先生方には，何卒宜し

くお願いします。以上，簡単ではありますがご

挨拶と致します｡」

やって参りましたが，今年の６Ⅱをもちまして

退任いたしました．来年の総会が大阪の担当で

御座居まして，特別講演に先Ｕノーベル医学とｔ

理学賞を受賞されました山中伸弥教授に決定し

ています。Ｈ玉となっていますので，是非ご'1｝

席下さい，

予防接種の問題ですが，定期接種に一歩Ililfみ

出すかと思われましたが，今の同会の状bdで

は，どうなるか判|〕ません。予防接秘の委li会

で，２３年度もヒブ・川炎球菌に閏する全身感染

症の調査を行いまして，かなり減って参りまし

た。予防接種の効果が出て，減少傾向にあると

考えられます。

小児救急ですが，全国の一次救急医療体制の

強化発展のためには，病院小児科に小規模急,患

センターを併設するという方向で，小ｿ｡科学会

が'''心となりまして，その方向で検討を継続し

ていますが，小児科医会として全国調査を行い

ました。その結果として，全国各地域にそれぞ

れの事情が異なりまして，そう簡単に病院に併

設をするというのは，中々難しいということ

で，画一的に病院に小規模急`患センターを併設

するというのではなく，既存のシステムの改善

で実施可能な地域は，それを進め，体|難な地域

は現在の既存システムをうまく利用して，救急

体ﾙﾘを立て頑していくというのが賢'ﾘjではない

かというのが，結論のようです。

子どもの心の研修会ですが，順調に行われて

いまして，研修会は年２Ｌ|非常に鴨i兄です。そ

れ以外には，子どもの心}||談医のカウンセリン

グ誹習会（各地'又で年４回実施)，思春期の|臨床

研修会も実施されています。兵１１F県も，来年で

すが藤田副会長が，’''心になりまして研修会を

開催する予定です。ご協力をおI1iHいします。

ホームページを昨ILF全面改訂致しまして，非

常に充実して参りました。兵庫U,(小児科医会の

ホームページも非常に充実していますが，併せ

て日本小児科医会のホームページもiillilいてみて

日本小児科医会の現況（神尾名誉会長）

新会長松平隆光先生の人となり等，ご存知で

しょうか？１１本医２１１新報（９/29発行）の「人一

子どもの健康を守るため小児保健法の制定を」

に紹介文が掲載されています。医会は，１５の委

旦会を持っています。兵庫県からは，社会保険

委員会常任理事に横１１１会長，法制委貝会に早野

副会長，研修委員会に藤1Ⅱ副会長，地域小児科

総合医検討委員会に熊谷副会長が副委員長とし

て，活動開始しています“私は，今まで艦事を



兵庫県小児科医会報No.59.2013 5７

いただけたらと凪います｡ 2．感染症対策委fi会（田''''''１事）

ｌ）行政描置予防接種の拡大への取り組み

２）任意予防接穂に対する公費助成推進への

取り組みを事業蒜|一画に。

岡藤委員の原著「兵IjlIU,L下各｢1治体にお

ける予防接穂台'帳整備状況調査」が，｜|本

小児科学会雑誌第116巻第６号に掲載されま

した。ご一読を〔’

3．小児保健委員会（筒井理事）

ｌ）「ｆども健康三Ｆ'帳」完成，施設iii付での使

用希望については，有償で別途対応。

２）「幼｣,'６における小)'[l科医にできる発達障害

の早期発見」－食行動よりみた発達障害ﾘＪ

の特徴―近日''１にＨＰに掲載予定ですの

で，ダウンロードの上，活用を。

３）『小ﾘ凸科医がかかわる子育て支援ｊ一子ど

もの「食べる｣，「遊ぶ｣，「眠る｣，に関する

小児科|ｸこの意識調査一をＨＰに掲救。活111

を。

4．救急対策委員会（}|野IⅡ11#）

ｌ）「2011年2010年県下時|川外救急側盟者数」

２）「兵１１１１ﾘ,L下各|巻|域における深夜帯の小児救

急患者動l1E1Iについて』（し谷委Li長）

松浦III編提示の現況も資料にて確認|+}来

ます。神戸こども初期急病センター設立の

影響も継続的な情報収集で検討予定。

5．教育委員会（安部剛事）

担当iIlI頑交代のご挨拶□

小りてl科|玉会総会の|祭の特別講演の報併。第

581面|小1,1,｣医学講座（1｣本小1,1Ｊ科学会３単位認

定）の案内。第591ｎｌの予十'九

６．編集委員会（森111理事）

年２１Ｔｌの会報の編集担Wi・寄稿のご協力に

感謝。

7．広報委幽会（河縣理揃）

原則１１１回ＦＡＸニュース発行を担当。（総

務会Ｊｉｌｌ１ｒｌｆ会後）ｌⅢえて，各委員会からのア

ンケート配信であったり，緊急連絡配信を旭

地区小児科医会からの報告・提言（司会横山

会長）

各医会のトピックス・会員数の動向は，まと

めの表（別紙）を示しました。本年の各医会か

らの報ｉｌｆ全体でのトピックスとしましては，今

lnI新規にアンケート項'1とな')ました４か月健

診・１０か月健診の実態，ワクチンの供給力式・

串:務費・手数料支払いの実態が報告され，増Ｈ

辰己理事から，事務費・手数料の天引きがされ

ている場合，接柿委託料に対してか，診察・手

技料に対してか，また実際各医師会事務),jが実

際の事務処理作業をしているのかの詳ﾎﾞlIlな質問

も加わＩ)，かなり深い情報交換がされました。

その件も，別途まとめ資料を作成しました。ワ

クチンに関し，現物給付・各医療機関購入のメ

リット・デメリットも議論されました□（新規ア

ンケート調査結果のまとめ別紙）

姫路市夜問休11急病センターの深夜に，IIFI播

地域からの受診者が依然として負担となってい

る実態の訴え（松浦理事）がありましたが，具

体的な解決策は議論の中で得られませんでし

た□ｌ]Ⅱ古川市民病院の統合の展望も決定せず，

加古)||医師会・高砂医師会救急医療委員会も対

策検討が肘難な状態が報告（小林委員）されま

した。深夜帯の電話机談謂業が一つの検討課題

とされました□

各地区の状況報告，Ｉ１ｌＩ題点提示，意兄交換，

活発な討議が本年もなされた後に，司会を再び

藤Ｈ１位副会長に戻して，委員会報告がされまし

た。

1．社保委員会（二宮理事）

『時間ﾀけlHMⅡ算のｌｉＩＩけ(1)の状況と評Ⅲi」

および「次､l診療報酬改定での小児医療に関

する要望事項についての意見ｊに関する質問

票（ロ本小児科医会）のlp1溶結采。
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ン，おたふくかぜワクチン，Ｂ型肝炎ワ

クチンの公費助成について→予防接種法

改正の成立の推移，厚生労働省でのロタ

ウイルスワクチンの評価をみて対応を検

討予定。

（２）重lii児・者の医療に関する基盤整ＩｉＩｌｉに

ついて→ショートステイ（受け入れ施設

８施設日帰り・宿泊／実績５施設）の実

行で対応。

（３）新/I三児の難聴スクリーニングについて

→実施施設調在''１．現状予算措置困難。

（４）子どもの事故による傷害を予防する体

制づくりについて→30日以上の淌療を要

した事故は，保育|重Iでの骨折1件のみ。

安全確保に関する講習会実施。

（こども局児童課保育係）「子どもの事故予

防体験ひろば」を姫路TljII1央保健セン

ター内に平成24年４月に設置。

（５）ｆ育て支援に関するネットワーク形成

事業について伝平成24年７月明石市に

「子ども発達支援センター」開所。（７

月・８月の受診者，神戸11114名，明ｲｉＴｌｊ

ｌ３名，三木T'１９名。男1,ＭＷ倒的に多

い。各市町障害福祉課経由で実施｡）

②１１本小I,'d科医会地域小児科総合医検討委員

会報告

（第’１１１６／１０．於ホテル札|暁芸文館）

（第２１'''９／９．於下Ⅱ光堂西新桁ピル）

（熊谷副会長）

委員長佐藤好範即事，副委員長に熊谷直

樹委員選,１１｣。

Ｈ医の「総合医」構想に端を発してお

り，その後厚労省から主に内科医を対象

に，「総合医」・「総合診療医」構想が打ち出

され，専門基本単位の一つに力Ⅱえようとす

る動き。（医療費削減がＨ的か）６歳以｣二を

内科の「総合医」が診療しようとする動き

に対しての－つの対抗措置（？）。地域小１，'』

当。

８．勤務医委員会（三舛理事）

病院ＭＬを利11｜して勤務医のＱＯＬや女性

医Iiliの働き易さの項'１を付けlⅢえたアンケー

ト実施。（凹答37病院）前、のアンケート結采

と比較しますと，1ヵ月あたりのオンコール

回数が坤加していました。小｣,'d科単科当直よ

りも，全館当直施設がi勅[Iしていました。院

内の24時間保育施設や，捕り｡保育可能施設が

増加しており，女性医師の勤務環境が少し改

善された結果かと｣,1Aわれました。新たに迫ＤＩＩ

した項Ⅱとしまして，オンコール料がllP1えて

いる施設が増加しています。病院との交渉材

料になるかと思います。医療クラークの導入

があ')ましたが，小児科勤務|差の業務軽減に

は寄与が少ないE|]象でした。各種統計資料作

成や人院サマリー作成を行っている施設があ

り注ＩＪＩされました。院内出生新生1,'８への対応

は，まず院内で収Ｉ)組む施設が多く，′Ｍ１科

医師数が少なく分娩数が多い施設では，血担

が多いのではないかと感じました。母体搬送

受け入れ基準胎児|Ⅱ||基準は様々でした。

９．ホームページ委11会（渡辺lfIlL事）

地区医会の日頃の情報提供に感謝。地区小

児科医会だよりの項１１で研修会・講演会等の

情報提供をお願いします〔行事予定等も，ご

報告いただけたらと思います。

内容が古くなっている箇所もありますの

で，更新いただけましたら幸いです。

Ｃｈｉｋｕ－ＭＬもご活用下さい。

１０．その他

①兵庫DiL小児医療協議会報告（横川会長）

兵庫県小児医療協議会で兵庫卯に対し７／

２５「小児医療に関する要望TI}］を作成．提

出の１，地方会松尾会長，ネ''１戸大学小I,'i｣科

学分野飯島一誠教授と共に９/20に兵庫ﾘﾌﾞL1j≦

に赴いた上で折衝。

（１）ロタウイルスワクチン，水痘ワクチ
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場で開催予定ですし，会且皆様の奮ってのご

参１１１１をおＩｉｉｌｉ１いします｡

~前期１z成25ｲIﾐ５）'2511（二'て)～26日（Ｕ）

後期平成25年７Ⅱ2711（士)～281］（１１）

科総合医養成の教育システム，先號小ﾘJ科

－１ＷⅡ矢の持つノウハウをいかにﾉﾋかしてい

くかを検討薑する課題に収I)iillむ予定。Ｉ|本

小ﾘJ科医会Ⅲ本小児科学会・’１本'1,1,1.保

健協会の３者協の'|]に，′I、児科医会主導で

地域小児科総合医検討委貝会が設立されて

います。２年間，年411,|開催の予定ですの

で,lllH次経過報告致します。

③第'５１回|丁.どもの心(i),修会案内（藤ｌｌｍｉ,,会

長）

第l51Iil7どもの心研修会が,《},,ｊ－Ｔｌ１ｉ１際展示

来年|､]時期の再会を約して，藤田副会長が閉

会を宣言。

連絡協議会ほぼ定刻終了後，場所をバス移動

にてホテルオークラ１１１１戸「桃花林」に移して，

１８：00より和気調々とした懇談の時を持ちまし

た。

《多木》

すが，新型インフルエンザが流行した2009年

に11本人の死亡率が低かったのは抗インフル

エンザ薬が1,L1U1にIijliわれたから，迅速検介の

感度も100％ではないし，検査に惑わされず受

診された`患者さんには'１l来るだけ早期に淌療

を開始したいとＩＩＬ(います。

もう一つ気になるのは学級閉鎖の期間，欠

席者が多くなった|]の翌||から５ⅡUの休み

が多いようですが，欠席者は概ねその前[|か

ら発熱しているので４１１１１１１でいいのではない

でしょうか。１'{'j親が働いている家庭での大き

な負担を考えると学級閉鎖の効果を検証する

必要があると)LAわれます。《Ｔ・Ｍ》

よつ

ちょっと気になる

インフルエンザ

インフルエンザが流行している体Ⅱ診療の

Ｈ１務のＨ，「昨日熱が出て近医受診したが迅速

検査が陰性で薬がもらえなかった」と円度の

検査を希望され，結果は陽性でタミフル処方

しました。また高熱が川ているのに次の'１に

ならないと検査が陽性にならないからと翌Ｕ

まで待っている人もいます。検在キットが豊

常にあり，検査無しでは納得されない現状で
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第２１回地区小児科医会連絡協議会地区小児科医会報告のまとめ

地区名 報告者名 トビツクス 会員数の動|(リ

神戸巾 中
、■〃

博英 71]総会で新会長二宮道人先生に。神戸こども初期急病
センターＨ２２Ｊ２１ｌ開設，Ｈ２３ＩＩ三11)[]までの総受診荷数
30,518zlZi（i(}'1戸市小児救急の569()，その内深夜帯14.51)(1)。
二次・三次の受診率はかな|)減少，一方で，’１｣央市民病
院での医IL1lli数危機'1り激減。（13`iZi-陰５名）365日の救急体Ilill
不可能な状態。（当直応援でカバー）

Ａ会員88名（→）．Ｂ会員27名（ｌ↑）
ili区勤務|矢ＬｉＺｉ＞東灘|Ｘ開業

尼崎市 徳}I｜正ﾉﾐ|】 地区急病センターの出務医HＩＩｉ（アルバイト）は1W加。平

成26年の県立尼崎病院と県立塚11病院の統合にlr1け，今
後の救急体ilill整IIIliが課題。

Ａ会員69ｷﾞＩ（ｌ↑）.Ｂ会員19名（５↓）

Ⅲ｝Ⅱ '１Ｊ 辰己和人 急病センター出務医高齢化・ＭＲＨ期時の就学iiijlH1診実施
の｣Ｍ１（発達障腎｣,'期発1,,1）

Ａ会員１６名（２↓）.Ｂ会員17名（４↑）

llllliTh｢(ililZlllIII） 伊fLll和夫 小U[l科学会研I|参集会単位'11諸｝iL送1)。マンパワー不足
で 出務業務（健診・救急）等で一部の先生に過剰負111
となっている。

Ａ会員７Ｆ，（ｌ↓）.Ｂ会員７名（し）

宝塚市 長藤洋 宝塚市民病院入院受け入れ再隣（19時まで毎[1受け入
Ｃ 市民識座休Il2IlI。

Ａ会員14緒（ｌ↓）．Ｂ会員６名（-し）

|ｌｌｉ宮市 谷'１賢蔵 ４１jより 谷口賢蔵先生新会長。研修会年１０回＋阪神']、
児科懇話会（芦屋|lj・ネ}||戸IIT東il11ilﾕ灘区と合''1）ｌＩＩリ ○

准夜帯と深夜一部の診療所が救急対応。′|､ﾘ｡科学会研修

集会単位再１１]請準l1lli'Tl・次年度l()力月健診|剛|｣化開始に
lij]け準備L|'。

Ａ会員61名（諺）．Ｂ会員20名（諺）

芦屋市
も

も,

(ﾛＭｆ童〕LＬ l()ｲＩｉぶ1)に１０月，新開業１件。芦屋Tli民病院３名常勤
（会報に詳細)。定期ワクチンを1菟療機関購入に変更でき
ないか?と行政からの提案あ1)，｜WT固拒否。

Ａ会員７７，（ｌ↑）.Ｂ会員'１７，（ｌ↑）

|ﾘ１石市 横||｜純好 研修会年３１Lll（'Ｍ科学会単位をし）開催｡ Ａ会員l4ji2E，（ｌ↓）.Ｂ会員８４iZl（２↑）

北|縮（5ilTlll1） 神澤光江 研||醤会21111・三木Thのみロタウイルスワクチン接種費Ill
－部助成あＩ)。救急時間外体制は不備な状態。

Ａ会員11名（→）．Ｂ会員１３名（１↓）

Ill古111市Ill古郡 黒 英造 加古111'1､Ｉｔｌｌ科医会に改名。ｔ１ｌ１古111医師会で特別委員会を
設けて ワクチン接種事務下数料の低減化交渉１１。（平成
25年よ')接柿委託料の７'ﾉｲ)から５'〉<)とする予定）「安心子
育て応援ブック」（改訂中）を乳ﾘ[l健診・ＢＣＧ接櫛時に配
'hllo11i民|h]け「[|h｢民フォーラム」イＩｉｌＩＴＴ１ｏ５年後の東iリ
市民病院統合にifilけ，′|､ｌＭ・次救急体ilillのあＩ)ﾉﾌﾞにつき
定点化も含め，検討・模索中。

Ａ会員14名（→）.Ｂ会員11名（ｌ↑）

高砂市 小林誠 １０ヵ月健診未実施。ワクチン接種事務手数料，ワクチン
代込５９()から１件200円に。子ども園スタッフ対家の子ど
６セミナー年ｌｌｎ１開催。

Ａ会員４名（ｌ↓）.Ｂ会員３名（ｌ↓）

jllli路市 三iliili舟ⅡLＬ '１，１Ｗ}学会Ｉｉ１１Ｉｌ参集会２単位ｲ1：２１'１|・ワクチン接Ni事務下

数料，1件100円よl)０に改定。急病センター応援医llliで
出務安定。

Ａ会員36名（ｌ↓）.Ｂ会員９名（＞）

三冊ﾉﾄ児臨床;儲会 丼]二友子 三H1′]､児臨床談話会での集ま|)｢''心。三[Ⅱ市休l]応急診
療センター（受診者の半数以｣二小ﾘ｡。′I､児科担当'1医l111iが
少ない｡）二次医療確保ﾙ1雛。

Ａ会員８７，（→）.Ｂ会員１名（ｌ↑）

)｝波 松本好仏 インフルエンザワクチン2,()OOlﾘ１回}波市ﾄﾞ11i肋（()～巾３）
(｢}波市医師会が交渉）

Ａ会員４名（→）．Ｂ会員３名（→）

淡路 富本康仁 体||救急，４月よ}）（９時～１７１１＃）111ﾄ|本TIT応急診療所で
対応。夜間救急（22時～６時在宅輪番）週２回洲本市応
急診療所で局外よ')の応援医師がｽﾞ､|応
務'１１１数が２～３１mlに負担減）交j1li費

。（月４～５回の|Ⅱ

(往復タクシー代）

の負扣大。トリアージナースシステム導入。（在宅15名雁
入れ・携帯電話転送利用）

Ａ会員７７，（２↓）．Ｂ会員５名（，）

`馬 赤松兜 公立盤liilｿlii院'1,ﾘijIW;}，４１]よl)３名の(|)〔攻医の派遣があ
l） 計８名の今まで最大の体制。休日救急（南但休日診

療所・豊Illil休|｣急病診療所に開業医がｌＬＩＩ勝)，豊liM病院救
命救急科24時間体ilillで救急救命医が夜'１Mい｛l応。繭;１ｔ
児，入院例は，ＮＩＣＵ科当直医が協力。

Ａ会員５ｆｉ（ｌ↓）.Ｂ会員３名（ｌ↓）

|)しｉ播膳 欠席 |i)１１|拶会年llul（毎１１:８１]）開雌。 Ａ会員不詳Ｂ会員不詳
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平成24年度地区小児科医会新規アンケート調査結果のまとめ

回容４．ｂワクチン供給

・定期ワクチン

現物支給

「ﾋﾟlllifTIT・川｢)し｢１１７.fjZ塚117.1ⅡrR市・芦屋Tl丁・

ＩﾘlTiTlT・三ＩＨＩ１丁．{豊岡１１１「

医療機関購入

イlllF｢｢|ｊ・伊川ＴＩｊ・ｉ１Ｌｉ脇llj・多iﾘ1ＩＩＴ・小l1f巾・

加東ilj・ニノIこi1丁・lj[111W巾・’１Ⅱ古ｌｌｌＴＩｊ・播磨

町・稲美H１１・高砂Tlj・jilli路Tl丁・｝)波TIT・篠''１

市．iⅢ|本市淡路Tl丁・南あわじ'|丁

・任意ワクチン（ヒブ・小I,UJEI]肺炎球悶・子宮頸が

んワクチン）

現物支給

｜川ｉＴＩｊ

医療機関購入

神戸市・尼|崎Tlj・伊丹Tlj・）''７L｢｢|ｊ・宝塚1丁.

iUj宮市．芦屋市．川肪1j・多T]111Ｊ・小野市・

加東11丁・三木TlT・川llCi市.、ⅡTl｢111｢|j・播磨

’１１Ｊ・稲美'１１Ｊ・高砂市・llli路巾・丹波Tlj・篠１１１

１ｈ.洲本市・淡路Tlj・「|Tあわじ巾・豊岡市

回春３．

４カハ健診

個別姫路TIT

集団神７丁｢|丁・尼|I奇||丁（３～４カm）・伊丹市・’１１

１]LiTIj・猪名川Ｉ１ｌＪ・宝塚１１丁・IILi官ｉｈ・芦屋市.

Ⅱ))ｲ｢ilj・[)しi脇｢|j・三木市・小野ilLi・川Ⅱ呵巾・

加東Th｢・多ｉＵＩｌ１Ｊ・力11山111Tl炉播磨'１１Ｊ・稲美

Ｈ１｢・高砂市・神iiiillIIJ・Ｔｌ丁lllllll・福'11奇'１１Ｊ・赤穂

ＴＩＴ・イｌ１ＬＩ三市.たつのTl丁・宍架il7・太]どｌｌｌＪ・上

郡町佐１１１m小三｢lITli・）､)波１１丁・篠１１｣１１丁・洲本

Tlj・淡路Tl丁・南あわじTlj・暖llYilTli・Ilﾘ]来巾・

養父Tlj・香美'１１Ｊ・新ilMullJ

９～１０カ月健診

未実施

｜}Li宮市・西脇市・三水ＴＩｊ・小lIiTlTⅢlUIJiTlJ・

力11束市・多可'11小高砂ⅡＴ・イ''１河ⅢTITlllllll・

福崎町・赤穂１１丁・相化市.たつのTlj・宍粟

市・太子町・’二郡町・佐111|}1｝・川皮TlT・illI本

市・淡路市・南あわじ11ｊ

個別神戸市・尼崎市・伊丹市・笈塚｢１J・芦臆ＴＩｊ・

明石市・川|古11｢｢|j・掃膳IIJ・姫路1Ihi

集団111西TIj・猪Ⅶ'''１『・稲美'１１Ｊ・三Ｈ１市・篠''１

市・豊岡Ｔｈ・朝来ili・養父市・秀美町・新ｉｌ１ｉｌ

泉町

''11符４．ｃ事務費…下数料の支払い

実施尼'１１奇市・宝塚TIj・ULilf｢ＴｌいⅢIET市・ＤＩＩ古Ⅱ｜

iii・加古郡・高砂市・赤穂市・ＴＩ|本市・淡路

１１J（接種委託料に５％）〆南あわじ市

非実施

イ[Ⅱ戸lti・伊丹巾.111西Ｉ－Ｉｊ・芦屋ＴＩｊ・IfLi脇Tl圷

多i1JlllT・小野市・力Ⅱ東市・三水市・加iltiTl丁・

姫跨市・三田市・丹波Tli・豊|M]ＴＩ丁

''1答４．ａＢＣＧ接穂方工（

個別接種

伊)十｢|j・l111HiTlT・猪ｆ,llllllJ・宝塚市・uLi7r

ih・芦屋巾．|ﾘ１石市．西脇巾・多可1H冊小野

１ｈ．三木巾・加１１『市・DllTl1111｢|j・稲美町・播

磨川・高砂巾｢・姫路市・赤穂市・ホⅡ生TIT・'二

IlllllU・佐用'１１１.三111,1j・丹波市・洲本ＴＩ『・淡

路市・1判あわじ１ｈ.豊岡市・朝来市・香美町

集団接種

神戸市・IZlllfiih・加東巾・神何町・iIj川ｌＨＪ・

福崎''１]｢.たつの,|丁・宍栞lIj・大子町・篠|||巾

（平成25年よ')佃ＩＥＩ|｣予定）・養父巾・新侃泉

ＩＩＩＩ
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３．社会保険委員会

時'''１外対応1111算),｢|出を約８割の診療｢ﾘ｢が

イ了っていないことが報告された。その理''１と

して，時ＩＩＩ１外の対応をしていない，ｉｌｉＭ々の小

１，'d科診療所では無理，住職分離で無fII1，点数

が低すぎる，届出によって縛られたくないな

どの意見があったとのことである。また予防

接穂協力金あるいは手数料についての全lKIi凋

査が昨年１０)]に行われたことも報告された。

４．教青委Li会

第231'11総会フォーラムが平成２４１１２６）１９．

ｌＯｌＩに札|幌で開催され637名の参り''者があっ

た。

第241'１|は平成25年６月８．９Ｕに大阪１１J｢中

央公会堂にて開催される。テーマは仔ども

から学ぶ！聴く！そして育む」である。

第25111は平成26年６月14.15[|に三illil義孝

会長の下，廃liYil1l丁氏ホール（マリオス）で|)'１

樅される。

５．こどもの心対策部研修委旦会

こどもの心研修会は，２４年は東京で開催さ

れた。２５年は神戸で前期は５)]25.2611,後

期は７月２７．２８日に開催される予定である。

６．地域小１，１Ｊ総合医検討委員会

地域小ｌ１Ｊ科総合|歪とは，疾病の管理のほか

に健康支援，予防医学，育児支援，イhi杣関連

資i原の１円)Ⅱ，ｆどもの心，園医・校医，医療

経済，医療行政，そして子どもの代弁者とし

て機能することを目標とするが，これらは|)'１

業小ﾘJ科医の到達目標であること，そのため

の研修ilill度を作成すること並びに地域小｣,Ｗ}

総合医の認知度を高める必要があることが報

告された。

第291mⅡ]本小児科医会近畿ブロック連絡協議

会が平成24年11月1711（上）に，和歌Ⅱ｣県小児

科医会のお世話でホテルグランヴイア和歌山に

て開催された。近畿地区から兵庫u,L，大阪府，

京都府，滋賀県，和歌lllUA，奈良県の各小児科

医会代表34名が集まり，連絡や情報交換を行っ

た。兵庫からは横111会長，ネ''1尾名誉会長，早

野・熊谷・江原副会l史，辰己ＨＭｉおよび藤'三Hの

７名が参加した。

はじめに柏井健作和歌'１１県小1,1J科医会会長よ

り挨拶があり，その後参り11者の｢|Ｕ紹介があっ

た。

次いで，日本小児科医会副会縫木野稔先生よ

り，小児保健法制定に|ｲﾘけての今までのｌｌｚＭ、

ﾘ凸科医会の活動が報P7された。今後全匡|各ブ

ロックで小児保健法についての集会が開催され

る予定で，近畿ブロックでは大阪で開催される

第24回１１本小児科医会総会フォーラムでシンポ

ジウムを開催する予定である。

ついでn本小児科医会の各委liから委員会報

告があった。

1．予防接種委員会

１１小医予防接種委止1会では，ｌ）子どもに

必要なすべてのワクチンの定１１川接穂化，２）

予防接種の無過失責任制度の確立，３）接種

体制広域化の促進，４）:11務手数料の適正化

を要望活動とすることと，接種手技技術の|可

上のため「ビジュアル予防接種」の発刊準備

をしているとの報杵があった。

２．公衆衛生委員会学校保健委員会

２）ｊｌｏＩ」にｌ力）I健診にlMjする研修会を開

樅すること，松平会長が|｣本医Ｉ１１ｌｉ会li1Il産期母

子保健委員会委員になられたことが報佇され

た。

その後，各府県からの活動報告が行われた。

一般iiiIi動報告とともに，主催者からの要望で

あった各医会におけるＨｉｂ・肺炎球菌・］'-1:『頸

癌ワクチンの接種状況についての報告がなされ
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た。兵庫からはその他，１Ｗ３１幕に小児科学会兵

床県地方会と兵1,1[県小ﾘ｡保健協会との３者連ﾒﾄﾉｉ

で，ｌ）ロタウイルスワクチン，水痘ワクチ

ン，おたふくかぜワクチン，Ｂ型肝炎ワクチン

の公費助成，２）重症児の医療に関する基盤整

備，３）新生児の難聴スクリーニング，４）卜

どもの事故による障害を予防する体制づくり，

５）子育て支援に関するネットワーク形成事業

についての要望書を出し，それぞれ県から前[トリ

きの回韓を得たことを報片した。

第301'11は大阪小ﾘi｣`科医会のおl仕話で，大阪市

で開催される予定である｡

《藤田》

[お知らせ］

曰本小児科医会総会フォーラムｉｎ大阪

①「１時2013年６月８１」（士)～９１１（Ｉ｣）

（開場９時00分）

②会場大阪Tlj1ll央公会堂

〒530-0005大阪市北区'こ'1之島1丁１１１番27号

③テーマ 子どもから学ぶ！聴く！そして育む

－熱く語ろう子どもの未来inOsaka-

④お問合せ先フォーラム運営事務ＭＴＥＬ：06-6372-3052

．li…....、Ⅱ

クチンを打たれてはどうですか」と説明する

と，彼は突然怒Ｉ)Ⅱ}し「そうなんだ，先||西

宮市に老人の肺炎球菌ワクチンを無料にする

ように電話をしたところなんだ」と言うので

す。私はカチンと来て「なぜ，老人ばかりに

税i金を使う必要があるのですか，もっと大事

な了どものワクチンがいっぱいあるのです」

と心のに'１で叫んで，「そうですか，無料になる

といいですね」と答えていました。

’1本のｒどもへの社会保障費は先進'二K|の

中，最低だそうです。子どもの最貧|割と言わ

れています。Ｕ'三代IlL1l格差が激しく，６５歳以上

の老人の受読超過が著明です。選挙Ilill度を攻

前して，全ての子どもに一票を与えると政治

家も振り向いてくれるかもしれません。

《Ｔ・Ｋ》

■

し

おごる老人久しからず

私は，小児科・内科で開業していますが，

もちろん心情的には小児科'三です。先１１，７０

歳台の男性が薬を飲んだ時に誤って気答に水

が入ったようなのでIili炎になっていないかど

うか見てほしいと来院しました。顔色もよく

全く問題ない状態でしたが，一言多い老人な

ので丁寧に診察し「だいじょうぶですよ，胸

の音もきれいでした」と説明し，帰って頂こ

うとしました｡すると，「このような場合には

どうすればいいのだね？」と訊ねられまし

た。「少しぐらいの水は気袴に入ってもだい

じょうぶですよ，もしご心配なら肺炎球保iワ
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いつも怒られているのでしょう。この子が，楽

しいと思ってしたことや，いいと,思ってしたこ

とも，やりすぎてしまったり，その場にそぐわ

なかったり，あるいは大人の都合に合わないか

らと，結果として怒られることになってしまう

のかもしれません。でもこの子は，だれよりも

よくわかっているのです。Ｆ|分が怒られてばか

りいるということをし,そして，思っているので

す。「1分が怒られるようなことをしなければ，

そこには，きっとお{ﾘ:ざんの笑顔があり，ほめ

てくれる先生や，｛''''１}Iに入れてくれる友達がい

るのだと。この本はｎ分で購入したのではな

く，頂いた本の－冊です。この本の表紙は，い

かにも不機嫌そうな，お世辞にも可愛げのない

男の子です。でも，初めて読んだとき，本当に

胸を締め付けられました。いるよね，こんな

子。診察室でお母さんやお父さん，おばあちゃ

んに，怒られる子。くやしそうな，悲しそう

な，何か，」二千に言い訳できない，言い訳させ

てくれない。いつも下の子をいじめてとか，ふ

ざけてばかりと言われて。平気そうにしていて

も，小さな心はすごく傷ついているのです。そ

んなに言わないでよ，お母さん，と`ltL(いながら

「怒らないで」と言うと，今度はお}敬さんが

「私が悪いの？」と傷つけられた顔になる。こ

の絵本は，そんな親たちに「読んでみて」とWLj

めています。

Ｉ落蝉…;《:,､いぬiLLi:蝉M燕|減'~肋Ｗ１Ｉｊ覇は!」ｷﾞﾉﾘﾑハゼfl1j月|鰯!:wllii'

JJJ他L府■県■■小児科医会■会報よしノ

｢徳島県小児科医会報第25号」

《わたしが薦めるこの－冊》

小児禾斗待合室の絵本

宮本小児科

宮本尚子

待合室で携帯・ゲームに没頭している親子に

会話はありません,診察室でゲーム機を取り上

げられ怒っています。ntLilLIしましょう。メディ

ア漬けの子育てｊのポスターもⅡに入っていな

いのでしょう。丁・どもに良質な絵本１との」iL(い

で，子育て中に集めた絵本を待合室に並べてい

ます。絵本がないといけないとはいいません

が，－Ⅱ}}の絵本から親子の対話が始まれば嬉し

いとの'1mいを込めてＩ小ﾘﾑ科待合室の絵本」と

いうコーナーがありましたので紹介します。

待合室の絵本は，頂いたり，買ったりしてス

トックしておいた本を，スタッフが装丁~してか

ら出してくれます。またスタッフは，傷んだ本

を修繕したり，ボロボロになった本を破棄した

りしてくれています。人気シリーズは，ポロポ

ロになるので，よくわかります。「はらぺこあお

むし」「ノンタンシリーズ」「ぐりとぐち」「うん

ちの本」「怪獣たちのいるところ」などは，何'Ⅱ｜

も買い換えました。（略）絵本は楽しく読むのが

－番ですが，私は，お{ﾘさんに育児で訴えたい

ことのために，ときどき絵本を利用します。そ

の本を紹介させてください，

○

あなたってほんとうにしあわせね！

キャスリーン・アンホールト作

星111菜津代訳

童話節（1994年）

ニズ人Ｒが(l｣来た時に，お蛎めの本（''1行）

兄や姉にとって，「の子なんて親の愛情を奪

うライバルだし，いままで蚊優先で１１１i倒を見て

もらっていたのに急に後llllしになるし，下の子

の存在を認めるまでに時間がかかるのは当然で

す。そのことがさりげなく壽かれていて，下の

子が生まれる前や，/|まれてからトラブルがあ

る時に，お母さんたちに読んでもらっています。

《川本》

○

おこだでませんように

くすのきしげの1）作

石井聖岳絵

小学節（2008年）

徳島県の小学校の先生が作者です。あとがき

の一部をｿ|用します。「おこだでませんように」

そう書かれた小さな短''１１を見たとき，私は涙が

出そうになりました。彌冊を書いた男の子は，
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あと がき

ワールドカップ・ＩⅡ三界選手権でのノルディッ

クスキージャンプ１６歳向梨沙羅ちゃんの大iiIT

蹄，フィギュアスケート浅１１１真央さんの復活と

冬のスポーツは明るい話迦で一杯でした。

今年のインフルエンザも３学期開始とともに

流行が始まり，１週征に注意報水準，警報水

雌，ピークとなり翌週からの減少も急速で，今

冬から変更されたインフルエンザの出席停止|」

数が功を奏した形となりました。

インフルエンザ流行等お忙しい'１１，会報59号

も多くの先生方が快くご寄稿下さＩ)出来上がり

ました｡ご執筆頂きました先生方に厚く御礼中

し上げます。

早野先生は「巻頭言」で，妓近の子どもたち

の低下している自尊感情を高めるには，幼児期

より家庭，学校と地域社会が一体となって教育

に１１１１)組む事が重要であると説いておられま

す。「小児医学講座」では砂川先生が，現在実

施中の麻しん排除計両と近年風しんの流行によ

りＣＲＳの発生増加が懸念されることから，麻し

ん風しん混合ワクチンの定期外接秘が必要な４１

などが述べられ，岡[Ⅱ賢TTI先生は，待ち望まれ

ていた不活化ポリオワクチンと４種混合ワクチ

ンについて歴史から今後の課題まで述べられま

した。「地方会」よ|)，ＩＴＰ母体からＩＭＬた新

/l児が血小板減少を来たした際には頻ｌｕｌに採血

followを行う必要がある，治療意欲のある摂食

障害患者には多職種が関わり`患者主体で淌療効

臼采をｌげる調が出来る，小児急性腹症の鑑別診

断には間欠性水'汗症を念虹〔に置き'腎臓超行波検

森を施行すべきであるとの興味深い３演題をい

ただきました。「リレーずいそう」では人橋先ﾉﾋ

ご日身の貴重な闘病経験を紹介していただき，

予防が大切お体にお気を付け下さいと呼び掛け

て下さっています。「ずいそう」では横)|ﾕ先生が

準llliを万全にしlfl分の意志の強さで楽しみなが

ら偉業を成し遂げている蟹１１１家を応援している

事と加古先生が今までの体験から病気の子ども

の診察の一方でその親の心や体の健康が批なわ

れないよう目配する必要がある事を書いて下さ

いました。「各委員会報告」「理事会縦調録要

旨」なども是非おＩ｣通しlくさい。「他府県小児科

医会報より」では小児科待合案の絵本が紹介さ

れています｡－'１１}の絵本から親子の対話が始ま

れば嬉しいですね。

早野先生からバトンタッチされてから早５年

が経ちます〔〕今なおご助言をいただきながらで

すが，会員の侍様に少しでもお役に立つ会報を

お)｢llけしたいとliLAっています。会報に関するご

意兄，ご感惣などございましたら是非お知らせ

下さい。今ザにはページがあ|)ませんでした

が，「診察素よ')」に是非先/|ミガのご投稿をいた

だきたくお待ち致しております□

最後になりましたが，ご指導いただきました

先輩諸先生方，いつも会報の編集，発刊に絶大

なご尽刀をいただいています調務局の平松様Tl「

111棟に深謝申し'二げます。

《森川》
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経□用ベネム系抗生物質製剤

曰本薬局方シロップ用ファロペネムナトリウム

フアロ必ﾄﾗｲｼ0,.小児用而0％
Farom。、rySVrupforPediatric
･；主意医師等の処方せんＬより使用すること

(略号：ＦＲＰＭ）

●効能・効果、用法･用量､禁忌・原則禁忌を含む使用上の注意については添付文書をご参照ください。

〔資料請求先〕

製造販売：iumruhoマルホ株式会社
大阪市北区中軍1-5-22〒531-0071

(ホームベーンアドレス）

http:〃ｗｖｖｗｍａ｢uhocoIp／(２０１１９１１１A〔）


