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長崎ランタンフェスティバルの夜

特集小児医療の変遷
一近年見なくなった小児疾患を含めて－

【縣 福岡地区小児科医会（月々会）
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巻頭言

福岡地区における

児童や生徒の肥満への対策

会長進藤静生

成人の生活習'慣病の予防や対策については多くの場で検討されていますが、小児生活習慣

病については、殆ど検討されていないのが現状でした。しかし、近年、小児期の肥満そのも

のが既に疾病としてとらえられ、さらに成人肥満への移行防止の対策が重要視きれるように

なって来ました。これまで、私どもは小児肥満に対しどのように介入して行くのか、食事指

導や運動指導などの詳細については、その必要性を感じながらも日常の外来では時間的な余

裕がないために殆ど努力をしてきませんでした。その結果､学校健診の場面では肥満の児童・

生徒に遭遇しても、あまり注目しないで放置していました。あらためて福岡市における小・

中学校の肥満度を調べたデータを探してみましたが､そのようなものは存在しませんでした。

以前に文科省の全国調査の時に間に合わせの抽出データで、全国調査と比較して肥満度の低

いデータがありましたが、信頼がおけるものではありませんでした。福岡市医師会には以前

より小児期生活習慣病対策検討会なるものがあり、丹々会の先輩の先生方が作成された「こ

どもと生活習慣」という立派な冊子がありましたが、あまり活用されていませんでした。ま

た福岡市教育委員会が作成した、「健康手帳」という冊子も入学時に配布されていましたが、

これもほとんど活用するまでには至りませんでした。以上のように、福岡市におけるこれま

での児童や生徒における肥満対策は決して満足のいくものではなく、今後の課題であること

を痛感していました。

平成２２年に福岡市教育委員会より「福岡市学校保健会生活習慣病対策検討委員会」開催

の依頼があり、福岡市の児童生徒の肥満度を調べることになりました。その結果福岡市でも

全国平均と変わらない数の肥満児のいることが分かりました。そこで、丹々会としての対応

は健康づくりセンターの「あいｵしふ」と共同で、平成２２年夏休みに、第１回の「あいれふ

－１－



親子教室」を開始し、その後毎年夏休みの期間を利用して開催していました。ところが、単

年度の指導のみでは限界があり、毎年の点での指導でなく、経年で行う線での指導が必要だ

という事が分かりました。平成２５年度より「あいれふ」の管理が福岡市医師会へ移管され

たため、事業は中断しています。

これからの子ども達の健康を考えるとき、われわれ丹々会会員が主体となって幼児から学

童にかけての小児生活習慣病を予防し治療していくシステムの構築をすすめて行くことが急

務になっています。幸い、平成２６年度より、心臓検診の中に小児生活習慣病も含まれるよ

うになり、福岡市のすべての児童・生徒の肥満度を算出することが決まりました。さらに、

平成２６年度からは５０％以上の肥満の児童・生徒は心臓検診と同時に、医師会病院成人病セ

ンターで健診をするようになったことは、タイムリーな事業であり、丹々会としてもぜひ協

力して行きたいと考えています。丹々会の先生方へは３０％～５０％の中等度肥満の児童・生

徒をお願いすることになると思いますが、そのために、テキストや講習会を開催する計画を

立てています。この事業を成功させるためには先生方のお力添えが必要ですのでご囑協力を重

ねてお願い致します。

－２－



おめでとうございます

l）米寿・喜寿・古希のお祝い

米寿：梅野達Iliili先生

古希：進藤昌子先生

2）表彰会員顕彰

松本壽通先生内藤壽七郎賞受賞（平成２４年６月）

井上賢太郎先生日本医師会長賞（平成２４年１１月）

「長年にわたり学校医としてその向上発展に寄与」

寺澤健二郎先/上福岡市教育委員会表彰

「永年に亘る学校保健推進への功労（学校医)」

－３－



～ごくろうさま～

丹々会会員平成２５年度医師会関係の役員・役職（敬称略、順不同）

－４－

氏名 医ⅡＩｌｉ会 '|､児科学会 小|,'u科医会

|}１１'１－ 県小ﾘ凸科医会名誉会長

福岡地区'1,児科藝医会名誉会長

豊原清圧 九州'1,児科医会名誉会長

県小1,1Ｊ科医会名誉会長

植山奈実 東lＺ医師会理事

市医師会'１，児期生活習慣病対策部会委員

ＴＩj医師会補欠代議し」

11j医師会こども委ｌｌ会委員

深澤満 日本小児科医会教育委し！

荒木速雄 福岡地区小児科医会理斗$

危崎健治 市医師会定款検討姿jbi 県小児科医会監事

細山ｌｌＩｌ錘 県小ﾘ,l科医会監事

金光博信 市医師会代議Lｌ

市医師会こども委しl会委員

博多区医師会王111斗Ｉ

古）'１洸 市医師会定款検討委員会委員

高岸智也 県医師会救急・災害医療対策委員

県医師会予備代議員

市医師会理事

市医師連盟執行委員

市医師会保育|東|幼稚|刺保健部会委員

福岡地方会プログラム委員 福岡地区']､児科医会理事

県小児科-医会常任理事

浦口龍夫 九州']､１，U科医会監事

津留徳 市医師会学校腎臓糖尿病検診部長

松崎彰信 県小児科社保主任審査委員

米倉11頂孝 中央区医師会]HI1事

市医師会福岡未来医療塾委員

市医師会こども委Lｊ

寺澤健二郎 県医師会予備代議&』

市医師会共同利111施設運営委員

市医師会代議員

南lＺ医師会副会長

詫間由

中尾弘 九Ｉ､ﾄ''1､児科医会顧問

ｌＩＪ尾太 福岡地区小児科医会理事

大’11幸徳 九州'１，児科医会顧問

黒)||美知子 福岡地区'｣､児科医会理事

県']､ﾘ凸科医会常任理事

井上寿郎 市医師会こども委員会委員

笠原郁子 県'1,児科社保審杏委員

市医師会福岡｢|j学校糖ﾈ''１保健協議委員

董俊 日本小児科医会ホームページ委!』

進藤静生 UTL医師会代議員

県医師会母子保健委L１

市医師会'１，児期生活習`慣病対策部会委員

市医師会出産前後子育て支援事業部会委員

市医師会学校腎臓糖尿検診部会委員

市医師会福岡市ＣＫＤ連絡協議会委員

日本'|､児科学会代議L１

福岡地方会幹事

日本'|､児科医会|型||祭委員長

九州'|､児科医会常任理事

県'｣､児科医会副会長

福岡地区小1,'d科医会会長

松本壽 市学校精神保健協議会委員

市医師会裁定委k｣会委Lｉ

松本 郎 市医師会こども委しj会委員

早良区医師会理事

福岡地区'1,ﾘL1`科医会理事

清松由美 市医師会小児期生ii1iW隅病対策部会部員

【'１野光郎 福岡地力会幹事 県']､児科医会常任理事

秋 ７℃ 馨 市医師会学校心l幟検診部会部員



ｌｆ
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氏名 医師会 '１，児科罎学会 小児科医会

岡ｌＨ象二郎 県医師会子|坊接種委員会委員

高木誠一郎 県小児科社保審査委員 |］本'|､児科医会代議員

県'j､児科･医会'常任理事

兀２ '１１浩貴 県医師会予備代議員

市医師会常任理事

市医師会福岡市学校精神保健協議会委員

市医niij会保育園・幼稚|刺保健部会部員

トー村国寿 日本医師会予備代議員

県医師会代議員

市医師会感染症医療連携部会部員

市医師会こども委員会委員

市医師会保育園・幼稚園保健部会部員

市医師会出産前後子育て支援事業部会部員

１１本小児科学会代議員

福岡地方会幹事

ﾌﾞし州小児科医会`常任理事

県小児科医会監事

福岡地区小児科医会監事

高崎好生 県医師会代議員

県医師会母子保健委員会委員

県医師連盟常任執行委員

市医師会保育園・幼稚園保健部会部員

桐岡地方会幹事 日本小児科医会法制委員

ﾌﾞし州小児科医会副会長

県小児科医会会長

稲光毅 県医師会予備代議員

市医師会出産前後子育て支援事業部会部員

市医師会医事調停委員

福岡地区小児科医会副会長

日本小児科医会乳幼児学校保健委員

県'1,児科医会常任理事

青木真智子 市医師会小児期生活習慣病対策部会部員

市医l9ilj会保育園・幼稚|刺保健部会部員

福岡地区'１､児科医会理事

園｜}１和孝 市医師会予備代議員

市医師会こども委員会委員

西|Ｚ医師会理事

岩屋美奈子 市医師会予備代議員

iIq区医師会理事

横１１１隆 県']､児科国保審査委員

'１､野栄一郎 筑紫医Hilj会学校腎臓検診委員

石原修 筑紫医師会学校保健委員

筑紫医師会乳幼児健診委員

井上和彦 筑紫医師会理事

筑紫医師会乳幼児健診委員長

筑紫医師会学校保健委員長

筑紫医師会心臓検診委員長

筑紫医師会学校腎臓検診委員長

筑紫医師会予防接種委員長
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小児医療の変遷
－近年見なくなった小児疾患を含めて－

i讓墓、 疫痢一まぼろしの病気

早良区豊原清臣

いま現役で働いている皆さんの９９宙は、疫痢

なるものを経験されたことがないと思うので、ま

ずわたしの自験例をご紹介しましょう。そうすれ

ば疫痢がどんな病気だったのか、大よそご理解い

ただけると思います。

わたしが病棟医長をしていた昭和３４年の夏の

午後、隣家の坊やが急にひきつけて意識がない、

といって家から大学に連絡がありました。日ごろ

何かとお世話になっている方のお孫さんで、わた

しはすぐにタクシーをとばして駆けつけました。

，患者さんは４歳ぐらいのり)の子で、顔面菅白、

意識なく、全身けいれんが頻発していました。少

董の下痢があり、最初血便はなかったのですが洗

腸をして、便を少し認めましたに,体iliiは３９度ぐ

Ａい_、南占に宮i張縞液の靜沖一一フＴノバール沖か

おこなって大学病院の隔離病棟に入院させまし

た。

昏睡状態でけいれん頻発、心音はタンッ、タ

ンッ、タンッと単調冗進、股動脈卉を聴取、腹部

は綿のように軟watteweich・典型的な疫痢症状・

所見です。

入院後は高張糖液の３時''''ごとの静注、５％糖

液の大量皮下注（500CCを両大腿に分けて皮下注

射）などをおこなって経過をみましたが、けいれ

ん、意識障害は変わらず、発熱もつづきました。

この状態で一晩を過ごし、翌日けいれんはやや

軽くなりましたが意識は全くもどらず、しだいに

`し､音弱まり．午後死亡したものです。便嬬養の結

果はフレキシナー型赤痢菌陽性でした。

これが疫痢の典型的な症例です。このようにま

さに電撃的な経過で死に至るもので、死亡率は

３０～５０％。当時“はやて”といって、夏になる

と子をもつ親に怖れられたものでした。わたしが

入局したのは１９５２年（昭和２７年）ですが、当時

夏になると大学の隔離病棟は、赤痢，疫痢、ポリ

オで満室に近い状態がつづいていました。伝染病

ではないが、いわゆる消化不良症というのも夏に

多く、そんなことで夏の小児科病棟はまさに戦場

蚤だが､出､〒１ナ壷…

この疫痢は１１本抄(特とされ、これをEkiriとし

てはじめてドイツ医学誌に発表したのは、九大小

児科の初代教授である伊東祐彦先生でした。先生

は秋季に流行した乳幼児の嘔|比下痢症に、仮性小

児コレラPseudocholerainfantumと名づけられ

たことでも有名でした。もっともこちらはその後

の研究でロタ・ウイルス下痢症であることが証Ⅲ１

きれ、現在この病名は消滅しております。

入局当時小｣,１.科関係の学会といえば、日本小ﾘ』

－６－
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科学会がほとんど唯一のものでしたが、そこでは

疫痢の病因論が論争の大きなテーマの一つで、学

会の華でした。九大の遠城寺教授は体質，自律神

経説でした。つまり

赤痢十急劇体質症状＝疫痢

この説では疫痢の臨床を説明するには便利でし

たが、科学的な実証が困難というのが大きな弱み

でした。先生はわたしの恩師ですが、まことに偉

大な臨床家だったと思います。

疫痢様急劇症状は、赤痢だけでなく気道感染な

どでもおこりうることは、日常経験することでし

た。しかし本来の疫痢に比べると症状の程度は軽

いものでした。疫痢の好発年齢は２～５歳で、俗

に疫痢年齢といわれました□目がバツチリしてマ

ツ毛が長く、色は白くてパステースな子が、つま

り異常'体質傾向のつよい子がおこしやすいとされ

ました。九大小児科ではそのため異常体質傾向調

査なるものが、必ず通常の問診の一部としておこ

なわれていました。

これに先だち終戦後のことですが、子をもつア

メリカ進駐軍家族の問で、疫痢と日本脳炎が恐れ

られていました。ともに発熱、けいれん、意識障

害をもって急劇に発病し、高い死亡率を示すもの

でした。病初期に両者を鑑別するものとして、下

痢を伴うものが疫痢とされていました．少し経験

をつめば、疫痢と日本脳炎の鑑別は、臨床的にそ

う難かしいものではありませんでした。

昭和２２年にはそれら家族の心配に応えて、ア

メリカからＤｒＤｏｄｄを団長とする疫痢調査団が

きて、疫痢は低Ｃａによるテタニー様症状である

と結論付けて帰りました。しかしこの結論が正し

くないことは、調査団帰国後のわが国における広

範な調査により証明されました｡九大小児科でも、

Ｏ先輩により疫痢患者の血中Ｃａが測定され、関

係ないことが報告されました｡

疫痢の剖検所見としては、脳の浮腫と肝臓のＩｌＥｉ

肪変性です。よく似た剖検所見を示すものとして

Reye症候群があります。インフルエンザのとき

にみられるものとして注目され、一時疫痢との異

|可が問題になりましたが、こちらはミトコンドリ

アの障害が本質で、やはり疫痢とは異なるもので

した。

忽然と消え去った疫痢

疫痢の病因論としてはいろんな説が学会でも問

題になっていました。赤痢菌毒素説とくに志賀菌

の志賀毒素が問題にされていました｡アレルギー、

とくにみそアレルギー説などもありました。

病'五|が確定しないまま経過していた疫痢は、昭

和３０年頃から少しずつ減少傾向がみられていま

したが、昭和３７年から急にプッツリとみなくな

りました｡その消失ぶりはまことに鮮やかでした。

本症については真の原因についても不明のままで

すが、このように昭和３７年を境に文字どうり忽

然と消え去るというのも、大変珍しい現象ではな

いかと思います。その原因についてもわかってい

ないのです。疫痢はわたしたちにいろんな謎を残

して消え去っていったのです。

参考文献

二至村青：エキリ物語一ＧＨＱと日本の医師たち

中公新書１９９６

蟻ｮ2，３

－７－
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脱水症IHI勿冨症

中尾 弘

かつて乳児の下痢は日常的な病気であるにも拘

らず、しばしば重症化して致命率も高く、その原

因究明と治療の研究は過去の小児科における最大

のテーマであった。昭和２０年代の終りまでは未

だ重症下痢症に対し消化不良性中毒症という病名

が使用されていたが、中毒症状とは意識障害・痙

箪・循環障害・チアノーゼ・眼窩陥没・口腔粘膜

乾燥であり、現在の脱水症状であった。

乳児の下痢が軽症化した理由には、生活環境の

改善、日常の栄養状態の向上、抗菌薬の進歩など

があるが、“重症下痢症の治療”に最も劇的な効

果が見られたのは脱水症の病態解明と治療法の確

立によるものであった。

脱水症と輸液療法の研究は、昭和２０年代から

昭和３０年代の初めまでは米国との医学の交流も

少なく、日本の小児科では遅れていた。

当時わが国の小児科では重症下痢症で、ぐった

りなった乳幼児の補液には、生理的食塩水または

リンゲル液とブドウ糖の混合液を大腿部へ皮下注

射し、熱い蒸しタオルでもみ込みといった輸液が

未だ広く行われていた。

その後、重症の脱水症へは静脈切開をして

plasmaexpanderとして高張電解質液の注入（緊

急輸液）を行い、hypovolemicshockを改善して

から経静脈で点滴が行われるようになった．

昭和３０年代から４０年代へかけて我が国でも

色々な所で脱水症･輸液の研究がなされ始めたが、

当時国内の小児科で組織的な研究が行われていた

のは東大小児科の高津忠夫教授とその門下の小児

科医によるものであった。

その結果昭和３７年輪液剤ソリタＴ-1号～Ｔ－４

号が清水製薬から市販された。さらに昭和４０年

代に点滴用の翼状針が輸入されるようになり、現

在行われているような輸液による治療が普及した。

さらに小児の脱水症に対する治療は経静脈輸液

に続き、経|」補液療法へと進んできた。

枇界の医療に恵まれない地域では医療施設も少

なく、経口補液療法（Oralrehydrationtherapy：

ORT）が“命の水，，として脱水症を防ぐために研

究されてきた。先進国では、多過ぎる点滴静注の

苦痛を少なくし、入院を少なくする目的でＯＲＴ

の研究が進められてきた。

1960年代にはコレラ`患者の水様下痢による脱水

症に対する治療に大規模な治療研究が行われ、Ｎａ

とブドウ糖との共範吸収（共輸送）の理論が確立

した。経口電解質液の組成はＮａとＫとそれを吸

収させるためのブドウ糖からなりＧＥＳ（glucose

electrolytesolution）とも呼ばれる。１９５０年代に

米国でＬＹＴＲＥＮ、ＰＥＤＩＡＬＹＴＥが市販され、わ

が国では１９６０年代にソリタＴ－穎粒（２号､３号）

が市販された。だが初期の経口電解質液には味の

よくないものが多かった。過去の文献にみられる

ように『健康な子供には嫌な味の電解質液でも、

あきらかに脱水症をおこしている子供はむさぼる

ように飲むｊという考え方があった。しかし、わ

が国の状況ではむしろＯＲＳの味と香りが経口補

液療法成功の最も大きなポイントであった。以上

のような状況から我々は味の濃くない経口電解質

液を試作しORS-50と名付け発表した（小児科臨

床３８巻１０号、昭和６０年１０月)。現在小児用の

経口電解質液としてアクアライト（和光堂）とオー

エスワン（大塚製薬）が市販されている。

このように小児の脱水症は重症であり、治療が

困難であった時代から、経口電解質液によって大

幅に予防できる時代へと変ってきた。以上過去６０

年間に豆る乳幼児の脱水症・輸液について述べた。

－８－
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ポリオポリオ

壽松本小児科医院松本 通

は野牛株による感染が劇的に全く認められなくな

りました。（付図）

１９６２年（昭和３７年）頃までに大学医吋に入局

した小児科医にとって、ポリオ（poliomyelitis

anterioracuta,急性灰白髄炎）はよく経験された

疾,患でした．

入院,患者には今となっては、どれ程の効果が

あったか不明でしたが、アセチールコリン、グル

タミールコリンなどの髄腔内注射を、泣きＩ叫ぶ子

を看護婦によって押さえつけながら打ったり、ま

た、関節の変形予防のために副木として、九大小

児科では医師が不器用な手で苦労して針金を折り

曲げて作った1)して、なつかしい思い１１}が多い疾

`世でした。このポリオは１９６３年以後、わが国で

ポリオとはどんな疾,患だったのでしょうか。

症状の主な特徴は四肢のいずれかに、永続的に

認められる弛緩性麻庫です。ポリオウイルスは人

から人へ感染し､感染した子の便中に排泄されて、

口から入って感染したウイルスは、平均７～１４

日かけて腸の中で贈航します。しかし、ほとんど

の例（95％）は不顕性感染で、終生免疫を獲得し

ます。ウイルスはⅢ液を介して1M脊髄へ感染し

て麻)車しますが、その発生率は1,000～2,000人

わが国におけるポリオ届出患者数の年次推移
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に－人と考えられています。麻｜率は川肢のいずれ

かに起こることが多く、終生残ることも少なくな

い悲惨な病気でした。また、呼吸筋の麻庫によっ

て、呼吸困難で死亡することもあって、その対策

として当時、古典的な||乎吸補助装瞬として“鉄の

肺”を使用することがありました。

からの輸入感染と考えられていて、接種率の低い

同を中心にタジキスタン、中国などでも認めらｵし

ています。従って、たとえ発生数がゼロになって

も、ワクチン接種は長期'''１にわたって続けるとい

う息の永い対策の必要があります『，

第二の問題点はワクチン関連麻痔，（vaccine-

associatedparalyticpoliomyelitis,ＶＡＰP）です。

この点について小児科医はその問題点をすでに充

分に認識しておられるので、詳細はさけますが、

弱毒化された経口生ポリオワクチン（oralpolio

vaccineOPV）は、腸管内を通過する問に野生株

ポリオウイルスが元来持つ神経病原性を再び獲得

することによって、ワクチン接種者に麻庫を来た

すことが稀にあります。さらに、このウイルスは

糞便中に長時１１M排泄されて、他人に伝播して、周

閉のＯＰＶ非内服者にもＶＡＰＰを発症させること

があります。その発症頻度はＯＰＶ数百万投与に

僅か１例程度ですが、やはり野生株のウイルスの

流行しない文|ﾘ]国などでは大きな問題となりまし

た。ＯＰＶに比べて高価な不活化ポリオワクチン

(inactivatedpoliovaccinelPV）の予算確保が１１Ｊ

能な多くの先進諸国では、定期接種としてIPV

を用いています。わが陸|では平成２２年４１j頃か

ら２万人近い子らに医療機関による個人輸入に

よって接種されていましたが、昨年よりやっと

IPV単独または四種混合ワクチンとしての公的使

１１１が始まっています。

この５０年間、わが'主|では全く経験されること

がなかったポリオが、現在、二つの点で注目され

ています。

その一つは「ポリオ根絶計画，（Polioeradica‐

tionprogramme)｣です。かつて､天然痘に関して、

人類の手によって、歴史上、初めて病原体に打ち

勝って、その根絶を達成したのは１９７７年でした。

|ｉＩ様にポリオについても、１９８８年のＷＨＯ総会

でポリオ根絶計画が採択されました。かつては全

世界で３５万人のPolio,患者がいましたが、Ⅲ界

各国と関係機関（ＷＨＯ､ユネスコ､ＣＤＣ､国際ロー

タリーなど）の努力によって、強ﾌﾞ〕に予防接穂計

１１１１が進められて野生株ウイルスは駆逐され、現在

では残るポリオ常在国では、インドでは遂に発生

数ゼロになった他、２０１３年１月～５月までのポ

リオ症例数はアフガニスタン２例、パキスタン８

例、ナイジェリア２２例、僅か３カ国と激減しま

した。この成果はまさに関係者の熱心な努力によ

るポリオ生ワクチンの集団接種によるものでし

た。

ポリオ撲滅戦略計両（GPEI）では２０１４年まで

にポリオ発症をなくして、２０１８年までにポリオ

の根絶が証明されることを目指しています。しか

し、例え発生数がゼロになっても、その後、約３

年間はワクチン接種を強力にすすめる必要があり

ます。それに要する今後の莫大な経費（４～５億

ドル）などを考えれば､ポリオ撲滅宣言までには、

まだ予断を許さない状態といえます｡さらに、す

でに１０年前に根絶されたと考えられていたイン

ドネシアで、最近、野生株による２００人以上の`患

者の発生があって、それが拡大して他国に波及す

る恐れが指摘されています。これはポリオ常在脚

参考文献：

’'１野貴司；ポリオワクチンの光と影，小児科臨床，

６４（７）：1739,2011
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未熟児（低出生体重児）の２，３の疾患と

その医療の変遷iiilF雫lii／
井上賢太郎

１０～２０％が重症黄疸になるといわれています。

この重症黄担の中でとくに塩型ビリルビンが増加

する高間接ビリルビン血症の場合は、未熟児では

血清ビリルビン値が20ｍｇ/d1以上になると核黄

疸の危険があります。当時の最も有効な治療法は

交換輸血でした。九大小児科に未熟児室ができて

からは市内の産婦人科からも重症黄疸の児が送ら

れてきました。院内で保育中の未熟児も黄疸の経

過によっては交換輸血が必要ですが、この場合に

は予定をたてて時間内に行えますが、院外からの

紹介の場合は入院後直ちに採血し、検査室で早急

に血清ビリルビン値を測定して頂き、未熟児の場

合は２０ｍｇ/d1以上でしたら早急に血液センター

に血液を依頼し、はじめの頃は小児科の未熟児室

で交換輸血を行いました。実施方法は殆んど勝静

脈を使用したダイヤモンド法でした。夜間は私１

人が担当で、看護師が入院未熟児の世話をしなが

ら手助けをしてくれるというやり方で、開始後所

要時間は３時間前後でした。時には午後遅くある

いは夕方送られてきた場合は諸準備が終って交換

輸血の開始は夜となり、終って帰宅するのが夜中

になることもよくありました何年か経って交換

輸血は手術場で行えるようになり、手術場の看護

師さんが手伝ってくれるようになり楽になりまし

た。またスタッフも神田亨先生（下関で開業）や

小宮山亮子先生が加わって頂き、協力して診療に

あたることができ楽になりましたが、交換輸血の

開始が遅いと終るのが夜中になるのは続きまし

た｡交換輸血の成績は統計をとってはいませんが、

タイミングが遅れて残念ながら核黄疸となり障害

を残した児もおられました。このような高ビリル

｜Ｕ帝大でははじめて九大小I,'t｣,科に１５床の未熟

児室新設が認可さｵしました，当時の教授遠城寺先

生から私が新設作りに力Ⅱわるように言われ、合屋

先生（当時助教授）と色々村1談しながら、ナース

ステーション、酸素配管をした観察室そして感染

防止を考えた保育室と一応の施設が旧西病棟の３

階に完成してオープンしたのは昭和３６年６月で

した。当時は近隣では'三|立岡山病院の山内逸郎先

生、九州では長崎の'三|立大村病院の出'１'奇啓:介先生

が未熟児医療を専門に活朧されていましたので、

施設を見学させて頂けたら苦労せずに施設も準備

ができたと思いますが、それがかなわず文献だよ

りの施設作りでした了,現在ﾉL大では綜合周産期母

子医療センターとなり、充実したスタッフですば

らしい実績をあげておらｵし心強い限りです□

私が未熟児医療にたずさわったのは昭和３６年

６月から同４２年３Ｈ迄九大小児科未熟児室で、

ついで昭和４２年４月から同４５年１２月迄浜の町

病院未熟児室での約９年間です｡その後専門的に

未熟児医療にはたずさわっていませんので、ご依

頼にそうような経験を述べる程の事はしていませ

んが、思い出をいくつか述べさせて頂きたいと思

います。

当時診療にあたりながら手を焼いた|)苦労した

疾病はいろいろありますが、その中の重症黄疸と

呼吸障害にふれたいと思います。

～重症黄疸とその対応～

生まれて２～３日頃より黄疸がみられ、多くは

１週間位で消失します。これは生理的黄疸と呼ば

れていますが、成熟児の約ｌ～２％、未熟児の

－１１－
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ピン血症に対する交換輸血は私が浜の町病院に

移っても続けて実施しました。

１９５８年Ｃｒｅｍｅｒらにより報告された光線療法

が現在では一般化し、黄疸がひどくなる前に広く

実施されるようになって黄疸が重症化する児は減

少し、交換輸血は血液型不適合や基礎疾,患があっ

て光線療法が有効でない場合に行われており、す

ばらしい進歩だと思います。

加が問題となっています｡

今年の日本小児科学会では、船戸正久氏が「新

生児医療の進歩と生命倫理一医的侵襲行為の差

控・中止の基本的考え方一」と題して教育講演を

されていますが、周産期医療従事者に与えられた

控・中止の基本的考え方一」

されていますが、周産期医ゾ

重要な検討課題と思います｡

～呼吸障害～

生後間もない新生児と〈に生下時体重が小さい

児で、呼気性ﾛ印吟、無呼吸発作、陥凹呼吸やチア

ノーゼなどの症状が見られると特発性呼吸窮迫症

候群（肺硝子膜症）が考えられます。

このような児は、当時新生児用の人工換気装置

はなく、先ずは保育器に収容し、器内温度は体重

に応じて設定し、湿度は７０％、酸素濃度を４０％

に設定して経過を見ました。一方、アシドーシス

に対してはメイロンを静注しましたが、その頃は

まだ翼状針もなく静脈確保に苦労しました。この

ような医療事情でしたので、残念ながらとくに生

下時体重が小さい児の場合は救命するのが困難で

した。とくに経過中に泡沫状の新鮮血の吐血が見

られることがありましたが、これは肺出血をおこ

したと考えられ予後はさらに悪くなりました”

呼吸障害に対しては１９７０年Gregoryが持続

性陽圧呼吸法（CPAP）を開発、ついで新生児用

人工換気装置が開発され、呼吸障害による死亡率

は大幅に減少しました．1980年代では藤原氏が

開発された人工サーファクタント補充療法が導入

されてから呼吸障害の治療を根本的に変えるほど

の劇的な効果が見られ、未熟児の重症呼吸障害も

救命できるようになっています。

最近の周産期医療はすばらしい発展をとげてお

りますが、当時では生下時体重15009以下とく

にlooog以下の児の救命は難しい時代でした。最

近では５００９あるいはそれ以下でも救命される時

代になりすばらしいことです．しかし一方では、

救命できても重度の障害を残して生存する児の増

鴨畠2，３
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気管支喘息気筥」Iｍｕ

松田小児科医院松田健一郎

Statusasthmaと称せられるような重症発作が

重積するような発作状態が続くような型は少なく

なった。その因子として治療薬の進歩（インター

ル気管支拡張剤、家庭内の吸入エアコンプレッ

サーの普及、ロイコトリエン受容体剤、経気道ス

テロイド剤）がある｡この中で抗ロイコトリエン

剤、インタール＋気管支拡張剤（濃度は漸減して

いく予定）は今のところ副作用も少ないので、で

きるだけ長く続けられるべきである｡それも数日

ではなく数か月から数年にわたるようにするべき

である。

さて、二代目の遠城寺宗徳教授は精神作業療法

の一環として、発作に対する対症療法はそれほど

重視されなかったように思う｡それでも、その晩

年は病棟医長と対症療法について相談されたよう

である．三代目の永山徳郎教授は発作をそのまま

放置されるのをのぞまれなかったように`思う。そ

の氷山教授の紹介で米国コロラド州デンバーの小

児喘息研究所に昭和４０年７月から昭和４１年６月

までの１年間国費留学させて頂いた。その基礎部

門|こかの有名な石坂先生がおられた。（ここで先

生はＩｇＥをみつけられた)。その下に多田先生

がおられた．多田先生はT-Cellの発見で東大出

身でなく東大教授になられた最初の先生である。

閑話休題、多数の重症例をみるうちに、同じ自然

治癒するのなら（デンバーに各地から送られてく

るような症例を日の当たりにしてその様な考えは

無理であることがわかったが）日本でみて来たよ

うな軽症～中等症は同じ自然治癒するなら苦しい

目にあわなくてもという感じがした。ひどい発作

を経験するのは決してプラスにはならないと気づ

いた．フローボリュームカーブで凹になる症例ほ

ど次に発作の来たときに凹のカーブが描けるのと

同じ理屈がある。その頃日本では南福岡病院に重

症例が集まり】かかっていた『，ほとんどフローボ

リュームカーブで凹の症例である｡治療して回復

してもフローボリュームカーブに変化はなかっ

た．

帰国して、九大の第二内科の処方の中にアスト

九というものがあった。それを小児用に薬局から

出してもらった□テオドール、ルミナール、塩酸

ハパベリン、メチエフという内容である。小児用

asthmapillとして出した。

開業して咳の顕著な発作が多いのに気づいた□

気管支音が聞こえなくても抗喘息薬が有効なもの

があった。Asthmaticcoughである｡百日咳、マ

イコプラズマ感染症などもこの一群にいた。しか

し、当方に原因がわかっている、咳はいつまで続

くことがわかると安心したものである．家族も納

得した。最近のウイルス学の進歩によってＲＳＶ、

ｈＭＰＶなど同定できるようになった．それらの

ものに経口ロイコトリエン受容体拮抗剤の使用が

認められるようになった｡このウイルス感染のダ

メージ跡にロイコトリエン侵入があると喘息にな

りやすいのであろうか？私のデータはそれにＮＯ

の軍配があげられそうである．もともと喘息素因

があるものに、ウィルス感染があって喘息になっ

たと考えるべきであろう□小児の喘息を研究する

ものとして、自然治癒のメカニズムを何とか説明

できる立場にならなくてはならない｡現在の

asthmaは治癒ではなく発作がみえないだけであ

ろうか？自然治癒の説明ができるようになる

と、現在の発作がゼロの状態か、それとも治癒し

た状態なのかはっきりするであろう．
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脳I鋤ij草､▲■－脳性麻揮一
Ａ

＃

_〆

誠愛リハビリテーション病院黒川 微

私が小児科医になったのは１９６３年(昭和３８年）

春であった。木造平屋の小児科学教室は医学部正

門から真っすぐ入った突き当りの左にあった。外

来の奥には、遠城寺宗徳先生がつくられた治療教

育部がありｗ多くの脳性麻溥、精神遅滞のこども

が通っていた。それを梁井昇先生が中心になって

診察され、私たちはそばで手伝っていた。脳性麻

痩は私たちが小児神経を始めて最初に学んだ疾,患

である。脳性麻蝉は、（１）受胎から人生早期（通

常生後４週）までの間に生じた、（２）非進行性脳

病変に基づく、（３）永続的なしかし変化し得る運

動及び姿勢の異常、と福山幸夫先生が主導された

研究班で定義され、我が国ではこれが用いらてい

た。当時は脳性小児麻陣、ドイツ語では

ZerebraleKinder-lahmung（ツェレブラーレ・

キンダー・レームング）と称し、カルテには

ＺＫＬと書かれていた。脳性小児麻陣をcerebral

palsy或いはＣＰとか言う人は誰もいなかった。

それから数年経た頃、脳性麻陣と称し、「小児」

はつけないと言われ始めた。現今､ＺＫＬなど知っ

ている人はほとんどいないであろう。しかし、ま

だそのドイツ語を使っていた頃、Little病（＝脳

性小児麻庫）と言うことばは使っていたし、それ

を知らない小児科医はほとんどいなかった。

WilliamJohnLittleは、1861年に脳性麻庫が異常

出産、難産、未熟出産、そして仮死によるもので、

それが知能と身体に影響しているが、とりわけ骨

格Ｂｏｄｙｆｒａｍｅの変形に影響しているということ

を発表した。当時、誰も出産と関係しているとは

思わず、学会に大きな衝撃を与えた。Ｂｏｄｙ

frame（体を包む枠）と言う考えは興味深いもの

がある。Littleの発表３０年後にSigmundFreud

が脳性麻癖には知能障害、てんかん、視覚障害を

合併し、子宮内における脳の発育に原因があると

発表した。Crothers,Ｂ＆Paine,Ｒによる'，The

NaturalHistoryofCerebralPalsy”（Harvard

UniversityPress,1959)は脳性麻陣の古典である。

１９６０年、遠城寺式乳幼児分析的発達検査法が慶

應通信より出版された。

梁井昇先生は広島で原爆後遺症の研究に従事さ

れたのが縁と思われるが、米国Buifalo小児病院

に留学され、後輩に道を開かれた。松本寿通先生

は梁井昇先生の後を継いで同病院に留学された

が、新生児神経学診察法（新生児及び乳児期の神

経学的検査とその問題点、治療１９６４：46,689）を

日本に初めて紹介され、我が国におけるこの方面

の臨床と研究に大きな進歩をもたらした)当i時、

Andr6-Thomas,A､，ChesnLY.＆Saint-Anne

Dargassies,Ｓ，“TheNeurologicalexaminationof

theinfant”（1960）も重要なテキストであった。

早期発見・早期治療が叫ばれ、Vojta法、Bobath

法が取り入れられた．また、遠城寺式乳幼児分析

的発達検査法も改訂された（梁井昇、名和顕子、

黒川徹、他1976)。出生時仮死あるいは低酸素性

脳症が大きな問題で多くは成熟児であり、高|嶋幸

男先生が脳血管構築像など先端的な病理学的研究

を発表していた二,未熟児の多くはⅡ乎吸窮迫症候群

を起こして死亡していた｡生存しても未熟網膜症

を残し､酸素の過剰投与が問題とされていた｡サー

ファクタントが岩手医大・藤原教授によって用い

られ始めて未熟児の死亡率が激減し、超低出生体

重児の生存例が出始め、脳室周朋白質軟化症等に

よる脳性麻ｿ車が増加した｡

現在もっとも問題とされていることは在胎２２

～２６週の超早産児或いは1,5009未満の極低出生

体重児或いは人工妊娠等による多胎に伴う脳性麻
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蝉である。当院における２０１２～２０１４年の３年間

の脳性麻庫新患の４６％は1,5009未満である。生

存率と障害発生率は在胎期間と相関し、在胎２２

～２６週で障害を残さずに生存する率は１９９５年

23％であったものが2006年には３４％に改善して

いる（ＭｏｏｒｅＴｅｔａｌＢＭＪ２０１２）。後遺症の減少

には妊娠中のステロイド投与も寄与しているとさ

れている。

振り返って､福岡市立心身障害福祉センター(あ

いあいセンター）において平成元年から平成１８

年まで脳性麻陣などの連動障害系は年間５０名前

後と変わらないが全体に占める率は約１４％から

約６５％に減少している（権藤健二郎、花井敏男

らによるグラフから推定)。当・誠愛リハビリテー

ション病院小児患者は、平成２２～２４年度の３年

間の初診,患者は広汎性発達障害などの発達障害

441％、精神遅滞264％に比し、脳性麻庫は２７％

に減少している。当院の新`患としての脳性麻痩は

減少しているが、発達障害の増加の陰に隠れて[Ｉ

立たなくなっているという面もある。

脳性麻庫の原因として挙げられ、｜英療事故救済

の対象ともなっている出産時仮死は、今や原因の

１０％以下とされている。胎児モニタリングが行

われ、帝王切開等で仮死を予防しても脳性麻痒は

減少していない，両像診断の進歩もあり出生前原

|Xlが７０～８０％を占め、当院では８５％であった。

そして一世紀以上経た今日になってFreudの説

が正しいことが明らかになった。妊娠中に３８℃

以上の発熱があったものに脳性麻蝉が多いという

報告もあり感染や炎症系・血液凝固系遺伝子の関

与も指摘されている。血族結婚では脳性麻陣の発

生率が一般人口の２～５倍とされ、常染色体劣性

または伴性劣性遺伝の関与も示唆され、これには

遺伝性痙性対麻痒も含まれているイブ妹は脳性麻痒

であるが兄が日閉症スペクトラム障窯という例も

あり、この場合妹にも自閉性症状が併存する。遺

伝性脳性麻痩の中にはＤｏｐａ反応性ジストニア

Doparesponsivedystoniaもあり、薬物が箸効す

るものもある。今や無数の脳性麻陣遺伝子が発見

されている。

脳性麻痒の定義も微妙に変化しつつある。脳性

麻庫とは発達期に生じる運動及び姿勢の異常であ

り、それは胎児或いは未熟脳に生じる非進行性の

永続する脳の障害であり、感覚、知覚、認知、コ

ミュニケーション及び行動異常、てんかんを伴う

ことがあり、二次的な筋骨格の異常を伴う。近年、

、閉症スペクトラム障害などの発達障害が注目さ

れるにつれ、ロ常の臨床で脳性麻庫に発達障害が

合併していることが気づかれる『，海外の報告では

9％に発達障害を合併している。脳性麻痒という

概念は残しておくべきであるとしながらも、脳性

麻痒スベトラム障害cpspectrumdisorderとい

う呼称も提案されている。

脳性麻痩の分類は元来、麻痒の分布と筋緊張に

よってなされてきた。これまでは痙性四肢麻揮が

多く、ついでアテトーゼであった。未熟児にみら

れる脳室周囲白質軟化症では痙性両麻痒が多い。

最近はこのような典型的麻癖に加え､ジストニア、

失調も多く、分類が困難な例もある］近年、

PalisanoらがGrossMotorFunctionClassification

System（ＧＭFCS）を導入し、これは粗大運動能

力､機能制限､車椅子などの補助其の必要性によっ

て５つに分類される。さらにBimanualFine

MotorFunction（ＢＦＭＦ)、ManualAbility

ClassificationSystem（ＢＦＭＦ)、Communication

FunctionClassificationSystem（ＣFCS）などの

scaleが用いられるようになっている。これらは

社会的援助に直接結び付く分類となっている。

早期発見には、非対称性緊張性頸反射、モロー

反射、足底把握反射、ガラント反射（背部刺激に

よる屈曲反射)、引き起こし反射などの新生児・

乳児反射は有益である。しかし、これらの反射の

一つのみの異常では意味がなく、４つ以上の異常

などが組合せた所見で脳性麻｜単になるか否かを子

ii11l]すべきときｵしている。しかも神経症状のみでな

く日常生活の活動に支障を来しているということ

が前提となっている（ZafeiriouDIPediatr

Neurol2004，ＰａｎｅｔｈＮ、ＣｌｉｎＯｂｓｔｅｔＧｙｎｅｃｏｌ
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2008)。早期発見、早期訓練は今まで通り重要で

あるが、家庭における訓練を含め家族ともと゛もの

包括的対応が必要である。

私が主催していた厚生省重症心身障害児研究班

において重症心身障害児も退行をすることが示さ

れ､変性疾患でなくとも退行することを知った(石

崎朝世1993、松葉佐正1996)。退行は症状が重い

ほど若年で出現する。

脳性麻癖のもう一つの近年の問題は高齢化であ

る。当院には成人になった脳性麻）車も多く、50,

60歳代の人がリハビリを受けている。その多く

は知能正常であり、家庭或いはケアハウスに住み、

通所し、精神的な楽しみを追求し、手足は不自由

な中で可能な限り通常に近い生活を送っている。

しかし、アテトーゼ型では頸椎症の手術など、骨

格変形による深刻な問題が発生している。海外に

おいても脳性麻癖の高齢化に伴う症状として重篤

な痙痛、慢性疲労、運動機能の早期退行など未だ

一般的に知られていない問題があり、生涯に亘る

社会的ケアとその費用などが報告されている。

鴨畠２，ｓ
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この50年間で小児の腎臓病はどう変ったか

急性糸球体腎炎・特発'性ネフローゼ症候群

r三iZL:：

つるのぼるクリニック津

印
田 徳

この半世紀の小児腎臓病の変遷を、溶連菌感染

後糸球体腎炎（acutepoststreptococcalglomer‐

ulonephritisAPSGN）と特発性ネフローゼ症候

群についてわたしの経験を交え川想してみます。

間、セファロスポリン系薬５日間の投与が推奨さ

れている。

３）抗菌薬療法でAPSGNの発症は防止できる

か

答えは否である。急性腎炎の発症をゼロにする

ことはできない。流行時は家族間、同級生へと感

染が拡大してゆくに,急性腎炎`患者の家族には培養

検査を施行し陽性の場合は抗菌薬治療を行う必要

がある（Nelson小児科学)､

Ａ、溶連菌感染後糸球体腎炎（ＡＰＳＧＮ）

急'性腎炎症候群の８０％以上を占めるAPSGN

の疫学や診療上の問題点はどう変わったのか。

１）Ａ群β溶連菌（GroupAStreptococcus

GAS）感染症

溶連菌感染症は衛生環境の改善および抗菌薬使

用の普及により減少しているとの説もあるが、近

年突発的な増加がみられる。信頼性の高い迅速診

断キットの出現により早期に治療が開始されるよ

うになった。ただ保険上の制約があり、培養と迅

速検査の併用が出来ないため、起腎炎株かどうか

の同定はなされていない。起腎炎株をＴⅢ清型

でみると咽頭炎・扁桃炎では１２型・４型・’型が

多く、皮膚感染では４９型が多い）’|'でも１２型が

最も腎炎惹起性が高く、腎炎惹起株感染者の約

15％が腎炎を発症する。１９８２年大分県宇佐市長

洲町での局地的流行の調査でも同様の傾向がみら

れた。流行がみられたらＧＡＳ確認のgoldstan‐

dardである咽頭・扁桃のスワブ培養を行い起腎

炎株か否かを同定したがよい。

４）APSGAは減少したが、軽症化していない

急性腎炎の発生数は減少したが、極めて稀な疾

患と認識してはならない。自覚症状がなく尿所見

の異常および低補体のみで発見される無症候性急

性腎炎がある。典型例の約４倍存在するとされ、

顕性急性腎炎患者の家族について検討すると

215％に無症候性急性腎炎を見出したとの報告も

ある。ネフローゼ症候群を呈する症例、高ｍ圧性

脳症によるけいれんで発見される症例や急性腎不

全を呈し腹膜透析が必要となる症例もみられ、決

して軽症化はしていない。

血尿・尿蛋白の尿所見に乏しく、浮腫や高血圧

が主症状となる腎外症候性腎炎と呼ばれる病態も

みられる。この中には高血圧性脳症に起因する脳

障害のため重症,し､身障害児への転帰となった症例

の報告もある。これらの状況は現在も変わってい

ない。２）ＧＡＳ感染症の治療

古くから経口ペニシリン薬を101｣間は内服す

ることが推奨されてきた。「小児呼吸器感染症診

療ガイドライン2007」ではペニシリン系薬１０円

５）溶連菌感染後の定期検尿は必要ないのか

近年ＧＡＳ感染後の定期検尿は全例に施行する
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必要は無く、メリットも存在しないとの論文が散

見される”その根拠は、①大多数は経過観察の検

尿で発見されたのではなく、腎炎症状が出現して

から医療機関を受診している。②ＧＡＳ感染症で

あっても診断されていない患者か、先行感染が認

められない患者からの発症が多い。したがって

ＧＡＳ感染を確認できた患者だけに検尿を実施し

てもＰＳＡＧＮの発症を診断することは難しい。③

欧米の主要な小児科及び感染症関係の書籍で、

ＧＡＳ感染後の検尿について記載したものはない。

定期検尿によりＰＳＡＧＮを早期発見したことが予

後に好影響を与えることを証明する大規模な調査

成績が認められない⑪検尿のために受診させるこ

とで、保護者が気づいていない浮腫や尿異常が発

見できる可能性はある。しかしＧＡＳ感染後の無

症状の児に検尿を行ってＰＳＡＧＮを早期に発見す

ることは発症頻度や前述の理由から考えて極めて

非効率である。一方で,患者と保護者に腎炎の可能

性を説明して、尿色の異常・乏尿・浮腫などがみ

られたら、必ず受診するように指導しておかなけ

ればならないとも述べている。

ここからは私の意見だが、ＧＡＳ感染特に起腎

炎株の場合は、２週間後の検尿と浮腫の有無の確

認、血圧の測定は必ずやって頂きたい。浮腫には

保護者は気づかないことが多く、乏尿も水分摂取

が少ないためだと考えていることが少なくない｡

どんなに説明していても保護者が気づかなければ

意味がない。特に若い先生方、面倒がらずに定期

検尿をⅡ

も死亡率は３５％という状況であった。私が経験

したただ１例の死亡例も重症浮腫に起因した腹膜

炎である。

２）麻疹の釧罹釧患で寛解することがある

古くから麻疹の,罹,患で寛解する例があることが

経験的に知られていた｡先輩から「麻疹,患者と接

触させる」という話をまことしやかに聞かされた

ものである,､その後、Ｔ細胞の機能異常によって

産生された液性因子がネフローゼ症候群の原因だ

と考えられるようになった。麻疹の罹`患は細胞性

免疫に影響を与え寛解する例があったものと思わ

れる、

３）ステロイド薬はいつから導入されたのか

ステロイド薬の２～３週間の投与で、浮腫と蛋

白尿が消失するという劇的な効果が見出されたの

は1950年（昭和２５年）のことである｡死亡率は

３％と激減した□投与量、投与法の検討がなさ

れながら、ネフローゼ症候群のファーストライン

の治療薬となった。

現在は、日本小児腎臓病学会が提唱している｢小

児特発性ネフローゼ症候群薬物療法ガイドライ

ン」が標準的な治療法となっている。ステロイド

薬単独では頻回に再発する例や、抵抗性を示す場

合は免疫抑制薬が併用される。1970年代は、シ

クロホスフアミドが導入されたが、投与量や投与

期間は試行錯誤であった｡そのため性腺障害がみ

られ、私も無精子症を経』験している。現在は、２

～３ｍｇ/kｇで８～１２週間を超えないとされ重篤

な副作用は減少した。Ｂ特発性ネフローゼ症候群

大きな変遷は、その病態の解明と治療法の進歩

であろう。 ４）深刻な有害事象が残った

１９５０年のステロイド薬の初めての導入から本

症に対する2005年１０版の薬物療法のガイドラ

インの提唱までに５５年の歳月を要している、こ

の間ステロイド薬や免疫抑制薬による様々な有害

事象の報告がある。４歳で発症し現在もステロイ

ド薬から離脱できない２５歳の女性患者を診てい

ｌ）最近見なくなった全身性浮腫（anasarca）

胸水・腹水・男児ではヨーヨーのような陰嚢水

腫など高度な浮腫はみられなくなった｡歴史的に

は、腹膜炎・敗血症などの細菌感染症で死亡して

いた。抗菌薬導入以前では３分の２が、導入後で

－１８－
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る。私の所に紹介されてきた時-5.lSDという顕

著な低身長を呈していた。ステロイド薬を可能な

限り減量しシクロスポリンを導入し寛解を維持し

ているが、身長の伸びはみられなかった。私共小

児科医はこのような事例があることを忘れてはな

らない。

５）小児慢性特定疾,患治療事業（小慢）とトラ

ンジション

小児特発性ネフローゼ症候群は適切な治療で約

90％が成人までに治癒すると考えられてきた。と

ころが近年の欧米からの報告によるとトランジ

ション率は３０～４０％と高率であることが明らか

になった。国家的事業である小|菫の医療費助成の

新規申請は１８歳未満、継続申請は２０歳未満の,患

者が対象である。トランジション例の多くは成人

期においても寛解維持目的に何らかの免疫抑制薬

が必要である。私も数名の`患者を抱えており、小

|曼が非適応となると免疫抑制薬の使用が経済的に

困難となる。この為安価なステロイド薬による代

稗療法を余儀なくされる例も少なくない。医療費

助成の拡充が強く望まれる。

おわりに

大きな変化に乏しい小児腎臓病でも、半世紀を

振り返ってみると、その医療に携わってきた１人

として複雑な思いがある□本邦独自の特筆すべき

ものとして学校腎臓検診があるが今回割愛した。

この原稿依頼があった時、他の項目を執筆され

る大先輩のお名前を見て、「エーッ」と絶句した。

まだまだ私は若いと思っており、その任にはない

と思ったからである。

唖鐺２，ｓ

－１９－



第２Ｓ回曰本外来小児科学会を振り返って

下村国寿

まずは第２３回ロ本外来小１，１，｣`科学会が無事に終

わってホッとしています。ただ本当に多くの方々

のご助力があってこその無事終了でありまして、

皆さまに感謝申し上げます。特に丹々会の先生方

には、財政面や労務支援からの応援、準備委員と

して３年間の長期間に口っての応援等、多くのご

支援を戴きまして、重ねて心からお礼を申し上げ

ます。

今回の学会では、より多くの学会員の参加を目

指して、本学会の特徴であります積極的に学会に

参加する会員用のワークショップの充実はもちろ

んですが、内容がよければ参力Ⅱしてみたいという

消極的参加の会員を増加させるために１０題のシ

ンポジウム、１２題の教育講演、９題のセミナー、

前夜セミナー、コメデイカルミーティング、クリ

ニック紹介、市民公開講座等、内容を拡充しまし

た。また、勤務医の先生の参加を促すため、勤務

医の先生に準備委員になってもらい、勤務医のシ

ンポジウムを行うとともに、勤務医の学会参力Ⅱ費

を少しですが減額してみました。その効果か否か

は不明ですが､会員や勤務医､コメディカルの方々

の参加が増加し、全体で参加者が3,025人に達し、

新たな学会構成への試みが的外れではなかったと

`思っております。

また､全てのシンポジウムや教育講演､セミナー

が出演者の皆さまの熱い気持ちと充実した内容で

おおいに盛り上がたことに感謝いたします。その

結果、参加された方々も充分に満足されて帰られ

たものと確信しております。

最後にもう一度、本当にありがとうございまし

た。

uｻﾗﾛi'１口奇･而・
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身体トレーニング症候群
レーニング後のサウナの中で、たまに顔を合わせ

る男性に、今度クラッシックバレーを観に行かな

いか？こんど我家に夕飯にこないか？などよ

く誘われたものだ｡女性にしか興味の無い私には

迷惑な話である。一度、ジムで知り合い、勝手に

家庭持ちだと思っていた男性に夕食に誘われて、

家を訪問したことがある。なんと広くて長いダイ

ニングテーブルの真ん中にロウソクを－本立て、

二人|(ｌかい合って、彼の手作りのディナーを食べ

た｡ソファーに移り食後酒を飲む際､彼はソファー

に座る私の足元の絨毯にlZiZっており、私の知る彼

地の女性にはこのような女らしい仕草をするよう

な人は居ないので、“これが男と女であれば絵に

なるのだが｡｡。”とか、“もし彼がこれ以上迫っ

てきたら、ぶん殴ってどの窓から逃げようか？”

などと考えていた｡幸い何事も無く帰宅できたが、

私が帰る際、彼はとても淋しそうであった。（と

もあれ筆の向く方向が違ってきたので、話を元に

戻そう）

有酸素や無酸素の連動種Ｈに関わらず、身体的

トレーニングをバリバリ続けている人は一様に強

迫症的であり、よほどの事が無ければトレーニン

グを休まない、いや休めない。また、特に高重量

の鉄と格闘するジムの一角はナルシシズムの１１t界

である｡私も例外ではない。１週間も続けてトレー

ニングを休んだら､身体的不調（身体各所の痛み：

特に腰と肩）と'二1責の念→篭状態が襲ってくるの

で、多忙な週は、医院に作っているジムでは夜

２３時頃から、ホテルのジムでは早朝６時半頃か

らトレーニングを行う事も多く、合計３つのジム

を''１１遊している。学会Ⅱ｣張の|祭も、ジムの無いホ

テルにはよほどの事が無い限りは、泊まらない。

これはlﾘ|らかに病気である｡二日酔いでも風邪

の時でも、ゲイでなくても頑張るのである。

逆に、この病気に朧,患しなければ、仕事をしな

がら過酷なトレーニングを長年続ける事は嗣難で

あると思われる。元Ｈの早朝にホテルのジムで荒

梅野英輔
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三iilii雄一郎さんが８０歳にして８８４８メートルの

エベレスト登頂に成功したニュースは、難・珍事

件続発で閉|]していた私を、久しぶりに愉快にし

てくれた。卓越した体力と精神力を持つ遺伝子の

なせる技と言えばそれまでであるが、爺になって

も豐礫として人の出来ない事をやれるのはＨ頃の

トレーニングの賜物である！とテレビを兄ながら

一人絶賛した。しばらく冒険からリタイアされて

いた頃は太っておられ、500ｍの小山でも息が切

れたらしく、この事が今lnlの再挑戦の原動力と

なったらしい。

「トレーニングの継続」と言うのは簡単である

が、実行するには並々ならぬ努力がいる。大学で

フェンシング部だった私は、ポート部のトレーニ

ングが大好きな友人の影響を受けて、筋トレを始

めた。適当にやっていたのだが、華箸な体にみる

みると筋肉が付き逆三角形の体系になって、扱え

なかった重量を挙げる事が出来る様になってゆく

のが面白く、狭いアパートに通販で買込んだ自衛

隊用のバーベルやダンベルと寝る羽１１になった。

卒業後～３１歳までは病棟や1i){究にへばりつい

ていたため、筋トレはたまにしか行っていなかっ

たが、２年間のサンフランシスコでの遊学中は時

間が取れたので、大学付属のトレーニングジムで

本格的に鍛えＩＩＬ[す事ができた,，そのジムは設Iiiliも

すばらしく良い環境であったが、そこはサンフラ

ンシスコ＝ゲイ発祥の地である。ご存知の方も多

いと思うが、彼の地ですつき|)とこ奇麗な身なり

をしている男性は、ゲイである場合が多い。さら

に、筋トレに励み、シェイプアップされた肉体を

持つ男性もこれまたゲイが多いと言われている。

当然ジムの会員にもゲイが多いことになる。卜

木速雄先生と偶然に会った｡お互いに「やっぱり

ね！」と言い合った。マラソンや自転車に頑張る

荒木先生も、この病気に牒,患されているのは問達
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いない｡時折ジムに姿を見せられる稲光毅先生は、

潜伏期を経て前兆はみえるが、まだ発症されては

いないように思われる（守秘義務違反だったらご

めんなさい)。この,駄文を読みながら、俺もだ！

とか、俺の方がもっと重症だ！などと思われてい

る諸先輩もおられるに違いない。

私が帰国直後の３４歳の頃、当時50歳とは思え

ない筋力とシェープを持つ男性とジムで知り合

い、こんな爺さんになりたいと思っていた。今の

私はあの頃の彼より年を取ってしまったが、当時

の彼の状態を超えていると密かに満足している。

しかし、技というより肉体的なパワーが勝負で

あるベンチプレス競技などは、４５歳を超えると

嫌というほど己の老化を思い知らされる．成功重

量／体重を誇ってきたつもりであったが、５８歳

になった今は、鎖骨の疲労骨折による胸鎖関節と

肩関節のズレのため、１００ｋｇがやっと挙る程度

にまで筋力が落ちた。ゴルフなど技を要するス

ポーツとは対照的に、練習する度に力量の低下を

痛感しながらの、悲しいトレーニングとなる。

同じ趣味？'よ続けずに、５０や６０での手習いを

した方が幸せだと思われるが、やはりこれは趣味

ではなく病気であるので、よほどの事がない限り

は逃れられそうにない。次に何処かの骨がポキッ

といったり腱がブチッというのを待つことになる

のだろうが、トレーニングが出来なくなる日が来

たら､おそらく人格まで変わってしまう事だろう。

－－４，，，.
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典を拾い読みしています。そんな中から一部を紹

介したいと思います。
基と私

今から四千年以上も昔の紀元前二十四世紀頃、

中国の聖天子堯帝と舜帝は、囲碁を発明して息子

たちに教えたと、伝えられています。もっとも、

この話はあくまでも伝説であり、これを裏づける

証拠は何もありません。やがて紀元前七、六世紀

になると、『史記』や『論語」などの文献に囲碁

に関する記述が現れます。三国志に出てくる関羽

も囲碁を打つことで有名です“関羽は曹仁の毒矢

を受けて倒れました｡そして名医「華佗」に治療

を受けますが、麻酔なしで酒を飲みながら馬良と

囲碁を打ったという話があります。

さて、Ｈ本への伝来ですが、遣唐使「吉備真備」

が伝えたとの説もありましたが､｢随書」（倭国伝、

600年頃）に「囲碁、双六、博打が好まれる」と

書かれてあることから、１５００年ほど前に伝わっ

たのではないかと思われます｡源氏物語の紫式部、

枕草子の清少納言も囲碁を打ったと云われていま

す。

戦国時代も多くの武将が囲碁を打ちました。武

田信玄や真田昌幸が打ったと言われる碁の棋譜は

現在も残っています。また、「織田信長」「豊臣秀

吉」「徳111家康」も有名です。織田信長は力､の本

能寺の変の晩も、当時随一の打ち手であった僧Ｈ

海を招いて、碁会を催していました。日海は、豊

匝秀吉、徳川家康にも仕え、後に初代本因坊算砂

を名乗ります。ちなみに、今日技芸の達人のこと

を「名人」と呼ぶのは、信長が日海の芸を高く評

価して可名人とⅡ平んだのが始まりと言われていま

す。

徳川家康は囲碁を奨励し催しも数多く行いまし

た。家元制度ができ、幕府から扶持を受け専門棋

士が誕生したのです。天地明察の渋川春海は本名

安井算哲といい、四つの家元の一つ、安井家の専

門棋士です。御城碁にも出仕した一流棋士です。

ところで、紫式部、清少納言は碁に関する記述

が色々あることから、相当の打ち手だったといわ

れています。確かに、「本因坊殺人事件」の著者、

大屋和之

●●●●●⑪●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

私が囲碁を始めて３５年になります。きっかけ

は５歳上の兄が高校で囲碁部に入り、相手をさせ

られたことでした。初めは初心者何士、勝ったり

負けたりで大して差はなかったのですが、たちま

ち９目置くことになりました。小学生ながらひど

く自尊心を傷つけられたようで、追いつこうと必

死でやっているうちに２年で初段くらいになりま

したうその後も細々と続けながら今日に至Ｉ)ます。

専門棋士になれば勝つこと第一の目標になりま

すが、素人は楽しんだものが勝ちです。勝負にこ

だわるもよし、仲間との親睦をはかる手段にする

もよし、何でもありです。私自身は碁のもつ謎解

きの部分に興味を持っていました｡定石辞典の解

説を読みながら示された手１１頂の必然性を自分なり

に考えたり、本因坊秀策全集の棋譜を並べ手順を

覚えたりしていました。中学校の時に小中学校の

大会が新たに始まり参加を決めた後もあまり対局

しないため父親が打つように勧めるので碁会所に

行くようなあＩ)さまでした。その割に戦績は割と

よかったようで、碁盤、碁石、碁笥、時計など色々

もらってきました。今も棋譜並べと詰め碁は暇を

見つけて続けています。インターネットにプロの

棋譜がアップされていて碁盤なしで鑑賞できます

が、クリックだけでは物足りないので碁石と碁盤

を引っ張り出して並べています。

１年ほど前に新しい楽しみに川会いました｡｢井

山裕太２０歳の日戦記一史上最年少名人までの１７

局」という本の中で著者の祖父が著者に囲碁を教

える時に碁にまつわる様々なうんちくを聞かせな

がら興味を持たせたという記述がありました。息

子が囲碁に興味を持ったこともあり、うんちく本

を読みつつ、三国志、源氏物語、徒然草などの原
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内田康夫をはじめ囲碁好きの作家は多いです。一

方、１０年前に小中学生を中心とした囲碁ブーム

を生んだ「ヒカルの碁」の原作者・漫画担当者と

もにあまり打てないそうです。実|祭のところはど

うだったのしようか。

思いつくまま取りとめなく書いてまいりまし

た。結局のところ、囲碁は面白いです。対局その

ものを楽しめるようになるまで少し時間がかかり

ますが､その先には一生の楽しみが待っています。

お－人でも興味を持ってくれる方がいらっしゃれ

ば嬉し〈思います。

茶②こい鮒

.一一~￣￣■～、丸
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れを３日か４Ⅱでお参りされますが、私はこの倍

ほどの日数をかけて回ります。まずマップで札所

を確認し、４～５時間で回れる程度で出来るだけ

周回できるように予定を組みます。駐車スペース

はたくさんありますので、自宅から２０分ほど車

を走らせスタート地点へ1ti]かいます｡札所と札所

の距離は近いところで数十メートル、遠いところ

は３ｋｍ弱あります。札所は大寺院から小さなお

堂まで様々です。大きな釈迦浬盤像のある某院な

どはあまりにも観光地化されていて個人的には好

きではありません。各札所でお参りをしますので

１０分程度の休憩になり、あまり疲れもたまらず

比較的楽に歩くことが出来ます。歩き遍路の方は

少ないため遍路道は荒れた場所もありますが、地

図を見ながら、さらに各所に案内板が設置されて

おり、迷うことはあまりあ|)ません。いわばオリ

エンテーリング気分で回ることが出来ますので結

構楽し<過ごせます。山道が多いので、巨大な杉

の木、様々な草花や鳥の鳴き声、大小さまざまの

滝、いろいろな昆虫類、沢蟹など、どの季節でも

自然を楽しむことができますし、杉林や竹林のな

かを歩くと爽快な気分がします｡

何度か足を運ぶうちに、大ロ如来、阿弥陀如来、

薬師如来、観音菩薩、地蔵菩薩、不動明王など多

くの仏様がおられ、それぞれに異なる役割を担っ

ておられることを知りました｡また、般若心経や

それぞれの仏様の真言などを勉強してみるとサン

スクリット語の原義などを少しだけですが理解す

ることが出来て、新しいことを発見したような気

分になります。はじめにも書きましたように私は

決して信心深いわけではないのですが、優しい顔

や怒った顔の仏様の前で手を合わせますと、煩悩

だらけの私ですら短い時間ですが静かでゆったり

とした心持ちになることができます。

皆さんも、体力作りとすこしだけの心の安らぎ

を求めて、一度お訪ねになったら如何でしょう。

篠栗霊場巡り

松’'1奇彰信
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７～８年前から時間をみつけて篠栗の八十八か

所札所を訪ねています。と言っても別に信心深い

わけではなく、ウォーキングが主なＨ的です。そ

れまで立花山などの近隣の低山に時々登っていた

のですが、若杉山に登ったときに頂上の奥の院に

参拝し、そのとき手に入れた篠栗四国八十八か所

札所のマップに興味を覚え巡り始めたのが最初で

す□ですから、お遍路さんたちのように白衣に金

剛杖姿というわけではなく、Ｔシャツにバック

パック、ウォーキングシューズという格好で歩き

回ります。般若心経も空では半分も唱えることは

できませんので、各札所では手を合わせて仏様に

お参りをするだけです｡

篠栗は弘法大Hilj空海が唐よりお帰りになったあ

と若杉山を訪れ人々を救済した地で、その後も多

くの高僧や修行者が訪れたそうです。その後、

1800年代なかごろ早良郡姪浜の慈忍という尼僧

が|兀1同八十八か所を巡拝した帰I)に篠栗村を通っ

た時、この村の人たちが病に苦しむのを見かねこ

の地にとどまり、弘法大師を念じ祈願を続けたと

ころ皆が健康を取り戻しました｡村人たちは喜び、

本四国霊場の各札所よ')砂を持ち帰り、村内の

八十八か所の聖地に祀ったのが篠栗霊場の起源だ

そうです。

狭い範囲に八十八か所の札所があ１)ますから本

四国と異なり比較的気楽に巡ることができます。

最近の仏教ブームのせいでしょうか旅行会社のツ

アーなども企両され参拝者も増えているようで

す。多くは車を使って短時間で回ってしまわれる

ようですが、ゆっくりと歩きで札所を巡るのも楽

しいものです。徒歩ですべての札所を回ると４０

～５０kｍほどになります。本気のお遍路さんはこ
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南アフリカ旅行記 と゛はプレトリアへと向かいました。薄紫色のジャ

カランダの花が満開できれいでした。

プレトリアからは１度は体験してみたいと思っ

ていたブルートレインに乗車しました。１泊２日

でしたが、そこでのお食事はワインも含めてラン

チもディナーも朝食もそれはそれは素晴らしいも

のでした。

最後にケープタウンを訪れました。とても風の

強いところで、モスキートなどふきとばされ、マ

ラリアはないとのことでした。お天気が良くて

テーブルマウンテンにロープウェイで登ることが

出来ました。喜望峰ではペンギンがいっぱいいま

した。夜は南十字星も見に行きましたが、ノLAって

いたより明るくない星でした。

南アフリカの時間はゆっくり流れていました。

コンビニやスナック菓子などなく肥満のひとはあ

まりみられませんでした。これから発展していく

国だとlilAいます。

笠原郁子
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昨年１０月南アフリカへ行ってきました。関西

空港から香港で乗り換え、南アフリカ、ヨハネス

ブルグへ行き、そこから又飛行機に乗ってジンバ

ブエに行きました。

ジンバブエでは世界３大フォールズ（ナイアガ

ラ、イグアス、ビクトリア）の１つ、ヴィクトリ

アフォールズを見てきました。幅が約１キロ、落

差が１００ｍのスケールの大きな滝でした。乾季の

ため水量は少ないけれど、歩いていると水しぶき

がかかるほどでした。滝が落ちるギリギリのとこ

ろで外国人のツアー客がダイビングしていて驚き

ました。

又ジンバブエには星の王子さまにも出てくるバ

オバブの木がありました。樹齢１５００年くらいで

ビックツリーとも言われるように大きな木でし

た。幹は木材、葉は胃薬や香辛料、樹皮はロープ

や布の素材、果実は食用とすべての部位を役立て

ることの出来る優れものの木だそうです。

ここではアフリカゾウに乗って約1時間ほど

アップダウンのある草原を散歩？しました。ゾウ

はローマ帝国でもハンニバルが戦争のとき戦闘象

として使っていましたが、リーダーのゾウが先頭

で入場してきた時の、その大きな体でのっしのっ

しと歩く姿は、雄大で、気高くて、‘思わず感動し

ました。動物園で見るゾウとは何かちがっていま

した。

ボツワナのチョベ国立公園には、カバ､バッファ

ロー、インパラ、ワニ、イグアナ、ゾウ、ホロホ

ロ烏、ハゲタカ、ペリカン、エジプトガン、など

などがゆったりとすごしていました。サファリー

カーではライオン、キリンとも遭遇しました。

ジンバブエからヨハネスブルグに戻って、こん

筆'Ｍｉｌ
…１？戸ニ

ー::Ｗｔ〒９.ド

ーーヘー～11)蝿

－２６－



鑿＠Ｍt．ときま
り●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ないと週末などは入れません□当ロは９時の開園

ですが２時間以上前には並ばないと、人気の仕事

はできません。それぞれの仕事の予約が入園後に

しかできないからです。豊洲の１番人気は、お菓

子工場（森永製菓）のハイチュウー作りで、甲子

園の１番人気はすし屋（サトレストランシステム

ズ）のようです。病院の仕事（Johnson＆

Johnson）もあります。医師の体験は、腹腔鏡を

使った腹部手術をします。モニターを見ながら、

腹腔鏡を操作するのでなかなかリアルです。看護

師の新生児のケアもあります。また、救命救急士

の仕事もあり、電気自動車でつくられた救急車に

乗って、現場に向かうと、人（形）が倒れていま

す。すぐに聴診し、血圧を測って、モニターを装

着し、ＡＥＤを使って応急処置をし、輸液を行い、

ヘッドロックの付いた担架で救急車に乗せて病院

へ搬送します。

子ども達は仕事を終えるとキッゾという単位の

仮想通貨の給与がもらえます。キッゾは園内の買

い物や観光バスのお客になるときなどの支払いに

も使えます｡

キッゾは銀行に預金することができて、園内の

銀行（三井住友銀行）で、口座を開設してキャッ

シュカードがつくれます。ＡＴＭが設置されてい

てキッゾが引き出せます。また電子マネー（JCB）

のプリペードカードを作れるようになっていま

す。

ところで報酬としてもらえるキッゾの使い方が

お国によって異なるようです。メキシコの子ども

達は、稼いだお金を全部使いきって帰るようです

が、ロ本の子ども達は銀行に貯金して帰ります。

私の子どももしっかり銀行に預金して帰りまし

た。子どもでもすでに貯蓄好きの日本人気質がみ

られるようです。

保護者にとってもKidZaniaは都合の良いパー

クです□屋内にあるので､真夏の暑さや紫外線も、

冬の寒さも心配する必要はありません。お子さん

やお孫さんとお出かけになってみてはいかがです

か。

KidZania

上田義治
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ご存じの方もいらっしゃると思いますが、東京

の豊洲と兵庫の甲子園にKidZaniaという子ども

の職業疑似体験型テーマパーク（屋内施設）があ

ります。３歳から１５歳までが対象で、約７０種類

の職業を疑似体験できます。各職業のパビリオン

にはスポンサー企業がついています。たとえば

キャビンアテンダントならＡＮＡ、ピザショップ

ならフォーシーズ（ピザーラ）などです。パーク

には実物の３分の２の街並みが子どもサイズの大

きさで作られていて、大人の気分で街を遊べるよ

うに「夜」の設定になっています。その中で各職

業の制服を着た多くの子ども達が、生き生きと、

とても楽しそうに一生懸命働いていて、すごく盛

り上がっています｡それは職業の疑似体験が､ごっ

こ遊びではなく、ほとんど本物のリアルな職業体

験だからでしょう。食品開発センター（ニチレイ

フーズ）なら急速冷凍の簡単な仕組みを学んだあ

と冷凍食品をつくり、警察（IHI）なら犯人の指

紋や足跡を科捜研並みに捜査し、テレビ局（テレ

ビ東京）はオリジナル番組をつくったりします。

私の子どもも夢中になっていて何回も東京や甲子

園に連れて行かされました。幼稚園のころからガ

イドブックをボロボロになるまで読み込んで、各

仕事を回るタイムスケジュールも自分でたててい

ました。私は子どもの後をついていくだけです。

保護者は子どもを手伝うことはできません、自分

の力だけで頑張っている子どもを各パビリオンの

外から見ているだけになります□

今は世界中にあるKidZaniaですが、アメリカ

かヨーロッパが発祥かと恩いきや、実はメキシコ

生まれというのは意外でした。入園の予約受付が

始まる４か月前になったらすぐにネットで子約し
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ご緑 年度まで九大医学部入試は理科は化学、物理、生

物、地学から２科目選択だったのに突然この年か

ら指定科目になった。僕は子どもの頃から化学、

生物が大好きで中・高でも得意中の得意科目だっ

たのに、何の因果かとても苦手な物理と地学が指

定科目となり、オーマイブッダ１そして案

の定、入試は見事落ちたが自己採点から化学か生

物がどちらか－科目でも指定されていれば九大に

通っていたと思う（九大卒の先生、強がり言って

すみません)。その時は不運を呪ったが、受験勉

強嫌いだった僕はさっさと久留米医大に籍を構い

た・万事塞翁が馬だったようで、この大学での出

遇いが僕の人生に大きな影響を与えた。

筆頭は家内、学生時代に山下文雄教授の薦めで

断りきれず結婚してしまった。これが家族の始ま

りとなった。

次は大学１年後輩のＴ君は鹿児島県人で空手部

の猛者。全く接点はないどころか|布そうでＵを合

わすことすら|軍っていたのに、ひょんなことから

親友となり彼も小児科に入局したが彼はいち早く

開業しゴルフに嵌った。僕にしつこくゴルフを勧

め、僕もゴルフ狂になったせいで小学５年生だっ

た娘まで僕のマネをしてゴルフを始めた。更には

練習場に送り迎えしていた家内もついでにゴルフ

を始めてしまった。３人分買い漁った、ゴルフ場

会員権は後に全て不良債権となったが共通の趣味

のお陰で楽しかったし、仲良くできたと思ってい

る。娘が高校３年生のとき、最後のジュニア選手

権をたまたま応援に行った僕は試合会場で中学の

同級生に遇った。彼は九州ダンロップの社長をし

てたが彼の勧めで娘は理数系から急に文転し同志

社大のゴルフ部に属してしまった。当初の予定通

り、どこかの医学部に入ってくれてたら娘も僕も

全く違う人生になっていただろうに。ゴルフ熱高

じて卒後アメリカに渡りプロゴルファー目指して

４年半頑張ったようだが、志半ばで帰国し教授秘

書などやりながら細々とゴルフを続け、銀座ゴル

フ会などのお世話をきっかけに元セレブの彼氏が

できた。軟弱な父親はセレブの真逆になった彼と

の結婚を許してしまったが不安的中、この若夫婦

横山隆

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

仏教の教えの一つに因果の道理があります。悪

因悪果、善因善果､悪いことをすれば悪い報いが、

善いことをすれば善い報いが、そしてこの因果の

法則はお釈迦様でも変えられないそうです。ただ

この法則は過去世・現世・来世の三世に亘って貫

いているので身に覚えのないことも起こるわけで

すね。

また因と果の間に縁というものが作用します。

良い種も適度な雨、日光、肥沃な士壌という縁が

なかったらりっぱな実はなりません。反対に悪い

種であれば、それが芽を出すような縁は避けなけ

ればなりません。縁にも大いに善し悪しがありま

す。

僕ら夫婦は結婚４０周年を迎えました。金婚式

が望むところではありますが、それには離婚せず

二人とも長生きしなければなりません。しかもボ

ケたらダメで喜びを分かちあえぬから価値が激減

します。僕らはおそらく離婚はしないでしょう、

そして何とか生きてるかもしれない？どうもボケ

が最大のリスクのようです。

さて、なぜ家内と一緒になったのか、やはり縁

なのですね。善い縁だったのでしょうか？人生は

人との出遇いによって大きく左右されます。僕も

過去を振り返って、あの人に遇ったからああなっ

た、この人に遇ったからこうなったという確信が

あります。

今の自分を客観的に評価すればマアマア恵まれ

ている､そうなると家内との結婚は良縁であった。

そしてそれに至る諸々の事象は善い縁だったこと

になります。

まあ小児科窓|祭族の昔の戯言を聞いて下さい。

昭和４２年修猷館高等学校３年生の３学期。前
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(よ僕の不良債権となった。だが苦節５年、評価が

かなり回復してきてちょっと安堵している。

息子は長年ほったらかしていたので、サッカー

と柄とギャンブルで一過性の不良青年となった。

だが今は頼もしい院長先生である。

更にはゴルフ場で出遭ったＳ先生。大学１年先

輩の彼は凝り性で、ゴルフもうまいが美食家で国

内外の美食を探求しワインにも精通していた。と

びきりの名醸ワインの穂蓄をフンフンと聞き流し

ながら幾度となくご’馳走になった。誘われるがま

まにあちこちのグルメの店に通って料理とワイン

を楽しんだ。いつしか僕もワインに嵌り家内も同

様に、そしてまたもや娘が親のマネをしてワイン

スクール（アカデミー・デュ・ヴァン）に通いだ

した。ゴルフに続き家族共通の趣味ができたのは

いいがエンゲル係数は急上昇した。かまってな

かった息子は焼酎党になったが、これは幸いだっ

た。

月日は流れ、娘がワインスクールの仲間とワイ

ンバーで姦し〈飲んでたとき、カウンターで－人

寂しそうに座っていた御仁に声をかけ一緒にテー

ブルを囲んだそうだ｡その後､不思議と僕らが行っ

たレストランで彼がワイン会をやっており、娘の

紹介で彼主催の高級ワイン会に誘われるように

なった。そしてある時その御仁はある仏縁に遇っ

ていたく感激し僕ら夫婦にその仏縁を皿し向け

た。以来、僕と家族は敬度な仏教徒になったので

ある。この仏縁で若く？して「後生の解決」も済

んでしまった。人間に生まれた目的が六道輪廻を

解脱し浄土（仏の世界）に還ることであればこの

世での本懐を遂げたことになり、半世紀前、不運

に思えた物理、地学の指定は凄く善い縁だったこ

とになる。

結局、人生は終わってみなければ分からないと

いう事ですね。続きは僕が浬樂に入る前に書かせ

て下さい。しかし来世のためにも六波羅帝の徳を

積み善い種をしっかり蒔いておきたいものです。
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一》鋸一が：

Ⅱ－１＝長言合間貝＝；目

乳幼児保健委員会報告

委員長黒川美知子

Ｈ２４年度乳幼児保健委員会は４１１１１開催されまし

た。（議題一覧は以下に記載）

今年の主な活動としては、

③医師会方式乳幼児健診票の改訂

福岡市の乳幼児健診票（４か月１０力)１１

歳半）改訂に伴い医師会方式乳幼児健診票（６

か月～６歳児用）の改訂を行いました。

特に予防接種欄は大幅な改訂を行いました。

１ヶ月健診票も産婦人科と協議の上､改訂''１です。

①妊婦対象ワクチンセミナー（第１１，１）の開催

（Ｈ２４年５月２６日）１１０名参力Ⅱ

Ⅱ的：ｌ）妊娠中からワクチンについて学び、

生後２か月からのワクチンデビュー

を目指す

２）小児科医との上手なかかわり方を学

ぶ

乳幼児保健委員会議題一覧

①５月２４日

ワクチンスケジュールに関しての保健所へのILI」

し入れ

生後２か月のワクチンデビューについて

福岡ilj小児生活習慣病検診の取り組みについて

②７月３１Ｈ

平成24年度妊婦対象ワクチンセミナーについて

「はじめてのママ・パパへ」パンフレットの配

布について

医師会方式乳幼児健診票の改訂について

③平成25年１月３０日

乳幼児健診マニュアルの発刊部数について

第211]1妊婦対象セミナーについて

医師会方式健診票改訂作業について

産婦人科・小児科懇話会立ち上げについて

性感染症予防のパンフレットについて

学校心臓検診での肥満度測定後のフォローにつ

いて

④平成２５年３月１４日

健診票改訂委員会

＊９割以上の参加者から為になったという

返答があり、今年も５月ｌ８ｐに２回目

を開催しました。

＊ワクチン関連メーカーの後援について

Ｈ２４年度はジャパンワクチン、ファイ

ザーのみでしたが、今年はこの２社に加

え全７社に後援していただきました。

②丹々会市民向けホームページの広報

丹々会市民向けホームベージがIＴ委員会の

ご尽力によりＨ２４年１０月に完成しました。医

療機関等をグーグルマップで検索できるように

なり、新しい医療情報を市民に１１１１接伝達できる

ようになりました。

乳幼児保健委員会では市民へのホームページ

周知のため広報チラシを作成し、各小児科クリ

ニック、大学等関係医療機関、勤務医会、急`患

センター等に配布しました。現在アクセス数は

９０００を超えています。

乳幼児健診マニュアル（第４版）の販売数は

201191.～２()12.3.（１年６か月）で３８８７冊でした。

－３０－



二会長諮問委員会報告

小児の医療を考える会ご報告

木誠一郎高委員長

５年後について予想してもらったところ増収

になっているとした医療機関は１件のみ□減収

を予想している医療機関と予測不能としたもの

が半々でした。

４，丹々会の所得は、日本小児科医会の調査に比

べわずかに低値でした。この５回の調査では凹

凸がみられ、総収入は疾病の流行度合い、ワク

チンの新規導入、医療費の公的扶助などによっ

て影響されています。ただ、自由診療が総収入

に占める割合だけは次第に高くなっています。

５，平成２４年４月の保険改定で時間外対応加算

は点数が３種類となり、算定のハードルもやや

低くなった印象がありますが、小児科医会の全

国調査（159％）と同様に、福岡地区でも算定

している医療機関は１２％と低値です。

昨年度は医療経営実態調査を行いました。この

平成１６年から２年ごとに行ってきた調査も５１ｎｌ

ＬＩｌＯ年を迎えました。これまで保険改定の引き

上げ交渉の資料にも使われたことがあったと聞き

及んでいますが、一方ではマンネリ化の誹りも免

れない状況です。詳細は後日、報告書としてすべ

ての先生方のお手元に届くと思いますが、回収率

は５１０％でなんとか半数をキープできました。ご

協力に感謝申し上げます。

結果として見えてきた主な点を掲げますと、

Ｌ福岡地区小児科医会(丹々会)の特長としては、

全国平均に比べて医療法人の比率が高い(64％）

こと、医薬分業している医療機関が90％を超

えていること、小児科外来診療料（包括化）を

採用している医療機関はがやや減少してきてい

る（77％）などが挙げられます。

２，平成２４年６月分の平均レセプト数８２８枚で

あり、２年前の調査や（715枚）や全国調査（常

勤医1名･無床診療所)の７０５枚に比べて多かっ

た。

3,平成２２年と平成２３年の収入を比較した場合、

増収となった医療機関が一気に増bⅡし、その理

由では、「ワクチンの種類や対象者が1脚えた」

というものが圧倒的でした〔、一方、ｉ成収群につ

いては、「近くの医院との競合｣、［患者数の減

少（詳細不明)」などでした。増収の瑚由が一

時的であるのに対し、減収の理山は恒常的です

から将来の展望は明るいものではありません。

福岡地区の平均収入（月額）はほぼ全国平均に

並んでいますが、保険診療収入の割合が比較的低

いこと、これからの会員数の増加などを考えると

希望のある将来は見えてこないのが現状です。

２０年近く前、出来高制に比べ圧倒的な高点数

で導入された小児科外来診療料（包括化）でした

が、今では'１１来高制に肩を並べられました′Ｍ１

科単科のアイデンティティーを示す保険点数であ

|)、小児科医が努力すれば小児科医だけが恩恵を

受ける保険制度です。次|且1の保険改定でも最重要

要望項Ｈになっていますが、丹々会でもさらなる

運動を進めていかなければなりません。
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＝長詫間員会報生

ＩＴ委員会報告

委員長詫間由

ＩＴ委員会の主な活動は、メーリングリストの

運営、丹々会会員向けホームページ（ＨＰ）およ

び一般向けＨＰの運営の３つになります。

丹々会一般向けＨＰは､昨年１０月に立ち上がっ

たばかりですので少し詳しく解説いたします。

ＨＰは一般の方に役立つように、下記のような

内容を含んでおります。

（１）丹々会の紹介、丹々会会員名簿、丹々会会

員地図、連携病院名簿

（２）急,患センター、緊急を要する症状、中毒

110番の紹介

（３）病児保育の案内、出席停止期間の解説

（４）ワクチンの受け方や接種変更に関するアッ

プデート

（５）子どもの病気の簡単な解説

（６）診療中によくある質問の解説

（７）リンク集

また、お知らせとしてインフルエンザの流行開

始や、風疹の流行などのお役立ち情報をそのつど

流しております。

丹々会ＰＲのために、丹々会講演会も案内いた

しておりますが、一般の方にはあまり関係ない演

題も多く、当月分のみお知らせに表示するように

いたしております。丹々会講演会の全体は、丹々

会タグの下に出てくる講演会の部分からみること

が出来ます。簡単なサマリーも記載いたしており

ますので、聞き逃した丹々会会員の先生にむしろ

役立つかと思います。

なかなかＨＰが一般的な検索にひっかかりにく

いのですが、黒川美知子理事が紹介のパンフレッ

トを作成して下さったこともあり、この原稿執筆

時点で8000回ほどのヒット数に増えてきており

ます。またＨＰ内容への助言をいただいた他の理

事の先生方にも感謝申し上げます。

丹々会会員名簿には、クリニックの写真も５点

まで掲載出来ますが、まだ一部の先生方しか利用

されておりませんのでどうぞご応募下さい,また、

内容に関する希望も募集いたしておりますのでよ

ろしくお願い申し上げます。

６委員会報告
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福岡市急患センターだより

急患センター出務担当理事中尾大

会員の皆様には日頃より福岡市急Ａｌｉ診療セン

ターヘの出動、ポリオ・乳児健診での保健所への

出務、看護学校の講師等にご協力いただきまして

心より御礼申しあげます。平成２４年度の急患セ

ンターの稼動実績、本年度の出務予定についてご

報告申しあげます。

徐々に増加の傾lh]があＩ）年間４万人を超える受診

数となっていましたが、久しぶりに減少傾向とな

りました。各区の診療所（東､博多､南､城南､両）

は休日の日勤帯に内科、小児科のみの開設で平成

２４年度の受診数が10804人（Ｈ２３年度は10669

人)、小児科は５４７１人（Ｈ２３年度は５４７１人)、各

区の診療所も受診者の５割を小児科`患者が占めて

いる状況です。各区の診療所に出動されている内

科の先生方には御負担をいただき申し訳ありませ

んが、現在は各区に小児科医を配置する人的余裕

はなくセンターでの小児科受診者も増加傾向であ

ることより、引き続き対象年齢を考慮して対応を

していただきたいと考えております。

小児科受診者の二次病院への転送は４９９件（受

診者の131％）で、昨年の６６０例（159％）と比

べてやや減少傾向でしたが、転送率はここ５年間

で大きな変化はありませんでした。

平成２４年４月から１年間での福岡市急`患セン

ター小児科受診者の概況をお知らせいたします。

平１１と日祝日に分けて検討してみますと、平日の

受診者数は一日平均５５人でした。般も少なかっ

た月は１０月で平均４９人／Ｈ、鹸多は７月で６２

人／ロでした。日祝日では年間の平均はｌｐ２５５

人で、最少は８月で２０７人／｝|、鹸多は２月で

325人／日と約１５倍の受診者変動となっていま

す。また年末年始も平均３０１人／Ｉｌとかなり忙し

い状況でした。毎年の事ですが冬場はインフルエ

ンザの流行もありかなり,患者数が増加していま

す。日常の診療でお疲れのところ出動していただ

く会員の皆様、増員の枠および応援で出動する先

４１２方、勤務時間を延長して診療をしていただいた

先生方のご協力によりなんとか大きなｌｌＩ１題もなく

対応ができております。この場をお俗Ｉ)して心よ

り御礼申しあげます。

２．平成２４年度小児科出動（表ｌ）

平成２４年度の丹々会を含めた協力機関の小ﾘ凸

科出動枠を表ｌに示しています。総数は１６８８枠

でしたが、そのうち、丹々会枠は３８４で全体の

227％で、平成２３年度の22.7％と変化なく例年

並となっておりました。九大・福大・福大筑紫病

院の大学医局で全体の４５％、その他の病院の割

り振りは表の通りです。１．平成２４年度の受診状況です。

平成２４年度の全科での総受診数は前年度に比

べ８０人減少し69748人でした。そのうち、小児

科受診数は38038人と前年度から３４４６人の減少

であり、ここ数年では久しぶりに小ﾘj科受診数の

減少でありました。年間の小Ilu科受診数はセン

ター全体の545％で、昨年と同様で受診者のほぼ

６割となっています。最近では、新型インフルエ

ンザで爆発的に受診者が増加した平成２１年以後

３．平成２５年度の小児科出務について

ｌ）丹々会出動枠（表２）

平成２４年度は総数で３８４枠（うち増員枠２０）

でしたが、平成２５年度の丹々会の予定出動枠は

297枠となっています。その内訳は、平日準夜

１０６枠、土曜準夜９７枠、Ｕ祝日（GＷ含む）８４

枠（'1勤７２枠、堆夜１２枠)、年末年始１０枠（}１

－３３－
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勤４枠、準夜６枠）です。例年この予定枠数に

２０枠程度の増員枠がありますので計約３２０枠の

予定です。

２）市内丹々会会員の出務可能な会員数

丹々会の内規により、年度内で７０歳に達する

会員は申し出をすれば次年度から出務免除となり

表１平成２４年度福岡市急患診療センター小児科医師出動枠数（実績）

大
学
一

２０６

３８４ ２２７５/ｂ

３１０【

００００

平日242日土曜１１４９１１

盆３日

日曜日・祝ロ６４日

ＧＷ３Ｒ

年末年始４日

表２平成２５年度福岡市急患診療センター小児科医師出動枠数（予定）※増員枠除く

ＢＧＷ今

３１６

丹々会 ２９７ １９．０１／

■専
任
一

平日242日土曜日５０日日曜日・祝日６３円

盆３日ＧＷ３日

年末年始４日

－３４－

区分

平日

準夜

増員
深夜

土曜日（盆含む）

準夜

燗目
深夜

lE1・祝日（GＷ含む）

Ｈ動

増員

準夜

増員
深夜

年末年始（12/31～l/3）

日勤

増員

準夜

増員
深夜

計 率

大
学 九１mﾄ|大学病院小児科

福岡大学病院小児科

267

2０

1３

7３

２ ３

１

5４

3８ 4９

１

1４

5３

１

1２

２

9７

８

２ ６ ８ 518

206

30.69％

12.20％

福大筑紫病院小児科 2１ 1８ 1２ 5１ 3.02％

こども病院 ３ ２ 1２ ４ 3５ ２ 5８ 3.44％

丹々会 1０９ 9３ 1４ 7１ 1３ 5７ 1５ ４ ６ ２ 384 2275％

粕屋医師会 ４ ７ 1１ 0.65％

九州医療センター

福岡病院

福岡逓信病院

浜の町病院

福岡赤十字病院

済生会福岡総合病院

1０

2４

1９

l(）

６

３

９ １

2１

４

１

２ １

１

1

1６

3９

1９

１１

９

０

095％

2.31％

1.13％

0.65％

0.53％

0.00％

専
任 専任医師（２名）

九州大学病院小児外科

１２４

242

124

242

7.35％

14.34％

計 493 ０ 470 1０４ 1８ 1０４ 132 2９ 132 3４ 132 1２ ４ 1２ ４ ８ 1,688 １００％

区分

平日

準夜

増員
深夜

二曜日（盆含tf）

準夜

増員
深夜

日・祝日（GＷ含む）

日勤

増員

準夜

増員
深夜

年末年始（12/31～l/3）

日勤

増員

準夜

増員
i繩

計 率

大
学 九州大学病院小児科

福岡大学病院'１，児科

252

2２

2３

7４

5６

3８ 5４

5６ 1０４

８

６ ８ 505

196

32.33％

12.55％

福大筑紫病院小児科 2２ 2０ 1２ 5４ 3.46％

こども病院 3３ 3３ 2.11％

丹々会 1０６ 9７ 7２ 1２ ４ ６ 297 19.019/6

粕屋医師会 ３ ９ 1２ 0.77％

ﾉL州医療センター

福岡病院

福岡逓信病院

浜の町病院

福岡赤十字病院

1２

2４

2２

1２

1２

３

９ １

1５

3４

2２

1２

１２

0.96％

2.18％

1.41％

0.77％

0.77％

専
任 専任医師（２名）

九州大学病院小児外科

128

242

128

242

8.19％

15.49％

計 487 ０ 487 1０６ ０ １０６ 138 ０ 6９ ０ 137 1２ ０ １２ ０ ８ 1,562 １００％
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２）院外処方の導入

診察までの待ち時間が長時間であるとクレーム

も多い状態ですが、診察後に処方薬を受け取るま

での時間もかなり長い状況であります｡少しでも

待ち時間を緩和できるように院外処方の導入を要

望いたします。

ます。６月３０日現在で７０歳以下の市内の会員は

計７２人です。うち、市医師会理事２名が役職に

より免除になっています。体調等により出務を免

除になっている５人を除き６５人の会員が出務し

ています。

３）出務にご協力いただいている非会員の先生、

市外の先生

市内から野村明彦先生、逓信病院の先生、粕屋

地区の先生、糸島地区の上田義治先生、兼光聡美

先生に定期的な出務のご協力を頂いております。

また、－昨年度より徳11|健先生に定期的な出務

をお願いしています□

３）二次病院（入院の受け入れ）の充実

昨年も同様の要望を行っていますが、土日や連

休などでは入院できる二次病院のベッドが足りな

くなり入院先を探すのが困難な状況が起こってい

ます。特に週末を中心に二次病院の確保をお願い

しました｡

６昨年(平成24年度)に行いました急患センター

への要望のアンケートに対し、多数のご要望．ご

意見を頂きましたのでこの場をお借りしてお返答

[|]し上げます。

待ち時間が長時間の時の看護師によるトリアー

ジについては、昨年度に要望を行いまして、今年

からインフルエンザの検査のみ看護師の判断で施

行しました．これによりかなり待ち時間の短縮が

出来たようですので、今年も引き続いて更なるト

リアージを要望しています。

二次病院の確保も要望される先生が多数いらっ

しゃいました。今年も要望しておりますし、いく

つかの２次病院の確保もできる予定です。

コンビニ感覚の受診抑制に、□負担をという意

見もございましたが、現状の医療制度上では困難

と判断しております。医師の給料の増加やタク

シーチケットなどの問題提起もございますが、小

児科医師の給料は他科より高めに設定されている

点、予算の問題からもこれ以上交通費を増やすこ

とは厳しい点を御理解くださいますようお願いし

ます。

勤務時間の変更・短縮化、休診時間などのご意

見も頂きました。長時間の診療でかなり負担をお

かけしている現状ですが、急患センターとしての

性格上、また出動する医師の数なども考慮しまし

て現状の診療時間と勤務体制でいくしかないと判

４）今年度の会員一人あたりの出務、数

今年度の出務予定数320回を市内丹々会会員

６５名で分担すると、平均一人あたり年５回の出

動回数となります。４カ月ごとの出動表では２枠

の出務割当が標準的です。

４．急患センター応援医師

冬場など受診者の増力Ⅱにより２時間以上の待ち

時間が発生する場合があり、応援医師が対応して

います。昨年に引き続きお務めいただく仮屋園秀

彦先生、松本一郎先生、秋本馨先生、女川裕司先

生、東川昌紀先生、中尾文一也先生中尾太の７人

に応援医をお願いしております。

５．急患センターへの要望

会員の皆様へのアンケート結果を踏まえて今年

も以下の３点について要望を行いました。

ｌ）コメデイカルの増員と問診・トリアージを行っ

て欲しい

昨年度力､ら引き続きの要望事項でもあＩ）ます゜

今年の冬は看護師により診察より先にインフルエ

ンザ検査を行うことをした結果、‘患者の待ち時間

の大幅な短縮に貢献できました。今後、このよう

なトリアージを行うシステムを広げて欲しいと考

えています。
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断しております。

福岡市急患診療センターの運営につきまして

は、会員の皆様はもとより各大学病院にお勤めの

先生方、勤務医会の先生方の多大なるご協力によ

り何とか成り立っております。しかし、流行疾患

のピーク時には休憩も取れずに長時間の診療を続

けねばならず、待ち時間が長時間であるとのク

レームもありストレスフルな環境に出動医が疲弊

しているのが現状です。打開策としては日常診療

での草の根的な患者抑制に繋がる患者教育を続け

ていくことと、スムーズな診療に繋がる急患セン

ターのシステムを作っていくことしかありません

が、出動における環境や待遇を少しでも改善でき

ますように担当理事として努力して参ります。

急患診療事業につきまして、ご意見、ご要望が

ございましたら私までお知らせいただきますよう

お願い申しあげます。

崖U胃(i毛'1多'二コi屋雅ﾘﾖｕ
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支笘田だより

平成２５年度支部役員一覧（敬称略）

支部

東区

博多区

中央区

南区

城南区

早良区

西区

筑紫地区

粕屋地区

糸島地区

支部長

深澤満

i南口龍夫

松尾誠

村上龍夫

内田智子

高木誠一郎

福井佳彦

柴田昌彦

藤原崇

山下祐二

庶
本
岡
藤
間
本
ｕ
田
坪
田

岡
倉
安
詫
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東区 深澤満

東区での最大の関心はこども病院の移転です。

来年末になるようですが、開院前に小児科医会

員を対象として見学会を行うことも考えています。

ｵした西本五郎先生、本年の４１１に干早で開業され

た權藤健二郎先生のお二人です。親子継承は木本

小児科の木元美子先生がＡ会員で、亀崎小児科の

亀崎健太郎先生がＢ会員で入会されました。新し

い先生の加入で新しい風が吹<のを期待していま

す。

新しい先生が入会されました。

新規開設の先生は一昨年の４月に松田で開業ざ

博多区 浦口龍夫

博多区小児科医会の－年間の報告をさせていた

だきます。

現在、会員数は１５名、医療機関数は診療所８

カ所、病院1（千鳥橋病院）で変更はありません

が、永利義久先生（福岡病院退職）が開業希望で

挨拶にみえられました。筑紫通りの那珂に２５年

９月開院予定とのことです。今後、博多区小児科

医会の一員としてご活躍を期待しております。去

る３月２３日に年１回の総会・懇親会を開催いた

しました。残念ながら、古川先生以外の翁先生方

には参加いただけませんでしたが、皆様お元気と

のことで安心いたしました。博多区からは福岡市

医師会理事に高岸智也先生（丹々会理事兼任)、

博多区医師会理事に金光博信先生、丹々会理事に

中尾太先生が就任され、それぞれ活躍されており

ます。今後の医療環境を考えれば良いことはなさ

そうですが、静かな1年であってほしいと願って

います。
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中央区 松尾誠

中央区支部のこの1年の近況報告をさせて頂き

ます。

現在、会員数は１７名診療所１４（そのうちｌ

診療所は丹々会未力Ⅱ入)、病院５（こども病院、

浜の町病院、逓信病院、済生会病院、九州医療セ

ンター）の構成になっています。

話題としては福岡市立のこども病院移転後の２

次病院の展望。

昨年の福岡１１赤病院に次いで今夏の浜の町病院の

リニューアル後への期待。

そして、定期接種ワクチン購入価格のバラつきの

是正。

国の子宮頭痛ワクチンの対応への不満等話が尽き

ませんでした。平成１３年以来行っています親睦会は今年で１２

年目になりました。年２１回|、春と秋の懇親会を定

例としています。昨秋は１１月１６日中央区の「江

藤家｣､今春は６月１４日に西中洲の和食「十和蔵」

で開催致しました。１０名の先生方にご出席]画き

舌鼓を打ち'Fら２時間半程、親睦を深めました。

中央区支部の活動をさらに充実したものとする

ために、今後もさらなるご指導ご鞭燵のほど汀し

〈お願い11{し上げます。

南区 村上龍夫

田先生の美人女医３名、福岡病院からは小Ⅱ｣|鳴副

院長と本村先生、本荘先生、南保険所の江上所長、

元南保険所長だった横田先生らも参加されて、和

やかで楽しい集まりにな')ました。会員相互の懇

親も深まり、病診連携にも助けとなる貴重な機会

になりました。

南区支部では支部会のほかに年１回の体験学習

会を行っています。平成２４年度は、小児科病棟

が新しくなった日赤病院で平成２５年３月１６Ⅱ

現在南区支部長を拝命しております村上です。

南区支部の現状ですが、Ａ会員が１４名、Ｂ会員

が４名です。庶務は詫間由一先生にお願いしてい

ます。会員の主な役職としては、黒川美知子先生

が「丹々会理事｣、寺沢健二郎先生が「南区医師

会副会長｣、井上賢太郎先生が「福岡地区小児保

健研究会理事長｣､井上寿郎先生が南区選出の「福

岡市医師会こども委員会委員」と福岡市南福祉事

務所における「福岡市南区要保護児童支援地域協

議会代表委員」を務めておられます。

南区内の公的総合病院には小児科を標傍する病

院が３つあります。福岡赤十字病院、福岡病院、

九州がんセンターです。福岡赤十字病院では新病

棟とともに施設が一新され､５１jにグランド･オー

プンとなっています。

平成２５年１月ｌ６Ｈ（水）に中華料理店「龍苑」

にて丹々会南区支部会（南区小児科医会）を新年

会も兼ねて開きました。丹々会会員はもとより、

日赤病院から原田部長と檜山先生、高田先生、野
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(士)午後に行われました。講義と施設見学がセッ

トになった学習会です。講義の後、スタッフの案

内で日赤病院の新しい病棟や病院施設を見学する

ことができて大変良かったと)と(います。休診Ｈに

もかかわらず私たちをお世話してくださった原田

部長やスタッフの先生方には心から感謝申し上げ

ます。これからも各病院の先生方や支部会員の先

生方と協力して、南区の小児医療の充実により

いっそう貢献していきたいと考えておりますの

で、どうかよろしくお願い申し上げます。

城南区 内田智子

平成２４年度は、新規開業として１０）｣に長尾で

関真人先生が開院されました。

城南区支部の現状はＡ会員８名、Ｂ会員４名、

総勢１２名になっています。

２月２８日、進藤会長より、福岡市立こども病

院移転につき、今後どの様に対応していくか、而

接会員の先生方より意見をうかがいたいとの事

で、とり急ぎ、六本松菊乃にて会合を開きました。

冬場で忙しい日程の中、Ａ会員の先生方には無xll1

なお願いでしたが、全員にお集まりいただきまし

た。

城南区は細長い地形で、それぞれ入院を依頼す

る病院が微妙に違いますので､様々な意見がH-}て、

進藤会長にその旨お願いすることにしました。

先生方は杵お元気で､会合を通して診療の事や、

趣味の話など楽しい時間を過ごしました。

これからも支部の先生方と協力していきたいと

思っております。

早良区 高 木誠一郎

早良区の会員数は平成２４年ｌ２Ｈの丹々会名簿

通り２０名です。この1年間、新たな入会者はい

ません。簿外ですが、大薗先生もお元気に農業に

勤しんでおらｵしるようです。当区には豊原先生、

竹林先生、関先生と診療所を閉めた３名の先生方

がおられますが、豊原先生は福岡記念病院の外来

で勤務されています。一方、竹林先生は厳近連絡

が取れておりませんが、医師会を退会されたよう

です。

区内に存在する病院では大きな変化が進んでい

ます。福岡歯科大学に小児科教室が新設され、国

立福岡病院小児科から岡田賢刺先生が教授として

赴任されました。問題を抱えた`世者さんの予防接

種をL'二'心に、会員にとって力強い支えになると期

侍しています。福岡記念病院は前述のごとく、豊

原先生や若手の先雄方などの増員が進んでいま

す。すでに短期入院など分野では西部地区の大き

な支えにな')つつあI)ますが、将来はさらに大き

く発展するでしょう。詳細につきましては福岡歯

科大学小児科と何様、「こんにちは病院小児科

医局から」のコーナーをご覧ください。福岡Tl丁立

こども病院の人工島移転を念頭に、すでに会員の

間では福岡１１１壬病院や福岡大学小児科などの医療

機関に紹介するなど、区内、隣接する地域にある

病院の利用が進んでいます。

末筆になりましたが、昨年からのコンビで庶務

担当が松本一郎先生、支部長は高木の続投となっ

ています。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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西区 石神 喜 久

恒例の平成24年度の支部会は平成２４年９月６

日（木）の午後７時半より鉄板ステーキハウス「室

(ムロ)」で行われた。会に先だち長野文子先生の

丹々会退会が報告されillj区の丹々会会員は現在

１３人となった。その後、長野先生は平成２４年１０

月にご逝去されたと聞きました。長野先生長い間

ありがとうございました。次いで協議・報告事項

にうつったが､やはり予防接種の件が主体になり、

ロタテックウイルス、ポリオ、４混、ＢＣＧ等の

問題について活発な意見交換が話しあわれた。競

後に役員交代が行われ支部長は石神より福井先生

になり、庶務は青木より山口先生となった。２２

時に解散となった，

出席者は次の方々です。

高崎、石神、下村、福井、稲光、山口、園田、

青木各先生でした。（８名）

筑紫地区 柴田昌彦

現在、筑紫医師会の小児科医会としてＡ会員

２０名、Ｂ会員１４名の会員がおり、そのうち福岡

地区小児科医会会員としては春日市６(Ａ会員４、

Ｂ会員２）名、大野城市７（Ａ会員５、Ｂ会員２）

名、筑紫野市７（Ａ会員５、Ｂ会員２）名、太宰

府市２（Ａ会員２）名、那珂川町３（Ａ会員３）

名です。福岡地区小児科医会副会長：松本先生、

筑紫地区会長：柴田、庶務・会計：廣田先生で、

会員の先生方のご協力のもと会の運営を勤めさせ

て頂いています。診療面では、日常診療および休

日・夜間診療に関しては、同地区の福岡大学筑紫

病院、福岡徳洲会病院、’1衛隊福岡病院との連携

協力にて、１次～３次医療が行えています。学術

面では、年に２～３回の講演会と、福岡大学筑紫

病院ならびに福岡徳洲会病院とのセミナー等を

行って、地域の親睦・連携の向上を目指しており

ます。

粕屋地区 崇藤原

粕屋小児科医会は､粕屋医師会管内ｌ市７町(古

賀市、志免町、須恵町、宇美町、粕屋町、篠栗町、

久山町、新宮町）で小児の一次医療を担っている

専門医の団体です。現在の会員数１６名はこの２

年間変わりありません．福岡地区小児科医会(丹々

会）のメンバーが中心ですが、私も含め丹々会に

所属しない者もおります。福岡市急,患センターへ

の川務の分担等のこともあり、丹々会粕屋支部と

しての役割を粕屋小児科医会で請け負っている形

になっております｡

昨年同様、この１年、特に際立った活動はあり

ません。最近、乳幼児健診、校医・園医の問題、

予防接種の問題等々で会員と行政との確執が増え

つつあり、小児科医会としての対応も考えなけれ

ばならないところですが、それに先立つ課題は、

我々が如何に交渉力をつけるかということでしょ

うか。
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糸島地区 １１」下祐

糸島支部の会員数はここ数年変わりなく６名で

す。今年度も山下が支部長､上田義治先生が庶務・

会計を務めます。

糸島医師会では執行部２期目の上田先生が、学

校保健、母子保健、病後児保育施設などの担当を

「糸島地区休Ｕ・夜間急`患センター」は受診者

数などあまり変動ありません。勤務医師のことも

考え、センターの終業時間を従来の朝７時までを

今年度より朝６時までに短縮しました。

「病後児保育施設コアラ」も利用者数の若干の

務めています。 増減はありますが順調に運営されています。

ｌＩＩＩｌＩｌＩｌｌ

一W

○珪髭

支部厄よし）
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こんにちは～大学小児科教室から

総合周産期母子医療センター新生児内科部門

病棟医長：落合Ｊ[行

卒前卒後教育担当：高仕１英俊

九州大学大学院医学研究院

成長発達医学分野（小児科）

医局長石崎義人

九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野

(九州大学病院小児科)では､小ﾘ｡医療センター(北

棟６階)、感染症病棟小児部門（北棟７階)、総合

周産期母子医療センター新生児内科部門（南棟５

階)、救命救急センター（南棟３階)、小児医療セ

ンター外来（北棟５階）において診療を行ってお

ります。小児医療センターでは、診療科の垣根を

越えた包括的な小児医療を行っております。感染

症病棟では、重症感染症や多様な基礎疾患を伴う

小児患者の感染症の治療を行う一方、福岡市休ロ

急患センターからの２次受け入れ先としても機能

しています,,救命救急センターでは、福岡市とそ

の近郊の小児救命救急の３次医療を担う拠点病院

として中心的な役割を果たしております。

本年度は、大学病院では全国初の「小児救命救

急センター運営事業」の指定、ならびに全国で

１５ヶ所､九ﾘﾄ|では唯一の「小児がん拠点病院」（九

州・沖縄ブロック）の選定を受けることができま

した。教室員一|貢|、初期臨床研修医とともに、小

児科、総合周産期母子医療センター新生児内科部

門、救命救急センターで高度な小児医療に従事す

るのに加え、ハートセンター、子どものこころの

診療部、臨床遺伝医療部、がんセンターにおいて、

他科と連携しながら精力的に診療を行っていく所

存です。

今後とも丹々会の先生に多くの患者さんをご紹

介頂きたく存じます。

平成２４年度の新入局只として８名が加わりま

した。中島健太郎（Ｈ１７ﾉL州大学卒)、安成大llilli

(Ｈ２３九州大学卒）は九州大学病院､村岡衛（Ｈ２２

大分大学卒)、川口直樹（Ｈ２３九州大学卒）は九

州厚生年金病院、内田理彦（Ｈ２２北里大学卒）は

福岡赤十字病院、秋本竜欠（Ｈ２３大分大学卒）は

大分県立病院でそれぞれ小ﾘJ科専門研修を開始し

ています。トカン・ヴラツド（Ｈ２４九州大学卒）

は福岡東医療センターで、森与扶子（Ｈ２４九州大

学卒）は小倉医療センターで初期研修医２年目の

研修を行なっています．

学内の異動としては、偽果浩幸と礒部菜摘はlWi

岡歯科大学小児科、保科隆之と金城唯宗が産業医

科大学小)Ｗ}、瀧本朋子が福岡市立こども病院・

感染症センターへ異動しました。小児科専門研修

医では､田中裕子と松岡若利は別府医療センター、

山下尚志は北九州医療センター、黒111麻里は大分

県立病院、梯公彦は九州医療センターに異動しま

した。森鼻栄治は福岡市工にども病院・感染症セ

ンターから臨床助教として赴任いたしました。田

中幸一、小林賢子は小倉|矢療センターから、白水

優光は九州l早生年金病院から、奥園清香は大分UTL

京病院から、園田有里は浜の町病院から、金政光

は北九州医療センターから、中村|ＦＩＩ香里は八女総

合病院から医員として赴任いたしました。

学内の人事としては、西尾壽乘が小児科特任助

教から総合診療科助教に、井藤奈央子は小児科特

任助教から助教に昇進いたしました。九州大学大

学院（博士課程）卒業の神野俊介は小児科特任助

教へ、楠田剛は環境省「子と゛もの健康と環境に関

する全国調査（エコチル調査)」ユニットセンター

特任助教となりました。研究室のメンバーとして

は、４月より福岡東医療センターから笹月桃子が、

九州大学病院医員から伊藤雄哉が大学院生（博士

課程）として研究を開始しました。

平成２４年６月２８日現在の教室メンバーは、原

改めまして、九州大学小児科学教室の現況をご

紹介いたします。

【人事】

教室役員は以下の通りです。

医局長：石崎義人副医局長：井原

ｿiii棟医長：’１１村健一郎副病棟医長：石村

外来医長：井藤奈央子副外来医長：瀧本

二
崇
仁

健
匡
科
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こんにちは～大学小児科教室から

村[Ⅱ)､循環器（山村､森鼻､永田､鵜池､中島（康))、

神経（I1iHi丼、石崎、季、鳥尾、笹月）、腎（井藤、

西村)、代謝･内分泌（井原、石井、戸田、大久保)、

新生児（落合、市山、楠田、中村、田中、井上、

北島、加藤）の専門分野による診療体制をとって

おります。救命救急センター所属の賀来、季、平

田は小児患者の救命救急と集中治療に広く活躍し

ております。外来に関しましては、平成２５年４

月８日より、九州大学病院に予約センターが開設

さｵしるのに伴い、小児科の新患外来も原則要紹介

状の予約制とさせて頂きました。それに伴い今後

は、事前に患者様もしくはご紹介医様から当科外

来(092-642-5430月一金１４:00-16:00)にご連絡頂き、

予約を取られた上で受診されますようにお願いい

たします（ただし当面周知されるまで、紹介状を

お持ちの`患者様は予約がなくとも可能な限りお受

けする予定です)。なお、各専門外来の新`患曜日

につきましては従来通りです。

当科は福岡県予防接種センターに指定されてお

ります。１週間前までに感染症グループ（西尾、

神野)に御連絡下さい。公費負担の予防接種には、

予防接種センター所定の紹介状が必要です。

臨床遺伝医療部（原寿郎部長）では専門医によ

る遺伝カウンセリングを行っております。遺伝相

談や遺伝病に関するご質問の相談窓口としてご活

寿郎教授、大賀正一教授［周産期・小児医療学]、

高田英俊准教授、井原健二准教授、住江愛子特任

准教授、酒井康成講師、古賀友紀助教講師、石崎

義人助教講師、落谷正行診療講師、助教８名（西

尾壽乘、山村健一郎、賀来典之、李守永、井藤奈

央子、石村匡崇、永山弾、市山正子)、特任准教

授1名（烏巣浩幸)、特任講師３名（石井加奈子、

土居岳彦、保科隆之)、特任助教４名（森鼻栄治、

神野俊介、楠田剛、瀧本智仁）の教員２５名、臨

床助教２名（名西悦郎､大場詩子)､医員１５名（中

島健太郎、中村山香里、鵜池清、小野宏彰、赤峰

哲、西村真直、田中幸一、今井崇史、白水優光、

小林賢子、加藤稚子、安岡和昭、金政光、奥園清

香、安成大輔)、大学院生１２名、学術研究員５名

の総勢５９名です。ちなみに、大学病院の人材養

成機能を強化し、医師の過重労働の軽減や、地域

の周産期医療体制の構築を行うことを目的とし

た、文部科学省「周産期ゆりかごネットプロジェ

クト」では３名の女性医師が支援を受け、小児科

で勤務しております。

【診療】

免疫・血液（大賀、高山、瀧本（智)、石村、

白石、野村)、腫瘍（住江､古賀、大場、中島（健)、

小野)、感染症・アレルギー（西尾、神野、本村、

小児科外来診療分野別新患受付曰

△：再来}1等＊心臓カテーテル検査[１卿：予防接穂は水曜

－４３－

)Ej曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

血液・免疫 ○ ○ ○ ○ ○

血液・腫瘍 ○ ○ ○ ○ ○

感染症 ○ ○ ○
＃

○ ○

神経 ○ △ ○ △ ○

循環器 ○ ＊ △ ＊ ○

腎臓 ○ △ ○ △ △

代謝・内分泌 △ ○ △ ○ △

遺伝相談 △ △ ○ △ ○

新生児 ○ ○ ○ ○ ○
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用下さい。ご予約お問い合わせは臨床遺伝医療部

副部長（092-642-5421）まで御連絡ください。

「子どものこころの診療部」では、学内の精神

科（児童精神学）や臨床心理士と連携して、こど

ものこころの問題に医療・心理・教育の面から各

専門家が総合的に対応しております。ご紹介され

る際は、紹介状を保護者に渡し、保護者より予約

をして頂くようにお願いいたします（予約専用電

話：水曜日・金曜日の１４:00-16:００に092-642-5642

まで)。

ます。九州大学母子総合研究リサーチコアでは、

母子の問題を、小児科学、小児外科学、母性胎児

学、精神病態医学、児童精神医学、心身医学、小

児歯科学、保健学、臨床心理学などの多くの分野

の研究者で考えていく協力した研究と診療体制を

確立し、着実に成果を上げています。その成果は

国際シンポジウムFukuokalnternationalSympo-

siumonPediatric/Maternal-ChildHealthRe‐

search（FISP/Ｍ）をはじめとした学会や論文で

発表することで､社会への還元を目指しています。

【卒後臨床研修】

現在３２名の医師（３年次１６名、２年次７名、

１年次９名）が小児科専門研修中です。九州大学

病院小児医療センターと総合周産期母子医療セン

ターでは、各疾患分野の専門医の指導の下で小児

期疾患について深く広く研修しております。また

救命救急センターでは、小児を中心に救命救急と

呼吸循環に関する集中治療管理の研修を行ってい

ます。学外の小児科専門研修プログラムの研修基

幹病院では、プライマリ・ケアから救急まで広範

な領域の研修指導を受けています。

小児科カンファレンスは毎週火曜日午後６時か

ら（クリニカルカンファレンスは午後７時から）

北棟６階のカンファレンス室で開催しています。

第２火曜に行われるクリニカルカンファレンス

は、臨床に直結した話題をテーマとして最新情報

を提供することを目的にしています。また昨年度

より引き続き、第３火曜日にはケースカンファレ

ンスを開いており、診断・治療が困難、あるいは

複雑な病態を示す症例を呈示し、皆で活発に議論

し深く理解することで、よりレベルの高い医療を

行うことを目指しております。なお、第４火曜日

の小児科カンファレンスは病院全体の卒後研修

(九州大学病院グランドラウンド）に振り替えて

います。

【お問い合わせ先】

九州大学大学院医学研究院成長発達医学

（九州大学病院小児科）

〒812-8582福岡市東区馬出３丁目Ｌ１

ＴＥＬ：092-642-5421（医局）

092-642-5430（外来）

092-642-5427（病棟）

ＦＡＸ：092-642-5435（医局）

092-642-5436（外来）

総合周産期母子医療センター新生児内科部Ｉ１ｌ１

ＴＥＬ：092-642-5903

ＦＡＸ：092-642-5206

E-mail：

ped-ikyoku＠pediatrmedkyushu-u､acjp

Homepage：

http://www､medkyushu-uacjp/pediatr／

教授秘書古賀章子、有川美穂、医局秘書中

野lEH香里、病棟秘書益永みほ、病棟保育士渡

邊恭子、長谷川沙織、研究室秘書田原あゆみ

九州大学医学部小児科雲学教室は、教室員一|可、

今後とも、地域医療と連携をとりながら、プライ

マリケアと全人的医療を行ないうる小児科医を育

成するとともに、国際的視野を持ちながら小児科

各分野の医学研究を推進すべ〈、たゆまぬ努力を

していく所存でございます。丹々会の諸先生から

の一層のご指導ご鞭燵を賜りますよう、今後とも

何卒よろしくお願い申し上げます。

[研究】

免疫遺伝子研究室、遺伝子診断・治療研究室、

および脳機能研究室の３研究室の体制を整えてい

－４４－



こんにちは～大学小児科教室から

重６００９の男児を救命することができました（当

院で生存退院できた最も週数の早い児です)。さ

らに、周産期センターではソーシャルワーカーの

指導のもと在宅医と密に連携をとって在宅医療の

支援を積極的に行っています。

小児科医確保のため毎年３月に海外小児医療研

修プログラムを実施しています。当科医師２名と

一緒に約１週間アジア諸国における大学病院の小

児科で研修を行うプログラムで、募集対象は初期

臨床研修医と医学生です。今年度は平成２６年３

)Ｅ１ｌ６Ｈから２２１」まで韓国のヨンセイ大学での研

修予定です。少しでも小児医療に興味のある方で

あればどなたでも大歓迎ですので、心当たりのあ

る方があればぜひご紹介ください（詳細はホーム

ページで)。

紙面の関係上本文でご紹介できなかった情報が

まだまだたくさんあります。“福岡大学小児科“で

検索していただき福岡大学小児科ホームページに

アクセスしていただければ福岡大学小児科の魅力

をご確認いただけます。どうぞお気軽にご覧くだ

さい。

福岡大学小児科ＨＰ：http://fukudai-shounikanet

福岡大学病院小児科

医局長太田栄１台

丹々会の先生方には、日頃より大変お世話に

なっておりますことを心より感謝１１'し上げます｡

廣瀬伸一主任教授の体制の下､Credo（信条）“そ

のこどもの幸せのために”を胸に、医局員全員が

診療に取り組んでいます。

教室の人事では、本年４月に井上貴仁助教が高

木病院から筑紫病院へと異動となり、それに伴い

鶴澤礼実併任講師が筑紫病院から高木病院へ移動

致しました。また、昨年１０月から安元佐和准教

授が診療教授に昇進しました。新しい教員として

４月から寺町昌史が、１０月から瀬戸上貴資が助

教に昇任し、日々頑張っております．今年の新入

局者は新居見俊和と倉田佐和の２名であり、専門

医を目指し奮闘中です。

研究面では、廣瀬教授率いる福岡大学ハイテク

リサーチセンターにおいて、てんかんの分子病態

研究で多くの成果をあげています。その他廣瀬教

授の指導のもと、各専門グループが積極的に国際

学会で発表し、国際的に研究の視野を広げていま

す。

臨床面では、小児医療センター３８床、総合周

産期母子医療センター新生児部門４５床（ＮＩＣＵ

１５床、ＧＣＵ３０床)、小児専用病床２５床の計１０８

床にも及ぶ病床に対して、医師１６～１８名で懸

命に日々の診療にあたっております。

丹々会の先生方等から多くのご紹介をいただ

き、平成２４年度の小児科入院`患者数は1,350名

でした□専門的かつ高度な医療はもちろんのこと、

小児救急疾,患や実践に即し地域に根付いた小児総

合医療を行っております。その他現在問題となっ

ております児童虐待や発達障害の子どもたちへの

福祉や教育現場との連携も積極的に行っておりま

すので、お困りのことがありましたら、どうぞご

相談ください。

周産期センター新生児部門の入院患者数は３０９

名（このうち1,5009未満が６１名）でした。また、

昨年のＮＩＣＵにおいて、在胎２２週０日・出生体

[福大病院］［筑紫病院］

廣瀬伸一小川厚

太田栄治井上貴仁

吉兼由佳子橋本淳一

丼手口博吉村和子

宮本新吾（産科教授）

太田栄治

丼上真改

診療部長

医局長

外来医長

病棟医長

周産期センター長

周産期副センター長

新生児部門病棟医長

【診療体制】

[福岡大学病院小児科］

新,患担当医廣瀬教授の外来日は火曜･木曜です。

詳細は小児科外来にお問い合わせ下

さい。

専門外来：

月（午前）神経安元、井手ｕ、藤田

火（午前）内分泌･代謝･膠原病廣瀬

－４５－
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血液・腫瘍野村

発達・心理安元

水（午前）腎臓寺町

（午後）喘息・アレルギー井手、森安

新生児・発達太田､中村(公)､堤

木（午前）糖尿病廣瀬

循環器吉兼、橋本

（午後）新生児・発達井上(真)、瀬戸止

金（午前）神経・頭痛安元、井手口、藤田

（午前・午後）内分泌・代謝吉村

＃小児外科：月、水、土

担当医：廣瀬(龍)、甲斐

外来の受付時間は、本年４月１日より月曜日か

ら金曜日が新患８：３０～１２：００、再診８：３０～

１５：００に拡大、土曜日は新`患・再診ともに８：３０

～１１：００です。入院依頼は直接病棟医長までご

連絡下さい。１７時以降も当直医が可能な限り迅

速に対応させていただきます。小児外科の診療は

小児科外来にて行っております。お問い合わせは

小児科外来にお願いいたします。

二Aにちは

－４６－
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け入れ病院として都市圏での役割を担っていま

す。当院はＷＨＯ／ユニセフより赤ちゃんにや

さしい病院（BabyfriendlyhospitaDに認定さ

れています（2007年)．健常新生児に対しては、

妊婦さんへの出生前訪問から、母乳育児支援、

ｌ生日健診、５生日健診、1ケ月健診という

wellbabyclinicを積極的に行っています。ハ

イリスク児もローリスク児も当周産期センター

をお勧め下さい。

国立病院機構

九州医療センター小児科

佐藤和夫

丹々会会員の皆様には、いつもお-世話になって

おります。

国立病院機構九州医療センター小児科壜を紹介さ

せていただきます。

(1)まずスタッフから

２０１３年６月現在、医長２人（佐藤和夫、曳

野俊治)、医師３人（神田岳、浦田万起子、梯

公彦、現在１名欠員）の５人体制です（写真)。

(4)かかりつけ医お願い

未熟児の問題がなくなる頃からＮＩＣＵ出身

児を先生方へ紹介させていただいております。

かかりつけ医は丹々会の先生方、必要なフォ

ローアップは当院、と考えております□どうぞ

ご協力ください。

九州医療センター小児科の特性をご理解して頂

いた上で、丹々会の先生方との病診連携を更に進

めて行く所存です。どうぞ、よろしくお願いいた

します｢，

(当院ホームベージ'よhttp://wwwkyumedjp／

です｡小児科のホームページもどうぞご覧下さい）

丁

」

国立病院機構

九州がんセンター小児科

稲垣二郎
(2)一般小児科

小児単独病棟はありませんが、小児の優先

ベッド（個室）を確保しています。丹々会の先

生方の入院依頼に十分は対応できていませんが

２次病院の１つとしてご利用ください）尚、小

児外科（松尾進医長）は、崩径へルニアや膳へ

ルニア等緊急性を要しない日常疾患の紹介先と

してご利用して頂ければ幸いです。

九州がんセンター小児科は、骨髄移植を中心と

した造血細胞移植チームとして、年間約２０例の

造血細胞移植を行っており、２０１２年１２月までに

累計４４２例の移植を実施してきました□小児かん

の治療成績はこの２０－３０年の間に著しく向上し

ており、例えば小児急性リンパ性白血病は今では

80-90％が化学療法だけで治癒する時代になりま

した。しかし当科に紹介されてくる子供達のほと

んどは残1)の１０－２０％に含まれる再発・難治症

例です。このような予後不良の子供達の移植後生

存率は移植時のリスクにより20-60％という現

状であり、今後も移柿成績の向上のために努力が

必要です。

(3)周産期センター・赤ちゃんにやさしい病院

ハイリスク児も健常新生児も安心してl出産で

きることが当院の役割と考えています。

福岡県の地域周産期母子医療センターとし

てＮＩＣＵ９床・ＧＣＵ６床を有し、母体搬送受

－４７－
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が来て安心しています。ワクチン外来も続けて少

しずつやって行きますので宜しくお願い申し上げ

ます。また、岩田実穂子が沖縄から、やってきま

した｡落ち着いた中にもファイト満々な先生です。

岡部公樹もアレルギー、呼吸器の勉強にやってき

ました。若さと柔らかさを持った先生です。宜し

くお願い申し上げます。もう一人韓国から黄潤下

先生がアレルギー､呼吸器の勉強をしに来ました□

１年間の予定です。既にＰＭ２５に関してデータ

が出来つつあります。とにかく良く勉強します。

190ｃｍ位ですので目立ちます．研究会などにも

積極的に参加しますので、宜しくお願い申し上げ

ます。

変わらない医師は、本村は小児科医長として小

児疾`患一般、アレルギー、喘息等幅広く頑張って

いますし,本荘は重心病棟を中心となって纏めてい

ます。綿貫はガッシで子供の中を飛び回っていま

す。村上はアトピー性皮膚炎と肥満で、田場は外

来医長とプール担当で、網本は呼気中ＮＯとＩＯＳ

で、小野は２年目で自分のペースをつかみだして

います。地方会でも発表しましたに,柴田は週２回

外来に来て下さっています。大野は週１回重心の

プロとしてアドバイスと診療に来ていただいてい

ます。これを書いているのは小田嶋です。最近は

マネージメントで忙しくなってしまいました。

食物アレルギー教室は今年も続けています｡福

岡病院研修情報センターでやっています。親御さ

んの食物アレルギーの知識獲得にはとても良いと

思います。喘息児水泳教室も今年は春日市のプー

ルでやっています。設備はとても良いです。春日、

大野城の子供たちには好評です。勿論、医師、看

護師が付きます。宜しくお願い申し上げます。

喘息サマーキャンプは、喘息だけでなく、アト

ピー性皮膚炎、食物アレルギーにも対応できるよ

うに、福岡病院アレルギーキャンプと名称を変え

今年で４３１１１１ｔＩを行います。場所はこの数年続け

ていた涼しい英彦山から、標高がぐんと下がった

波戸ｕＩＩ１に変えました｡海辺の涼しい施設です｡キャ

ンプは全'三|のキャンプ関係者の研修の場として提

供しています。昨年は北海道からも研修生が来ま

今年度は昨年度より２名少ない、スタッフ医師

４名、レジデントなし、非常勤医師1名の体制で

診療を行っています。相変わらず、出身大学・医

局が全員異なる医療チームです。当科はどこの医

局の関連病院でもありませんので毎年人のやりく

りに苦労していますが、逆に医局の垣根がありま

せんので、いろんな施設のいろんな先生達と一緒

に働くことができることが当科の特徴でもありま

す。血液腫瘍を志す若手医師にとっては、経験を

積む場所であると同時に他の医局の先生と出会い

親交を深める場所にもなっていると思いますに,興

味のある先生は是非ご連絡ください。当科の紹介

というよりは医師募集になってしまいました。

国立病院機構

福岡病院小児科

小田嶋博

丹々会の先生方にはいつもお世話になっており

ます。我々の病院のご紹介を申しあげます。

医師が何人か入れ替わりました□岡田賢司先生

は感染症、ワクチンで日本中を飛び回っていて、

ワクチン外来を一手に担い院内では統括診療部長

と活躍していただいていましたが、４月から、福

岡歯科大学に小児科を創設するために、退官され

ました□お酒は飲まず、いつも,1Aよく笑っている

という先生でした。個人的には､夜遅くまで､残っ

ていて、心強かったのですが、寂しくなります。

でも新天地で、ご活躍のご様子、楽しくご活躍さ

れることお祈りします。もう一人永利義久先生が

地域医療に生きると言って、当院のみならず、九

州のみならず多くの先生が引き止める中、去って

行かれました。本当に素晴らしい先生ですので、

これからもご活躍されることと思っています｡健

康に気を付けて、お酒を飲みすぎないように、ま

た、色々とお教えいただきたいと思っています。

入れかわりですが、新しく松崎寛司が九大人事で

やってきました。（なお去って行った医師には先

生が付きますが、来た医師は敬称略となっていま

す。念のため）岡田先生の後、感染症に強い先生
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こんにちは～病院小児科医局から

した。夏休み肥満改善入院も行っています。初め

はｌか月でしたが、効果の面から、今年は約１０

日間ですが、内容は盛りだくさんです。以上につ

いては、適応となる患者さんがいましたらご紹介

ください。

西日本小児アレルギー研究会も行っています。

これも参加ご希望の先生があればぜひ宜しくお願

い申し上げます。

このほかに、長期入院も、今なお適応となる患

者さんが存在します。喘息やアレルギーの治療は

進歩しましたが今だに自宅ではコントロールの困

難な`患者さんがいます。適応と考えられる方がい

ればご紹介ください。

難治`性喘息という点では、抗IgE抗体、抗IL5

抗体などの治験を行っていますが、確かに有効な

ようです。

難治例に関しては、喘鳴の精査入院などのアレ

ルギー疾`患に関するいくつかのクリティカルパス

を作成、対処しています。例えば、いびきや睡眠

時無呼吸に関しては小児用の１泊睡眠時無呼吸パ

ス、アトピー性皮膚炎のスキンケア入院パス、食

物アレルギーの日帰り負荷試験パス、その他があ

りますので、適応となる`患者さんがいれば是非、

ご紹介ください。

また外来は、新,患、急`患は原則午前中、午後は

原則予約外来としましたが、ご紹介の`患者さんで

あればいつでも結構ですし、飛び入りでも診てい

ますので、今後ともどうぞよろしく御指導御鞭燵

の程お願い申し上げます。

本年３月いっぱいで、笹月桃子先生が退職されて

九州大学小児科の臨床大学院へ進学しました。後

期研修医の深澤光晴先生は、４月から大分県立病

院へ異動しました。

一方、転入として、こども病院からスピヤント

ケイジが５年ぶりに当院へ小児神経専門医として

復帰しました。さらに、九大から後期研修医の園

田素史が赴任しました。どうぞよろしくお願いい

たします。

非常勤の二人のうち､中原和恵は週３日（月､水、

金）一般外来を担当しています。ご紹介いただい

た患者さまの対応をすることも多くなってきまし

た。相部美由紀は週２日（月、木）いずみ病棟の

処置担当に加え、今年度から火曜午前の一般外来

を担当することになりました。よろしくお願い申

し上げます。

当科には現在循環器専門医がいないため、週１

，木曜午後に昨年度と同様に九大小児科の永田弾

先生に小児循環器外来として診療応援に来ていた

だいています。

現在の当科の専門領域として、水野、スビヤン

ト、相部の３名が小児神経を専門としています。

たくさんの外来,患者さんを診療する他、近隣の自

治体による発達相談にも出動しています。また、

手塚と増本は日本アレルギー学会専門医であり、

当院は日本アレルギー学会の準認定施設となって

います。専門外来の他、火曜と木曜に食物負荷試

験を行っています。一方、昨年４月に赴任した土

居岳彦は血液学会専門医と小児血液がん学会の暫

定指導医を取得しました｡私と合わせて小児血液

専門医が複数在籍することになり、小児血液疾患

の診療を少しずつ増えています。血液の疾,患が疑

われる糧者さんがおられましたら、是非当科にご

紹介お願いします。この他、馬場晴久は救急専門

医として病院全体の救急委員会の委員長に今年度

から就任しました。救命救急センター開設に向け

て､その専門性を生かして準備に頑張っています。

現在当科の当直は中山、手塚、堤、土居、馬場、

スビヤントおよび増本の７名で、日曜・祝日の当

ilLI以外の当直／日直をまわしていますが、増本が

国立病院機構

福岡東医療センター小児科

ｌＴ１１１１秀樹

丹々会の先生方にはいつも大変お世話になって

おります。福岡東医療センター小児科の近況を報

告いたします。

まず当科は２０１３年６月２９日現在、常勤９名、

非常勤２名の小児科医計１１名と初期研修医１名

(２か月交代)で診療しています□今春の異動では、

－４９－



こんにちは～病院小児科医局から

今年の１０月から産休に入りますので、後期研修

医の園田が近く当直デビューする予定です。宗像

地区急患センターと百道の福岡市急`患センターか

らも夜間休日に紹介入院を受けております。しか

し、小児外科的治療が必要な場合や当院で診断や

治療が困難な重症例は、九州大学病院へ搬送する

など強い連携をもって診療しています。

当科は、重症心身障害I,ｌｊ（者）病棟の担当を従

来から継続しておＩ〕、昨年１１）j半ばに移転した新

しい６０名ｘ２病棟の広い病棟で仕事をしています。

最後に当院にて、福岡東部地区小児科医会を月

１回第一木曜日に開催しております（同会の頁参

照)。事務局として東|Ｘ～新宮、古賀、宗像福津

の開業小児科の先生方と３５０１'11を越える講演会を

中心とした活動を続けており、その事務局を担当

させていただいています。

当科では、宗像水光会病院の初期研修医の小児

科研修と九州大学医学部５年生の小児科学外研修

を受け入れています。また、九州大学医学部１年

生の入学直後のearlyexposureも毎年当院の重

症心身障害児（者）施設で行われています。

また、毎週木曜日の１７:３０から小児科の勉強会

を行ってきましたが、今年度から福岡市立こども

病院の前放射線科部長の川波喬先生（現在は宗像

水光会病院放射線科部長）が月に１－２回参加さ

れて、両像カンファレンスを行っています。当科

入院症例の画像を中心に３階のメインカンファレ

ンスルームで開催していますので、開業の先生方

も是非ご参加ください。

今後ともどうぞよろしくお願いlI1し上げます。

－点目は「総合診療科」が新設されたことです。

従来の一般小1,'d科が発展的に再編されたものです

が、この４月から成育医療センターより着任した

垣内医師が診療を担当しています。総合診療科で

は、当院の専門診療科の枠に当てはまらないよう

な,患者さんの診療を行っています。当院は、小児

の高度専門病院ということが最大の特徴ですが、

近年は成人内科と同様寸全人的に診る診療科の

ニーズが高まっています．総合診療科は、特に外

科系診療科にとって内科系疾患診療の窓１１とな

り、連携した診療が容易になりました。今後も、

受診者や診療所の先生方のご要望にお応えできる

よう、新病院に向けてさらに拡充される予定です。

二点目は、昨年１０月にICUの拡張工事を行い、

６床であったICUが８床となりました。ＩＣＵ拡

張に伴いＮＩＣＵ病棟も一部間取り等が変更され

ております。当院は、外科系疾患で手術を要する

お子さんが西１１本各地から集まり、手術室はいつ

もフル稼働しています。さらにICUには、重度

の病態で長期間の在室事例が多く常に満床状態で

す。そのため、外科治療が滞らないようＩＣＵベッ

ドを増床しました。現在は看護師数の関係で７床

が稼働していますが、８床運用も間近です。一人

でも多くのお子さんが外科治療を受けられよう願

う次第です。

さて、新病院に向けての準備状況ですが、移転

先の東区香椎照葉（アイランドシティ）では新病

院の基礎工事がすでに始まっています。現在新病

院の１Ｆから111頁に、設計図の最終チェックが行わ

れている状況です。ちなみに私の専門の新生児集

中治療室（ＮＩＣＵ）は、９床から１２床に堀床さ

れます。現在の問題点である「診療スペースの狭

さ」は解消され、日本でもトップクラスのＮＩＣＵ

面積（１床あたり）になる予定です。ご家族が安

心してゆっくりと面会できるスペースが確保で

き、新病院の１１玉である「周産期医療の充実」は

着々と進んでいます。ご期待ください。

最後になりますが、現在の最大の問題は、,他病

院とh7]様に小１，',｣医療者の育成・確保です。特に来

年度は新病院がスタートする時期でもあり、若さ

福岡市立こども病院・感染症センター

高畑靖

丹一々会の先生方には、いつもお子さんの御紹介

等で病院運営にご高配頂きまことに有難うござい

ます。今や当院は来年度の新病院移転に向けて急

ピッチで準備を進めています。そのような環境の

なかで診療に関して大きな変化（進化）が２点あ

りました。
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こんにちは～病院小児科医局から

溢れる小児科医師の確保は急務です。今年度は３

名の後期研修医が小児科医としての修練を開始し

ています。新装なったこども病院で、若くてハー

ト（情熱）のある小児科医達が活躍できるよう毎

日厳しい研修を行っています。丹々会の諸先生方

には退院時要約等でご連絡差し上げることがある

かと思われますが、至らない点などがございまし

たら遠慮なくご指導の程をよろしくお願い申し上

げます。

入院の状況ですが、昨年は若干減少し９００名弱

でした国入院のほとんどは丹々会の先生などから

のご紹介です。あ')がとうございます。中心は呼

吸器などの感染症であるため、昨年は呼吸器感染

症が劇的に減少して入院数の減少をきたしまし

た．流行している病原体側の要因に加え、ワクチ

ンなどの環境の変化が影響していると考えていま

す。これ以外は、111111奇病や腎臓病といった`患者さ

んが、コンスタントに入院しています。川崎病は

昨年も一段と増加しました□原'五|は不明ですが、

循環器が専門の原田を中心として、治療に取り組

んでいます。腎も幼児から腎生検および治療を積

極的に行っています『111尿や蛋白尿が続く場合に

はお気軽にご紹介ください。必要な時期を判断し

て検査・治療を行って参ります。腎は今年は波多

江、檜山、黒木の３名体制です。小学校．中学校

の院内学級がありますので、長期入院の患者さん

も安心して入院いただけます。プレイルームや保

育士の配置も,患者さん.ご家族に喜ばれています。

新生児は年間,患者数が130名程度です”軽い呼

吸障害は当院でみようと言うことで、今年度から

DＰＡＰも動いています。新生児が専門の慶田を

ＩＩＪ心に頑張っています。

昨年秋に開催しました「第１回クロスキッズカ

ンファレンス」には、お忙しい中を多数のご開業

の先４１ﾐにお運びいただき、ありがとうございまし

た。ご紹介いただいた症例を中心としたカンファ

レンスです。今年もｌＯＨｌ８Ｈ（金）（予定）に

第二'111を開催いたしますのでご参加ください。

これまで当院では経験したことのない小児科医

数になり、職員一同ますます研鐙して参りますの

で、今後ともどうぞよろしくご指導ご鞭捷いただ

きますようお願いいたします。

福岡赤十字病院小児科

波多江健

丹々会の先生には、日頃よりお世話になりあり

がとうございます。福岡赤十字病院小児科の近況

をご報告いたします。

昨年オープンした新病棟に移転して１年が過ぎ

ました。古い病院の取り壊し工事も終わり、つい

にグランドオープンを迎えました。これまでご不

自由をおかけしていた駐車場も広大なものができ

あがりました。

小児科は５階西入院棟に入っており、病床数は

３５床で、そのうち個室が１４床、新生児９床です。

個室が以前より増えたのですが、残念ながら慢性

的な個室不足の解消とは行きませんでした．個室

が足りない、大部屋は空いていて大人にとられる

という状況が続いています。

小児科のスタッフは原山達生、波多江健、

檜山麻衣子、高田結に、４月から黒木理恵、

慶田裕美、内田理彦の３名が力llわり７名体制

です。黒木は腎臓、慶田は新生児を専門としてい

ます。

また、急,患診療は平ＵＰＭ７時３０分まで、士

曜はＰＭｌ時～ＰＭ７時で行っています。急`患診

療では投薬は１日のみを原則とし、翌lElは必ずか

かりつけの先生へ受診するよう指導しています。

急患診療時間は小児科医が対応可能ですので、入

院の必要な患者さんはご遠慮なくE'三1しつけくださ

い。

福岡逓信病院小児科
､」上－

１１２k深町

丹々会の諸先生方には平素より大変お枇話に

なっており、御礼申し上げます。

当科は西村美保先生（小児科主任医長）と私の

－５１－



こんにちは～病院小児科医局から

はき、絶妙なバランスで、スタッフに愛されてい

ます。二人とも市内の勤務が長く、スムーズに働

いてくれて助かっています。なお、移転に伴い、

電子カルテが導入される予定です。九大、医療セ

ンター等と同じ富士通のカルテになるようで、こ

の電子カルテも新しい２名は使用経験があり、１０

月の移転直後から混乱なく診療できること間違い

なしです。

新病院は福岡都市高速、天神北出口の両隣にあ

り、車でのアクセスは良好です。一方、勤務者の

多くが利用している地下鉄や西鉄の駅からは少々

歩くことになり、勤務者の健康が増進される予定

です。小児科病棟は６階にあり、都市高速や海が

望める一般小児１２床（個室１０床)、新生児２床

が小児科の定床です。他に、同じ階の大部屋にも

小児が入院できます。旧病院の『混合病床１９床

使いたい放題ｊに比べると、使いやすい病床は減

りますが、個室が多く、感染症の多い小I,'iJ科入院

には適した状況になる予定です。また、水周り含

め､びっくりするほど古く居住性の悪い病棟から、

新築にうつるので、おそらく、病室に入ってから

転院を希望されることも激減すると予想されま

す。また、入院数に応じて小児科拡充の予定もさ

さやかれております。病院老朽化にともない減少

していた分娩数の増加も見込まれ、分娩立会、新

生児入院も少し増えるかもしれません。産婦人科

も同じ６階にあり、連携が取りやすく、活気があ

る病棟になると期待しています。

昨年度までの、小児の年間の入院数は約５００名

で入院児の主な疾患は肺炎、気管支炎、胃腸炎

などの感染症でした。川崎病、気管支喘息、痙撃

'性疾患などの入院もありました。人工呼吸管理な

どの高度な治療はできないため、より高次の医療

を必要とする場合には、大学病院などと連携をと

りながら対応しています。新生児の入院は院内出

生のみです。年Ⅱ'1約６０名の入院があり、主な対

象疾患は、低出生体重児、黄疸、嘔吐、酸素投与

で治療できるⅡ乎吸障害などです。重症な児は、こ

ども病院などＮＩＣＵのある病院へ搬送します。

新病院になっても、外来診療のスタイルに大き

２人体制となっております。外来は、月曜ロ～金

曜日まで午前（９時～１１時３０分)、午後（１４時

30分～１６時３０分）で行っております。予防接

種は、月、火、水、金曜日の１３時３０分～１４時

30分に原則として予約制で行っております。ま

た、乳児健診も木曜日の１４時～１６時に予約制で

行っております。尚、夜間、及び日祝日の診療は

行っておりません。

入院病床は内科・外科との混合病棟で、約１０

床のベッドが利用可能です。疾,'2Aとしては、呼吸

器感染症、気管支喘息、感染性胃腸炎等の

ｃｏｍｍｏｎdiseaseが主体です。インフルエンザ、

水痘、ＲＳ、アデノウイルス等の感染症につきま

してもご連絡頂ければ出来るだけ対応致します。

また、御家族の御心配の強い例や週末や祝日で経

過が気になる例の入院につきましても御相談頂け

ればと思っております。

当院は福岡市中心部に位置し、公共交通機関を

用いましても福岡市郡何れからもアクセスに恵ま

れております。入院の選択肢の一つとして、当院

を御一考頂ければ幸いです。今後とも宜しくお願

い致します。

浜の町病院小児科

武本環美

平成25年度の浜の町病院小児科を紹介します。

まず、平成２５年１０月１２日に新病院に移転し、

古く懐かしい病棟ともお別れの予定です。こども

病院よりもはるかに古い建物でした。人事の方で

は、３年間浜の町病院小児科の要として活朧して

くれた黒木先生が日赤病院に移動し、松崎先生も

福岡病院に移動しました。今年度は、日赤病院か

ら野田麻里絵(平成１８年卒､神経)と医療センター

から佐藤大祐（平成２０年卒）が来てくれました。

野'１１先生は、初めて病棟に来るなり、「古いです

ね－｡ｊと言い、スタッフ一同？？となった、エ

レガントなイデタチと相反する大変IF直な正義感

の強い人です。一方、平成２２年当院産出戻り？

の佐藤先生は、気遣いの人である一方、時々毒も
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な変更はなく、午前中が一般小１，１.外来で、午後は

予約外来の予定です。感染予防の面からも、時間

的隔離を行っており、発熱者は午後受診できませ

ん。したがって､できるだけ､かかりつけ医を作っ

ていただくようにおすすめしております｡ただし、

ご紹介の患者さんは、どの時間帯でも対応します。

午後になりそうなときは、診察室を確保しますの

で、受診させる前にお電話ください。また、特殊

検査Ⅱ的のご紹介の場合は、あらかじめご連絡い

ただいて、初診日に検査をすることもできます。

予約外来の状況は、予防接種（Ｈ・金午後、平日

午前)、神経外来（水曜午後)、－か月健診（木曜

午後)、健診（金曜午後）を私達３人で担当して

おります。他に、専門外来として九州大学病院の

先生に来ていただき､第３水曜午後に内分泌外来、

第４木曜午後に循環器外来を行っています。その

ほか、専門分野がはっきり決められないけれど、

普通の経過ではないし､､、と、紹介先に悩むよう

な`患者さんもご紹介ください，３人で'１}来る範囲

の検査、診療をして、専門外来、他科での治療に

つなげます。

当院の大きな特徴の一つは、様々な診療科があ

り総合的に診療できることです。耳鼻科・皮膚科

疾`患はもちろん、脳外科、眼科、整形外科、形成

外科とも連携して治療できます｡他科の先生方も、

時々来る小児を丁寧に、快く診療してくれます。

よって軽症～中等症の疾,患で、総合的な診療を必

要とする場合には、是非浜の町病院小児科･をご利

用いただきたいと思います。

丹々会の先生方には、いつも入院のご紹介をい

ただいており、本当にありがとうございます。入

院が必要になった小児は、先生方の病院の入院

ベッドと思って、ぜひ当院小児科にご紹介くださ

い｡二次病院として､福岡の小児医療の一翼を担っ

ていけるように、これからも一生懸命診療してい

きます。何かと至らない部分もあるかと,uいます

が、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上

げます。

浜の町病院

電話092-721-0831(代表）721-9937(病棟）

FAXOl20-721-991(地域連携室）

http://www・hamanomachijp

福岡徳洲会病院小児科

村松和彦

徳iNl会病院小児科は、一般病床２０床、新生児

病床２７床（ＮＩＣＵ１５床）で運営されています。

現在１３名のstaff（後期研修医３名）で診療して

います。小児科学会の小児医療構想で示されてい

る地域小児科センター（ＮＩＣＵ型）をクリアして

いますが（救急十ＮＩＣＵ型）には到達していま

せん。しかし実際には（救急十ＮＩＣＵ型）を実

践しようと試みているところです。

２０１２年には、一般病床に１１２３件、新生児病床

に３５５件の`世児入院を受け入れました。当院への

救急車での搬入は年間１万件を超えていますが、

このうち小児の占める割合は１１％です。救急搬

入される小児の半数が痙愛を伴う疾,患です。実際

には５８１件の痙撃を呈した児が搬入されました。

筑紫地区小児救急医療システムは、筑紫小児科

医会、福大筑紫病院小児科、徳1州|会病院小児科が

協力して行っています。福大筑紫と徳洲会病院が

交互に当番となり、それぞれに筑紫医師会の先生

方が出務して診療が行われています。勿論全ての

出務駒を開業の先生方で埋めることは出来ません

ので、様々な方ｍｉから応援をいただいて運営され

ています。有り難う御座います。２０１２年は、約

２万件の,lii児の診療を行いました。福岡TIjの救患

センターの半数にとどまっています。

社会医療法人大成会福岡記念病院小児科

豊原病臣

(机|談役）豊原清臣；

ヒョンなことから福岡記念病院にお世話になっ

ています｡パートで、最近やっと少し病院になれ

てきました。
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こんにちは～病院小児科医局から

病院は時間外の急,'１Aや救急への対応をめざし

て、まずスタッフの充実とシフトの見直しから手

をつけているところです。小児科医は私を除いて

４名で、私自身は現場に入って働くには年をとり

過ぎているので、もっぱら相談役、ＰＲ役をひき

うけています。片山部長は個人的な理由から近々

退職予定のため、私が挨拶の音頭をとらせてもら

いました。スタッフの杵さん張りきって待機して

いますので、どうぞ病院を利用してください。開

業の先生方と、持ちつもたれつでやって行けたら

と思っています。

入局し、本年３月まで荒川区、足立区の地域医療

に取り組んできました。

興味がある分野は腎疾患であり、今後も携われ

ていけたらと思っています。

今|ﾛ]は故郷のある九州に戻ってまいりましたの

で、これからは福岡のこども達、そして親御さん

達の為に少しでも協力できたらと思います。

この場をお借りして御挨拶をさせて頂きます,，

今後、御迷惑をおかけしてしまうこともあるか

と)１Aいますが精一杯頑張りますので宜しくお願い

します。

三ツ井弘一

丹々会の皆様はじめまして。平成２５年４月よ

り福岡記念病院小児科でお'1t話になっております

三ツ井です。静岡県立こども病院で研修後、熊本

大学発達小児科、千葉県こども病院神経科を経て

入職致しました。福岡記念病院は病床数220床

(ICU５床）の総合病院ですが、多くの救急車を

受け入れており、毎朝、医局全体で多くの専門科

の先生方をまじえて救急`患者のカンファレンスが

行われ、活発に討論が行われています。小児科で

はあまりみられない疾患や外傷,患者も多く、また

新鮮な気持ちで勉強させていただいています。小

児科はこの４月よりスタッフのドクターが増えた

ばかりで、まだ患者数は多くありませんが、これ

から少しでも地域医療に貢献できますようがん

ばっていきたいと思っております。今後ともよろ

しくお願い致します。

遠藤久

６月２０日から福岡記念病院小児科に入職いた

しました遠藤久と申します。早速ですが、簡単に

自己紹介をさせていただきたいと思います。

私は、平成７年に山口大学医学部を卒業後、ｌｌｌ

ｕ大学小児科に入局いたしました。その後は大学

病院およびその関連施設にて勤務しておりまし

た。

本年３月末まで勤務していた萩市の萩TlT民病院

が山口県での最終勤務地です｡大学入学以来､ずっ

と山Ｕ県で暮らしておりましたが、元々は飯塚TIｊ

出身です。この度家族の事情等々もあり、約２５

年ぶりに福岡県に戻ってまいりました。これまで

福岡市に住んだことはありませんが、西新界隈に

は何度か来たことはありました。ただ、さすがに

四分の一世紀近く経ってしまうと昔の記憶は全然

役にたちません。特に海側はどこに何があるのや

ら、まだよくわかりません。

前任地の萩市は、周りを山に囲まれており、三

次医療機関への搬送の際には－時間以上かかるた

め、特に冬場は大変だったことがしばしばありま

した。萩と比べ、福岡市はケタ違いに小児科･が多

いですが、小児救急に関しては、やはり他地域同

様に大変だとうかがっております。

福岡市のこどもたちのために、お役にたてるよ

うがんばりたいとﾉ1Aいます。

瀬戸ロ良哉

４月から福岡記念病院の小児科で勤務をしてい

る瀬戸口と申します。

私は長崎県長崎市出身で、幼少時は父の仕事の

関係で市内や佐世保、島原、五島、大分等を転勤

で移り住み、高校までは長崎で暮らしておりまし

た。その後、上京してｌ１Ｈｆｌ１大学医学部に入学し学

生生活を送りました。卒業後は荒川区の東京女子

医科大学東医療センター（Ⅱ」：第二柄院）で卒後

研修を行い、研修終了後は同施設の小児科医局に
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こんにちは～病院小児科医局から

正信会水戸病院小児科

藤原 崇

当院は粕屋郡須恵町にある内科系の病院です。

急性期病床の他、障害者病床、療養病床、介護病

床など計163床で､さらにグループ内に老健施設、

訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、有

料老人ホーム等を有し、急性期から慢性期まで地

域に密着した医療・福祉を提供することを目標と

しています。

小児科は私一人で一般小児科外来、アレルギー

外来を中心に行っています。とくに目新しい変化

はありません。

昨年より､小児科医と語る会を開催しています。

地域の子育て中の方々に集まっていただいて、外

来での短い診療時間内ではなかなか聞けないこと

など、何でも聞いてください、お話いたします、

という会です。実|祭にやってみると、参加した人

の半分は病院の職員でした。その,二'１であがってき

た質問（悩み）は子育てに関するものが多く、本

来ならお母さん同士、悩みを語り合う中で自然に

解決策を見つけられるような問題かとＷつれまし

た。

そこで、職場の福祉活動の一環として、子育て

中の職員同士のコミュニケーションの場や機会の

提供、親子コミュニケーションのモデル学習がで

きるような親子参加型の活動などを提案し、子育

てしやすい職場環境の整備をアピールするのも一

計かなと思っています。

二Aにちは
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平成24年度レクレーション報告

丹々会ゴルフコンベで優勝して井上賢大郎
今年のゴルフコンペは１０月１４日福岡カンツからＨＤを取り上げられています。それに昨年夏

リー倶楽部（和白）で開催されました。この日はにぎっくり腰になりひどい腰痛に苦しみゴルフど

'４名が参加され、Ｗペリア方式による競技で７０ころではありませんでした。腰痛は知り合いの整

歳以上はゴールドマークからのプレーでした私形外科の先生に治療して頂き３～４カ月位でやつ

の同伴者は岡田象二郎、山下祐二、松本一郎の３と痛みが軽くなったので今年になって時々練習場

先生でしたが、天気は曇り、暑くも寒くもない良に行って練習を始めました｡実際にゴルフ場でプ

いゴルフ日和で､３先生との楽しい会話､キャデーレーしたのは７月の大博多ＣＣでの早朝会ゴル

さんの適切な指示で気持ち良くプレーすることがフ、２１回目は９月末の福岡市医師会ゴルフ大会で

できました“全員のプレーが終わってフロントでしたが、いずれもどうしてもスコアは１００を切れ

の集計結果が報告されましたがなんと私が優勝とません。しかし’８ホールを無事に廻れたことで

のこと、びつくI)しました。そして信じられない安心しましたので今年の丹々会ゴルフには参加し

気持ちでした。たいと早々に登録したところでした。

私のゴルフと言えば若い頃には熱中し、ＨＤｌ３この様な私自身の状態ですからいまだに優勝が

までになり、その頃の最良スコアは３７，３８（筑信じられません。これも同伴の３先生そしてキャ

紫野ＣＣ）でした。しかし次第に色々な役割を仰デーさんのお陰と感謝しています。これからもあ

せつかり、また歳をとってきましたのでゴルフをまり無理をせず、歳相応にプレーを楽しみたいと

する機会が少なくなり、最近ではついにゴルフ場思っています｡今後ともよろしくお願い致します｡

平成２４年度丹々会ゴルフコンベスコア

開催日：平成24年１０月１４日

場所：福岡カンツリー倶楽部（和白）

－５６－

●

位 氏名 Oｕｔ lｎ gross ＨＤＣＰ ＮＥＴ

優勝 井上賢太郎 5３ 4７ 1００ 26.4 7３６

準優勝 小舘三郎 4５ 4８ 9３ 16.8 7６２

３ 荒木速雄 5０ 4４ 9４ 168 772

４ 木元浩 5６ 5７ 113 34.8 78.2

５

５

岡田象二郎

松本 郎

5２

5１

5０

5１

102

１０２

2２８

228

７９．２

７９２

７ 松田健太郎 5４ 4７ 1０１ 21.6 79.4

８ 山下祐 5８ 5１ 1０９ 28.8 8０２

９ 岸営美 5２ 5５ 1０７ 25.2 81.8

1０ 進藤静生 5５ 5７ １１２ 22.8 892

1１ 松田健一郎 5３ 6１ 1１４ 2４ 9０

1２ 松本壽通 6６ 6５ １３１ 3６ 9５
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丹々会ボーリング大会２０１２報告井上秀一郎
２０１２年度の丹々会ボーリング大会はｌＯｋｌ２５アルコールも進む中、以下の先生がめでたく賞品

日（木）１９時３０分から、会員１２名が参加し、を獲得されました。（敬称略）

応援として進藤静生会長が観戦される中、早良区個人：優勝；丼上

西新パレスで行われました”２位；片山

高木誠一郎先生の始球式で熱戦開始。皆、笑顔３位；清松

で和気あいあいでしたが、名目ｎ分のスコアメー７位；安藤

クは真剣そのもの。ストレートで押す人、変化球ブービー；下村

を巧みに扱う先生、ピンがはじけ飛ばんばかりの 敢闘賞；宇梶

パワーボーリングの先生、各々が思い思いのスタチーム優勝；片山､宇梶､井上

イルで点数を重ねていきました。最終成績は別表ハイスコア賞；井上

の通りとなりましたが、今回、特記すべきは今年ロースコア賞；宇梶

の参加者中､紅一点である清松先生の３ゲーム目。この表彰式の途中、賞砧を獲得した面々を兄て

ＨＣなしで何と’６５という素晴らしい成績をﾛⅡき「あれ、同じチームの人が何個も賞品をもらって

出されました。惜しくもハイスコア賞は逃されまいるような…」というご指摘が。たまたまです

したが、この結果についての清松先生のコメントが、今回チームＡの片山先生、宇梶先生、私に賞

は「私、奥ゆかしいから…」とのことでした。品が集中してしまい、皆から「賞品泥棒チーム」

ロ頃の運動不足のためか、３ゲームも投げてとブーイングされてしまいました。私達が悪いわ

すつかり疲労困臓の参加者は、もう一つのお楽しけではないのですが、スイマセーン１

みである『運動後のビール』が待つ表彰・懇親会その後、お酒もほどよく入り、日頃の診療の事か

場の居酒屋へ移動｡進藤会長の乾杯で会は始まり、ら、それぞれの子育て話、この日に行われたこの

丹々会ボーリング大会
011H不同・敬称略） Ｈ､2410.25

－５８－

チーム 氏名 Ｈ・Ｃ lゲーム 2ゲーム 3ゲーム 合計
チーム

合計
個人

順位

Ａ

井上秀一郎

宇梶光大郎

片山邦弘、

119

8９

145

160

114

108

176

1０９

167

455

312

420

1187

優勝

優勝

１２位

２位

Ｂ

下村国寿

清松 美

安藤寛

1０

139

１０９

1０７

104

1０９

117

9７

１６５

146

340

413

370

１１２３

３位

11位

３位

７位

Ｃ

|Ⅱ下祐

中尾文也

松本 郎

1０３

138

138

136

140

１２６

115

120

134

354

398

398

1150

２位

１０位

４位

４位

，

高木誠一郎

中尾太

米倉順孝

113

132

111

113

1０７

115

147

126

135

373

365

361

1099

４位

６位

８位

９位
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年のプロ野球ドラフト会議の結果について等、話

は尽きず、最後はなぜか、各々がお気に入りのプ

ロ野球チームのファン気質についての話になり

｢阪神ファンは野球を知らない！」｢いや､巨人ファ

ンの方がひどい！」「ソフトバンクの応援の仕方

はバラバラみたいで格好悪いＩ」など、唾が飛び

交うほど熱い議論が交わされ、楽しい秋の夜長は

更けていきました。

爺後に、昨年までこのボーリング大会は某製薬

メーカーに受付や写真係、スコア管理などを協力

してもらっていましたが、時代の流れか、今年か

らその協力がなくなったため、担当理事の松本一

郎先ＬＩＺがこれらを全て一人でされていました。こ

んなに楽しい会ができたのも一重に松本先/liのお

かげです〔，ほんとにご苦労様でした。ありがとう

ございました｡

2０

－５９－
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麻雀大会優勝記 岡田象二郎

圧倒的勝利でした□

(その他内容についてはよく覚えていません）

私にこの記事を書く栄誉を与えて下さった小舘

先生はじめ、参加された諸先生方には厚く御礼申

４年ぶりに優勝し、優勝記を書くことになりま

した。

当日は1回戦こそ植木先生の後塵を拝したもの

の、その後はツキと豊富な練習量に物を言わせ、

宿敵小舘先生とは一度も顔を合わせることもなく し上げます。

(順不同．敬称略）平成２４年度丹々会麻雀大会 Ｈ24.11.13

【
‐
Ⅲ

－６０－

1回戦 ２１，１戦 ３回戦 合計 順位

植木 29600 15000 55400 40800 ＢＢ

岡田 9000 29700 55700 94400 優勝

小舘 １０９００ 5300 27800 22200 ２位

下村 500 7200 13900 7200 ３位

福井 26700 7500 28100 8900 ５位

松隈 16300 4500 4500 7300 ４位

松本 28100 11400 １５００ 41000 敢闘賞

安藤 10500 1600 16900 25800 ６位
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仁川旅行記 松本 郎

昨年の丹々会旅行は、２年に一回の韓国の仁川

(インチョン）小児科医会との国際交流にあわせ

て仁川旅行となった。２０１２年１０月６ロ（士）～

８日（体育の日）の間、丹々会会員より１９名と、

交流会初期より通訳・連絡などのお世話をして頂

いている、北九州小児科医会の全先生ご夫妻２名

の総勢２１名の参加となった。

sium）が開催されていた。先に到着しておられ

た青木真知子先生はChildhoodobesityを、植山

奈実先生はSickchilddaycaremanagementin

pediatricclinicを、また東京から参加された沼口

先生はChildabuseについて、すでに発表を終え

られていた（当然英語で)。仁川の先生のいじめ

の問題の発表が終了してウエルカムレセプション

が始まり、シンポジウム会場のまま円卓に豪華韓

同料理が並べられた｡食事終了後はお互いの会長

があいさつを交わし、その際に桐箱に入ったさぞ

かし有名な作家による作品なんだろうなと思える

高級お椀を各参加者に２個ずつ頂き、福岡からは

健診マニュアルを１０冊送らせていただいた。

１曰目

仁川空港に着くと、仁Ⅱ|小児科医会の先生方が

お出迎えに来られていた。広い空港からすぐにバ

スに乗り、宿泊するSheratonlncheonHotelの

講演会開場に直行・会場ではすでにシンポジウム

(2012Fukuoka・IncheonlnternationalSympo- その後二次会ということで仁川の先生方と一緒

Allllliiii面,Iｉ'⑫よし掌10■
出発前福岡空港にて シンポジウム会場にて進藤会長挨拶

シンポジウム後の懇親会 シンポジウム会場にて日韓交流

6１
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に総勢４０人くらいで、ホテルを|}}て徒歩５分の

距離にあるバーで交流を深めた。そこでアルコー

ルの勢いをかり、仁川の先生方と片言の英語でな

んとかコミュニケーションをとるも、先生方の名

前を覚えるのと名前の発音が難しくて苦労した

が、大変気さくに話ができて緊張感もほぐれた。

盛り上がってきたところで、そのバーにあるス

テージで、植山奈実先生の御主人で能楽師騨子太

鼓方である古谷潔氏と清松先生の太鼓によるパ

フォーマンスがあり、おおいに癖|)上がった。

北朝鮮からの亡命者が入ってこないようにとの椛

置のようで、緊張感が伝わってきた。江華烏では

最近建設されたと思われる近代的な建物の博物館

を見学した。日本人の博物館ガイドによる韓国の

建国についての解説で、韓国の成り立ちがよく理

解できたが、近代史の部分になると何となく韓|玉｜

よりの解説が耳についたのは私だけであったろう

か。

その後再びバスで移動し昼食。ウナギ料ＩｌＩ１で

あった。テーブルに乗りきれない程のいろいろな

キムチやチシャ（？）のⅢが並べてあり、真ん'１１

に焼き肉屋によくある火鉢がおいてあった。そこ

でウナギを焼いて食べる口最初に､つい先ほど切っ

たと思われるウナギのしっぽの部分のぶつ切りが

出てきて、それを熱い網に載せるとごによどにょ

と動くのはそうとう気持ち悪かったが、食べた。

２曰自

朝からバスにのり約1時間かけて北朝鮮と国境

が接している北部の江華（カンファ）島へ行った。

道中のバスから見える大きな111の川べ1)に延々と

鉄条網がひかれており、時折見張り台も見えた。

江華（カンファ）島博物館前にて

蕊

iｉｌＩｊｌ ＬＩ

IＩ

９込

I篭ＩilllI1LI)'■
昼食（ウナギの炭火焼）全員集合

－６２－
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食事後は運河を船で移動した。天気がよく、後

部の甲板に出て風を浴びていると昼からお酒を飲

んだせいか、気持ちよかった。運河なので両岸と

も非常によく整備されたおり、道路でサイクリン

グを楽しむ人がたくさんいてのどかな雰囲気だっ

たり

ビートに乗って恥ずかしさもわすれ一緒に輪に

なって踊った。また、仁111小児科医会の計らいに

より、同じステージ上で吉谷潔氏の太鼓の演奏が

前ロとまた違う形で披露された。韓国と日本の打

楽器の調べや7f色の違いに、双方のドクター達も

深い共鳴をうけた。

終点の船着場に到着すると、周Ullが見渡せるタ

ワーに案内され上った。タワーからは広大な土地

と干潟、彼方に見える高層ビル群、きれいに整備

された公園が見え韓国のパワーと余力を感じた。

夜は、韓|玉|と〒↑えばやはI)焼き肉。やっぱりず

らりと並んだキムチと一緒においしい焼き肉を11ｍ

いた。おiilliも入り、興に乗ってきたところで－気

飲み大会（？）が始まった。一言英語で挨拶をし

て、ちっちゃなコップもしくはお猪ｎでカンパー

イとやりながらビールもしくはマッコリをグイッ

と飲みほす､そして次の人への挨拶へ、と延々と

乾杯が続くフー|､lの量は少ないが、乾杯が次々と

続くのですぐによっぱらい、みんな気持ちよく

なっていた〕さらに移動して大カラオケ大会。上

さらにバスで移動し、古い倉庫街をリニューア

ルしたスタジオで韓国の古典芸能をアレンジした

踊りと音楽（サルムノリ）を楽しんだ｡５人で奏

でる太鼓による激しいビートとliilハ体の芯まで

青が響いて圧巻であった．妓後はみんなでその

竃

涜

、１

垂iiiIliiiiiili
ボートのデッキにて 仁111の夜

焼き肉店にて

－６３－
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手な（？）歌声にのってみんなで踊り、すばらし

い交流ができた。韓国の先生方のおもてなしとそ

の場の雰閉気で大いに盛り上がった。

ら怪しげな踊りを見ながらたくさんのおuに盛ら

れた食事を堪能した。－部先生は「アルコールは

ないのか」と注文を付けていたが、さすが精進料

理であり、アルコールは抜きだったハその後はバ

スで仁川空港に行き、仁Illは平日にも関わらず先

生方のお見送りを受け無11Ｊに帰ってきた。

３曰目

バスで１時間くらいかけてソウルに行った。仁

寺洞（インサドン）メインストリートにはギャラ

リー、伝統系のお土産屋さんやレストラン、お茶

屋さんなど、韓国の芸術や伝統を感じることので

きるお店がズラリとあり、それぞれショッピング

を楽しんだりお茶したりして過ごした。昼は仁寺

洞にある寺刹食（精進料理）の老舗、「山村（サ

ンチョン)」で精進料１１１１をいただいた。お寺の本

堂のような板張り広間にテーブルがならべてあ

り、そこで民族衣装をきた３人の厳粛な、なにや

総じて仁川の先生方の熱いおもてなしの数々に

圧倒され感激した。この||韓関係の微妙な時期に

交流を深めることは、いつもの学術と文化の交流

以上に意義があったと思う。再来年、今度は仁Ⅱ｜

の先生方が来福されるが、どのようなおもてなし

ができるか思案中である。最後に交流会初期より

韓国側との通訳・連絡などに貢献いただいた、北

九ﾘﾄ|小'''11科医会の金先生ご夫妻に感謝申し上げま

す。

曰韓両国のドクター集合

－６４－
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氏名青見裕子（あおみひろこ）

生年月日昭和36年５月24日

年齢５２歳

住所（医院）

福岡市南区向野1丁目19-271Ｆ

あおみ小児科医院

連絡先（医院）

TELO92-555-5016

FAXO92-555-5173

E-mailアドレス：

（医院）aomishonika＠vegaocnnejp

出身大学北海道大学

卒業年度昭和63年

経歴平成元年４月北海道大学医学部小児

科入局

平成６年５月国立療養所南福岡院小

児科勤務

平成７年12月同上退職

同年同月青見内科小児科医院勤

務

平成24年４月あおみ小児科医院開院

所属学会日本小児科学会

日本アレルギー学会

日本小児アレルギー学会

日本児童青年精神医学会

昨年４月に南区の向野1

丁目で開院いたしました吉

見裕子と申します。昨年３

月までは父が開院致しまし

たクリニックに勤務致して

おりました（父は一昨年に

他界し弟が院長となってお

りました)。

平成６年に福岡病院小児科に勤務させていただ

き、アレルギー疾,患、気管支喘息やアトピー性皮

膚炎ぃ食物アレルギー等を勉強させていただきま

した。北海道大学出身で知り合いの先生もおりま

せんでしたので、当時の松本脩三教授にご紹介い

ただきました柴田留美子先生を頼りに南福岡病院

に勤務させていただきました。多くの患者さんを

診きせていただき、西間三馨先生をはじめたくさ

んの先生方に教えを頂きましたことを心から感謝

いたしております□南福岡病院で勉強させて頂い

た後は、小児の心身症や児童精神科等を勉強した

いと思っておりましたが、平成７年12月に父が大

病をし、急邊実家を手伝うことになりました。そ

の後は実家の診療と家事に追われる日々となり、

医師会や丹々会への入会もお願いできずにいまし

たr，

一昨年３月に父が急逝し、傷心のままに日々に

追われていましたところに、昨年１月にクリニッ

クと実家が火事となり一時閉院する事態となり、

４月に慌ただしく開院の運びとなりました。

医師としてとりえもありませんが、自分の子育

てや闘病の経験を生かして接した患者さんや保護

者の方々が、少しでも心身が癒されることを願い

ながら、子供の成長の素晴らしさなども伝えてい

ければと思っております。今後ともご指導、ご鞭

捷の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。

はじめまして

鍋

二lfjii
－６５－



はじめまして～新入会

氏名関真人（せきまさと）

生年月日昭和35年８月24ｐ

年齢５２歳

住所（医院）

〒814-0123

福岡市城南区長尾２丁目７－２０

連絡先（医院）

TELO92-534-5111

FAXO92-534-5112

E-mail：masasekic)museocnnejp

医院名せき小児科・アレルギー科クリニック

出身大学九州大学医学部

卒業年度昭和62年

経歴昭和62年九州大学病院小児科

昭和63年福岡市立こども病院、九州

大学病院小児科

平成元年筑豊労災病院小児科

平成２年九州大学病院小児科

平成４年唐津赤十字病院小児科

平成５年国立福lHI中央病院小児科

平成７年大分県立病院新生児科

平成８年九州厚生年金病院小児科

平成11年浜の町病院小児科

平成12年国立病院機構九州医療セン

ター小児科

平成17年北九州市立医療センター新

生児科主任部長

平成20年済生会福岡総合病院小児科

主任部長

平成24年せき小児科・アレルギー科

クリニック開設

所属学会日本小児科学会

日本周産期新生児学会

日本未熟児新生児学会

このたびは伝統ある丹々

会への入会をお許しいただ

き、ありがとうございました。

私は昭和62年に九州大学

小児科に入局し、主に新生＝二一小児科に入局し、主に新生

￥､ｶﾞﾆｰｨi茎iiiiiii勲軌
医療を志す者も多くなく、若い時にしかできない

とか、将来つぶしが効かない等の意見も多かった

のですが、－番興味があＩ)やりがいを感じた分野

でしたので、迷わず選択しました。

学生時代の実習で一番感動したのが出産の場面

で、産科医療にもずっと興味がありましたので、

妊娠前から産科医との密な連携で新生児の予後の

改善を目指す周産期医療を目指してきました。現

大分県立病院の飯田先生と２人で九州医療セン

ターＮＩＣＵ開設に関わり、看護師の教育を始め、

今でも続いている毎朝の産科医とのミーティング

などのシステムを始めたＩ)しました｡開院当初は、

呼吸管理児のケアに２人で交代で２ケ月近く1｢|ま

り込んだりして体力的にも大変でしたが、有意義

な経験でした。大分県立病院､九州厚生年金病院、

北九州市立医療センターなどの基幹病院でも、新

生児外科や心臓外科疾患を含めて多岐な症例を経

験でき、個性あふれる優秀な同僚の先生達にも恵

まれ、幸せな臨床生活を送れました。

ＮＩＣＵ出身児の外来フォローアップをしている

なかで、こども達と外来で触れ合うことの楽しさ

も感じる様になり、体力的なことも含め開業を考

え始めました。済生会福岡総合病院で一般小児科一

を勉強し直す機会をいただき、平成24年10月に城

南区長尾にクリニックを開設しました。

開業医生活は、半年を過ぎたところですが、ま

だまだ勉強しなければいけないことも多いと感じ

ています。また、一人一人に限られた時間で、間

違いない適切な診療がおこなえているのかF1問し

ているところです。

多くの丹々会の先生方には、開業前からいろい

ろとお世話になりましたが、今後ともどうぞよろ

しくご指導お願いいたします．

－６６－



はじめまして～新入会

氏名權藤腱二郎（どんどうけんじろう）

生年月日昭和37年（1962年)１０月17日生

年齢５０歳

連絡先kenjirogondo＠maccom

勤務先ごんどう小児科クリニック

〒813-0044

福岡市東区干早４丁目ｌ５－ｌ２

ＴＨＥＬＩＮＤＯＳｌＦ

ＴＥＬ：092-673-3680

ＦＡＸ：092-673-3681

現住所〒815-0083

福岡市南区市崎1丁目５－１１

ＴＥＬ：092-522-9385

出身大学九州大学

卒業年度昭和63年

日本小児科学会専門医

日本小児神経学会専門医

経歴昭和63年（1988）５月

九州大学医学部附属病院医員(研修医）

平成元年（1989）１２月

福岡市立こども病院・感染症セン

ター（研修医）

平成２年（1990）６月

鹿児島市立病院

平成３年（1991）６月

九州大学医学部附属病院

平成７年（1995）９月

国立療養所西別府病院

平成８年（1996）６月

九州大学医学部附属病院

平成14年（2002）５月

北九州市立医療センター

平成17年（2005）４月

福岡市立こども病院・感染症セン

ター（小児神経科）

平成24年（2012）４月

ならざき小児科、久山療育園

平成25年（2013）４月

ごんどう小児科クリニック

現在に至る

所属学会等日本小児科学会（昭和63年～現在）

日本小児神経学会(平成２年～現在）

日本臨床神経生理学会（平成２年～

現在）

日本てんかん学会(平成８年～現在）

■東区干早に開業しました

「どんどう小児科クリニッ

ク」（平成25年４月１日開
：『,－、＿…＿"＿偽十一一一、＿

蕊゛院）の權藤健二郎です。こ

（のたびは丹々会に入会させ

て頂きありがとうございま

蕊謬す．昭和63年に九州大学を

卒業し九大小児科に入局、研修医終了後は小児神

経を担当し、小児てんかん、脳性麻痒、発達障害

などの診療に関わってきましたハ今度は一般小児

科クリニックとしての開業なのでこれまでの経験

を生かせる場面はあまりありません。これまで小

児神経領域の診療に専念してきましたので、小児

科全般の診療に関しては古い知識しか持っていな

いことが多く、イチから勉強し直しております．

１日も早く諸先輩方の診療レベルに追いつかなけ

ればと考えております。また現在休業中の妻も将

来的には何らかの形で一緒にやれたら良いが、と

考えております。皆様には今後ご迷惑をおかけす

ることも多々あるかと思いますが、どうぞよろし

くご指導くださいますようお願い申し上げます。

はじめまして

笈Ru

二lifji
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はじめまして～新入会

氏名木元美子（きもとよしこ）

生年月日昭和45年10月15日

年齢４２歳

医院住所〒811-0213

福岡市東区和白丘３TlEI22-53

医院名木元小児科医院

連絡先（医院）

TELO92-606-3100

FAXO92-606-3354

E-mailkimoto-ped＠ybbnejp

出身大学熊本大学

卒業年度平成７年

経歴平成７年熊本大学医学部小児科学教

室入局

平成８年熊本市民病院新生児セン

ター

平成９年熊本労災病院小児科

平成１０年人吉総合病院小児科

平成11年熊本中央病院小児科

平成15年福岡市立こども病院・感染

症センター

平成25年1月木元小児科医院

所属学会日本小児科学会

日本小児科医会

日本アレルギー学会

１１本小児アレルギー学会

Ｕ本小児心身医学会

平成25年１月に父親の

医院を継承しました、木元

美子と申します。

この度は伝統ある丹々会

に入会をお許しいただきあ

りがとうございます。

私が幼稚園の頃に、父は

開業しました。当時は開業医でも腰椎穿刺や腸重

積の整復をしていた話を聞き、時代の違いを感じ

ます。夜も飛び込みの,患者さんの診療で、食事の

途中に母親と慌ただしく隣の医院に飛んでいく姿

を見て、当時の私は「素'1行らしい父親だなあ」な

どと思い至るはずはなく、姉と視線を合わせ、鬼

の居ぬ問にテレビを楽しんだものです。厳しい父

親でしたので怒られるのが怖く、戻って来た時に

は何食わぬ顔をして食事を続けていました。当時

はリモコンなどという便利なものがなかったので

大変でした。

そんな私も、親の敷いたレールにしっかり乗せ

られ、両親の思惑通りに丹々会にまで辿り着いた

と思うと、感I慨一入であります。

熊本大学を卒業後は関連病院で研修し、平成１５

年より１０年間福岡市立こども病院でお世話になり

ました。感染症病棟を経て一般小児科外来を担当

させていただく事となり、ここでの経験は大変貴

重なものとなりました。ｌﾘIらかな診断名がつかな

い？？？な症例は一般小児科の担当になるのです

が、丹々会の先生方からご紹介いただいた大事な

iii者さん達でもあり、またこども病院の看板に傷

をつけないようにと、専門の先生に助けを借りな

がら何とか無事に過ごすことが出来ました。時に

は過剰な検査もあったかと思いますが、自由にさ

せていただいた福重淳一郎院長や青木知信副院長

には大変感謝しております。

開業医の良い点は専門に縛られず、自身の限界

まで診療ができることだと、最近気付きました。

私の医院に来てくれる可愛い子供達の為に、今後

は丹々会の先生方に教えを請いながら成長してい

きたいと思います。

はじめまして

妾Ｌ

二籍
－６８－



植山実先生御追`陣

植山実先生を偲んで

岸 営美

植山先生は昭和２４年３月に九大医学部付属医

専をご卒業にな')、昭和２５年に九ﾘﾄ|大学小児科

教室に入局されました。遠城寺宗徳教授のもとで

小児科医として研鑛を積まれて、昭和２８年５月

に山口赤十字病院小児科に赴任されました。その

後、昭和３３年９月に長崎県両彼杵郡大鳥町の大

島鉱業所病院に小児科医長として赴任され、昭和

３６年１０月に同大島ｿ両院を退職さオし、昭和３６年

１１月に小野田市立病院小児科医長として赴任さ

れました。昭和４０年３月に福岡市にて小児科医

院開業のために小野田市立病院をご退職になりま

した。

私と植l1l先生のご縁は先生が勤務されていた大

島鉱業所病院を退職されて、当時、隣の池烏鉱業

所病院に出張していた私が後任として赴任したこ

ろから始まったといえます．全く面識もない私に

当時の病院の事情についてお手紙などで詳しく教

えていただき、その後の診療に役立てさせていた

だきました。

先生が昭和４０年４月１９日に福岡市東区若宮に

て開業されると、，患者さんの信頼を集められご盛

業を続けらオしました。高度成長期を迎えた当時の

日本社会の中で飽食と運動不足になりがちな児童

の発育成長を日頃から憂慮されていました。昭和

４７年から若宮小学校の校医を引き受けられると

生活習慣病としての児童の肥満に着目されて、生

徒の健康面での研究調査を行われて市医師会誌に

数度にわたり論文を発表されて会員の啓蒙に尺〈
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されました。昭和５６年第一回県民健康展が開催

されると、小児科医会理事としてご活躍中の先生

は今までの調査研究に基づいて、その現状と対策

について詳しく市医師会誌（２２巻６号）に発表

されました。

昭和６３年３月２９日に肥満児の調査及び指導で

県医師会長賞、同年１２月１日には学校保健功労

者として市学校保健会表彰、平成３年１１月１９日

に県学校保健会長賞、平成７年２５日に母子衛生

家族計画事業功労者として県知事表彰を受けられ

ました。

一方で余暇には、昭和５４年の闘病を機にもと

もと書に趣味をお持ちの先生はＮＨＫの通信教育

を受けられ、第２代鶴雲先生にも師事されて書の

道を究められました。昭和６０年１０月には日本書

道協会主催による第８同総合書道展において金賞

を受賞され、それを契機に県、市医師会文化祭に

ほとんど毎年出展されました。昭和６２年１０月に

西日本美術展第１３回で優秀賞、第ｌ６１ｎ１、第１７

回には奨励賞を受賞され、｜両|展の推薦作家となら

れました。平成３年１月には福岡県医師会文化祭

で県医師会長賞、平成７年３月に努力賞、平成

22年１２月の市医師会文化祭では浅原鏡村の詩｢て

るてる坊主」で市医師会長賞を受賞されました。

８１歳を迎えて平成１９年１０月には植山暁石と

しての個展をギャラリービアンカにて開催されま

した。内容は良寛、北原白秋、金子みすず，菊田

一夫などの詩人の作品や島崎藤村、夏目漱石，武

者小路実篤などの作家諸氏の名文をロマンと詩情

にあふれた筆致で、愛をテーマに暹しさと優しさ

が表現された作品展でした。また、良寛を信奉さ

れていて良寛なじみの地新潟県川雲崎町を旅さ

れ、医師会誌に手記を綴られました。一方では相

撲の藤島部屋の若い力士を後援され、自宅に招く

など交流を深められました｡酒をこよなく愛され、

時には気心の知れた友人と中1Ⅱ|などにでかけられ

ました。私もその－人として観劇、野球観戦、中

洲などお付き合いさせていただきました．

ご家庭では玲子夫人の支えもありお二人のお子

様にめぐまれ、長女の由実さんは山口の良家へ嫁

がれ、現在は山陽小野田市文化会館の館長を務め

られています。次女の奈美さんは小児科医となら

れ、植山小児科を継承されておられますので後顧

の憂いはありません。月並みな言葉ですが、よく

学び、よく遊ぶことが先生の信条であったと想い

ます。ただ、数年前から体調が十分ではなく、詳

しくは存じ上げておらず、入院などのお知らせも

なくお見舞いもできておりませんのが気がかりで

した〕外出を控えられており、食事にもお誘いで

きず残念に思っていましたが、平成２４年５月２９

日に入院されたそうで、９月２９日病状が急変さ

れて８６年の生涯を閉じられました。

先生の小学生、中学生（旧制鞍手中）時代には

戦中戦後の激変期で教育は国家主義から民主主義

へ急変し､経済的にも大変な苦しい時期でしたが、

度々ご尊父と英彦山に登られ夏は納涼、冬はス

キーと楽しまれました。医学生時代にも友人たち

と英彦山登山をされ、ご来光を見ることができて

大変感激されたそうです｡きっと天国でも季節の

頃になると英彦山登山を楽しまれ、また、素晴ら

しい作品展を開かれ皆様を感服させていかれるこ

とでしょう。

私の院長室には先生より贈られた「楽遂」の書

が掛かっております。医師会の雑務で余裕のない

日々を過ごしていた私をみて贈って下さったので

はないかと思います。この精神をこれからも忠実

に守っていこうと思っております、永い問のご厚

誼ありがとうございました｡

どうか安らかにお眠りください。

合掌

道.』卓
｢■L=-11LP■ヨーー
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植山暁石作品集より

『我が道を行く」

武者小路実篤
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長野文子先生御追`棹

長野文子先生には平成24年１０月２１１，

９０歳でご逝去されました。

蕊に謹んで哀悼の意を表し、ご呉ﾈMをお祈りします。

ご略膝

生年月日：大正１１年３月８日

昭和18年９月

昭和19年１月

昭和21年４月

昭ｆ1131年１０月

平成３年１０月

帝国女子医学専門学校卒業

九州帝国大学医学部小児科学教室入局

三菱鉱業所新入炭鉱病院小児科勤務

中央区薬院にて長野産婦人科・小児科

西区徳永にて長野産婦人科・小児科ク

移転開院

L;｝・小児科医院開院

･小児科クリニック
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総会ilii告ロ

講演

｢平成24年小児科診療の経営に関する実態調査の

報告」

小児の医療を考える会

委員長高木誠一郎先生

平成２Ｓ年度

福岡地区小児科医会

〔丹々会〉総会

懇親会次第

ｌ）開会

２）会長挨拶

３）米寿・喜寿・古了希のお祝い

米寿：梅野達輔先上上

ｉｌＴ希：進藤Ｅ｢子先生

４）表彰会負顕彰

松本壽通先4三

内藤寿七郎賞受賞（平成24年６月）

井上資太郎先比

日本医師会長賞（平成24年ll1j）

「長年にわたり学校医としてその向上

発展に寄与」

寺澤健二郎先fli

福岡市教育委員会表彰（平成24年11月）

「永年に口る学校保健推進への功労(学

校医)」

５）宴会

新入会員紹介

（平成24年６月5111～平成25年６月１日）

青兄裕子先生

（平成24年６月５１｣入会）；

南|Ｚあおみ小児科医院

関真人先生

（平成24年12月４１]入会）；

城南区せき小児科・アレルギー科クリニック

日時：平成25年６月１日辻）１８：３０

場所：ホテルオークラ福岡

平成25年６月１日（土曜）ホテルオークラ福岡

｢チェルシー」において平成25年度福岡地灰小I,'[ｌ

科医会（丹々会）総会を開催した｡18時30分に開

会を宣言し、議長に高崎好生先生を選出した。会

員総数（平成25年６月１日現在)156名のうち出席

者数は45名､委任状は82通であり総会は成立した。

物故会員への黙祷､進藤静ＬＩﾐ会長の挨拶があった。

平成24年度の会務報告の後、第１２号議案を審

議、承認を受け､19時に閉会した。

次第総 会

１）開会

２）議長選出

３）物故会員への黙祷

会員植山実先'１２

平成24年９Ｈ２９ｐ享ｲ｢86歳

会員長野文子先生

平成24年１０月２日享年90歳

４）会長挨拶

５）報告

第１号報告：平成24年度会務報告

６）義案

第１号議案：平成24年度収支決算承認を求むる

の件

第２号議案：平成25年度予算案承認を求むるの

件

８）閉会

総会資料

第１号報告平成２４年度会務報告

1．会員総数１５Ｇ名（平成25年３月311]現在）

福岡ＴＩｊ：110名（東16、博多15、中央１６、南１８、

－７３－



城南11、早良20、西13)、筑紫：24名、粕屋：１６

名、糸島：６名

５.会長諮問委員会

ｌ）丹々会乳幼児保健委員会

委員長黒川美知子

委貝松本壽通、高崎好生、下村国寿、

進藤静生、松本正、稲光毅、

高岸智也、園田和孝、宇梶光大郎

担当理事青木真智子

内容：乳幼児健診マニュアル、母子手|限、乳幼

児健診票等の改訂。プレネイタルビジット事

業など乳幼児保健に関すること

２．会員異動（平成24年４月１日以降）

逝去退会；後藤元継先生(平成24年４月22ｐ）

植山実先生(平成24年９月29日）

長野文子先生(平成24年１０月２日）

入会；吉見裕子先生(平成24年６月５Ｈ）

関真人先生(平成24年１２月４日）

退会；小西裕Ｌｌｌ江先』|ﾐ(平成25年２月）

３．役員職務分掌

会長進藤静生

副会長松本］［

副会長稲光毅：医事調停

理事荒木速雄：庶務

理事黒川美知子：会計

理事高岸智也：学術

理事松本一郎：渉外・福祉､会報

理事育子真智子：小児保健

理事中尾太：出務・地域医療

監事下村国寿

監事元山HLTi1jt（福岡市医師会理事）

2）ＩＴ委員会

委員長詫間由一

委貝角田茂、高木誠一郎、葦俊一、

河野輝宏、假屋園秀彦、米倉順孝

オブザーバー進藤静生、松本正、稲光毅、

江里英俊

担当理事高岸智也

内容：電子レセプトなど会員ならびに丹々会業

務のＩＴ化に関すること。丹々会ホームペー

ジの管理。

丹々会市民向けホームページをＨ２4年ｌＯＨｌ

ｌ二|より公開した。

４．各支部会組織 ３）会報編集委員会

委員長松本一郎

委貝荒木速雄、植山奈実、高岸智也、

松田健一郎、宇梶光太郎

オブザーバー進藤静止、松本正

担当理事松本一郎

内容：丹々会会報の編集と発行。

４）小児の医療を考える会

委員長高木誠一郎

委貝梅野英輔、山口覚、詫間山一、

西尾健、中山英樹

オブザーバー進藤静生､松本正､稲光毅、

荒木速雄

担当理事中尾大

内容：開業小児科の医業経営と小児医療を取り
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東区 南里月美 深澤満

博多区 浦口龍夫 倉岡抄子

中央区 松尾誠 安藤寛蜂須賀裕美

南区 村上龍夫
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城南区 内Ⅲ智子
-と、
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早良区 高木誠一郎 松本 郎

西区 石神喜久 青木真智子

筑紫 柴田昌彦 廣出雄

粕屋 藤原崇 大坪庸子

糸島 山下祐 上、義治



総会竃i浩ロ

政の連携システムについて議題が出され、意

見交換を行った｡

３）福岡市会議員との懇談会（246/11）

有料．ワクチンの公費負担、ＢＣＧワクチンの

個別接種、小児生活習|貫病の健診について、

また病児保育事業における保険について要望

した。

４）福岡市役所こども未来局との懇談会

（2411/16）

丹々会からは、妊娠期からの養育支援のため

の産科医療機関と行政の連携システムについ

て、乳幼児健診における集団、個別健診のメ

リットとデメリットおよび今後の課題につい

て、ＢＣＧ個別接種について、乳児早期から

のワクチン接種開始に関する啓蒙方法につい

て議題が出され協議した□市からは母子保健

事業の報告､１０カ月健診の精密検査の報告方

式の変更について報告があった。

巻く諸問題への取り組み。２年に１度「小児

科診療所の経営実態調査」を実施。

5）国際交流委員会

委員長高崎好生

委員進藤静生、横山隆、松本正、

稲光毅、清松由美、青木真智子、

植山奈美、荒木速雄

担当理事松本一郎

内容：韓国仁川小児科医会との相互訪問事業を

２年毎に行っている。

平成24年10月６日～８日丹々会会員１６名

が仁川を訪問。

小児肥満（青木真智子先生)、病児保育（植

山奈実先生）の発表を行った｡

６理事会定例理事会１２回

内容は毎月「たんたんだより」にて広報。

7．総会（Ｈ246/2）於：ホテル日航福岡

出席者：総会49名（委任状78通)、懇親会47名｡

９．丹々会執行部と各支部役員との懇談会

（253/9）

役員と各支部の支部長・庶務28名参加で議題

は以下の通りに，

１）ＢＣＧの個別接種について

２）Ｈ２5年度予防接種委託契約の改訂について

３）妊婦対象ワクチンセミナーの案内

４）新こども病院の概要について

５）福岡市立こども病院移転後、福岡市西部地

区の小児二次医療について

～アンケート調査の結果を踏まえて～

６）各支部報告

８他団体との連絡会

ｌ）福岡地区産婦人科医会と福岡地区小児科医

会の懇親会（2411/l）

丹々会からは「プレママとプレパパワクチン

セミナー」の報告、丹々会市民向けホーム

ページの紹介、産婦人科|王会からは『子ども

虐待防止」福岡市モデル事業について、また

ＨＰＶワクチンについて議題が出された｡ま

た、出産前後子育て支援事業（ペリネータル

ビジット）の実施状況については両医会から

議題が提出され、意見交換を行った｡

２）北九Ｉ||地区小児科医会・福岡地区小児科医

会合同理事会および懇親会（249/8）

丹々会からは、地域における小児生活習'慣病

への取り組みや「プレママとプレパパのワク

チンセミナー」の報告、産婦人科繧医会からは

「北九州市小児救急ネットワーク」の紹介、

好娠期からの養育支援のための医療機関と行

１０．救急医療に関すること

１）福岡市急`患診療センター

平成24年度の予定総出務数（後からの増員枠

を除く）は354枠、実績総出務数は384枠。平

成25年度の予定総出務数（後からの増員枠を

除く）は297枠となっている。

応援医は秋元馨先生、女川裕司先生、東川

昌紀先生、假屋園秀彦先生、中尾太先生、
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松本一郎先生、中尾文也先生の７名。

深夜専任は丹々会から橋本信男先生、中尾

太先生。

2）急`患診療協力機関との懇談会（247/9）

市医役員、各専門医会会長および担当理事、

深夜専任医師、大学医局、コメディカルが出

席｡急患センターの診療状況･統計報告があっ

た。

３）勤務医会と丹々会役員との懇談会(25.4/１８）

勤務医会、大学医局からの急`患診療センター

運営に関連した要望事項を確認した。丹々会

からの要望と合わせ今後の運営に反映するよ

う医師会に申し入れを行うこととした。

４）福岡市急患診療運営協議会（248/l）

市医役員、各専門医会代表（理事）と行政担

当の協議。急`患センターの事業・予算決算報

告があった。

5）福岡市立こども病院の移転に関する小児２

次医療連絡協議会（254/25）

西部地区二次医療について浜の町病院小児科

の更なる充実を浜の町病院および九大小児科

に依頼した。

2．小児保健に関すること

ｌ）妊婦対象ワクチンセミナー（第１回）の開

催（Ｈ２4年5/26日)110名参加

２）丹々会市民向けホームページがIＴ委員会

のご尽力によりＨ２4年１０月に完成した。

３）医療機関等をグーグルマップで検索できる

ようになり、新しい医療情報を市民に面接伝

達できるようになった。乳幼児保健委員会で

は市民へのホームベージ周知のため広報チラ

シを作成し、各小児科クリニック、大学等関

係医療機関、勤務医会、急患センター等に配

布した｡現在アクセス数は6000を超えている。

４）医師会方式乳幼児健診票の改訂

福岡市の乳幼児健診票(４か月１０カ月1歳半）

改訂に伴い医師会方式乳幼児健診票（６カ月

～６歳児用）の改訂を行った。特に予防接種

欄は大幅な改訂を行った。１ヶ月健診票も産

婦人科と協議の上、改訂予定である。

５）乳幼児保健委員会報告

Ｈ24年度乳幼児保健委員会は４回開催され

た。（議題一覧は以下に記載）

①Ｈ245/2４

・ワクチンスケジュールに関しての保健所

への申し入れ

・生後２ヶ月のワクチンデビューについて

・福岡市小児生活習慣病検診の取り組みに

ついて

②Ｈ247/３１

．平成24年度妊婦対象ワクチンセミナーに

ついて

．「はじめてのママ・パパへ」パンフレッ

トの配布について

・医師会方式乳幼児健診票の改訂について

③Ｈ251／３

・乳幼児健診マニュアルの発刊部数について

.第２回妊婦対象セミナーについて

・医師会方式健診票改訂作業について

・産婦人科・小児科懇話会立ち上げについ

て

・性感染症予防のパンフレットについて

1２

１１．乳幼児健診の出務および看護学校講師に関

して

１）乳幼児健診：平成24年度は福岡市で341枠。

平成25年度は350枠の予定。

２）ポリオ予防接種:平成24年度は春季に60回□

秋以降は不活化ワクチンに移行したため出務

はなかった。

３）福岡市医師会看護専門学校講師：平成24年

度は計９名。看護高等課程准看護師科５名

（福井佳彦先生、藤川麻衣子先生、梁井信司

先生、植山奈実先生、秋元馨先生)。看護

専門課程看護師科４名（友田靖子先生、山口

覚先生、河野輝宏先生、金光博信先生)。

植山奈実先生が退任（任期終了)。

平成25年度から、仮屋園秀彦先生が就任予

定。

－７６－



i繼鶏f雪■

・学校心臓検診での肥満度測定後のフォ

ローについて

④Ｈ253/1４

・健診票改訂委員会

,416回（245/23）

一般演題：久留米大学病院におけるＭＲＳＡ感

染症アウトブレイクヘの対応

講師：日高秀信先生（久留米大学医学部感染

医学講座臨床感染医学部門助教）

特別講演：小児急性中耳炎の難治化の要因と治

療戦略

講師：渡邊浩先生（久留米大学感染医学講座

教授）

･417回（246/27）

一般演題：ＣＭＶ感染症診断の課題解決にむけ

た取り組み

講師：森永芳智先生（長崎大学大学院医粛薬

学総合研究科展開医療科学講座病態解

析・診断学分野助教）

特別講演：呼吸器感染症の検査と診断一最新の

話題も含めて

講師：柳原克紀先生（長崎大学大学院医歯薬

学総合研究科展開医療科学講座病態解

析・診断学分野長崎大学病院検査部准

教授）

･4181回Ｉ（247/25）

一般演題：家庭で暮らせない子どもの支援と子

どもシェルターのとりくみ

講師：小坂昌司先生旧弁連子どもの権利委

員会副委員長，福岡県弁護士会子どもの

権利委員会委員）

特別講演：住みたくなる街、元気な子どもが育

つ街づくり‐教育・研究を介した地域医

療の活性化

講師：是松聖悟先生（大分大学医学部地域医

療・小児科分野担当教授）

･419回（249/26）

一般演題：ベトナムニャンチャンにおける先

天性風疹症候群の経験

講師ユ本村秀樹先生（長崎大学病院小児科

助教）

特別講演：小児科冬の陣～インフルエンザ、

ＲＳウイルスいざ出陣

講師：森内浩幸先生（長崎大学病院小児科

１３．会員の親睦事業

１）勤務医会との納涼懇親ビアパーテイ：

ホテルオークラ福岡８０名（248/3）

２）ゴルフ大会：

福岡カンツリー倶楽部（和臼）

１２名（2410/14）

３）ボーリング大会：

西新パレスポール１２名（2410/25）

４）麻雀大会：

平和楼８名(2411/13）

５）忘年会：

ホテルオークラ福岡７０名（2412/15）

６）丹々会旅行：

韓国（仁川）仁)||小児科医会との国際交流

も合わせて行われた《－，

２４名参加（丹々会会員16名、2410/6～8）

１４．会員への広報活動

・たんたんだより：毎月１回発行理事会の報

告・協議事項や学会・講演会を掲載

・たんたんネット：24年度は18回発行

・丹々会会報第37号特集：専門性の高い開

業外来小児科

１５．学術講演会

．415回（244/25）

一般演題：ⅢPPV用ヘルメット型マスクを使

用した気管支喘息大発作の４カ月男児の

一例

講師：網本裕子先生（国立病院機構福岡病院

小児科）

特別講演：喘息治療の注意点

講師：小田嶋一博先生（国立病院機構福岡病

院副院長）

－７７－
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教授）

･420回（2410/24）

一般演題：当科における小児アトピー性皮膚炎

診療のポイント

講師：西江温子先生（国立病院機構福岡病

院皮膚科）

特別講演：「目からウロコ（？）の外用療法～

プロトピックの使い方と発汗異常」

講師：塩原哲夫先生（杵林大学医学部皮膚

科教授）

･421回（2411/28）

一般演題：「タンテ､ムマススクリーニングで発

見された中鎖アシルＣＯＡ脱水素酵素

（ＭＣＡＤ）欠損症の一例」

講師：後藤綾子先生（福岡大学筑紫病院

小児科）

特別講演：「タンデムマスを使用した新しい新

生児マススクリーニング」

講師：廣瀬伸一先生（福岡大学医学部

小児科学教室主任教授）

･422回（25/l/23）

一般演題：小児期Fabry病に対する酵素補充

療法の有効性

講師：石崎義人先生（九州大学医学部小児科

（成長発達分野)）

特別講演：「ファブリー病の診'新と治療」

講師：大橋十也先生（東京慈恵会医科大学

ＤＮＡ医学研究所）

･423回（25/2/27）

一般演題：４種混合ワクチン（DPT-IPV）：テ

トラビックについて

講師：園田展弘先生（一般財団法人阪大微

研研究会営業学術本部学術課）

特別講演：水痘ワクチンuniversalimmuniza-

tionの効果とわが国での導入に|h]けた試

み

講師：古川哲史先生（藤田保健衛生大学医学

部小児科学教授）

･424Ｎ（25/3/27）

一般演題針食物負荷試川験でアナフイラキシ－を

きたした一例

講師：小野倫太郎先生（独立行政法人国立病

院機構福岡病院小児科）

特別講減：小児喘息の適正診療～最新の話題

とともに～

講師：勝沼俊雄先生（東京慈恵会医科大学附

属第三病院小児科准教授）

ｉその他の主な報告

ｌ）松本壽通先生内藤壽七郎賞受章記念祝賀

会（246/16）

２）不活化ポリオワクチン導入（249/l）

３）第１回クロスキッズカンファレンス

（2410/26）

４）丹々会会員名簿改訂（2412）

５）丹々会「会員のしおり」改訂（251）

６）急`患センターにおいてＨ251/27～2/24期

間の士ロ祭日のＨ動・準夜帯にインフルエン

ザ事前検査を実施した』その結果待ち時間が

大||]６１に短縮された｡

1ｓ．

樋二三調旨

－７８－



会計報告■

平成２４年度決算報告及び平成２５年度予算案

会計：黒１１１美知子

平成２５年度予算案平成２４年度決算報告

[収入の部］

会費については、新入会員をＡ会員３名と予

想して算１１)しています。事業費では、今年度は本

来は|玉|際交流がないｲIﾐですが、Ｈ２２年度、韓'五|の

先生が来}Iされた際、丹々会から１２０万弱のｌＩＩ１余

をしていますので、その半額の予算として６０万

を計上しています。他は、ほぼ例年通りの予算と

なっております．

総会員数156名で、免除会員が２２名ですので、

この会員数で予算を立てております。

[収入の部］

前年度よ})の繰越金は4891,6041リでした。会

費収入は免除者２３名を除いた１５８名からで、う

ち新規入会者は２名です｡新入会ｌ字iの会費は半

期分となっています。諸会費収入は例ｲ|ﾐ通I)各会

の会費分です。事業費収入では、丹々会会報への

広告費は３２社から3111001]]の協ﾉﾉを得ました。

国際交流会費は日本小児科医会から演者に個人的

に交通費が支給されたのみでしたので会への収入

はありません。補助金収入はほぼ例年と'百I様の金

額でした。雑収入は預金利息および産婦人科長野

会長からの香典のお返しです。合filで15,495961

1Uとなっています。

[支出の部］

諸会費は、会員から徴収した会費を各会に納付

いたします。事業費では、今年度は国際交流と会

員名簿の作成がなく、予算の計上はありません。

それ以外の項卜Iについては例年と同様な額を『汁上

いたしております。

[支出の部］

諸会費は収入額と同額を各会に納付いたしまし

た。事業費は、ほぼ例年通りの動きです。昨年は

韓国との国際交流が催されました□１人約２万円

の補助および海外傷害保険、韓|玉|へのおｔ産等で

384375円を出金しています。丹々会学術講演会

は、ほぼ共催企業の後援が得られましたが、弁護

士の先生の講演に丹々会から謝礼を致しました。

昨年は名簿と栞の作成年度にあたっていましたの

で、261,450円の支出となっています。事業費以

外の項'三|も、２４年度はほぼ]争算とliil様の支Ｌｕと

なりました。繰越金としては5,1309461']が確保

できました。

－７９－



平成２４年度収支決算

００００0,000

２１０４（０００

１６８００００８００００

平成25年５月22日

平成24年度会計担当：黒川美知子

－８０－

収入の部

頂̄
、 目 24年度予算額 24年度決算額 摘要

（１）前年度繰越金 4,891,604 4,89L604

(2)会贄 4,170,000 4,095,000 会員数158名（免除23名）

丹々会会費 4080,000 4,035,000 134名×30000円十1名×15,00円

丹々会入会金 90,000 60,000 2名×30,000円

(3)諾会費’ L844,000 1,829,000

県小児科医会Ａｌ,296,000 1,284,000 107名×12,000円

Ｂ・Ｃｌ40,000 140,000 28名×5000円

小児保健研究会136000 135,000 135名×Ｌ０００円

九州小児科医会272,000 270,000 135名×2000円

(4)事業費２５０００００ 2,537,650

総会懇親会費500000 490,000 出席47名十当日欠席2名

忘年会会費500000 425,000 出席53名

勤務医会懇親会費’400,000 460,000 丹々会34名十当日欠席1名、勤務医会43名

国際 交 流会費 ０ ０

広告代 300,000 311,100 32社

レク会費 800,000 851,550

(5)補助費 2,104,000 2,112,000

二J
ぴじ｣、 患セン夕 1,680,000 1,680,000 福岡市医師会より

予防接種協力金 424,000 432,000 福岡市医師会より

(6)雑収入 2,000 30,707 利息等

合計 15,511,604 15,495961



三二旨G報告■

監査報告書

平成24年度福岡地区小児科医会（丹々会）収支決算書ならびに'帳簿や通帳などを精査したところ

すべてにおいて正確なることを認めます。

平成25年５月22日

編岡地区小児科医会（丹々会）

鴬)in:霜
－８１－

支出の部

項Ⅱ 24年度予算額 24年度決算額 摘要

(1)諾会費 L844,000 1,829,000

県小児科医会Ａ会員 L296,000 1,284,000 107名×１２０００円

Ｂ・Ｃ会員 140,000 140000 23名×5000円

小児保健研究会 136,000 135,000 135名×Ｌ０００円

九州小児科医会 272,000 270000 135名×2000円

(2)事業費 9,534,000 7842950

総会懇親会 720,000 630,672

忘年会 720,000 496,314

勤務医会懇親会 600,000 583200

各種会議・渉外費 1,000,000 976.623 会場費、各種会議費可会長・庶務出務費など

国際
－ユーー

父 流費 600,000 384.375

会長諮問委員会費 800,000 354,663 乳幼児保健委員会など

レク費 1,200,000 942.675 旅行など各種レクレーション補助金

丹々会学術講演会 300,000 20000 講師交通費、資料印刷費など

たんたん便1）・会報 2,000,000 1,889,553 たんたん便り・会報・ＨＰ管理・掲載費用

会員名簿・栞 270000 261,450

カンファランス協力金 3()0，０００ 300,000 九大・福人・こども病院

医局謝礼 lOOOOO 1００，０００ 九大・福大

理事車代 924000 903.425 理事会１２回

(3)事務通信費 400,000 239,598 Ｆ
、

不ツ ﾄ、郵便代等

(4)理事通信費 66000 66,000 00円×１１人

(5)慶弔費・祝い余

(6)雑贄

300,000

1０，０００

364,986

22,481 コピー代、名刺代等

(7)子備費

(8)次年度繰越金

３．３５7,604

０

０

5130,946

合計 l5Q51L604 15,495,961



平成２５年度予算案

－８２－

収入の部

￣j直一L]￣lZIIFi豆決算額lz5IFi蔓予算額-J~斎 要

(1)前年度繰越金

(2)会 費

4,891,604

4,095,000

5,130946

4,230,000 会員数（156+3）名（免除22名）

丹々会会費

丹々会入会金

(3)諾会費

4,035,000

60,000

L829,000

4,140,000

90.000

1,859,000

(134+3）名×3０,0０0円

3名（Ａ会員）×30,000円

県小児科医会Ａ会員 1,284,000 1,308,000 (106+3）名×12,000円

Ｂ・Ｃ会員140,000 140000 28名×5000円

小児保健研究会135,000

九)|｜小児科 会 270,000

137,000

274,000

(134+3）名×１０００円

(134+3）名×2,000円

(4)事業費 2,537,650 2,500,000

総会懇親会費’ 490,000

忘年会会萱425000

勤務医会懇親会費’460000

500,000

500000

400,000

１００００円×50名

１００００円×50名

匡｜際交流会費 ０ ０

広告代 311,100 300,000

レク会費 851,550 800000

(5)補助費

全当
ひじ｣、 患セン夕

2,112,000

1,680,000

2,112.000

1,680,000 福岡市医師会よ'）

予防接種協力金 432,000 432,000 福岡市医師会より

(6)雑収入 30,707 ０

計ﾉ△－
口 15,495,961 15,831946



会居G報告■

００００

－８３－

支出の部

項目 24年度決算額 25年度予算額 摘要

(1)諾会費 1,829,000 1,859,000

県小児科医会Ａ会員 1,284,000 L308,000 会員数159名（免除22名）

Ｂ・Ｃ会員 140,000 140.000 28名×5000円

小児保健研究会 135,000 137.000 137名×１０００円

九州小児科医会 270,000 274,000 137名×2000円

(2)事業費 7,842,950 9264,000

総会懇親会 630,672 7２００００ 60名×12,000円

忘年会 496,314 720,000 60名×12,000円

勤務医会懇親会 583,200 600,000

各種会議・渉外費 976,623 1,000,000 会場費、各種会議費用

国際交流費 384,375 600,000

会長諮問委員会費 354,663 800,000 乳幼児保健委員会など

レク贄 942,675 1,200,000 各種レクレーション費用

丹々会学術講演会 20,000 300,000 会場費、講師謝礼

たんたん便り・会報 1,889,553 2,000,000 たんたん便り・会報・ＨＰ管理

会員名簿 261,450 ０

カンファランス協力金 300,000 300,000 九大・福大・こども病院

医局謝礼 100,000 100,000 九大・福大

理事車代 903,425 924,000 7,000円×12回×１１人

(3)事務通信費 239,598 400,000

(4)理事通信費 66,000 6６，０００ 6000円×１１人

(5)慶弔費・祝い金 364,986 300,000

(6)雑費 22,481 10,000

(7)予備費 ０ 3,932946

(8)次年度繰越金 5,130,946 ０

合計 15,495,961 15,831,946



=研究会・勉強会のご案内

丹々会学術講演会

８月、１２月を除く毎月第４水曜日にソラリア西鉄ホテルで開催しています。日本小児科学会専門医

資格更新のための研修集会の承認基準および研修単位基準（2011）に従いまして開始時間は１９時また
は１９時１５分からで演題は２演題です。

<定例講演会〉

第４１９回平成24年９月２６日

演題ｌ：ベトナムニャンチャンにおける先天`性風疹症候群の経験

演者：本村秀樹先生（長崎大学病院小児科助教）

演題２：小児科冬の陣～インフルエンザＲＳウイルスいざ出陣

演者：森内浩幸先生（長崎大学病院小児科教授）

第４２０回平成24年１０月２４日

演題ｌ：当科における小児アトピー性皮膚炎診療のポイント

演者：西江温子先生（国立病院機構福岡病院皮膚科）

演題２：目からウロコ（？）の外用療法～プロトピックの使い方と発汗異常～

演者：塩原哲夫先生（杏林大学皮膚科教授）

第４２１回平成24年１１月２８日

演題１：タンデムマススクリーニングで発見された中鎖アシルＣＯＡ脱水素酵素（ＭＣ

の－例

演者：後藤綾子先生（福岡大学筑紫病院小児科）

演題２：タンデムマススクリーニングを使用した新しい新生児マススクiノーニング

演者：廣瀬伸一先生（福岡大学医学部小児科教授）

第４２２回平成２５年１月２３日

演題ｌ：小児期Fabry病に対する酵素補充療法の有効性

漬者：石崎義人先生（九州大学医学部小児科（成長発達分野)）

演題２：ファブリー病の診断と治療

演者：大橋十也先生（東京慈恵会医科大学ＤＮＡ医学研究所）

第423回平成２５年２月２７日

演題１：４種混合ワクチン（DPT-IPV）：テトラビックについて

演者：園田展弘先生（一般財団法人阪大微生物病研究会営業学術本部学術課）

演題２：水痘ワクチンuniversalimmunizatlonの効果と我が国での導入に向けた試み

演者：吉川哲史先生（藤田保健衛生大学医学部小児科学教授）

第４２４回平成２５年３月２７日

演題ｌ：食物負荷試験でアナフイラキシーショックをきたした一例

演者：小野倫太郎先生（国立病院機構福岡病院小児科）

演題２：小児喘息の適正治療～最新の話題とともに

演者：勝沼俊雄先生（東京慈恵会大学附属第三病院小児科准教授）

第４２５回平成２５年４月２４日

演題１：不治化ポリオワクチンの円滑な導入のための臨床研究

漬者：進藤静生先生（しんどう小児科医院院長）

演題２：ポリオとそのワクチンの変遷から今後の予防接種を考える

演者：中野貴司先生（111崎医科大学小児科教授）

(ＭＣＡＤ） 欠損症

－８４－



研究会・勉強会のご案内＝

第４２６回平成２５年５月２３日

演題１１気管支喘息,患者における呼気一酸化窒素濃度測定の意義一コンブライアンス・アドヒアラ

ンスの指標として－

１寅者：網本裕子先生（国立病院機構福岡病院小児科）

演題２：HTLV-l母子感染予報について－産科医、小児科医団保健師、行政が協力して行う母子感

染予防事業－

漬者：齋藤滋先生（富山大学医学薬学研究部産婦人科教授）

第４２７回平成２５年６月２６日

演題ｌ：ＨＰＶワクチン～子宮頸がん予防の観点から～

演者：近藤一成先生（ＮＴＴ東日本関東病院産婦人科）

演題２：小児アレルギー疾,患の変化と治療・管理－３０年間の西日本疫学調査から－

１寅者：西間三馨先生（福岡女学院看護大学学長）

第４２８回平成２５年７月２４日

演題１：小児腸管感染症の実態と治療の考え方

演者：青木知信先生（福岡市立こども病院副院長）

演題２：小児気道感染症の治療

演者：田島剛先生（博慈会記念総合病院）

<その他の共催講演会〉

｢子どもの虐待からみた思春期」～いま、小児科医に求められるもの～

平成２５年１月１８日アクロス福岡６０６会議室

演題ｌ：「アタッチメント障害の診断とケア」

演者：藤林武史先生（福岡市こども総合相談センター所長）

演題２：「子どもの虐待からみた思春期の子どもたち」

演者：相澤仁先生（国立武蔵野学院院長）

ワクチン学術講演会

平成２５年３月７日西鉄グランドホテル２階プレジール

演題ｌ：「子宮頸がん予防の両輪：ワクチンと検診」

漬者：小林裕明先生（九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学准教授）

演題２：「生後１年以内に接種すべきワクチン」

漬者：森雅亮先生（横浜私立大学附属市民総合医療センター）

プレママ、ママとプレパパのワクチンセミナー

平成２５年５月１８日天神エルガーラホール７階多目的ホール

演題１：「小児科の上手なかかりかた」

演者：黒川美知子先生（〈ろかわみちこ小児科クリニック院長）

演題２：「１歳までのワクチンスケジュール」

漬者：宮崎千明先生（福岡市西部療育センターセンター長）

－８５－



九州外来小児科学研究会

下村国寿

平成２４年度は第l31pl1九州外来小児科学研究会が平成２３年１２月２日（１０時～１５時３０分）に福岡

市の九州大学医学部百年講堂で、第１４回九州外来小児科学研究会が24年３月２４日（９時～１４時）に

長崎市の長崎大学医学部良順会館で行われた。

第l31TT1では、特別講演ｌ「自然免疫機構とその欠損による原発性免疫不全症候群」を九州大学医学

部小児科准教授の高ｍ英俊先生に話してもらった逆］難しいと思われたIL1然免疫機構の内容を開業医にも

解りやすく講演していただいた。開業医が診療の中で疑問に思っていた点が多かったためか、質疑応答

もきわめて活発で有意義な講演であった。特別講演２「早い！簡単！きれい１月からうろこの外傷治

療」を健和会大手町病院形成外科部長の石井義輝先生に話してもらった。最近、大きく変わってきた傷

の手当てについて、基礎から臨床まで解りやすく、明日からの診療に役立つように包括的に講演しても

らい、頭の中がきれいに整理された,今回からの新しい企Ulliとしてコメデイカルカンファランスを行っ

た。コメデイカルだけのミーティングで、数人づつの小グループに分かれ、いろいろなテーマについて

話し合った。お互いのクリニックの心配事、実践している事等をざっくばらんに話すことでお互いにメ

リットを持ち帰る試みであったが、初回にしては上出来であった。一般演題６題も臨床にＨ１]した素晴ら

しい発表であった。

第１４回では、特別講演ｌ「炎症と凝llkl-臨床に役立つ、液凝|亘|異常の知識」を長'１１奇大学医学部小児

科講師の岡田雅彦先生に話してもらった。久しぶりに聞く凝固系の話しであったが、良く理解できた。

特別講演２「自閉症スペクトラム障害の早期療育とその効果」を長崎県立こども医療福祉センター長の

松坂哲應先生に話してもらった。発達障害に関しての最近の知見を交えて開業医の関わりに等ついて話

してもらった。コメディカルミーティングも行われた。また７題の一般講演があり、その中で溶連菌感

染症後の急性腎炎の多発が発表され、まだまだ腎炎の流行は捨て置けないなと感じた。

－８６－



研究会・勉強会のご案内＝

福岡外来小児科学研究会

山下祐

第２２回曰本外来小児科学会年次集会（横浜ｓ/２５．ｓ/２Ｓ）の報告会。

１１時：９月２９日（土）１５：３０～１８：００

場所：アステラス製薬株式会社

博多座・Vti銀再開発ビル１３階第２会議室

参加費：無料

【プログラム】

１５：３０～１５：４０

製品紹介アステラス製薬株式会社

１５：４０～１５：４５

福岡外来小児科学研究会会長挨拶下村’五|寿

１５：４５～１６：４５

新しい創傷治療（特別講演③）山下祐二

１６：４５～１７：００

インターネットを利用した小児科診療所におけるインシデント全国調査（ＭＴＥ①）稲光毅

１７：００～１７：１５

下気道感染旅乳幼児の上ｌ１ｌｌｌ頭から検１１)さｵした肺炎球菌とインフルエンザ菌の疫学（ＭＴＥ⑤）

進藤静生

一小児肺炎球菌ワクチンの集団免疫と抗菌薬感受性におけるインパクト－

１７：１５～１７：３０

夜尿症診療の実際（ランチョンセミナー⑬）高崎好雄

１７：３０～１８：００

隣の小児科の喘息診療が知りたい！（WS-B17）深澤満

－８７－



西部小児科臨床懇話会

西部小児科臨床懇話会は昭和52年の発足から36年が経過し、平成25年６月までに433回の講演会を開

催しました。現在の会員数は84名で、福岡市内はもとより市外からも大勢の先生方が参加されていま

す。開催日時は毎月第２水曜日の19時20分、会場は松本小児科３階会議室ですに，また、講演会終了後に

会場近くの店で懇親会を行っています。懇親会の場所探しも世話人の大事な仕事です．前任の青木真智

子先生に教えていただいた店のほかに何処かいい所はないかと、週末にはしばしば西新界隈を散策して

います。平成25年度の世話人を担当していますので、入会を希望される方はご連絡ください。翌月から

ＦＡＸで開催案内をお送りします。懇親会のみの参加も大歓迎です。

平成25年度世話人

伊都こどもクリニック山口覚

「日本脳炎の最近の動向について』

長崎大学熱帯医学研究所副所長森田公一先生

『丹々会の乳幼児健診活動~そのあゆみとこれから－」

松本小児科医院理事長松本壽通先生

『子どもたちをワクチンで予防できる疾患から守るために

－日本小児科学会推奨の予防接種スケジュールー」

新潟大学大学院医歯学総合研究科･小児科学分野

教授齋藤昭彦先生

『食物アレルギーヘのアプローチ～ガイドライン2012をふまえて～」

国立病院機構福岡病院小児科柴田瑠美子先生

｢小児感染症の治療戦略一最近の話題一』

111崎医科大学小児科主任教授尾内_信先生

『びっくり症例報告ｊ

西部小児科臨床懇話会

青木真智子先生、横山隆人先生、木本浩一先生、

松田健太郎先生

『小児肥満・メタボリックシンドローム診療の実際』

東京都立広尾病院小児科部長原光彦先生

『小児の救命処置ｊ

福岡市立こども病院・感染症センター

麻酔科科長水野圭一郎先生

『太宰府天満宮の歴史と自然

～道真公の太宰府での病状の考察も踏まえて～」

太宰府天満宮権宮司西高辻信宏様

『佐賀県における自閉症スペクトラム障害の早期発見・早期支援』

九州大学専門職大学院人間環境学府実践臨床心理学専攻

教授黒木俊秀先生

大分こども発達支援センター三ヶ田智弘先生

『聖マリア病院における細菌性髄膜炎のまとめｊ

横山'１､児科医院院長横山隆人先生

『「発達障害」の視点から見直す子ども・親子・社会ｊ

北九州市立総合療育センター副所長河野義恭先生

第422回平成24年７月11日

第423回平成24年８月８日

第424回平成24年９月１２日

第425回平成24年１０月１０日

第4261ｍ平成24年11月14日

第427同平成24年12月１２日

第428回平成25年１月９日

第429回平成25年２月１３日

第430回平成25年３月13日

第431回平成25年４月１０日

第432回平成25年５月８日

第433回平成25年６月１２日

－８８－



研究会・勉強会のご案内＝

福岡東部地区小児科医会

会長は大塚純一（古賀市)。会長と、坂本博文（東区)、前田泰史（東区)、森安真文（東区)、松永伸

二（福津市)、旭隆宏（会計：宗像市）および中山（事務局：福岡東医療センター）が世話人として

年に２回世話人会を開催して、講演会の内容や会の運営を協議しています。

８月と１２月を除く毎月１回、福岡東医療センターで講演会を開催しています。今年に入って３５０回

以上の開催回数となり、毎回30-40名の参加によて活発な質疑応答があります。１月と７月は博多駅

そばのホテルで、１月は特別講演会十新年会、７月は会員症例検討会十納涼会を行って、会員相互の

親睦を深めています。福岡東医療センターで開催するときは、特別講演の前に、開業医の先生から福

岡東医療センターへご紹介された症例の中から興味深い症例を毎回呈示しています。昨年度の講演内

容を表にまとめました。

ご意見、ご要望などございましたら、事務局までご遠慮なくお知らせ下さい。今後ともどうぞよろし

くお願い申し上げます。

事務局：中山秀樹

（福岡東医療センター：nakayamahi⑫fukuokae2hospgojp）

福岡東部地区小児科医会：平成２４年度講演内容

１

回
川
Ｉ 演者の所属場所 演者 講演タイトル

1渓)ｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多会員 症例検討会

(夢:)東医療ｾﾝﾀｰ原正文久恒病院院長上感謝赫三鱗

(縦１束医療…‐白暁鵬麟恢一医療中国語講座

IrWI1東医療ｾﾝﾀｰ宮崎千明西部療育センター予防接種の鍬情報～新しいワクチンを中心に

,iih1ｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多大賀正一九州大学小児科感染症と貧血
プライマリーケアにおける夜尿症

診'折／治療の進め方(霊)福岡東医療ｾﾝﾀｰ津留徳秀二|秀

(認)福岡東医療ｾﾝﾀｰ手塚ル郎霞鰹ﾝｸﾞー
小児アレルギー疾患Up-To-Date
～ガイドライン改定と残された問題点～

I褐,福岡東医療センター土居岳彦霞鰈ﾝター 免疫不全症をうたがうとき

小児のメタポリックシンドローム

その現状と効果的介入について(謡)福岡東医療ｾﾝﾀｰ山本幸代産業医科大学

i:索)福岡東医療…‐山□孝則琶蝿院
小児泌尿器疾患における最近の動

向

－８９－



＝研究会・勉強会のご案内

福岡南地区小児科カンファランス

国立病院機構福岡病院では患者さんをご紹介いただいている地域の先生方との勉強会として、福岡南

地区小児科カンファランスを行ってきました。年に２回の開催でしたが、お蔭様で、２０１２年９月ｌｌＨ

にはｌ５ｍｌを迎えることができました。これを記念して、ホテルオークラで記念の講演会を開かせてい

ただきました。これまでは、主に当院の医師が交秤で何かお話をさせて頂き、また、ご紹介いただきま

した症例からｌ～２題を症例検討として討論させていただいてまいりましたが、１５回目は「小児呼吸

器感染症の画像診断」として国立成育医療研究センター呼吸器科医長川崎_輝先生に「小児呼吸

器感染症の画像診断」というテーマでご講演頂きました。丹々会の先生方にもご参加頂けましたことを

御礼申し上げます。なお１６回は症例検討とミニレクチュアｌ、「当院における小児睡眠時無呼吸症候群

の検査」福岡病院小児科田場直彦、「小児睡眠時無呼吸症候群についての耳鼻l1Uj喉科からみた手術の適

応など」福岡病院耳鼻咽喉科押川千恵先生で４月９日に行いました。１７回は２５年１０月８日（火）１９：

３０～２１：00でミニレクチャーは「小児でよくみる間違えやすい皮膚疾患」として当院皮膚科西江温

子先生を予定しています。

文責：小田|鴫博

－９０－



【その他】

ｌ）１０月理事会；ｌＯＨ２ｐ(lﾉ(（）１９:３０

福岡市医師会館第２会議室li三'u'三"h｡逼狽⑪仇 仇 狙 2T2号

平成２４年９月

福岡地区小児科医会学術講演会のご案内
平成24年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第Ｇ回理事会

（平成24年９月４日㈹）
I、第４１９回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：９月２６，（水）１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「ベトナムニャンチャンにおける

先天性風疹症候群の経験」

講師:本村秀樹先生(長１１１奇大学病院小児科助教）

特別講演：「小児科冬の陣～インフルエンザ、

ＲＳウイルスいざ出陣」

講師:森内浩幸先生(長崎大学病院小児科教授）

座長：進藤静生先生（しんどう小児科医院

院長）

出席者

峨松本正ｉｌ胱淋黒||｜高岸松本一Hll青木IlI尾下'１１兀1１

【報告事項】

ｌ）医事調停委員会（8/１７）

腸重積の手術例について、診断の遅延に対して

日医：医師賠償保険として有責の判断がなされ

た。

２）九州学校保健学会（8/１９）

竹下研三会長のもと九大百年講堂で開催され

た。

３）日本外来小児科学会（8/２４～２６）

横浜で開催された。

４）不活化ポリオワクチンの講習会（8/28）

医師会館で開催された。

Ⅱ第４２０回福岡地区小児科医会学術講演会

Ｈ時：１０月２４日㈹１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「当科における小児アトピー性皮膚

炎診療のポイント」

講師：西江温子（にしえはるこ）先生（国立病

院機構福岡病院皮膚科）

特別講演：「目からウロコ（？）の外用療法～

プロトピックの使い方と発汗異常」

講師：塩原哲夫先生（杏林大学医学部皮膚科

教授）

廃長：荒木速雄先生（荒木小児科医院院長）

【協議事項】

ｌ）長野文子先生より退会の申し出があり了承さ

れた。

２）アンケート結果より急`患センター医薬品集改

訂に関して協議した。

３）平成２４年度健やか親子フォーラム「福岡県

母子保健大会」における功労者表彰に笠原郁子

先生と諸岡達也先生を推薦した。

４）北九州小児科医会との合同理事会（9/4）の

議題決めについて協議した。

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜日、参加白山）

場所：北病棟６階カンファレンスルーム

Ｕ時：９月１１｝Ｍ）１９：００～２０：００

演題：小児診療スキルアップセミナー

「初心者から抜け出す小児心エコー

－実践編一」

moderator：山村健一郎先生

【委員会報告】

１）丹々会第１回国際交流委員会（9/4）

福岡・仁川小児シンポジウム（１０/６～８）のス

ケジュール、演題について検討した．

－９１－



speakers：永田弾先生

山村健一郎先生

日時：１０月９日（火）１９：００～２０：００

演題：小児診療スキルアップセミナー

「母体自己免疫性疾,想の新生児への影響」

moderator：落合正行先生

speakers：市山正子先生

松永友佳先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

から守るために

～l]本小児科学会推奨の予防接種スケ

ジュール～

講師：齋藤昭彦先生（新潟大学大学院医歯学

総合研究科小児科学分野教授）

第４２５回西部小児科臨床懇話会

日時；１０月１０日（水）１９：３０～

場所：松本小児科３Ｆホール

演題：食物アレルギーへのアプローチ～ガイ

ドライン２０１２をふまえて～

講師：柴１１１瑠美子先生（国立病院機構編岡病

院小児科）

◎問い合わせ先：

青木内科壜循環器科小児科クリニック

青木真智子先生

２）こども病院カンファレンス

（毎月第３火曜日、参加日111、ｌ１医生涯教育単

位ｌ単位）

日時：９月１８日（火）１９:００～２０:３０

演題ｌ：小児における腹腔鏡下鼠径へルニア根

治術（LPＥＣ法）について

演者：高橋由紀子先生（小児外科）

演題２：放射線と医療被ばく

演者：111村暢子先生（放射線科）

◎問い合わせ先：

こども病院医局（092-713-3105）

５）福大小児科クリニカルカンファレンス

９月は休会です。

お知らせ

３）第３４９回福岡東部地区小児科医会

日時：１０月４日（木）１９１５～

場所：福岡東医療センター２階会議室

演題ｌ：当科での食物アレルギー診療

演者：増本夏子先生（福岡東医療センター小

児科）

演題２：医療中国語講座

演者：白暁鵬（はくぎようほう）先生

（北九州市立小倉医療センター）

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生（事務局）

l）Hib、肺炎球菌、ロタウイルスワクチンの接

種に伴い４か月健診・ＢＣＧの日程の変更が必

要な場合、ＢＣＧ接種のみの日程変更も可能で

す。この場合事前に保健所に連絡し、原則とし

て所轄の保健所で受けられるようにご指導下

さい。尚、南保健所健康課の電話番号が559‐

5116→559-5119に変更になりました。

２）第１１１１|クロスキッズカンファレンス

日時：１０月２６１｣（金）１９:１５～２１:００

場所：福岡赤十字病院４Ｆ大会議室

テーマ：１乳幼児早期の体重増加不良

２．アレルギー性紫斑病どう治療す

るか

３マイコプラズマ感染症について

４当科における救急搬送患者のまと

め

４）第４２４回西部小児科臨床懇話会

日時；９月１２日（水）１９：３０～

場所：松本小児科３Ｆホール

演題：子どもたちをワクチンで予防できる疾,憩

－９２－



ムベージを新たに作成し公開した。
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_二

【お知らせ】

会員の栞を改訂しますのでご意見がありましたら

丹々会庶務までお知らせ下さい、
平成２４年１０月

平成２４年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第７回理事会

（平成２４年１０月２曰㈹）

【その他】

１）１１月理事会；１１月６日（火）１９:３０

福岡市医師会館第２会議室

出席者

進藤松本正稲光荒木黒||｜高岸松本一MＩ青木中尾下村
福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

1．第４２０回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：１０月２４日（水）１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「当科における小児アトピー性皮膚

炎診療のポイント」

講師：西江温子先生

（国立病院機構福岡病院皮膚科）

特別講演：「Ｈからウロコ（？）の外用療法～

プロトピックの使い方と発汗異常」

講師：塩原哲夫先生

（杏林大学医学部皮膚科・教授）

座長：荒木速雄先生

（荒木小児科医院院長）

[報告事項】

ｌ）北九州小児科医会との理事懇談会が福岡の担

当で開催された（9/8）

２）福岡県医師会代議員会が開催された（9/20）

３）医事調停委員会（9/21）

小児科関連なし

４）第４１９回福岡地区小児科医会学術講演会

（9/26）

一般演題「ベトナムニャチャンにおける先天

‘性風疹症候群の経験」

特別講演「小児科冬の陣～インフルエンザ、

ＲＳウイルスいざ出陣」

講師：長崎大学小児科教授森内浩幸先生

出席者：１１５名

５）植山実先生ご逝去（9/29、享年８６歳）

６）丹々会会友長野文子先生ご逝去

（１０/2、享年90歳）

Ⅱ第４２１回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：１１月２８日（水）１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「タンデムマススクリーニングで発

見された中鎖アシルＣＯＡ脱水素酵素

（ＭＣＡＤ）欠損症の一例」

講師：後藤綾子先生

（福岡大学筑紫病院小児科）

特別講演：「タンデムマスを使用した新しい新

生児マススクリーニング」

講師：廣瀬伸一先生

（福岡大学医学部小児科学教室主任教

授）

座長：福重淳一郎先生

（福岡市立こども病院・感染症センター

院長）

【協議事項】

ｌ）産婦人科医会との懇談会（11/l）の議題につ

いて協議した。

２）各医療機関へのワクチン納入価格アンケート

について協議した（福岡市とのワクチン接種価

格交渉において医療機関が購入しているワクチ

ンの価格の現状を確認する必要があるためにア

ンケートを実施したい）

【ｌＴ委員会より報告】

丹々会ホームページは現行に加えて一般向けホー

－９３－



福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内 ３）こども病院カンファレンス

（毎１１第３火曜日、参刀Ⅱ目ｌｈ、日医生涯教育ｉｉｉ

位１単位）

日時：平成２４年１０月１６日（火）19:００～２０:３０

場所：こども病院感染症病棟３階講堂

演題ｌ：こどものＯ脚

演者：高村和幸先生（整形外科）

演題２：産後うつ病

演者：宮lll奇仁先生にころの診療科）

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜日、参加白山）

場所：北病棟６階カンファレンスルーム

日時：１０月９日（火）１９：００～２０：００

演題：小児診療スキルアップセミナー「母体自

己免疫性疾患の新生児への影響」

moderator：落合正行先生

speakers：市山ＩＥ子先生

松永友佳先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

日時：１１）］２０Ⅱ（火）１９:００～２０:３０

場所：こども病院感染症病棟３階講堂

演題ｌ：小ﾘﾑの周術期輸液､どうしていますか？

演者：泉薫先生（麻酔科）

演題２：有効浸透圧（張度）と電解質11111水

尿中のＮａとＫを測りましょう

演者：郭義胤先生（腎疾.患科）

◎問い合わせ先：

こども病院医局（092-713-3105）

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第３月曜日、参加目山）

日時：１０月１５日（月）１９：００～

（内科・小児科合何カンファレンス）

場所：福岡大学病院新館地下１階多|Ｉ的ホー

ル

演題ｌ：低血糖でみつかった複fT型下垂体機能

低下症

speaker：佐々木聡子先生

演題２：最近のインスリン療法

speaker：野見山崇先生

（同院内分泌・糖尿病内科講師）

moderator：廣瀬伸一先生

柳瀬敏彦先生

（同院内分泌・糖尿病内科教授）

４）第３５０回福岡東部地区小児科医会

日時：ｌｌ１ｊｌｌ｣（木）１９:１５～

場所：福岡束医療センター２階会議室

演題：予防接種の最新情報～新しいワクチン

を中心に～

演者：戸崎千明先生

（福岡市立西部療育センター）

◎問い合わせ先：

福岡束医療センター小児科

’'''1」秀樹先生（事務局）

ロ時：１１月１９日（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新館地下１階多LI的ホー

ル

i寅題：「小児がん1台療：成果と反省と未来」

speaker：岡村純先生

（恵光会原病院、九州がんセンター

小児科・臨床研究センター）

moderator：柳井文男先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科野村優子先生

５）第４２５回西部小児科臨床懇話会

日時；ｌｌ１ｊｌ４Ｕ（水）１９：３０～

場所：松本小児科３Ｆホール

演題：小児感染症の治療戦略～妓近の話題～

講師：尾内_信先生

（川崎医科大学小児科学主任教授）

◎問い合わせ先：

青木内科１１，§環器科小児科クリニック

青木真ｆ１ｉｌ子先生

－９４－



９）丹々会会員にワクチン購入価格アンケートを

行っており現在継続中。未提出の先生はご協力

お願いします。

１０）福岡市小児科救急医療体制検討会（１１/5）
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【協議事項】

ｌ）丹々会名簿改訂について

２）福岡市こども未来局からの健診への出動数増

加依頼があり協議した。

３）福岡北ロータリークラブ３０周年記念事業名

義後援の依頼があり承認した。

講演日時：２０１３年３月１０日

場所：電気ビル共創館

演題名：育てよう思いやりの心Ⅱ

４）子どもの村福岡より子どもの村福岡主催の公

開フォーラム（2/16）の共催依頼があり承認し

た。

５）福岡市保健福祉局との懇談会の議題（11/16）

について

平成２４年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第Ｓ回理事会

（平成２４年１１月６日㈹）

出席者

雌松柾稲光荒木里ｌｌｌ高岸榊一ＨＩｌ青ホ中尾「村元山

【報告事項】

ｌ）Incheon-Fukuokalnternationalsymposium

が韓国・仁111にて開催された（10/６～８）

丹々会より１５名が参加。植山奈実、青木真智

子先生が講演された．

２）満留昭久先生のてんかん学会功労賞および安

元佐和先生の福大小児科教授就任お祝いが開催

された（１０/12）

３）小児科学会福岡地方会（１０/13）

４）福岡市医師会生活習慣病対策委員会（10/１５）

学校における健康診断で肥満度の計算をする予
Ｊ－ｃ

疋

５）第４２０回福岡地区小児科医会学術講１頁会

（10/24）

一般演題「当科における小児アトピー性皮1誉炎

診療のポイント」

講師：西江温子先生

（国立病院機構福岡病院皮膚科）

特別講演「目からウロコ（？）の外用療法～プ

ロトピックの使い方と発汗異常」

講師：塩原哲夫先生

（杏林大学医学部皮膚科教授）

川席者：１２３名

１２月は休会です。

６）医事調停委員会（１０/19）

小児科関連なし

７）福岡市小児２次医療連絡協議会（１０/29）

８）福岡県産婦人科医会福岡ブロック会との懇親

会が丹々会の担当で開催された（１１/l）

【その他】

ｌ）１２月理事会；１２月４日（火）１９:ｌ５

松本小児科３Ｆ

福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

Ｌ第４２１回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：１１月２８日（水）１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「タンデムマススクリーニングで発

見された中鎖アシルＣＯＡ脱水素酵素

（ＭＣＡＤ）欠損症の一例」

講師許後藤綾子先生

（福岡大学筑紫病院小児科）

特別講演：「タンデムマスを使用した新しい新

生児マススクリーニング」

講師：廣瀬伸一先Ｌｔ。

（福岡大学医学部小児科学主任教授）

座長：福重淳一郎先生

（福岡市立こども病院・感染症センター

院長）

－９５－



福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内 Ｓ）こども病院カンファレンス

（毎月第３火曜日、参加自由、日医生涯教育単

位１単位）

日|痔：１１月２０日（火）１９:００～２０３０

場所：こども病院感染症病棟３階講堂

演題１：小児の周術期輸液､どうしていますか？

演者：泉薫先生（麻酔科）

演題２：有効浸透圧（張度）と電解質自由水：

尿中のＮａとＫを測りましょう

演者：郭義胤先生（腎疾患科）

◎問い合わせ先：

こども病院医局（092-713-3105）

１）九大小児科クリニカルカンファレンス

(毎月第２火曜日、参力Ⅱ自由）

日時：１１月１３日（火）１９:００～

場所：北病棟６階カンファレンスルーム

演題：帰してはいけない小児救急`患者：子ども

の内分泌・代謝疾`患編

moderator：井原健二先生

speakers：井原健二先生

石井加奈子先生

小児外科との合同カンファレンス

日時：１１月２７日（火）１９:００～

場所：臨床小講堂２

演題：小児腸重積症の診療ガイドライン２０１２

演者：久保実先生

（石川県立中央病院小児科）

４）第４２７回西部小児科臨床懇話会

日時：１２月１２日(zk）１９：００～

場所：山の上ホテル

（tel092-771-2131）

演題：びっくり症例

発表者：丹々会会員

◎問い合わせ先：

青木内科循環器科小児科クリニック

青木真智子先生

九大小児科クリニカルカンファレンス

日時：１２月１１日（火）１９:００～

場所：臨床小講堂２

演題：小児の鎮静での注意点

moderator：賀来典之先生

speakers：平田悠一郎先生

李守永先生

賀来典之先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

５）福岡東部地区小児科医会

１２月は休会です。

お知らせ

l）ｌＯか月児健康審査登録医研修会

日時：１１月２０日（火）１９：３０～

会場：福岡市医師会館８階講堂

講演ｌ：福岡市における母子保健強化の取り組み

～児童虐待防止と発達障害早期発見～

講師：石井美栄先生（福岡市中央区保健福

祉センター所長）

講演２：１０か月健診における神経学的診察の

ポイント

講師：吉良龍太郎先生

（福岡市立こども病院・感染症センター

小児神経科科長）

座長：福重淳一郎先生

（福岡市立こども病院・感染症センター

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第３月曜日、参加自由）

日時：１１月１９日（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新館地下1階

多目的ホール

演題：「小児がん治療：成果と反省と未来」

speaker：岡村純先生

（恵光会原病院、九州がんセンター

小児科・臨床研究センター）

moderator：柳井文男先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科野村優子先生

－９６－



院長）

１０か月児健康審査登録医の先生方は出席義務

がありますので宜しくお願いします。

２）子どもの村福岡研修会について

日時：２０１３年１月１８日（金）１９:３０～

会場：アクロス福岡606会議室

演題１：「児童相談所からみた思春期の子ども

たち」

演者：藤林武史先生（福岡市子ども総合相

談センター所長）

演題２：「子ども虐待からみた思春期の子ども

たち」

演者：相澤仁先生（国立武蔵野学院

座長：進藤静生先生（丹々会会長）

院長）

－９７－



講師：廣瀬イ''１－先生

（福岡大学医学部小児科学主任教授）

出席者：１０１名

６）感染症定点の田崎宏介先生より辞退の申し出

があり、後任の定点を藤)||まいこ先生にお願い

した。

７）丹々会のホームベージの毛髪ミネラル調査の

掲載について

毛髪ミネラル調査の第１報が、JournalofTrace

ElementsinMedicineandBiologyにアクセプ

トされオンラインで閲覧できるようになった，

http://dx・doLorg/101016/jjtemb2012080()３

（英文）

和文は丹々会ホームベージに掲載予定

８）市民向け丹々会ホームページにペリネイタル

ビジットの項Ｕを追加した。
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第９回理事会

(平成２４年１２月４日(火)）

１１１１席者

雌松本KII胱荒木黒||｜緋榊一Mi1沐’'１尾下↑｜兀lll

【報告事項】

ｌ）福岡市こども未来局との定例の話し合い

（11/１６）

福岡市より下記の要望があった。

①１０ケ月健診の指定精密機関への依頼は行政も

把握したいため､専用の紹介状（黄色）で行っ

てほしい。

②虐待症例の早期発兄のため、疑わしい症例は

保健所へ連絡してほしい。

２）医事調停委員会（11/16）

小児科関連なし

３）九州医学会が宮崎で開催（11/２４～１１/25）

４）福岡市アレルギー疾,患対策委員会（11/26）

市が行っているアレルギー実態調査と給食のア

レルギー除去等について、学童における除去食

は、Ｈｌ８より卵、マヨネーズ除去食が、Ｈ２１よ

りごま、ごま油除去食が、Ｈ２３には新たにピー

ナッツ除去食が開始されていることが報告され

た。

５）第４２１回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：１１月２８日（水）１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「タンデムマススクリーニングで発

見された中鎖アシルＣＯＡ脱水素酵素

（ＭＣＡＤ）欠損症の一例」

講師：後藤綾子先生

（桐岡大学筑紫病院小児科）

特別講演：「タンデムマスを使)Ⅱした新しい新

生児マススクリーニング」

[協議事項】

ｌ）市民向け丹々会ホームページの存在を患者さ

んに広報するためのリーフレットを作成し、各

クリニックに配布することが決定した。

２）会員のしおりの改訂について協議した。

【その他】

ｌ）新入会員

関真人（せきまきと）先生

福岡市城南区長尾２丁目７－２O

せき小１，１Ｊ科・アレルギー科クニック

理事会でのオリエンテーションがあり１２月４

日付けで入会となった。

２）１１j理事会；

１月８ｐ（火）19:00～

福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

12月は休会です

1．第４２２回福岡地区小児科医会学術講演会

ロ時：１月２３１１（水）１９：１５～

会場：ソラリア両鉄ホテル８階

一般演題：「小児期Fabry病に対する酵素補充

療法の有効性」

－９８－



演者：大賀正一先生

（九州大学大学院周産期医療学教授）

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生（事務局）

講師：石崎義人先生

（九州大学医学部小児科(成長発達分野)）

特別講演：「ファブリー病の診断と治療」

講師：大橋十也先生

（東京慈恵会医科大学ＤＮＡ医学研究

所）

座長：井原健二先生

（九州大学医学部小児科（成長発達分野）

准教授）

4）第４２Ｓ回西部小児科臨床懇話会

日時：１Ｈ９日（水）１９：２０～

場所：ソラリア西鉄ホテル８階

演題：小児肥満・メタポリックシンドローム診

療の実際

講師：原光彦先垰

（東京都立広尾病院小児科部長）

◎問い合わせ先：

青木内科循環器科小児科クリニック

青木真智子先生

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜日、参加自由）

日時：１２月１１日㈹１９：００～

場所：臨床小講堂２

演題：小児の鎮静での注意点

moderator：賀来典之先生

speakers：平田悠一郎先生

李守永先生

賀来典之先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

５）こども病院カンファレンス

12月、１月は休会です

お知らせ

1）ＢＣＧ説明会（仮称）のお知らせ

２０１３年４月よりＢＣＧ個別接種が開始予定（ま

だ決定ではありません）のため、ＢＣＧに関す

る講演会を開催します。

ｎ時：３月１８日(Ⅱ）１９時３０分より

会場：福岡市医師会館８階講堂

演者：岡田賢司先生

（国立病院機構福岡病院小児科統括

診療部長）

座長：福重淳一郎先生

（福岡市立こども病院･感染症センター

院長）

講演会の詳細は追ってお知らせします。また

ＢＣＧの個別接種開始が決まりましたら改めて

お知らせします

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第３月曜日、参加自由）

日時：１月２１日（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小児医療

センターカンファレンスルーム

演題：小児外科2013年一Commondiseaseと

内視鏡外科一

speaker：廣瀬龍一郎先生

（福岡大学小児外科）

moderator：太田栄治先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科野村優子･先生

Ｓ）第３５１回福岡東部地区小児科医会

日時：１月１０日（木）１９：１５～

場所：セントラーザ博多３Ｆ

橘（たちばな）

演題：感染症と貧血

2）急釧患センターの約束処方でペリアクチンを含

まない約束処方菱が１２月末より追加になる予

定です。

－９９－



なった。

iii二,'h｡Ziﾆﾊｺﾞ厄より２７⑥号仇 仇 損 【その他】

ｌ）２月理事会；２月５日（火）１９：３０

福岡市医師会館第２会議室
平成２５年１月

平成24年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第１０回理事会

（平成２５年１月８日㈹）
福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

1．第４２２回福岡地区小児科医会学術講演会

Ｈ時：１月２３日㈹１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：小児期Fabry病に対する酵素補充

療法の有効｣性

講師：石崎義人先生

（九州大学医学部′l､児科(成長発達分野)）

特別講演：ファブリー病の診断と治療

講師：大橋十也先生

（東京慈恵会医科大学ＤＮＡ医学研究所）

座長：井原健二先生

（九州大学医学部小児科（成長発達分野）

准教授）

出席者

雌松本ＩＩｉ航荒木黒lll鵬榊-1'１青木中尾下付元Uｌ

【報告事項】

１）丹々会会員名簿を改訂し会員ならびに関係者

各位に配布した。

２）エコチルサブユニットセンター協議会（12/6）

３）福岡県母子保健小委員会（12/１０）

ハイリスク妊婦を把握するための支援モデル事

業が福岡市で開催された。

４）丹々会忘年会（12/１５、ホテルオークラ）出

席数５２名

５）日本小児科学会福岡県地方会（12/20）で「中

核病院小児科」「地域小児科センター」のモデ

ル案策定委員会が開催された。

６）医事調停委員会（12/２１）

小児科関連なし

７）福岡市医師会看護専門学校准看護師科６１回

生小児看護実習協力医療機関の協力依頼を丹々

会会員に対象に行った。その結果９施設より協

力を頂けることになった。

８）丹々会市民向けホームベージ開設について福

岡地区小児科勤務医会へお知らせした。

９）丹々会市民向けホームページ広報リーフレッ

トを会員に配布予定。

Ⅱ第４２３回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：２月２７日b1k）１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：４種混合ワクチン（DPT-IPV）：テ

トラビックについて

講師：園田展弘様

（一般財団法人阪大微研研究会営業学術

本部学術課）

特別講演：水痘ワクチンuniversalimmumza-

tionの効果とわが国での導入に向けた試

み

講師：古111哲史先生

（藤田保健衛生大学医学部小児科学教

授）

座長：青木知信先生

（福岡市立こども病院・感染症センター

副院長）

【協議事項】

ｌ)丹々会｢会員のしおり」改訂について協議した。

２）産婦人科、小児科懇話会立ち上げについて協

議した。

３）「こども病院移転後の西部地区の小児二次医

療」に関して協議し、会員の意見をきくことに

－１００－



福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内 演題：小児の救命処置

演者：水野圭一郎先生

（福岡市立こども病院麻酔科部長）

◎問い合わせ先：

青木内科循環器科小児科クリニック

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜日、参加rl由）

日時：２月１２日（火）１９：00～

場所：北病棟６階カンファレンスルーム

演題：小児のけいれん－治療と管理一

moderator：鳥巣浩幸先生

speaker：鳥巣浩幸先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

青木真智子先生

５）こども病院カンファレンス

１月は休会です

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第３月曜日、参力１１自由）

日時：１月２１日（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小児医療

センターカンファレンスルーム

演題：小児外科２０１３年一Commondiseaseと

内視鏡外科一

speaker：廣瀬龍一郎先生

（福岡大学小児外科）

moderator：太田栄治先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科野村優子先生

Ｓ）第３５２回福岡東部地区小児科医会

日時：平成２５年２月７日（木）１９：１５～

場所：福岡東医療センター２階会議室

講演ｌ：症例報告「肺膿瘍の幼児例」lIl本浩

太郎先生

（福岡東医療センター小児科）

講演２：プライマリーケアにおける夜尿症診断・

治療の進め方

演者：津留徳先生

（つるのぼるクリニック）

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生（事務局）

４）第４２９回西部小児科臨床懇話会

日時：２月１３日（水）１９：２０～

場所Ｊ松本小児科３階ホール

（tel：092-821-6335）

－１０１－



前任の植山奈実先生には４年間講師を務めて頂

きありがとうございました。

厄九iii三'しiii室眠り仇 仇 損 277号

二一’
【協議事項】

ｌ）丹々会支部会（3/9）の議題を協議した
Ｅ二 平成２５年２月

平成２４年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第１１回理事会

（平成２５年２月５日㈹）

【委員会報告】

乳幼児保健委員会（1/30）

①乳幼児健診マニュアル第４版1年６ケ月で販

売数は４５５０部と好調である。

②第２回妊婦対象ワクチンセミナー：５月１８日

（士)エルガーラホールにて開催予定。

③医師会方式健診票改訂等について話し合った。

出席者

j雛松本Ｉｉｌｉ光荒7ｋ黒lll高岸松本一郎青木中尾下村元山

【報告事項】

ｌ）医事調停委員会（l/１８）

小児科関連なし

２）小児保健法制定促進の集いが福岡県医師会館

で開催された（l/19）

出席者９５名

３）第４２２１回Ｉ福岡地区小児科医会学術講演会

日時：１月２３日付０１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「小児期Fabry病に対する酵素補充

療法の有効性」

講師：石崎義人先生

（九州大学医学部小児科(成長発達分野)）

特別講演：「ファブリー病の診断と治療」

講師：大橋十也先生

（東京慈恵会医科大学ＤＮＡ医学研究所）

出席者６７名

４）「会員のしおり」を配布した

５）小西裕里江先生（筑紫野市）が退会された。

６）１月２６日より福岡市急`患診療センターでの

診察前インフルエンザ迅速検査が開始された。

当面は土曜日準夜、口祭、日勤、準夜に施行す

る予定。

７）福岡県医学会が開催された（2/3）

８）１０か月児健診の対象者への事前案内のチラ

シに、２月送付分から丹々会市民向けホーム

ページのアドレスを掲載することになった。

９）平成２５年度の看護学校講師を仮屋園秀彦先

生にお引き受けいただいた。

【その他】

ｌ）３月理事会；３月５日（火）19:３０

福岡市医師会館第２会議室

福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

I、第４２３回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：２月２７日㈹１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「４種混合ワクチン（DPT-IPV）：

テトラビックについて」

講師：園田展弘様

（一般財団法人阪大微研研究会営業学術

本部学術課）

特別講演：「水痘ワクチンuniversalimmuniza‐

ｔｉｏｎの効果とわが国での導入に向けた試

み」

講師：古川哲史先生

（藤田保健衛生大学医学部小児科学教授）

座長：青木知信先生

（福岡市立こども病院・感染症センター

副院長）

Ⅱ第４２４回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：３月２７日㈹１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「食物負荷試験でアナフイラキシ－

をきたした一例」

－１０２－



場所：福岡大学病院新診療棟５階小児医療セ

ンターカンファレンスルーム

演題：乳幼児健診の新しい流れ

speaker：松本壽通先生

（松本小児科医院理事長）

moderator：廣瀬伸一先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科野村優子先生

講師：小野倫太郎先生

（独立行政法人|玉|立病院機構福岡病院小

児科）

特別講演：「小児喘息の適正診療

～最新の話題とともに～」

講師：勝沼俊雄先生

（東京慈恵会医科大学附属第三病院小児

科准教授）

座長：松田健太郎先生

（松田小児科医院院長） ３）こども病院カンファレンス

（毎月第３火曜日、参加自由）

日時：２月１９日（火）１９：００～２０：３０

場所：こども病院感染症病棟３階講堂

演題１：小児の包茎について

演者：柴田舞子先生（泌尿器科）

演題２：低身長で紹介となった,患者の最終診'折

演者：虫本雄一先生（内分泌・代謝科）

◎問い合わせ先：

こども病院医局（092-713-3105）

Ⅲワクチン学術講演会

日時：平成２５年３月７日（木）１９：１５～２１：００

場所：西鉄グランドホテル２階プレジール

講演ｌ「子宮頚癌予防の両輪:ワクチンと検診」

演者小林裕明先生

（九州大学大学院医学研究院生殖病態生

理学准教授）

座長長野英嗣先生

（福岡県産婦人科医会福岡ブロック会会

長）

講演２「生後１年以内に接種すべきワクチン」

演者森雅亮先生

（横浜市立大学附属市民総合医療セン

ターセンター長兼准教授）

座長進藤静生先生

（福岡地区小児科医会会長）

４）第３５２回福岡東部地区小児科医会

日時：３月１４日（木）１９：１５～

場所：福岡東医療センター２階会議室

演題ｌ：症例報告

演題２：小児アレルギー疾`患Up-To-Date～ガ

イドライン改定と残された問題点～

演者．：手塚純一郎先生

（国立病院機構福岡東医療センター小児科）

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生（事務局）

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

１）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜Ｈ、参加自由）

日時：２月１２日（火）１９：００～

場所：北病棟６階カンファレンスルーム

演題：小児のけいれん－治療と管理一

moderator：鳥巣浩幸先生

speaker：烏巣浩幸先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

５）第４２９回西部小児科臨床懇話会

日時：３月１３Ｒ（水）１９：２０～

場所：松本小児科３階ホール

（tel：092-821-6335）

浪題：太宰府天満笘の歴史とＦ１然～道真公の

太宰府での病状の考察も踏まえて～

演者：丙高辻信宏様（太宰府天満官権宮司）

◎問い合わせ先：

青木内科循環器科小児科クリニック

青木真智子先生

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第３月曜日、参加141由）

日時：２月１８日（月）１９：００～

－１０３－



お知らせ 術環器科診療科長）

座長：福重淳一郎先生

（福岡巾医師会子ども委員会委員長）①家庭養護とともにさせ得るために他分野ネット

ワークと連携をめざして

日時：２月１７日（日）１３：００～１６：３０

会場：あいれふ１０階講堂

ａ・基調講演：「子どもの権利と家庭養護」

講師：山本裕子先生

（西南学院大学人間科学部社会福祉学

科教授）

ｈシンポジウム：「家庭養護を支える多分野

ネットワーク」

Ｌファミリーホームで試みた地域ネット

ワークづくり

木村康三様（福岡市里親会前会長）

２小児科医と弁護士のパートナーシップの

試み

進藤静生先生（福岡地区小児科医会

長）

３子どもたちの日立を支えるために

橋山吉統様（福岡県弁護士会副会長）

４．子どもの村福岡がめざす多分野ネット

ワーク

坂本雅子様（子どもの村福岡村長）

④福岡市学校精神保健協議会講演会

日時：３月１２日（火）１９：００～

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：「発達障害その理解と対応～通常学級で

できることとその限界～」

演者：原田剛志先生

（福岡市学校精神保健協議会委員）

座長：７V崎仁先生

（福岡市学校精神保健協議会委員）

⑤ＢＣＧ個別予防接種実施登録医療機関研修会

日時：３月１８日（月）１９：３０～

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：「BCGの個別接種に向けて～接種の実

際と注意事項～」

演者：岡田賢司先生

（国立病院機構福岡病院小児科統括診療

部長）

座長：福重淳一郎先生

（福岡市医師会子ども委員会委員長）

②保育園・幼稚園医研修会

ロ時：２月２０日(Zk）１９：３０～

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：「｢気になる子ども～その対応と保護者へ

のアプローチ」の発刊にあたって」

演者：福岡市立こども病院・感染症センター

こころの診療科長宮ｌｌ１ｉｉｉ仁先生

座長：高崎好生先生

（福岡市医師会保育剛・幼稚園保健部会

部員）

⑥児童虐待防止研修会

日時：３月２２日（金）１９：００～

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：「子どもの貧困と児童虐待（仮)」

演者：山野良一先生

（千葉明徳短期大学教授）

座長：小坂，１１，可先生

（日弁連子どもの権利委員会副委員長，

福岡県弁護士会子どもの権利委員会委

員）

③学校医連絡会

日時：３月４日（月）１９：３０～

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：「福岡市学校心臓検診の現状と今後への

課題」

演者：石川司朗先生

（福岡市立こども病院・感染症センター
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７）福岡市立こども病院地域医療支援病院諮問委

員会（2/21)。

新こども病院の概要を支部会で説明した。

８）第４２３回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：２月２７日（水）１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：４種混合ワクチン（DPT-IPVルテ

トラビックについて

講師：園田展弘先生（一般財団法人阪大微研

研究会営業学術本部学術課）

特別講演：水痘ワクチンuniversalimmuniza-

Uonの効果とわが国での導入に向けた試

み

講師：吉川哲史先生（藤田保健衛生大学医学

部小児科学教授）

出席者１４０名

Z'二'Llii二"Llii三よ⑪仇 仇 損 27ｓ号

平成24年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第１２回理事会

（平成２５年３月５曰(火)）

出席者

i轆淋１１胱荒ホ黒ｌｌｌ熊榊-ill青ホ中尾「lil元山

【報告事項】

ｌ）丹々会講演会が'1本小児科学会専門医制度研

修集会に認定された(承認番号2012-Ａ-569号几

日本小児科学会認定講座で認定される単位は、

年間（１月１日～１２月３１日）８単位が上限と

なり２０１４年の更新申請より適応となる（丹々

会講演会で配布する参加証３回分の合計９単位

で８単位とカウントされ、これが１年間の上限

である）

＊日本小児科学会雑誌2013年１月号198～202

ページをご参照ください。

２）急患センターにおいてＨ251/２７～２/２４期

間の土日祭日の日勤・準夜帯にインフルエンザ

事前検査を実施した□その結果待ち時間が大幅

に短縮された。

３）専門医会会長会開催（2/13）

小児科関連なし

４）医事調停委員会（2/１５）

小児科関連なし

５）日本医師会主催平成２４年度母子保健講習会

開催（2/17、東京）

「出生前診断の新たな展開､生殖医療の未来｣と、

「小児保健法をめぐって」とした子育て支援政

策についての講演があった｡

6）福岡県医師会平成２４年度第３１，１母子保健委

員会（2/21）

福岡市モデル事業（産科医療機関と行政が連携

した妊娠時期からの支援モデル）の総括が行わ

れた、

【協議事項】

ｌ）外来小児科学会への寄付の件について協議し

たｃ

２）丹々会市民向けホームベージ広報チラシを公

的病院へ配布することになったⅣ

３）第２３回日本外来小児科学会市民公開講座の

福岡地区小児科医会後援依頼があり承認した。

[その他】

１）４月理事会；４月２日(ｿ(〈）１９：３０

福岡市医師会館第２会議室

福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

Ｌ第４２４回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：３月２７日㈹１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「食物負荷試験でアナフィラキシ－

をきたした一例」

講師：小野倫太郎先生

（独立行政法人国立病院機構福岡病院小

児科）

特別講演：「小児喘息の適正診療～最新の話題

とともに～」

講師：勝沼俊雄先生

－１０５－



（東京慈恵会医科･大学附属第三病院小児

科准教授）

座長：松田健太郎先とｔ

（松田小児科医院院長）

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎1]第３)j曜日、参加自由）

’1時：３１１１８日（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小)'i｣医療セ

ンターカンファレンスルーム

演題：小ｿjの深頚部感染症

speaker：坂田俊文先生

（福岡大学筑紫病院耳鼻咽喉科准教授）

moderator：安元佐和先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科野村優子先生

Ⅱ、第４２５回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：４月２４日(Zk）１９：１５～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「不活化ポリオワクチンの円滑な導

入のための臨床研究」

講師：進藤静生先生

（しんどう小１，'d科医院院長）

特別講演：「ポリオとそのワクチンの変遷から

今後の予防接種を考える」

講師：中野貴司先生

（Ⅱ|崎医科大学小ﾘJ科講座教授）

座長：岡田賢司先生

（国立病院機構福岡病院統括診療部長）

３）第３５２回福岡東部地区小児科医会

｝111寺：３１１１４[｣（木）１９：１５～

場所：福岡東医療センター２階会議室

演題ｌ：症例報告

演題２：小児アレルギー疾患Up-To-Date～ガ

イドライン改定と残された問題点～

演者：手塚純一郎先生

（|玉|立病院機構福岡東医療センター小１，'ｊ

科）

◎問い合わせ先：

iWilifI東医療センター小児科

ｌｌ１ｌｌｌ秀樹先生（事務局）

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜日、参h11rl1l1）

日時：３月１２日（火）１９：00～

場所：北病棟６階カンファレンスルーム

演題：小児期下痢症の鑑別疾`患について考える

moderator：保科隆之先生

speakers：名西悦郎先生

保科隆之先生

４）第４２９回西部小児科臨床懇話会

日時：４月１０日（水）１９：２０～

場所：松本小児科３階ホール

（tel：092-821-6335）

演題：佐賀県における自閉症スペクトラム障害

の早期発見・早期支援

演者：黒木俊秀先生

（'玉|立病院機構肥前精神医療センター

臨床研究部長）

◎問い合わせ先：

伊都こどもクリニック山口覚先生

日時：４月９日（火）１９：００～

場所：北病棟６階カンファレンスルーム

演題：見逃してはいけない小1,U悪性腫瘍のサイ

ンとスクリーニング

moderator：住江愛子先生

speakers：小野宏彰先生

大場詩子先生

古賀友紀先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

＊３Ｈのこども病院カンファレンスは休会です。

お知らせ

①ＢＣＧ個別予防接種実施登録医療機関研修会

－１０６－



日時：３月１８日（月）１９：３０～

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：「BCGの個別接種に向けて～接種の実

際と注意事項～」

演者：岡田賢司先生（国立病院機構福岡病

院小児科統括診療部長）

座長：福重淳一郎先生（福岡市医師会子ど

も委員会委員長）

この研修会は丹々会会員の先生方のみならず、

クリニックのスタッフの方々の参加も歓迎し

ます。ＢＣＧワクチン調整時の注意などについ

てのお話しもあります。ＢＣＧワクチン接種手

技説明のＤＶＤをｌ施設につき１つ配布予定で

す。

②児童虐待防止研修会

日時：３月２２日（金）１９：００～

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：「子どもの貧困と虐待」

演者：山野良一先生（千葉明徳短期大学教

授）

座長：小坂昌司先生（日弁連子どもの権利

委員会副委員長，福岡県弁護士会子ども

の権利委員会委員）
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協議した。

Zi二"h｡Zi三'ui二jこり 27⑨号 【その他】

ｌ）５月理事会；５月７日（火）１９：３０

福岡市医師会館第２会議室
平成２５年４月

平成２５年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第１回理事会

（平成２５年４月２日㈹）
福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

Ｌ第４２５回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：４月２４日（水）１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「不活化ポリオワクチンの円滑な導

入のための臨床研究」

講師：進藤静生先生

（しんどう小児科医院院長）

特別講演：「ポリオとそのワクチンの変遷から

今後の予防接種を考える」

講師：中野貴司先生

（川崎医科大学小児科講座教授）

座長：岡田賢司先生

（福岡歯科大学総合医学講座小児科学

分野教授）

出席者

雌榊正枇ポホ黒||｜高岸榊-1'1青ホ中尾Ｔ＃元山

【報告事項】

1）丹々会理事と各支部役員との懇談会（3/9）

2）医事調停委員会（3/15）

小児科関連なし

3）児童虐待防止研修会（3/22）

山野良一先生による｢子どもの貧困と児童虐待」

の講演があった。

４）病児保育施設長会議（3/25）

市外相互乗り入れについて協議した。

５）第４２４回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：３Ｈ２７日６１k）１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：食物負荷試験でアナフィラキシ－を

きたした一例

講師：小野倫太郎先生（独立行政法人国立病

院機構福岡病院小児科）

特別講演：「小児喘息の適正診療

～最新の話題とともに～」

講師：勝沼俊雄先生（東京慈恵会医科大学

附属第三病院小児科准教授）

出席者１２３名

６）医師会方式乳幼児健診票（７カ月児から６歳

児)について予防接種欄を中心に改訂を行った。

Ⅱ第４２Ｇ回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：５月２２日（水）１９：１０～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「気管支喘息患者における呼気中一

酸化窒素濃度測定の意義一コンブライア

ンス・アドヒアランスの指標として－」

講師：網本裕子先生（福岡病院小児科）

特別講演：「HTLV-l母子感染症予防について」

講師：斉藤滋先生

（富山大学医学薬学研究部産婦人科

教授）

座長：進藤静生先生

（しんどう小児科医院院長）

【協議事項】

ｌ）自費ワクチン（水痘、おたふくかぜ、Ｂ型肝

炎、ロタウイルスワクチン等）の購入価格アン

ケート調査を実施することになった。

２）勤務医会・丹々会役員懇談会の議題について

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜日、参加自由）
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こども病院医局（092-713-3105）日時：４月９日（火）１９：００～

場所：北病棟６階カンファレンスルーム

演題：見逃してはいけない小児悪性腫瘍のサイ

ンとスクリーニング

moderator：住江愛子先生

speakers：小野宏彰先生

大場詩子先生

古賀友紀先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

４）第３５５回福岡東部地区小児科医会

日時：５月９Ｈ（木）１９：１５～

場所：福岡東医療センター２階会議室

演題ｌ：小児下気道感染症の入院の変化

演者：中原和恵先生

（福岡東医療センター小児科）

演題２：小児のメタポリックシンドローム・そ

の現状と効果的介入について

演者：山本幸代先生

（産業隊科大学小児科講師）

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生（事務局）

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第３月曜日、参加[L1111）

日時：４月ｌ５Ｈ（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小児医療セ

ンターカンファレンスルーム

演題：２０１２年度紹介`患者のまとめ

speakers：病棟医長、ＮＩＣＵ医長、外来医長、

各主治医

moderator：太田栄治先生

５）第４３２回西部小児科臨床懇話会

日時：５１ｊ８日（水）１９：２０～

場所：松本小児科３階ホール

（tel：092-821-6335）

演題：聖マリア病院における細菌性髄膜炎のま

とめ

演者：横山隆人先生

（横１１１小ﾘ｡科医院院長）

◎問い合わせ先：

伊都こどもクリニック山口覚先生

日時：５月２０日（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小ﾘJ医療セ

ンターカンファレンスルーム

演題:日常診療における小児内分泌疾`患の診断・

治療のPitfall

speaker：西美和先生

（広島赤十字・原爆病院小児科）

moderatorL廣瀬伸一先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科堤信先生

お知らせ

ＢＣＧ接種資料（①コッホ現象について②結核

とＢＣＧ接種について）のリーフレットの}|]し込

みがＦＡＸにて無料で可能です。尚、②の資料は

H2４年度版でありＢＣＧ接種可能な年齢が異なっ

ている為、福岡市から配布されたＢＣＧ予防接種

のしおりを使用されることをお勧めします。詳し

くは

http://ｗｗｗｂｃｇｇｒｊｐ/bcg/pdf7moushikomipdf

（日本ビーシージー製造株式会社カスタマー

センター）

にアクセスをお願いします。

Ｓ）こども病院カンファレンス

（毎月第３火曜日、参加IfllI1、｜Ⅱ墨生涯教育単

位ｌ単位）

日時：４月１６日（火）

１９：００～２０：３０

演題ｌ：新生児難聴への対応

演者：村上和子先生（耳鼻|咽喉科）

演題２：重症心身障害児～その社会的、医学的

問題

演者：吉良龍太郎先生（小児神経科）

◎問い合わせ：

－１０９－



豊原清臣先生、世話人の松本壽通先生、丹々会

副会長の稲光毅先生が出席された。

７）こども病院２次医療連絡協議会（4/25）

福岡市および福岡市医師会よりこども病院移転

後の西部地区二次医療について浜の町病院小児

科の更なる充実を浜の町病院および九大小児科

に依頼した□

８）福岡県医師会第１回母子保健委員会（4/26）

福岡県虐待防止医療ネットワーク拠点病院とし

て、飯塚病院と聖マリア病院が推薦された

福岡市および北九州市は別途今後決定される予
ノーの

正。

厄九iii二'ｾｺﾞiii三己こり 2S⑥号

平成２５年５月

平成２５年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第２回理事会

（平成２５年５月７日㈹）

出席者

鶴榊Ｉｉ胱荒ホ黒||｜高岸榊-1111着ホ幌TlilTtul

【報告事項】

ｌ）第３回小児科救急医療体制検討会（4/9）

小児１次救急医療の現状と課題への対策につい

て議論した｡

２）平成２５年度の救急診療出動料が決定され、

小児科に関しては変更なし（4/18）

３）勤務医会・大学病院と丹々会役員の懇談会開

催（4/18）

丹々会から勤務医会に年度初めに各病院のス

タッフと専門性の紹介をして頂くように要望し

た。勤務医側より入院紹介はできるだけ時間内

早期にお願いしたいと要望があった。

４）医事調停委員会（4/19）

小児科関連なし

５）第425回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：４月２４日ｂｊＯ１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：不活化ポリオワクチンの円滑な導入

のための臨床研究

講師：進藤静生先生

（しんどう小児科医院院長）

特別講演：ポリオとそのワクチンの変遷から今

後の予防接種を考える

講師：中野貴司先生

（川崎医科大学小児科講座教授）

出席者９２名

６）子どもの村開村３周年記念、「内閣総理大臣

表彰、福岡市都市景観賞」受賞を祝う会がホテ

ルセントラーザで開催された（4/24）

「子どもの村を支援する小児科医の会」代表の

【協議事項】

１）産婦人科医会との懇談会の議題について･協議

した。

２）丹々会市民向けホームベージに福岡市内の小

児科病棟を有する病院のリンクならびに市内の

病院単位での市民向けの公開講座の案内を掲載

することになった。

３）平成２５年度急,患診療協力機関との懇談会開

催にあたり丹々会会員の意見・要望の募集をす

る。

４）予防接種後健康調査状況報告実施医療機関の

依頼について協議した。

[その他】

ｌ）６月理事会；６月４日（火）１９:３０

福岡市医師会館第２会議室

福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

I、第４２Ｇ回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：５月２２日（水）１９：００～

（１９:００～１９:10は共催メーカーの製岾紹

介。講演会は19:１０からです□）

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「気管支喘息患者における呼気中一

酸化窒素濃度測定の意義一コンプライア

ンス・アドヒアランスの指標として－」

講師：網本裕子先生

（福岡病院小児科）

－１１０－



moderator：高田英俊先生

speakers：白石暁先生

石村匡崇先生

瀧本智仁先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

特別講演：「HTLV-l母子感染予防について－

産科医、小児科医、保健師、行政が協力

して行う母子感染防止事業一」

講師：斉藤滋先生

（富山大学医学薬学研究部産婦人科教

授）

座長：進藤静生先生

（しんどう小児科医院院長） ２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第３月曜日、参加自由）

日時：５月２０日（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小児医療セ

ンターカンファレンスルーム

演題:日常診療における小児内分泌疾`患の診断・

治療のPitfall

speaker：両美和先生

（広島赤十字・原爆病院小児科）

moderator：廣瀬伸一先生

日時：６月２０日(月）１９：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小児医療セ

ンターカンファレンスルーム

演題：－月で見る小児科一小奇形から診断で

きる小児疾,患

speaker：蒔田芳男先生

（旭川医科大学教育センター旭川医科

大学病院遺伝子診療カウンセリング室

教授）

moderator：廣瀬伸一先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科堤信先生

Ⅱ第４２７回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：６月２６日（水）１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「ＨＰＶワクチン～子宮頸がん予防の

観点から～」

講師：近藤一成先生

（ＮＴＴ東日本関東病院産婦人科）

特別講演：「小児アレルギー疾`患の変化と治療・

管理-30年間の西日本疫学調査から－」

講師：西間三馨先生

（福岡女学院看護大学学長）

座長：荒木速雄先生

（荒木小児科医院）

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜日、参加自由）

日時：５月１４日（火）１９時～２０時

小児診療スキルアップセミナー

場所：北病棟６Ｆ小児医療センター内カンファ

レンスルーム

演題：１時間で聴こえるようになるし､音・心雑

音一理論を理解し耳で体得する－

moderator：山村健一郎先生

speakers：永田弾先生

山村健一郎先生

日時：６月１１日（火）１９時～２０時

小児診療スキルアップセミナー

場所：北病棟６Ｆ小児医療センター内カンファ

レンスルーム

演題：原発|生免疫不全を疑う１０の徴候一lＯ

ｗａｒｎｉｎｇｓｉｇｎｓｏｆＰＩＤ－

Ｓ）こども病院カンファレンス

（毎月第３火曜日、参加自由、日医生涯教育単

位ｌ単位）

日時：５月２１日（火）１９：００～２０：３０

演題ｌ：胎児異常、胎児染色体異常の出生前診

断のトレンド：超音波マーカー、母体血

清マーカー、ＮＩＰＴについて

演者：中並尚幸先生（産婦人科）

演題２：小児の肝移植の現状～脳死肝移植推

進の理由と分割肝移植の積極的導入に向

けて～

演者：垣内俊彦先生

（総合診療科）

－１１１－



◎問い合わせ：

こども病院医局（092-713-3105）

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：福岡方式学校検尿の先進的な取り組みの

成果と今後の方向性

講師：郭止義胤先生、井藤奈央子先生

（福岡市医師会学校腎臓・糒尿病検診部

員）

座長：津留徳先生

（福岡市医師会学校腎臓・糖尿病検診部

会部長）

４）第３５Ｇ回福岡東部地区小児科医会

日時：６月６ｐ㈱１９：１５～

場所：福岡東医療センター２階会議室

演題ｌ：症例呈示

演者：園田素史先生

（福岡東医療センター小児科）

演題２：小児泌尿器疾`患における最近の動向

演者：山口孝則先生

（福岡市立こども病院泌尿器科科長）

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生（事務局）

○急患センターにおける鳥インフルエンザＡ

(H7N9）の対応について

急`患診療センターにおいては、現在中|割、台

湾で発生している鳥インフルエンザＡ（H7N9）

については福岡市と協議の上、以下の対応を取

ることになりました。

①発症前１０日以内に中国に渡航又は移住し

ていた者

②３８度以上の発熱と急性呼吸器症状を有す

る者

はインフルエンザ検査陰性の場合でも、積極的

に抗インフルエンザ薬投与をお願いします。当

日の責任者にも必ず連絡して下さい。上記①②

の条件の他に③臨床的又は放射線学的に肺病変

が疑われる場合は当日の責任者に連絡して下

さい。責任者が保健所へ（休日は中央区保健福

祉センター健康課761-7361）連絡します。①

②③の条件を満たす患者が発生した場合は保健

所が当該患者の検査などを手配し､こども病院、

日赤病院への搬送が指示されることになってい

ます。

Ｓ）第４３３回西部小児科臨床懇話会

日時：６月１２日（水）１９：２０～

場所：ヒルトン福岡シーホークホテル（今回は

会場が変更になっておりますのでご注意

下さい）

演題：「発達障害」の視点から見直す子ども・

親子・社会

演者：河野義恭先生

（北九州市立総合療育センター副所長）

◎問い合わせ先：

伊都こどもクリニック山口覚先生

お知らせ

保育園・幼稚園医研修会

日時：５月１４日（火）１９時３０分

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：乳幼児の睡眠問題～「夜泣き・寝ぐず1リ・

寝てくれない」の原因と対処法

講師：清水悦子先生

（東京大学大学院教育学研究博士課程保

育士）

座長：元山浩貴先生

学校腎臓・糖尿病検診研修会

日時：５月２１日（火）１９時

－１１２－



て、産婦人科医会からは児童虐待防止対策、子

宮頸がん予防ワクチンにまつわる話題が出され

た。また９月に予定している小児科・産婦人科

の合同講演会について内容等お互い協議した。
厄几iii二"LliiZ三夫Ｕ２＆'号仇仇 損
「~~￣了T平鹿室年S月 ￣￣￣￣

【協議事項】

ｌ）あいれふでの「キッズ体操教室｣の案内を丹々

会市民向けホームページに掲載することになっ

た

２）急患センターヘの要望として①二次病院の確

保②待ち時間短縮のための院外処方の導入③

コメデイカルによる問診、トリアージの導入な

どが挙げられた

３）会員の保育園医、幼稚園医、学校医の負担状

況についてアンケート調査を実施することに

なった

平成25年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第３回理事会

（平成２５年６月４日㈹）

出席者

雌榊正枇淋卿|｜高岸榊-N'１青木中尾附元山

【報告事項】

１）医事調停委員会（5/17）

小児科関連なし

２）プレママ･ママとプレパパのワクチンセミナー

開催（5/18）

参加140名

３）第４２６回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：５月２２日（水）１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「気管支喘息,魍者における呼気中一

酸化窒素濃度測定の意義一コンブライア

ンス・アドヒアランスの指標として－」

講師：網本裕子先生（福岡病院小児科）

特別講演：「ＨＴＬＶ－ｌ母子感染予防について－

産科医、小児科医、保健帥、行政が協力

して行う母子感染防止事業一」

講師：斉藤滋先生

（富山大学医学薬学研究部産婦人科教

授）

出席者：１２８名

４）福岡県母子保健委員会開催（5/23）

児童虐待防止医療ネットワーク事業で、福岡県

産婦人科医会福岡ブロック会のモデル事業開始

以降、会員の診療所からの妊娠中の情報提供が

飛躍的に増加した。

５）産婦人科医会との懇談会開催（5/29）

丹々会からの主な議題は「福岡市医師会方式に

おける１カ月健診の健診票の改訂」の報告、風

疹の流行に対するＭＲワクチン接種勧奨につい

[その他】

ｌ）７１j理事会；７１=１２日Ｕ<）

１９:００松本小児科医院

福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

1．第４２７回福岡地区小児科医会学術講演会

１１時：６月２６ｐＵ０１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「ＨＰＶワクチン～子宮頸がん予防の

観点から～」

講師：近藤一成先生

（ＮＴＴ東日本関東病院産婦人科）

特別講演：「小児アレルギー疾`患の変化と治療・

管理－３０年間の西日本疫学調査から－」

講師：西間三馨先生

（福岡女学院看護大学学長）

庫長：荒木速雄先生

（荒木小児科医院）

Ⅱ第４２Ｓ回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：７月２４日（水）１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「小児腸管感染症の実態と治療の考

え方」

－１１３－



講師：青木知信先生

（福岡市立こども病院・感染症センター

副院長）

特別講演：「小児気道感染症の治療」

講師：田島剛先生

（博慈会記念総合病院副院長）

座長：宮崎千明先生

（福岡市立西部療育センターセンター

長）

演題：－ロで見る小児科一小奇形から診断で

きる小児疾`懇

speaker：蒔田芳男先生

（旭川医科大学教育センター旭川

医科大学病院遺伝子診療カウンセ

リング室教授）

moderator：廣瀬伸一先生

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科堤信先生

Ｓ）こども病院カンファレンス

（毎月第３火曜日、参加日由、日医生涯教育単

位１単位）

日時：６月１８ｐ（火）１９：００～２０：３０

演題１：小児の眼疾,患

演者：藤川佳奈子先生（眼科）

演題２：学校心臓検診のいま～心臓病検診の

現状と生活習慣病予防への取り組み～

演者：青木真智子先生

（青木内科循環器科小児科クリニック）

◎問い合わせ：

こども病院|歪局（O92-713-3105）

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第２火曜日、参加自由）

ロ時：６月11日（火）１９：００～２０：００

小児診療スキルアッブセミナー

場所：北病棟６Ｆ小児医療センター内カンファ

レンスルーム

演題：原発|生免疫不全を疑う１０の徴候

一lOwamingsignsofPID-

moderator：高田英俊先生

speakers：白石暁先生

石村匡崇先生

瀧本智仁先生

４）第３５７回福岡東部地区小児科医会

日時：７月４日(洞１９：３０～

場所：セントラーザ博多３Ｆ橘（たちばな）

演題：会員症例検討会

司会：中山秀樹先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中ｌＩｌ秀樹先生（事務局）

日時：７月９日（火）１９：００～２０：００

小児診療スキルアップセミナー

場所：北病棟６Ｆ小児医療センター内カンファ

レンスルーム

演題：小児神経ＭＲＩ：撮像法の基礎とその応

用（仮）

moderator：酒井康成先生

speaker：栂尾理先生

（九大病院放射線科）

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

Ｓ）第４３４回西部小児科臨床懇話会

ロ時：７月１０日（水）１９：２０～

場所：松本小児科３階ホール

（tel：092-821-6335）

演題：ロタウイルス感染症の現状と対策～ワ

クチンの重要性と今後の課題～

演者：辰巳正純先生

（社会福祉法人北海道社会事業協会小

樽病院）

◎問い合わせ先：

伊都こどもクリニック山口覚先生

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第３月曜日、参加自由）

ロ時：６月１７日（月）１９：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小児医療セ

ンターカンファレンスルーム

－１１４－



７）学校心臓病検診は平成２６年度より心臓病質

問票が改訂され、新たに肥満度が測定されるよ

うになった。それに伴い、高度肥満度（小４の

肥満度５０％以上の児童）の児童は成人病セン

ターでの学校心臓病２次検診を受診する事にな

る予定。軽度～中程度肥満の児童生徒が医療機

関を受診する機会が増える可能性があるため、

今後、手あげ方式で学校検診において肥満を指

摘された児童生徒の診療を行う医療機関を募集

する予定．

厄几liこ'し逼狽⑪仇仇 損 2S2号

平成２５年７月

平成２５年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第４回理事会

（平成２５年７月２日㈹）

出席者

繊榊ＩＷＩｆｊ荒ホ黒||｜敲榊一N'1青ホ下村元山
【協議事項】

ｌ）秋のレクレーションの日程について協議した。

２）第２３回日本外来小児科学会市民公開講座の

お知らせを丹々会市民向けホームベージに掲載

することを承認した。また会員用ホームベージ

から案内のチラシをダウンロードできるように

した

【報告事項】

１）福岡県医学会第１回準備委員会開催（6/4）

第６回福岡県医学会総会は平成２６年２月２日

（日）に開催予定となった｢，

２）日本小児科医会総会フォーラムが大阪で開催

（6/9）

３）福岡市議会議員との懇談会（6/18）

現在の風疹流行の状況等を説明し早急な風疹ワ

クチンの公費負担の必要性を訴え、市会議員側

より早急に検討するとの返事を得た。

その他、産婦人科が把握している虐待ネット

ワーク事業の情報を小児科にも共有すること、

１カ月健診を公費負担とし小児科でも実施でき

るようにすることを要望した｡

４）福岡県医師会代議員会が開催され決算報告が

された（6/20）

５）医事調停委員会（6/21）

小児科関連なし

６）第４２７回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：６月２６日（水）１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「HPVワクチン～子宮頸がん予防の

観点から～」

講師：近藤一成先生（ＮＴＴ東日本関東病院

産婦人科）

特別講演：「小児アレルギー疾患の変化と治療・

管理－３０年間の西日本疫学調査から－」

講師：西間三馨先生（福岡女学院看護大学学

長）

出席者：１４０名

【その他】

ｌ）８月理事会；

８月６日（火）１９：００場所未定

福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

I・第４２Ｓ回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：７月２４日６１０１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「小児腸管感染症の実態と治療の考

え方」

講師：青木知信先生

（福岡市立こども病院・感染症センター

副院長）

特別講演：「小児気道感染症の治療」

講師：田島剛先生

（博慈会記念総合病院副院長）

座長：宮崎千明先生

（福岡市立西部療育センターセンター

長）

＊８月の丹々会講演会は休会です。
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福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内 お知らせ

1）九大小児科クリニカルカンファレンス

日時：７月３０日㈹１８：００～

小児診療スキルアップセミナー

場所：北病棟６Ｆ小児医療センター内カンファ

レンスルーム

演題：小児神経ＭＲＩ：撮Ｉ象法の基礎とその応

用

moderator：酒井康成先生

speaker：栂尾理先生

（九大病院放射線科）

◎問い合わせ先：

九州大学小児科石村匡崇先生

第２３１ｍ日本外来小児科学会年次集会

日時：８月３１日出、９月１日（日）

前夜セミナー：８月３０日（金）

会場：福岡国際会議場、福岡サンパレスホテル

テーマ：こどものためのコンダクターになろう

年次集会ＨＰ：http://sagpj23uminjp

facebook：https://ｗｗｗ・facebookcom／

sagpj23

事務局ｍａｉｌ：infO＠sagpj23org

参加前登録は７月ｌ５ｌ１(月)までです

２）福大小児科クリニカルカンファレンス

ロ時：７月２２日（月）１８：００～

場所：福岡大学病院新診療棟５階小児医療セ

ンターカンファレンスルーム

演題：小児科海外研修ツアー報告会（台湾）

＊19時より福岡大学文系センター棟１６階スカ

イラウンジでビアパーテイー開催

◎問い合わせ先：

福岡大学小児科藤田貴子先生

３）第４３５回西部小児科臨床懇話会

日時：８月７日付(）１９：１５～

場所：西鉄グランドホテル２Ｆ鳳凰の間（今回

’よ会場が変更になっておりますのでご注

意下さい）

演題：新生児呼吸器疾`患の管理と予後；ＮＩＣＵ

を退院したこどもたち

演者：落合正行先生

（九州大学病院総合周産期母子医療セ

ンター）

◎問い合わせ先：

伊都こどもクリニック山口覚先生

４）こども病院カンファレンス

７月～８月は休会です。

５）福岡東部地区小児科医会

８Ｈは休会です。

－１１６－



【協議事項】

ｌ）子どもの村福岡との共催講演会の日程につい

て協議した。

２）福岡県母子保健家族計画事業功労者知事表彰

の候補推薦者について協議した。

Z'三'u'三'しiii三狼⑪ 2S３号

平成２５年Ｓ月

平成２Ｓ年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第５回理事会

（平成２５年８月６日0A()）

【その他】

ｌ）９月理事会；９月３日（火）19:３０

福岡市医師会館第２会議室

出席者

雌榊ｆ１ｉ胱淋黒lll離松賑ＮＩＩ青ホキ尾附元山
福岡地区小児科医会学術講演会のご案内

＊Ｓ月の丹々会講演会は休会です。

【報告事項】

１）第４９回福岡県小児科医会総会が筑豊地区小

児科医会の主催で開催された（7/６飯塚)。総

会に続き学術講演が行われた．

講演内容

１）「|日産炭地筑豊と山本作兵衛の遺産」

２）「エピジェネティクスと小児科学」

２）医事調停委員会（7/１９）

小児科関連なし

３）第４２８回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：７月２４日（水）１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：小児腸管感染症の実態と治療の考え

方

講師：青木知信先生（福岡市立こども病院・

感染症センター副院長）

特別講演：「小児気道感染症の治療」

講師：田島剛先生（博慈会記念総合病院

副院長）

出席者：１１６名

４）急患診療協力機関との懇談会が開催（7/29）

急患センターの診療状況、苦情、要望が紹介さ

れた。

５）１０月５日に開催される福岡地区小児保健

研究会常任理事会が市役所会議室で行われた

（7/30)。平成２５年度総会のスケジュール及び

運営について話し合った。

Ｌ第４２９回福岡地区小児科医会学術講演会

日時：９月２５日（水）１９：００～

会場：ソラリア西鉄ホテル８階

一般演題：「新生児血小板減少症の１例…母体

要因からの考察」

講師：土居岳彦先生

（国立病院機構福岡東医療センター小

児科）

特別講演：「小児血小板減少症：最近の知見」

講師：小林正夫先生

（広島大学小児科教授）

座長：松崎彰信先生

（まつざき小児科医院院長）

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

１）第４３Ｇ回西部小児科臨床懇話会

日時：９月１１日（水）１９：２０～

場所：松本小児科３階ホール

（telD92-821-6335）

演題：感染症への予防・治療法の動向と新たな

感染症の発生

演者：鈴木宏先生

（新潟大学名誉教授、新潟青陵大学看護

心理学部教授学部長）

◎問い合わせ先：

伊都こどもクリニックⅢｕ覚先生
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２）九大小児科クリニカルカンファレンス

８月は休会です。

3）福大小児科クリニカルカンファレンス

８月は休会です。

４）こども病院カンファレンス

８月は休会です□

５）福岡東部地区小児科医会

８月は休会です．

お知らせ

1）第２３回日本外来小児科学会年次集会

日時：８月３１日(土)、９月１日（日）

前夜セミナー：８月３０日（金）

会場：福岡国際会議場、福岡サンパレスホテ

ル

テーマ：こどものためのコンダクターになろう

年次集会ＨＰ：http://sagpj23uminjp

facebook：https://ｗｗｗ・facebookCom/sagpj23

事務局mail：infO＠sagpj23org

２）予防接種登録医療機関研修会

日時：９月１７日（火）

会場：福岡市医師会館８階講堂

演題：今年度の予防接種をめぐる話題

講師：岡田賢司先生（福岡歯科大学総合医

学講座小児科分野教授）

座長：福重淳一郎先生（福岡市医師会こ

ども委員会委員長）

＊予防接種登録医療機関の先生方は出席義務が

ございます口

－１１８－



が、在宅において自ら又はその家族等患者の看

=１１富=坊.I届 護に当たる者が実施する創傷処置（気管内デイ

スポーザブルカテーテル交換を含む)、皮膚科

軟膏処置、留置カテーテル設満、膀胱洗浄、導

尿（尿道拡張を要するもの)、鼻腔栄養、ストー

マ処置、喀疾吸引、介達牽引又は消炎鎮痛等処

【２０１２年９月】 置をいう。

などです。

●小児在宅医療に関わる

平成２４年度診療報酬改定について●

(福岡県小児科審査員連絡会）

[２０１２年１０月】平成24年度の診療報酬は、在宅医療に対して手

厚い改訂となっております。具体的には

Ｌ在宅酸素療法において指導管理料と酸素ボン

ベや濃縮器の点数は以前と変わりませんが、月

１回から２月に２回に限り加算（すなわち正Ⅱ

●腎、尿路関係あれこれ●

検尿：腎疾`患の鑑別に早朝尿、外来尿の２つのサ

ンプルを同日検査することは問題ありません。し

かし、保険者からは同日２回の検査に疑義をはさ

んできます。但し書きで簡単に、診断のために必

要である旨を書いていただくと助かります。

血尿、蛋白尿、尿路感染症で超斉波診断：超音波

の初めと終わりに２回算定したら２月はなしな

ど）と改訂されました。

２在宅成分栄養経管栄養法指導管理料（年齢制

限無し）は変わりませんが、新たに在宅小児

経管栄養管理指導料（Ｌ１５歳未満の者２ 診断の発達していなかった時代には、学校検尿な

どのスクリーニングの精密検査では腹部単純

X-rayを撮っていました□しかし、超音波診断が

ルチン検査となった現在では、検尿異常で超音波

を実施することは認めています。しかし、保険者

のことを考えると「腎尿路異常（疑)」などの病

名が欲しいところです。また､｢尿路感染症（疑)」

で腎超音波を請求している施設がありますが、あ

くまでも尿路感染症の診断が確定して実施する検

査ですのでよろしくお願いします。

シスタチンＣ：血清で腎機能低下を判断するとき

１５歳以上の者であって１５歳未満から継続して

いる体重が20ｋｇ未満の者）が設定され、これ

は成分栄養対象薬剤以外のものを投与していて

も算定可能です。これには注入ポンプ加算、在

宅経管栄養法用栄養管セット加算が可能です。

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

く対象薬剤＞エレンタール､エレンタールＰ、

エンテルード、ツインライン

の４種のみ

・在宅小児経管栄養管理指導料

く対象薬剤＞上記以外のエンシュアリキッ

ド、ラコールなど

に、窒素負荷に左右される尿素窒素、筋肉量に影

響される血清クレアチニンだけでなく血清シスタ

チンＣを併施します。しかし、保険請求上はシ

スタチンＣは尿素窒素やクレアチニンで腎機能

低下が“疑われる場合”に３ケ月に1度算定可能

となっています。したがって、末期腎不全の確定

病名や維持透析をしている`患者さん等は対象にな

りません。

自己抗体：抗核抗体検査は多様な抗核抗体を総括

３在宅人工呼吸指導管理料に人工呼吸器加算の

増額（陽圧式人工呼吸器、人工呼吸器、陰圧式

人工呼吸器)。排疾補助装置加算は変わらず。

４在宅寝たきり,患者処置指導管理料は変わらず。

在宅における創傷処置とは家庭において療養を

行っている患者であって、現に寝たきりの状態 的に検出するのに優れたスクリーニング法なの

で、適応病名は「膠原病（疑)」などで結構です□にあるもの又はこれに準ずる状態にあるもの
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一方、抗ｄｓＤＮＡ抗体はＳＬＥの疾`患特異性が

90％前後であり、疾患活動性や腎障害の程度をよ

く反映します。したがって､適応病名は「SLE（疑

いを含む)」となります。もちろん、抗核抗体は

SLEの診断基準の項目にも挙がっているので

SLEの診断を確定する場合は２つの併施は認め

られます。しかし、経過観察中に病勢（病気の活

動性）をチェックするのに抗核抗体は必要なしと

判断ざれ査定になる場合はありうることをご承知

ください。ちなみにＬＥ細胞は抗核抗体の最も古

典的な検出方法なので現在ではＳＬＥの診断基準

にも入っていません。

【２０１２年１１月】

●ａ点（４点）セット●

小児科審査員の中で、悪い意味で話題に挙がる

ものに表記の検査があります。これには大きく２

種類あり、一つはインフルエンザ､咽頭のアデノ、

溶連菌感染症、（ＲＳ）に対する迅速法が３～４

点まとめて請求されるもの。もう一つはロタ、便

のアデノ、便の細菌同定検査、（ノロ）がセット

になって行われているものです（出来高制の医療

機関で請求できる括弧内の検査を入れると４点

セットになります)。一部の検査キットでは、一

つの検体で複数の検査が行えるようになっている

ことも、このような事態に拍車を掛けているよう

です。似たような例で、インフルエンザ抗原迅速

法とともに（ほぼ全例に）血液一般とＣＲＰを同

時に行っている医療機関も散見されます。

一部の`患者さんにおいてｌＨに複数の検査が必

要となることは否定いたしません。ただ、出来高

制を採用している医療機関の中で比較的レセ枚数

の多いところや、包括化した医療機関でも公的助

成で出来高制となる年齢に限って傾向的(画一的）

に請求が多いようにも思えます。このような請求

は、ごく一部の医療機関から多数行われるために

際だって見えます。３歳未満で小児科外来診療料

(包括化）を採用している医療機関や自己負担が

生じる年齢では基本に従って、これらの検査は可

能性の高いものから一つずつ行われていることで

しょう。

臨床像で鑑別診断や検査法が絞られる例がほと

んどです。迷う場合でも可能性の高いものから順

序立てて検査を行うのが常套手段だと思われま

す。たとえば、咳嗽の有無でインフルエンザやＲ

ｓと、アデノや溶連菌感染症の優先順位は異なる

だろうと思います。また、３歳未満で溶連菌感染

症を検査する意味があるのでしょうか？冬場に

嘔吐を繰り返し水様便の初日に細菌同定検査が必

要でしょうか？確かに保育園児などでは複数の

疾患に同時に腱`患している可能性も否定できませ

んが、少数だと思えます。「多数の患者さんが受

診している医療機関だけに臨床経験も豊富であ

り、的を絞るのは上手なはず｣、と思うのは筆者

尿ＮＡＧ活性、β２－ミクログラブリン :両者の

微妙な違いを知っておいてください。ＮＡＧは薬

剤や重金属による尿細管障害や問質性腎炎で早期

より上昇する逸脱酵素です。一方、β２－ミクロ

グラブリンは低分子血漿蛋白で、糸球体から濾過

された後、近位尿細管から再吸収されます。ｃＩｌ

－ミクログラブリンも同様です。したがって、近

位尿細管の再吸収障害の程度によって尿中に検出

されます。慢性の重金属中毒、Fanconi症候群、

抗生物質による急性尿細管壊死等で尿中に増加し

ます。両者とも、尿中クレアチニン値を同時に測

定し、クレアチニンとの比を算出することは問題

ありません．

免疫抑制斉||：まずブレディニンです。免疫抑制剤

としてはおかしな薬効表示の薬です。免疫抑制剤

でありながら“頻回再発型ネフローゼ症候群”に

は適応がありません。したがって、“ステロイド

抵抗性ネフローゼ症候群”が適応となります。傷

病名としては「難治性ネフローゼ症候群」と記入

していただければ対応します。最近、高投与量に

よって薬効が出るとの説があり、レセプトにも

150ｍｇ／日以上の処方量が見受けられます。ブレ

デイニンには薬剤の効能書きに“症状により適宜

増減”の記載がありません。しかし、傾向的でな

ければ、“適宜増減”の薬剤と同等の扱いをした

いと思いますので理由書きをお願いします。プロ

グラフ（タクロリムス）は智移植とループス腎炎

だけの適応､最近､散見されるセルセプト（ＭＭＦ）

も移植のみでネフローゼ症候群に適応はありませ

ん。

（福岡県小児科審査員連絡会）
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に記載したつもり」がそうでない場合がしばしば

あります。「軟骨無発生症」の診断で成長ホルモ

ン投与がなされた事例で「傷病名と診療内容をご

確認ください」の返戻に「軟骨無形成症は本剤の

適応です！」との回答。その通りなので、傷病名

の修正をお願いする返戻だったのですが.．。ま

た、返戻の質問内容に対する的確な回答をお願い

します。気管支喘息に対し小児特定疾`患カウンセ

リング料が算定された事例で「カウンセリングを

要した理山をご教示ください｡」の問いに「長期

管理について時間をかけて説明した｡」との回答。

カウンセリングの前提となる心身症の診断根拠を

お聞きしたかったのですが．.。さらに、症状詳

記を求められた際、診療内容に対する傷病名の不

備が明らかな場合には、病状等の説明だけでなく

傷病名を追力Ⅱしてください。逆に、返戻された診

療内容が療養担当規則等により算定困難と再考さ

れた場合には、無理な理由付けを行うのではなく

その診療行為の算定を取り下げてください,返戻

の場合には、明細書の記載を適切に修正して構い

ません（傷病名の追加や診療行為の算定取消な

ど)。ただし、この場合レセプトを新たに作成す

るのではなく、返戻された明細書の記載不備の部

分を訂正して再提出してください。

次に査定に対する再審査中し立てについて気づ

いたことをお知らせします。再審査請求の際には

査定された事項に関する青本、赤本、各種通知を

ご確認ください，多くの場合、査定された理由を

ご理解いただけると思います(，また、再審査は提

出されている原本明細書により行うこととなって

いますので、提出した明細書内容をご確認くださ

い。「傷病名はあるので投薬は妥当｣、「コメント

したとおり検査は妥当｣、「前hlの傷病は治癒して

おり初診料算定は妥当」等の再審査理由が書かれ

ていますが、実|祭に提出された原本明細書にそれ

らの記載はなく「原審通り」となることがしばし

ばです。自院のレセコンに入力されても、その内

容が提出された明細書に記載されていなければ復

活とはなりません,，ご理解くださいますようお願

い申し上げます。

だけでしょうか？

保険医療機関及び保険医療養担当規則第20条

(－）ホで、「各種の検査は、診療上必要があると

認められる場合に行う。」となっており、福岡県

医師会発行の「保険診療の手引き」でも「検査な

どは診療上の必要性を十分考慮した上で、段階を

踏んで必要最小限に行う必要がある｡｣、と記され

ています。受付の段階など診察前（事前）に検査

指示が行われているような話は論外です。あまり

に傾向的であれば指導・監査の対象になりかねま

せん。レセプト審査でも場合によって返戻や査定

の対象になります。

小児科外来が忙しい時期を迎えますが、個々の

`患者さんごとに検査や治療についてlllH序立った丁

寧な診療に心がけていただければ幸いです。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【２０１２年１２月】

●返戻への回答と再審査請求について●

今月は、返戻への回答や査定に対する再審査請

求時にご留意いただきたいことについて少しご説

明いたします。

毎月の審査では、提出された明細書に記載され

た事項に基づいて、その請求内容が療養担当規則

等(医科点数表の解釈(青本)､医療用医薬品集(赤

本)、種々の通達を含む）の定めに合致している

かを確認していますに,診療行為の種類、同数、実

施量などについて規則等に反している場合には減

点（査定）となります。しかし、提出された明細

書のみではこの判断ができない場合、返戻により

症状詳記などを求めることがあります｡具体的に

は、明細書記載の事項のみでは診療内容が'よつき

|)せず審査決定を行うことができない場合、明ら

かな病名漏れと思われ、それによ})診療行為の大

部分が査定となる場合、包括点数を算定している

事例で、減点することで出来高部分の請求内容に

変更が生じる場合、などです。

返戻への回答についてお願いしたいことがあり

ます。返戻の理由を提出した明細書内容とともに

ご確認ください。傷病名、投薬、処置など「正確

(付記）

ll1jの審査で気づきましたことを確認のためご連
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絡します。

ＲＳウイルス抗原定性およびノロウイルス抗原定

性の算定には下記の制限があります．年長児での

算定が散見されますのでご留意ください。

(1)ＲＳウイルス抗原定性は、以下のいずれかに

該当する患者について、当該ウイルス感染症が

疑われる場合に適用する。

ア入院中の`患者

イ１歳未満の乳児

ウパリピズマブ製剤（シナジス）の適応とな

る患者

(2)ノロウイルス抗原定性は、以下のいずれかに

該当する,患者について、当該ウイルス感染症が

疑われる場合に算定する。

ア３歳未満の`患者

イ６５歳以上の,患者

ウ悪性腫瘍の診断が確定している患者

エ臓器移植後の患者

オ抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制

効果のある薬剤を投与中の`IZA者

イナビル（１１Ⅱ|吸入）とラピアクタ（点滴静注）

が加わりましたが、原則として、この４種類の沿

療薬のうち、１Ｍのエピソードに使える薬剤は1

種類のみです｡また、新たな薬剤にも前段のｌ）、

２）が適応されます。治療開始の際には年齢や臨

床像などをふまえて、途'二１１変更がないように薬剤

の選択は慎重にお願いいたします。

イナビル（薬価;4161円｡１０歳未満は2081円)）

で問題になりそうなことは、１回のみの吸入を失

敗した場合です。失敗を理由に２回目の処方を保

険請求することはできません（この場合、‘患者さ

んが薬剤を紛失した時と川様に、再診料・処方料

なども含めすべてが自費請求となります)。ｎ院

や薬局での服薬指導をしっかりと行ってくださ

い。院外処方の医療機関では薬局に服薬指導を依

頼するか、薬局で調剤されたイナビルを日院に

持ってこさせる、または院内に備蓄した薬剤を吸

入させて「処置料なし」で薬剤料のみを請求する

(基金支部は了承済み)、などの方法があります。

院内で渡した場合、イナビルの院内調剤料とその

他の薬剤（鎮咳剤、解熱剤など）の院外処方菱料

を同日算定することはできません。また、専川の

吸入器が使えない年齢での算定はできません。

ラピアクタ（300ｍｇ製剤;6043円､150ｍｇ製剤；

3045円）は点滴静注用の製剤です。成人はlInl

300～600ｍｇ･小児は体重１ｋｇあたり１０ｍｇ（最

高600ｍｇ）を点滴静注します。年齢的な制限はあ

りません。回数は原則１回のみで、この場合は当

該薬剤を選択した理由を付記する必要はありませ

ん。入院例では基礎疾,患や合併症などから連１１投

与になることもあり得ます｡高価な薬剤ですから、

入院・外来を問わず２同投与となった場合はコメ

ントや病状詳記を付記してください。原則として

３何以上の投与は認めないことになっています。

注射手技料は点滴となります。単独使用となって

いますが、小｣,１Jに限ってルート確保のために50～

lOOmlの生食を使用することを認めています。ラ

ピアクタ以外に200ｍlを超える輸液製剤などを併

用する場合には､他剤を必要とした合併症病名(た

とえば脱水症など）も必要です。

（福岡県小児科審査員連絡会）

(福岡県小児科審査員連絡会）

[２０１３年１月】

●インフルエンザ治療薬●

今回の保険診療メモは平成22年１１月に発信した

ものを－部改変してお送りしています。薬剤名は

使い慣れた商品名で記載し、従来,１，１，２種は成人量

５日分、２年前に新規採用された２種は１回分の

薬価（成人、小児）を併記しました。

まず、長年使用されているタミフル（薬価；

3091円）とリレンザ(同;3374}Ⅱ）についてですが、

審査上は、１）疑い病名では使)Ⅱできない、２）

使用開始は発症（診断日）から48時間以内、３）

タミフルまたはリレンザの一方とする、４）１病

名で両者が処方されている場合、合計の処方日数

が５日分まで認める（多くの場合、一方が査定と

なる）、５）リレンザについては専用の吸入器が

使える年齢以上を対象とする（|'ｉｉｉＷＩｊ吸入器での

使用は認めない)、などとなっています。

－１２２－



状態のままでの抗生剤やステロイド剤、I免疫抑制

剤等の薬剤投与は査定が原則です。

外用薬としては①リンデロンＶＧ軟膏・クリー

ム・ローションがあげられます｡“ベタメタゾン，，

と“ゲンタマイシン，，が配合されていますが、適

応は、湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感

染を併発している湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角

皮症、脂漏性皮膚炎を含む)、乾癬、掌脈膿庖症、

外傷．熱傷及び手術創等の二次感染（ローション

除く）です｡篝麻疹例での処方が散見されますが、

【２０１３年２月】

●審査の場では～薬剤の突合～●

保険請求事務の現場でもＩＴ化が着実に進んで

おり、今や審査の場で紙レセプトをみる事自体が

きわめて珍しくなりました。達筆（？）であるが

故に判読が困難であった紙レセプトの頃が懐かし

くさえ感じられます。時代の流れとは言え、今や

審査の場では、レセプト枚数の多少に関わらず、

傷病名、その治療に必要な特定の医療行為、処方

等の妥当,性、月日等との整合性についての検証が

いとも簡単にできるようになりました。

ＩＴ化の利点が遺憾なく発揮されている訳です

が、機器は時間を遡ること（＝縦覧）を些かもも

厭いませんし、その能力を見せつけられるにつけ

空恐ろし<さえなります。

そこで繰I)返しではありますが、昨年から突合

審査が行われるようになった薬剤の査定事例につ

いて具体例をあげてみたいと思います。

まずは、①オゼックス'３細粒小児用の適応外使

用です。現時点での本剤の使用は、肺炎、コレラ、

これは原則査定です。

外用薬でしばしば問題になるのが②ヒルドイド

ソフト軟膏０．ｓ％・ローション・クリームです。

適応症は、皮脂欠乏症、進行性指掌角皮症、凍瘡、

肥厚性腰痕･ケロイドの治療と予防、外傷（打撲、

捻挫、挫傷）後の腫脹.Ⅲ腫・腱鞘炎・筋肉痛・

関節炎などです。アトピー性皮膚炎のみでも原則

認めていますが、皮脂欠乏症等の適応傷病名を加

えていただいた方が審査は円滑に進むと思いま

す。なお、幼児で１回の処方量がloogを超える

ような場合には、皮脂欠乏症（全身性）など、病

態・重症度等を明記されることをお勧めします。

以上の他、上気道疾患例への気管支拡張剤、適

応傷病名の記載がない事例への外用薬、抗アレル

ギー剤の適応外使用等にはくれぐれも留意くださ

い○

（福岡県'｣､児科審査員連絡会）

中耳炎、炭疽に限られています。また、使用上の

注意点として、「本剤の使用に際しては、他の経

口抗菌薬による治療効果が期待できない症例に便

用すること｡」とも記載されています。適応症以

外の処方事例はほぼ例外なく査定の対象です。

②オラベネム小児用細粒１０％（カルバベネム

系）についても|同|様で、適応は、肺炎，中耳炎，

副鼻腔炎に限られます。使用上の注意点として、 [２０１３年３月】

他の抗菌薬による治療効果が期待できないときに

限り使用すること。投与期間は７ｐ間以内を目安 ●小児療養環境特別加算●

とすること。耐性菌の発現等を防ぐため、原則と

して感受性を確認することが求められています｡

次に、③セレスタミン配合錠、セレスタミン配

合シロップがあげられます。ご承知のように、本

剤は副腎ホルモン配合剤であり、炎症やアレル

ギーを抑え、症状の改善が得られます。ただし、

適応症は、葦麻疹（慢性例を除く）、湿疹・皮膚

炎群の急性期及び急性増悪期、薬疹、アレルギー

性鼻炎です。呼吸器系疾`患への処方は適応外で査

感染症が主体となる小児科の入院医療では、小

児療養環境特別加算（１日につき300点）の適応

の有無は大きな問題となります。当加算について

寺本では、対象となる患者は、次のいずれかの状

態に該当する15歳未満の小児患者であって、保険

医が治療上、個室での管理が必要と認められたも

の、となっています。

ア、麻疹等の感染症に罹`患しており、他の`患者

への感染の危険性が高い患者

イ、易感染により、感染症,腱,患の危険性が高い

定の対象です。

その他、診断確定前からの、あるいは「疑い」
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‘患者

対象となる病態は明確に記載されているもの

の、具体的な疾患名や適応期間は必ずしも明確で

はありません。疾患名のみならず、経過や年齢、

重症度などの違いで一概に線引きすることは困難

です。

アの適応を考えてみますと､いわゆる伝染病(水

痘、インフルエンザ、ムンプス、アデノウイルス、

赤痢など）については疾`患名や隔離期間は明白で

す。しかし、ＲＳウイルス、ノロウイルス、ロタ

ウイルス、Ol57などは隔離が必要ですが、その

隔離期間は必ずしも一定の基準はありません。ま

た、マイコプラズマを含む肺炎や気管支炎、病原

体が確定できなかった胃腸炎（IIH叶下痢）などは

対象となるのかどうか、判断が分かれるところで

す。もちろん、気管支喘息、上気道炎に伴う熱性

けいれん、突発`性発疹などは適応と認められませ

ん。

判断の難しいものに髄膜炎や脳炎・脳症があ

ります。原疾,患が感染力の強いものである場合は

問題ありませんが、ヘルペス脳炎や病原が特定で

きない場合でも、症状が重篤なこともあって個室

管理の必要が出てきます。このような症例は重症

者等療養環境特別加算（点数は同じく１日につき

300点）の方が適応と思われます。ただし、予め

特定病床を届けておくという施設基準や当該施設

の一般病床平均入院`患者数の概ね７％以内という

制限があります。

川崎病は、その初期には感染症との区別が難し

いということもあって、病名確定（多くの場合、

ガンマグロブリン使用）までのｌ～３日は算定を

認めています。

アの場合、算定できる日数はそれほど多くあり

ませんので、長期に及ぶものや適応が分かりにく

い例については詳しいコメントをお願いいたしま

す。さらに、本加算は感染症の疑い病名での請求

はできません。また、単なる個室利用により請求

できる加算でもないことを再確認願います。

イの適応条件はア以上に難しいものがありま

す。白血病などの悪性疾`患、免疫異常、移植後、

免疫抑制剤やステロイドの大童・長期投与例など

は問題ありませんが、短期間のステロイド投与例

や低蛋白血症などは判断の分かれるところです。

イでの算定は退院まで長期間続くことが多いた

め、紛らわしい例については検査所見を含めた詳

しい病状詳記が必要です。

小児科の[|'し合わせで、乳児（1歳未満）につ

いては一律に小児療養環境特別加算を認めていま

す。感染に弱いですし、悪化しやすい。また多く

の生ワクチンに適応のない年齢ですから、水痘な

どの感染に無防備です｡算定する乳児については、

適応をイとし、「病弱で感染を受けやすい（院内

感染で原疾Auが重篤になりやすい）年齢｣、など

のコメントをお願いいたします（くれぐれも「母

乳栄養なので人'１がある」など適応に関係ない話

は記載されませんように)。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【２０１３年４月】

●九州小児科審査委員連絡協議会から

（第１回；基本診療料、検査）●

毎年11月に九州医学会が行われ、このときに表

題の会議が開催されます。当日は九州８県から審

査員が問題点を持ち寄り協議しています。福岡県

では、事前・事後に審査員全員で協議内容のほぼ

すべてについて討議いたします。昨年は第l81mLI

が宮|崎で開催されましたが、その中で各県の対応

にあまり差がなかったものを診療メモとして公表

させていただきます。第１回は「基本診療料、符

理科、診断」です。来月は治療に関するものを予

定しています。

Ａ、基本診察料・指導管理料に関するもの

１，在宅酸素療法指導管理料について

Ｑ：チアノーゼ型先天,性心疾,患で心不全の併記

がある場合、ｌ）チアノーゼ型先天`性心疾`患

の場合1,300点ではなく、２）その他の場合

2,500点の算定が認められるか。

Ａ:チアノーゼ型心疾`患に､その他の合併症（慢

‘性）心不全等の記載あれば可とします。（青

本ｐ３４０）
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４，Ｑ）ホジキンリンパ腫疑いの病名で、IL-2R

を３か月連続で検査請求できるか］

Ａ）適応は非ホジキンリンパ又はＡＴＬのみで

す。（青本p391）ただし、悪性リンパ腫疑い

であれば認めます。回数は疑いであれば２～

３か月間認めることもあります。必要性をコ

メントしてください。

２，長期投薬処方加算について

Ｑ：外用薬（フルタイド吸入など）のみ処方の

場合、長期（28日以上）処方かどうか分り難

い｡備考欄に長期投与等のコメントが必要か。

Ａ：適応病名があればコメント不要です。

３，Ｑ）「新生児特定集中治療室管理料」「新生児

治療回復入院医療管理料」は入院時に適応が

あれば規定された日数いっぱい算定できるか。

Ａ）原則認められます。但し、詳記等でコット

に出たことが判明すれば査定もあ1)得ます．

（青本pl68pl70）

５，Ｑ）ＨＢＳ抗原（定性・半定量)29点と、Ｈ

ＢＳ抗原88点の使い分けはどうするのか。

Ａ）疑い、スクリーニングではＨＢＳ抗原の定

性・半定量（29点)。ただし、精度が要求さ

れる母子感染ブロックに関してはＨＢＳ抗原

（88点）も認めます。４，初診料の取り扱い

Ｑ）喘息・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻

炎．アレルギー性結膜炎などの病名で、抗ア

レルギー剤を処方したが、長期的管理をして

いなければ月２回の初診を算定できるか。

Ａ）喘息発作は間隔が空いていれば可能なこと

もありますが、その他の疾,患は|曼性疾患のた

め原則不可です。（青本ｐ２３）

６，Ｑ）尿路感染症で尿沈置とＳ－Ｍ（細菌顕

微鏡検査）の併施は認められるか。

Ａ)青本記載の通り、併施は認められません｡(青

本p370p408）

７，「ロタ、ノロアテソ、ＲＳ」等の検査の回数

Ｑ）アデノウイルス抗原の複数回は？「ＲＳ感

染症疑い」で迅速検査２回。コメントなしで

認められるか。

Ａ）ｌエピソードで１回が原則です。納得でき

るコメントがあれば２回目を考慮します。

Ｂ、検査に関するもの

１，Ｑ）免疫グロブリン（１９ＧＭ，Ａ）は気

管支炎等の急性感染症や気管支喘息病名だけ

で認められるか。

Ａ）検査項目に対するそれなりの病名付記が必

要です。 ８，「溶連菌抗原」ついて

Ｑ）「治療後の消失を確認するため」の２回目

は算定可能か。

Ａ）菌消失確認のための検査は不可。但し、前

病の治癒記載があり、１週間以上空いた後に

新たな病名あれば２回目も算定できます。

２，Ｑ）補体検査（ＣＨ５０，ＣａＣ４）は膠原

病（疑い)、不明熱、易感染などの病名で認

められるか）

Ａ）膠原病（疑い）は認められますが、その他

は検査に準じた病名（疑いを含む）付記が望

ましい。 ９，マイコブラズマ

Ｑ－１）肺炎のみ病名でマイコプラズマ抗体価

は認められるか。

Ａ－１）認めています。

３，白血病の病名のみで化学療法中に（１→Ｓ）

ＳＤグルカンの検査。

Ｑ）真菌関連病名は必要か？真菌関連疑い病

名があれば、連月や半年以上もnJか？

Ａ）真菌関連の病名が必要です。治療なしの場

合は月1回。連月や複数回の場合はコメント

が必要ですロ

Ｑ－２）マイコプラズマの迅速抗原検査も肺炎

病名だけでよいか。

Ａ－２）抗原検査なのでマイコプラズマ関連の

病名が必要です。
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Ｑ－Ｓ）マイコプラズマの核酸検ｌｌｌとマイコプ

ラズマ抗体の併施は？

Ａ－Ｓ）抗原と抗体価を何時に検査することは

できません。

方では傷ｿ丙名あるいはコメントが必要か？

Ａ－Ｓ;バクタは病名なしで認めますが、「ニュー

モシスチス肺炎及びその発症抑制」等の記載が

あれば丁寧です。「抑制」であって「予防」は

保険適応にはなりません。フルコナゾールは、

深在性真菌症の病名が必要です。１０，血液培養を伴わないプロカルシトニンの算定

Ｑ）ＰＣＴの検査は「敗血症」の病名で「血液

培養検査」とセットか。

Ａ）セットでなくてもかまいませんが、疑い病

名ばかりで傾向的な請求にならないように注

意してください。

（福岡県小児科審査員連絡会）

Ｑ－４；ネフローゼ症候群のプレディニンとシク

ロスポリンの併用

プレディニンの適応は『頻回再発性ネフロー

ゼ症候群を除く』、一方、シクロスポリンの適

応は「頻lnl再発型のネフローゼ症候群j・併)|｜

できないか？また、プレディニンの用堂はｌｕ

ｌ５０ｍｇまでだが、それを超して必要な場合は？

Ａ－４；「難治性ネフローゼ症候群」の病名が的

確と思われます。投与菫は原則150ｍｇ／ｄａｙ

までですが、血中濃度測定下の使用であれば、

測定値をご記入ください。２倍量まで増量を認

めることがあります。

【２０１３年５月】

●九州小児科審査委員連絡協議会から

（第２回；治療）●

昨年の九州小児科審査委員連絡協議会で検討さ

れ、その中で各県の対応にあまり差がなかったも

のを診療メモとして公表させていただいていま

す。先月に引き続き、第２回は「治療」です。か

なりの量がありましたので「処i櫛など」に関する

ものは来月に予定しています。

Ｑ－５；メトリジンの「起立性調節障害」への適

応症について

適応症は「本態性低、圧、起立性低血圧」だ

が、「起立性調節障害」は不可か？「自律ﾈｌｌ１経

失調症」はどうか？

Ａ－５；「起立性調節障害」では認めますが、「自

律神経失調症」では認められません。Ｃ・治療に関するもの

Ｑ－１；薬剤量の上限について

原則として薬剤量の上限は成人堂を超えない

こととなっているが、肥満の小児などでは体重

当たりで計算すると成人常用量を超すことがあ

る。必要理由のコメントが必要か？

Ａ－１；原則成人常用量までです。超過する場合

は納得のできる個別のコメントが必要です。

Ｑ－Ｇ；抗アレルギー剤の３剤併用

気管支喘息十アレルギー性鼻炎など複数のア

レルギー病名で、薬効の異なる３剤の併用は可

能か？

Ａ－ｅ；原Ⅱｌｌｌ剤から始めてください。両一的で

なければ２剤までは認められます。３剤以上は

納得のいくＩｌｉＩｉｌ別のコメントが必要です。

Ｑ－２；薬剤投与において「投与禁忌」の症病名

が併存する場合の取り扱いは？

Ａ－２；査定が原則ですが、Ili1il別のコメントがある

場合は必要性を考慮し判断することになります。

ヒルドイドについて

Ｑ－７;適応症として「アトピー性皮膚炎」や、｣Ⅱ｝

疹」のみで認めるか。

Ａ－７；原11||的には皮脂欠病症、乾燥肌の病名が

必要です。「アトピー性皮膚炎」で認めること

もありますが、「湿疹」は不可です。

Ｑ－Ｓ；悪性疾釧患の化学療法中の原虫／真菌感染

予防として、バクタ／フルコナゾールなどの処
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マ肺炎では？

Ａ－１４；多くの場合、気管支炎を併発している

ということで認めていますが、保険者側からの

返戻が多い薬剤です。できるだけ適応症の気管

支炎を併記してください。

Ｑ－Ｓ；ヒルドイドローション（クリーム）２５

９は、皮脂欠乏症の病名で１１[''何本（グラム、

ｍｌ）まで認められるか

Ａ－Ｓ；比較的高価な薬剤であるため、１回の処

方料は乳幼児で100グラム、年長児では２００グ

ラム程度までを目安としています。広範囲に及

ぶ例ではコメントをお願いします。 Ｑ－１ｓ；体重の記載なく、体格が大きいという

コメントで年齢区分を超えての用量は認められ

るか？

Ａ－１Ｓ；体重の記載が必要です。

ナウゼリンについて

Ｑ－ｇ；「咽頭炎」のみの診断名で処方は認めら

れるか？

Ａ－ｇ;消化器症状を示す病名の記載が望ましい。

Ｑ－１ｅ；1歳児への２ｍｇテープ処方など、コ

メントはないがカットしての使用は認められる

か？

Ａ－１ｅ；認められませんロＱ－１０；「上気道炎に伴う嘔'１t」にナウゼリン

６０mg処方は？

Ａ－１０；６０ｍｇは成人使用で、しかも上気道炎

での消化器症状には適応が記載されていませ

ん。使用の場合は、体重等のコメントを付けて

ください。

Ｑ－１７；ヘルベス感染症のうち、帯状庖疹のみ

が内服薬十外用薬の請求が許されているが、ヘ

ルペス性角結膜炎で内服十抗ウイルス剤眼軟膏

は？

Ａ－１７；認められます｡

Ｑ－１１；喘息・クループやⅡ侯頭炎に対するセレ

スタミンの適応は？

Ａ－１１；ありません。低薬価でも、ステロイド

ホルモン剤を含有するので査定の対象となりま

す。適応疾患はアレルギー性鼻炎と湿疹・皮膚

炎群です。

Ｑ－１Ｂ；水痘や帯状庖疹に抗ウイルス剤の軟膏

の適応は？

Ａ－１Ｓ；ゾビラックス軟膏は、単純庖疹のみ。

アラセナ軟膏・クリームは帯状庖疹と単純庖疹

に適応がありますが、内服薬と併用できるのは

帯状庖疹のみです。

Ｑ－１２；リゾチーム製剤の咽頭炎や扁桃炎に対

する処方は？

Ａ－１２；適応は喀出困難な気管支炎・気管支喘

息・副鼻腔炎等です。

Ｑ－１ｇ；ビオフェルミンＲ等は効能に記載され

た抗生剤以外と併用した場合に認められるか？

Ａ－１ｇ；認められます〔〕

Ｑ－１Ｓ；乳酸カルシウム（乳カル）の下痢症に

対する処方は？

Ａ－１Ｓ；適応はありません。適応症は低Ｃａｍ

症による次の症状の改善／テタニー・発育期に

よるＣａ補給となっています。

シングレア（キブレス）細粒・チュアブル・錠

Ｑ－２０；ｌｏ歳以上の児にシングレアチュアブル

（５ｍｇ）をｌⅡ２個処方できるか？

Ａ－２０；通常１個査定となります。チュアブル

錠５ｍｇは１錠までです．体重等で１０ｍｇ必要

ならシングレア錠(１０ｍｇ)に変更してください。ホクナリンテープについて

Ｑ－２１；端`１J､様（性）気管支炎、アレルギー性

気管支炎の病名でも認めているか？

Ｑ－１４；肺炎のみの病名でホクナリンテープ

は？とくに、問質性肺炎であるマイコプラズ
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Ａ－２１；認めていることが多いのですが、気管

支喘息病名への変更が望ましい。

Ｑ－２ｇ；テラコートリル軟膏の表在性皮膚感染

症（伝染性膿痂疹）の使用できるか？

Ａ－２ｇ；使用可です。

Ｑ－２２；コメントなく６歳以上でのシングレア

細粒処方など、年齢を越えての投与を認めてい

るか？

Ａ－２２；原則は６歳未満。年齢差がある場合は

コメントが必要です。

協議会報告と別件ですが、「病名を付け忘れて

いました」などの理由で再審査請求が見受けられ

ますが、病名漏れが復活する（認められる）可能

性はほぼゼロです。請求の|祭にしっかりとした

チェックをお願いいたします。

（福岡県小児科審査員連絡会）Ｑ－２Ｓ；ザイロリックは、適応症として「高血

圧を伴った高尿酸血症」となっています。高血

圧が病名にない高尿酸血症は認められません

か？

Ａ－２Ｓ；原則可と思われますが、ご注意ください。

【２０１３年ｅ月】

●九州小児科審査委員連絡協議会から

（第３回；処置、麻酔など）●Ｑ－２４；高血圧がない先天性心疾`患（特に複雑

心奇形）でタナトリルは処方できるか？

Ａ－２４；高血圧症の病名が必要です。 昨年の九州小児科審査委員連絡協議会で検討さ

れ、その中で各県の対応にあまり差がなかったも

のを診療メモとして公表させていただいています。

先月に引き続く３回目は「処置、麻酔など」です。

Ｑ－２ｓ；１歳未満の乳児にペリアクチンの処方

は認められるか？

Ａ－２Ｓ；乳幼児では「慎重投与」ですから使用

できますが､新生児･低出生体重児は禁忌となっ

ています。

Ｄ、処置・麻酔などに関するもの

Ｑ－１．高位涜腸の適応について

未熟児の腹部膨満で認められるか？その際

の病名は？

Ａ－１．，完腸」の処置料は基本診療料に含まれ

別途算定できないため､間違って「洗腸」を「高

位i完腸」として請求する施設があるものと思わ

れます。本来､高位浅腸はイリゲーターや管(カ

テーテル）を使用し、面腸を超えて結腸内に薬

剤を注入する1i完腸の方法です。単なる便秘では

請求できませんので、新生児期を超えるとほと

んど適応はありません□高度の便秘などで必要

な際にはコメントや病状詳記が必要です。新生

児期では、数回以内であれば「腹部膨満」で認

めていますが、算定回数が多い場合には、ヒル

シュスプルング病や胎便性イレウスなどの消化

器病名（確定病名）が必要です。

インフルエンザ関連

Ｑ－２ｅ；インフルエンザで、ラピアクタｄｉｖ＋

タミフル５日分処方の併用は認められるか？

Ａ－２ｅ；併用は認めません。

Ｑ－２７；インフルエンザにタミフル５日十リレ

ンザ５日の処方は、１）実日数１日でもコメン

トあれば認められるか、２）実日数２日であれ

ばすべて認められるか？

Ａ－２７；実日数１日では一方のみ認めます。実

日数２日でもトータルとして５日分までとなり

ます．

Ｑ－２ｓ；オゼックス細粒は適応疾患が限られて

いるが、オラペネムも同様か？

Ａ－２Ｓ；適応症通りです。 Ｑ－２皮膚欠損用創傷被覆材の適応病名について

気管切開後の処置などで認められるか？
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Ａ－２.手術縫合創と兄なされ算定できません(吉

本ｐ912,918参照)。病名としては「褥瘡」「表

皮水庖症」などが対象です。使用する際には創

傷の深さや投与日数にご注意ください。

Ｅ・その他

｢傾向的」請求の再審査請求（各県の取り組み）

「他の医療機関に比べて請求内容や頻度に大き

な偏りがある｣、「ほぼ同じ組み合わせで画一的に

検査や治療が行われ、重症度などによるバリエー

ションが少ない（たとえば、特異的ＩｇＥは請求

例のほぼすべてで上限の13項目)｣、などが目に付

く時は「傾向的」と表現されます｢，

問題提起；－次審査で「傾向的」として査定さ

れたと思われるレセプトも、そのレセ１枚見ると

問題ないため、再審査では「問題なし→復活」と

なってしまう。－次審査担当の審査員が｢傾向的」

として査定したレセの取り扱いはどのようにして

いるか？

Ｑ－３.先天性心疾,患の心カテ時に輪、した場合、

コメントや出血病名必要か？

Ａ－３心カテは通常輸血を必要とする出血量に

なりませんので、輸血の対象病名やコメントが

必要です。

Ｑ－４．白血病・固形腫瘍・膠原病の病名で輸血

があるとき、輸血に対する病名を付記すべき

か？

Ａ－４.悪性腫瘍で化学療法中は必要ありません。

ただし、大量輸血や長期にわたる血小板輸血な

どではコメントがあった方が丁寧です（返戻を

受ける可能性があります)。膠原病では輸血の

対象となる病名が必要です。

各県の対応；

○合議の際に一次審査担当医の意見を尊重（社

保)、医療機関からの再審査請求は数が多くな

いので審査員全員で合議（同保)に，

○傾向的診療を続ける医療機関に対しては、改善

されるまで返戻コメントを続けていく。

○１枚のレセプトで問題なければ復活している。

傾向的で査定対象になる場合は査定していく前

に文書連絡し、３か月間チェックのみの期間を

設けている。

○傾向的で査定された一次審査の結果を尊重、復

活はしない。

福岡県がどれに当たるか明確にいたしませんが、

審査機関からのメッセージが刷いた場合､－度｢診

療内容が画一的になっていないかどうか」見直し

てみませんか？

（福岡県小児科審査員連絡会）

Ｑ－５．骨髄検査や髄液検査、リンパ節生検など

で鎮静のためドルミカム、ケタラールを使用し

て静脈麻酔（短時間）の算定することは認めら

れるか？

Ａ－５．ドルミカムは効能効果に「麻酔前投薬」

となっており、薬剤料は請求できますが、静脈

麻酔（短時間）の手技料は算定できません。ケ

タラールは筋注であっても静脈麻酔と同等の点

数（120点;ＬＯＯｌ筋注･注腸による全身麻酔）

が請求できます。

Ｑ－６「タココンブ」（止血剤）を、肝臓・産婦

人科・心臓・肺疾,患以外の手術で使用できます

か？

Ａ－Ｇ．原則使用できません。使用時は「大量出

血を伴う手術」が分かる病名と病状詳記または

コメントが必要です。

[２０１３年７月】

●薬剤の保険適応と傷病名について●

Ｑ－７．みずいぼに対して、いぼ焼灼法や冷凍凝

間法は認められるか？

Ａ－７．認められません。青本（p602）に「伝

染性軟属腫の内容除去はＪ057．軟属腫摘除と

して算定する」となっています。

近年、薬剤の保険適応は、原則的に、その薬剤

の添付文書に記載された適応傷病名によって、判

断されており、旧来のように、必要に応じてなさ

れる個々の医師の向由な裁量による保険適応外の
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処方は、認められていないのが実情です。

保険診療では、公平性が保たれ、科学的に検証

された治療が保証されねばならない以上、妥当な

方向性でしょう。また、ここ数年の公知申請の受

理の促進や平成22年度の中医協での薬価改定で実

施された新薬創出・適応外薬解消等促進加算の試

行にみられるような適応外薬解消に向けての企業

努力を支援する政策、そして、小児科学会を始め

小児関連の諸学会の努力により、小児に直接的な

保険適応をもつ薬剤が多くなったことも事実で

す。しかし、その薬剤が十分な薬効をもっている

ことが科学的にも検証されているにもかかわら

ず、適応傷病名の中に目的とする傷病名がない場

合があり、審査上判断をもとめられることがあり

ます。特に、悪性腫瘍や難治性疾`患に対する保険

適応外の投薬は、審査員としてとても悩ましいと

ころで、仮に保険適応外の疾患であっても、審査

員相互の協議のもと、薬剤の効能･効果を重視し、

かつ,惠児の病状を勘案して、その適応及び投与量

の増量等を認めていく方向で審査しています。特

に難治性疾`患で保険適応外の処方を余儀なくされ

ている場合、病状詳記やその薬剤の必要理１１１を求

めて返戻させていただく場合があります。

一方、抗生剤や抗アレルギー斉ｌ等、小児の一般

診療に直結した薬剤に関しては、薬剤の適正な使

用を促す意味からも、より適応を厳しくしていま

す。

例えば、オノンカプセルには、気管支喘息とア

レルギー性鼻炎の適応があるのに、オノンドライ

シロップには、アレルギー性鼻炎の適応がない時

期が長く続いていました。審査員の中には、同一

薬であり、剤型の違いだけであるから認めても良

いのではないかとの意見もありましたが、審査員

の総意としては、企業の努力により保険適応が得

られるまでは、適応外としました。同効剤である

シングレアやキプレスのチュアブル剤や細粒に

は、現在もアレルギー性鼻炎の適応はありません

ので、ご留意ください。また、最近の例では、オ

ゼックス細粒やオラペネム小児用細粒がよく指摘

されますが、急性上気道炎や気管支炎への保険適

応はありませんので、ご留意ください。

さて､後発医薬６hの処方が促される時代となり、

多くの診療所や病院で、後発医薬品が使用されて

います。審査をしていて、これ何だつけ？と医薬

砧情報を開くことも増えました。お気づきのよう

に、同一の薬剤でありながら、先発医薬品にある

保険適応傷病名が、後発医薬品にはない場合があ

ります。この場合、処方菱を交付する保険診療機

関が「後発品への変更不可」と記載すべきと解釈

されます。

しかし、現状では、後発医薬品の効能・効果を

容易に検索するシステムがなく、一方､安易な「変

更不可」の処方菱への記載は、後発医薬品の使用

促進に支障を来たすおそれが懸念されるとの理由

で､目下のところ査定の対象にはなっていません。

いずれにしても、突今審査が始まり、薬価のい

かんにかかわらず、すべての薬剤の保険適応傷病

名のチェックが可能な時代になりました。適応傷

病名がない場合は､まずは査定の対象になります。

レセプト点検では、傷病名のチェックを（薬剤投

与との関係で、開始日も含めて）十分に行ってい

ただきますよう、重ねてお願いいたします。

なお、薬剤の保険適応についての情報は、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ

に入り、医薬品情報のサイト（http://wwwjnfQ

pmdagojp/iyakuhtml）をみると便利です。（最

新の医薬品添付文書がＰＤＦでダウンロードでき

ます｡）

（福岡県小児科審査員連絡会）

[２０１３年B月】

●医科点数表の解釈から●

電話再診について記載いたします。電話等によ

る再診では

ア初診を受けた患者について、治療上の意見を

求められた場合に、必要な指示をした時には再

診料を算定できる。

イ患者の病状の変化に応じ療養について医師の

指示を受ける必要のある場合であって、，患者又

は看護者の求めに対し治療上必要な適切な指示

をした場合に限り算定する。

ウ乳幼児の看護に当たっている者から電話等に

よって治療上の意見を求められて指示した場合
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a

’よ、乳幼児加算を算定する。

となっております。

受診後の病状に変化に応じてご指示願い、その

内容を診療録に時間とともに記載ください。検査

結果の連絡や、次回受診予約、紹介状記載などの

電話対応は、電話再診には含まれません。傾向的

と思われないためにも、指示の内容を詳記いただ

ければ、審査の参考となります。

ただし、同一日における初診ｏｒ再診に付随す

る一連の行為と見なされる場合、時間おきに病状

の報告を受ける内容の場合は、算定できません。

ファクシミリ、電子メールは聴覚障害の`患者に

係る再診の場合のみ算定できます、この場合診療

録にファクシミリ等の送受信の時刻を記載すると

ともに、当該ファクシミリの写しを貼付してくだ

さい。ちなみに電話等とは電話、テレビ画像等を

通した再診のことです。

時間外、休日、深夜の電話再診も上記の用件を

満たせば算定できます。

（福岡県小児科審査員連絡会）
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編集後記

今回の会報はいかがだったでしょうか。特集記事を大先輩方にお

願いして書いていただきました。ワクチン等の予防医学が発達し、

今まで見たことの無い疾`患が今後増えてくるのかもしれません。

ひょっとしたら細菌性髄膜炎を見たことが無いという小児科医も出

てくるかもしれませんね。あと２０年くらいして同じタイトルで書

いていただくと、最近見なくなった疾患一ロタウイルス腸炎一、な

んてあるかもです。

さて、第２３回外来小児科学会も無事終了し、関係の先生方お疲

れ様でした。評判も良かったようで、さすが福岡の外来小児科の学

会、とのおほめの言葉も多かったようです。私も受付の監督という

大役を任されおおごとしましたが、先生方、スタッフと一緒になん

とか乗り切ることができ、貴重な経験を積ませていただきました。

この場を借りて御礼申し上げます。

私の会報の編集も今回で終了です。編集委員の先生方、ありがと

うございました。会報は今後も持続していきますが、会員の皆さん

で今まで同様に盛り上げていければよいと思います。

（編集責任者松本一郎）
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