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｢サバンナの若き獅子たち』

山本まゆみ（明石市）

ケニア・マサイマラ自然保護区で若いライオンの群れに出会いました。

きれいなライオン達でした。若いっていいですね。
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⑨
将来の小児科医像を考える

､<liiiFi)し
田 位

－５－５－▲

副会長勝

最近コミュニケーションについて考えることが多くなりました。｜差療の現場ではコミュニ

ケーションは雨要なツールです。たとえばI去手なｌｌｉｊ歴の採取は『[確な診断に欠かせないもの

ですし，逆に医師と患稀との意思の疎通を欠いてI差療訴訟を招いた鞭例には事欠きません。

以前よl),患ｿ｡や家族とコミュニケーションから彼らが持つ複雑な」と(いを知るための工夫と

して，家族との交換ノートを利11｜してきました。保護者は診察11寺にそのノートに来院理由や

心配事を書いて持ってこられ，私は診察結果や心Ｉ１ｌｉＵヰトの|ﾛ|杵を書き足しています。いわば第

２のカルテともいうべきもので，今やわたしの診察案では必須のアイテムになっています。

生活の上で本当に大切なコミュニケーションのはずですが，今そのスキル不足が地域に顕

著に表れてきているのではないかと感じています。ここ数年地域の|矢療崩壊を守るべく奔走

してきました。リlii院勤務医と話し合い，地域住民との勉強会を何|['|も繰り返しその中で見

えてきたものがあります。それはｷll下への愛情（思いや1)）の希薄ざです。もちろん医療崩

壊の原因は一つではあＩ)ません。でも突き詰めれば医療者|可'三あるいは地域住民と医療者と

のコミュニケーション不足に行き着くのです。そしてこのままだと医療はいうに及ばず，地

域や人間関係そのものが崩壊してしまわないかと本》'1に心配しています。

今後，地域を守るためには地域挙げてのコミュニケーションのＷ櫛築が必要なのではない

かと考えています。コミュニケーションの基礎は}''千への思いやI)だからです。この醸成に

は家庭教育が大切ですが，親そのものが十分なコミュニケーションができなくなった昨今，

若い家庭を助け地域と家庭を結ぶコーディネーター役として小児科医が重要な役割を演じる

必要があると思うのです。子どもと心の交流を交わし心の豊かな子どもを育て，そんな子ど

も達を行くむ家庭・地域をも育て，あらたなコミュニティー再牛に腐心することこれこそが

小児科l天が社会から求められている姿の一つではないでしょうか。

総合小児科医問題に揺れ動く昨今，我々白身の足兀をもう一度しっ７Ｍ見据える必要があ

ると考えています。
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１２成25年３Ⅱ1６１１（上）

於．三宮研修センター（第59回小児医学講座

【講演１】

応長＝兵lWifu｢L小ｿj科医会教育委員会

担当fIM事安部治郎

県立こども発達支援センター開設

～現況から発達障害者支援を考える～

兵I'|てり,L立こども発達支援センター

センター長野「|’路丁一

兵IF県Ｊ１ﾉ:こども発達支援センター（以下セン

ター）は，発達障害のあるこどもたちを対象

に，診断，診療，療行を実施する診療DTと，ア

ウトリーチによるIIl雌発達健康ｲ'１談，発達障害

を支援する専門家を支援するＩＪＩ修や情i#１t発信な

どの|幾能を右するセンターとして，’1Ｍﾐ７１Ｉｌ

ｌｌに|ﾙ|設し８力１１が経過しました。基ﾉＭりな体

制が整Wij(椅数も徐々に増えているところです。

る（1in在化する）という特徴があ1)ます。つ

まI)枕園（保f7l刺・幼稚園等）を契機に集卜１１

〔ＭＩＩ｢に19||染まない言動が，さらに就学以降は

学科ｌｉｌｉでの〔]荷とともに多様な友人関係が，

そして社会人になってはじめて診'折される例

も1'１１｜えているようです。実際に，「ひょうご発

達llWilif荷文:援センター（クローバー)」では成

人期の札|談が急b}『)しその割合もｌｌｉ９えているよ

うです。発達隙１１１:への理解や対応がすすんで

いるとは「;え，解決すべき課題はたくさん

残っています。

（１）「発達障害」について

発達障害は脳機能障専の１つと考えられ，

発達障害者支援法には，「'111洲iiiやアスペル

ガー症候群を含む広〃L性発達|lIiif害（ＰＤＤ)，

注意火ljiri多動|ｿｌｉ隙４１iｆ（ＡＤＨＤ），‘jﾒ:習障存

（ＬＤ）その他これに類するlli)i機能隙fiifであっ

てそのｿiii状が皿常１Ｍﾐ齢において発忘UILするも

の」と定義されています。（図１）

センターが対象としているのは，概ね１５

歳までの「発達|章客のあるこどもたち」で

す。支援の必'異なこどもたちのljn度は定かで

はあI）ませんが，おおよそ５～１０％ともいわ

れていて，決して少ない数ではあＩ)ません。

発達障害は，その他のllifi2Ti子とli1様かそれ以

」さに，IlIil人の能刀はおかれた環境に人いに依

存することを111解する必婆があI)ます゜その

時に求められる社会性にl心じてｿiii状が変化す

＜発達障害者支援法2005.41＞

自閉症、アスペルプゴー症(侯群

その他の広【汎性発達障害（ＰＤＤ）

l学雪i露て、

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）

その他これＩこ額する脳機能の障害であってその症状力Ti西

南(四年齢で発現する壱のとして政令で定めるもの

＜蘂…支緩麓…令)〉Ⅱ
脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢で発現するもののうち、

言語の障害

協鯛運動の障害

その他厚生労働省令で定める障害一

＜発達障害者支援法施行規則（厚生労働省令）＞

自閉症、アスヘルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害、言語のl草書及び協調運動の障害を除く、

心理的発達のIuP害（ｌＣＤ－１０のＦ８０－Ｆ８ｇ※）

行動及び情緒の障害（ｌＣＤ－１０のＦｇＯ－Ｆｇ８※）

(図１）発達障害者支援法等で定義された

「発達障害」の範囲図
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ここで，医雄機関が果たす大切な役割とし

て，｜美学的診I折に基づいた診'折（障'存）ＩＬｒ知

をあげておきます｡診附『されることで各ｲIF文

援を受ける契機になり，生涯にわたって必要

な支援の入り’１にrrつことができます。もち

ろん，必要があれば薬物治療なども提案でき

ます。診断や概念は何度い,｣mIrされ↑}L乱もあ

りましたが，実践的になっています。‐方

で，｜M:]係怖・環境依存’'4１，そして述統|/'１（ス

ペクトラム）という明確に線ｿ|きできるﾘi)i態

ではないことを前提にしていることで，必ず

グレーゾーンが生じ，障害を確定することに

薦蹄する領域を残すことにな')，伝えﾉﾉにつ

いては悩むこともあります。その時に，行橦

機関と連携できる体制が必要になってきます。

〈発達障害のあるこどもへの対応〉

－|矢療・教育・福祉の連携一

」,L1UI発見（乳幼児健診や集ｌＪｌの場での気づ

き）

診'折・治療

療育，教育，行動療法など

薬物淌療

ＬＭｌｆ支援

・乳幼ｿJ1Ul：青ﾘJI11談と療行

・学童期：特別支援教育

。」,11巻jUl：障客受容(zlx人の悩み）

・就労支援

く診'W｢のための手111画〉

０主訴

・問診（生育歴）

・行動観察

・検沓（除外診断も含む）

しＣＴ，MRI，脳波など

し発達検査（ＤＱ)，ｉ[|能検行（ＩＱ）

しその他の検在

Ｔ言語評価（IＴＰＡ）

Tll閉症評(ｌｌＩｉ（PEP，ＰARS，ＣＡＲＳ，

ＡＤＯS）

(Ⅱ)兵庫U,い〉=こどもﾂﾞi§達支援センターについて

（１）兵庫UiL立こども発達支援センター附属診

療所（診｝ｉｆ機能）について

センターの1ﾐたる機能は，保険診療にA1き

づいて診'折，診蛎療育を実施することで

す。｜美illlj，石護I111jのほか，心理十，保育

’二，言研聴覚'二，作業療Ｉ安土の多職穂によ

る評{l1Iiとその評Illliに基づいた療育の実施を

ノ１１§本の姿勢としています。多面的な視点で

丁寧にこどもの特'|′|ﾐを見つめることで，発

達|章1i１ミリJのｉ]:会ｌ１ｉやコミュニケーション能

力について1111解を深めることが可能になり

ます。岐近注'１されている発達障害児がｲ丁

する感覚過敏（または鈍麻）や未成熟な姿

勢保持や連動機能が生iiIiを困難にしている

ことも|ﾘ]らかにな'）ます。

ＬｌＩｌ期診断、１iﾘﾘl療行

先述|ffriii:のあるこどもの牛きづらさ，

育てにくさをlllWi化，保護者の障害受容

を助け，ｆ育ての意欲を失わないように

支援することが必要です。

〈l1uUl療育の意味〉

。育てにくさに戸惑う保護者や支援ｲ2ｆ

に共感支援

●ﾘJのlll1lU1能力（11117下，不器)しⅡ）のiiIil

lMifと統合

・こどもは，’1分なりのやＩ)方を身に

つけることで｢'１１}〔感情を守り，意欲

や情動が安定

・こどもの育ちが親子の関係性を改齊

愛着形成

。/MTi｢文援，特U|｣文援教育につながる

『がかＩ）

●し２次|'|りにﾉＩｉじるイ〈適応やlIlIうつ，社

会|'|ﾜ狐〕>と（不そ矧交，ｿ｜きこもＩ)な

ど）を了|j〃

２．保護ff文援

・保護行，家族の文援の〃にも差はあ
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の核となる支援機関に派遣する

３．研修・教育連携

IjlllJや療育機関の作業療法十，言語聴

覚上，保育士等支援者を対象に研修を実

施する

支援者向けの実地研筥修などを企画・運

営

４．市川助言

市Ｉｌｌｉの支援-粁向けに|欠師がスーパーバ

イズを行う

５．情報提供

ホームページ等で情報発信

る。

・こどもの支援を焦る気持ちが，保護

者を追いつめることもある。

・保護者がどのような気持ちでいるの

か配慮する余裕が支援者には必喪・

障害の有無に関わらず育児支援の姿

勢が大切

●保護者の複雑な思い

Ｔ`liLAい通りにならない，難しい了育

て。でも，指摘されたくない？

Ｔ他の子と違うと思っているのはロ

分の思い過ごし？

↑日分の育て方が愁い？

↑発達が遅れている＝障害？

３．二次障害予防

こどもたちへの1'１１接支援とともに保護

者や支援者文援が重要であることは(可度

も述べましたが，適切な感情表Ｈ１や調整

が難しいこどもとの愛着形成が川難な場

合，親了関係は不安定にな')ます。集'１１

におけるコミュニケーションが弱い場合

もｽﾞi1人関係は不安定にな')ます。こｵしら

は，こどもの自尊感情の低下や情緒不安

をリ|き起こし，そのまま放世すると小幾

校や抑うつなど二次的な精神障害やひき

こも1)などの社会|'|<]孤立の誘灰|にもな'）

ます。

(2)その他の事業について

ＬＨ１張発達健康ｲⅡ談

センターへの来)ﾘ｢を迷うケース，セン

ター受診後フォローなどを対象。西播

１姪・但ｆ５・丹波・淡路の４１淫|域のTlTlllJを

対象に，年２１口|程度出lh1き，医師・専門

職が医療111談を行う（診'折・診療は実施

しない）

２．派遣発達支援

市町の療育や支援体制への支援を行う

ため，」化ンター職員を当該市川の療育

法確備とともに種々の支援体制が整備されて

きましたが，lfL期診断，早期支援が推進される

流れに療育センターや専門医療機関は診断を求

める`恐者であふれ待機が長くなっています。セ

ンターでは，診療以外にも市１１１Jと連携し，アウ

トリーチによる出張発達健康机談，支援者支援

を|I的とする卑門家iUl:惨や派j世発達支援，「特別

支援教育センター」鞭との教育連携，発達障害

やその支援体ＩＩｉｌ]についての情糀提供など診療以

外の術業もすすめているところです。

「発達支援」とは，発達障窯者に対し，その

心fLI1機能の適兀な発達を支援し，及び円滑な社

会11ﾐ活を促進するため行う発達障客の特性に対

応した医療的，福ﾈ１１豆的及び教育的援助をいう。

と記されている通1)，各関連機関と述携し生illi

にわたって見守り，必要な時に必要な支援が受

けられるような体ﾙﾘを社会全体で準Iilliする必要

があります。

今後，さらに多くの方にセンターを利用して

いただきたいと願っています。センターを受診

するためには，各々お住まいの市川に代表窓１１

が設置されていますのでご相談ください。保

健，医療，福祉のilljl1者，支援担当苫の方には

情報提供と市町代表窓口へのご紹介をお願い致

します。TljlllJの代表窓口がセンターと連携して
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受診までの手続きをいたします。（図２）

詳細はＨＰでもご案内していますのでご参Ⅱ《く

ださい。

http://www・hwc・orjp/kodomohattatsu／

※〈文部科学事務次官・厚生労働事務次官通知〉

ケースを通じた連携紹介から終診後

■ ■■■しＥ１回1F=i=１m弓厩可歴)■
専門的支楓

(鯵断・鯵毎、痕竃）療窟・発逮支援

[…ﾌﾟ,鶏｝■■■■し
睡墳瑠瑚

Ｃｌ屋書時違醤Mb譜凸!;２

〔)握悪尻感簿支露縫議

Ｃ淘軍テイサーヒス等
療胃搬費爆１：

”
勤
騨

〈
．
１
悪

一
秤

》》》』且縄瞬縦辨凧綱
！
□
》
Ｉ
．
！
・
・
・
。
Ｑ
（
１
）

[三三三l》?－口■し

■■■■■■、■四劃い□‐

■柵…￣ﾐ蝋戸口１１
回鰯獺ｌ－Ｊ－１
Ⅳ纈………国.-這糯率》■

■ Ｏひょうご発運陣憲蜜支機センター

〈クローバー）

」■Ｌ

’韮黒露再羽」

〈表蜘童定〕

Ｏ壌欝所。雛I網

市町(例:陣容福祉腺）

(声総計

甘「

’露．’(※市町からの趨介がlQl輿〉
ご寓言I I-)生うこ学習障害１９談室

学噴７口し－し(蘂､蒲:'支鬚籔膏ｾﾝﾀｰ：

「法の対象となる障害は，脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの

のうち，lCD-10（疾病及び関連保健問題の国際統計分類）における「心理的発達の障害（F80-

F89)」及び「小児く児童〉期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害（F90-F98)」に含ま
れる障害であること。なおてんかんなどの中枢神経系の疾患脳外傷や脳血管障害の後遺症が上記

の障害を伴うものである場合においても，法の対象とするものである｡」

(図２）センターと各種支援機関との連携図

’

市IBY

(Wi:mi曹祖

祉譲）

、
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【講演２】

座長＝兵庫県小児科医会理事

（教育委旦会委員）谷口賢蔵

特別支援教育と医療の連携を考える

～二次障害を予防するために～

関西国際人学

中尾繁樹

１．通常学級で支援の必要な子どもの実態調査

から

前回文部科学省が行った「通常の学級に在

籍する特別な教育的支援を必要とする児童('三

徒に関する今'１１１実態調査」（平成１４年度6.3

％）と今回の訓査は共に，学級担任に対して

ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能、閉症などにみられる学

習・行動特徴を顕薪に示す児童/Iと徒について

判|折させ，ｌｍｌ秤させている｡発達障害の専'''１

家チームによる判断や，医師による診断によ

る１１１門的な診断に則ったものではなく，発達

障害のTil能性のある特別な教育的支援を必l姿

とする児童生徒の割合を示すものである。

しと判|新された子どもたちの巾にも潜在的な

|木|難予備軍が多数いる。これらの数値が出る

とすぐに，発達障害児が何'一〃人もいるとい

う記]「になるわけですが，iii述したように，

これはあくまでも診断ではなく学校の''１で

「ﾄ１１っている」と誉えられる了と゛もたちの数

値にしかすぎない〕

以１２のような調査結果から見えてくるの

は，一般的に子どもたちがどんなlkl難を抱え

ているかを教師側からみたもので，一般的な

Ｉ頃|ｒ１はわかるが，具体的な｢'１身まで推測する

ことは|K|難である□特に，学習而でも，行動

ihiでもなぜそこに肘難があるのかという調布

はなされていない□今の子どもたちの抱える

'２N難さは，なぜそのような結果につながって

いるのかを解明していかないと根本的な解決

策にはつながっていかないのではないかと考

える。

通常学級で支援の必要な子ども
｢通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する

全国実態調査」２０１２年調査１１６４校５２２７２名

麺illiUHm､Fj1際 ２．現場の問題点

平成19年度から全同で特別支援教育が本格

的にﾘﾐ施された。杖|ﾉﾘの支援体iljll鞍Illiが急

ピッチで進んでいるが，各｢|治体，学校での

実態は思うように進んでいないのが現状であ

る。例えば，杖|ﾉ]委旦会は設置されても子ど

もたちの実態把Ⅱｨｌの段階でj､ち止まっている

ことが多い。先LIiたちが了どもの表面上の状

態（多動，指示が通らない等）はわかるが，

」て記の結采から，学課や行動1ｍで著しく発

達障害的特徴を示すと判|lﾘ｢される児童/'三徒が

全体で6.5％（小学校7.7％，’'１判交4.0％）い

るという''1|答を通常の学級の教Illjから得られ

たことは頃要な結果と言える。しかし，住|雛

のｲT無の|全U断のポイントは連続してお|)，な
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背蛾がxll1解できずに悩み，客観的な評I1lli，適

切な指導力策が兄上}}せない状態である○行目

if１体でシステム整備が進んでいるが，そのシ

ステム利用がうまく機能せず，結1'j，学校や

担任の力量に任せられるところが多くなって

いる。また，不適切な指導のため’二２次的な

問題をワ|き起こしているケースも少なくな

い。今の学校現場に必要なものは，ｌ１ＩＩＵ虚のい

る]亘どもたちへの具体的な指導内容とり全級令

体への適切な支援万策である。そのために数

,1,,jとして，『どもの実態把梶や授業ﾉﾉ'(リ[二た

めの車,,ｌ性が必要になってくる。そこで隆illU

や心理三上等の専門家との連携によ')，ｕｊｉｌＩ１１的

な兄ﾉﾌﾞ，背景にある認知特性等をアドバイス

される1,,で，より適切な指導法が考えられ，

実際に実践される。自治体が設ii''Lしたりj〔'１''家

チームだけでなく，地域の病院等との連携シ

ステムを1i急に整備する必要がある。これら

の連携システムを十分機能させ，適切な脂導

ができる体制終備を進めることで，特１１)Ｉ支援

教育が機能すると考える。

さらに，特別支援教育が杵及．定蒜する

と，発達障害等の特別な教育的支援を必要と

するﾘJ竜生徒への正しい理解と適切な支援が

促進され，いじめや不登校などをイミ然に防ぐ

効果もﾉﾘ,侍されている□（これは特別支援教ｆｒ

のネル,,【を持ってjこどもたちの実態を把ｌｋ;した

り，指導した')すると｢どもたちの'水'ってい

るところや蹟きが早期に発兄でき，］多防でき

るといわれている。残念ながら，いじめや不

篭校が減っていないのは特別支援教育が普及

定着せず，イとだ障害児教育の域を抜け'')して

いないからだと考えられる｡）発達陣秤淳の障

害のｲi無にかかわらず，特別な教行ｌｗｚ接を

必要とする児童生徒一人一人の教育'''ワニーズ

を常に把握し，それに応じた指導γ支援を'ｌＬｌ

係機関とも連携しながら行うという特肌'文援

教育の考え方が学校全体に浸透することに

よって，それそ､れの学校における児帝生徒の

確かな学:ﾉﾉのlfI上や鶚かな心の育成にもつな

がっていくものと考えられている｡

３．問題の背景

子どもが示すＩＩｌＩ遇は，家ＩＩＥと学校と社会と

いう器の''１で継続的に起こる二子どもの婆lkl

（生物学的な要|ﾉ〈|による障害や疾病）には，

発達|lIPEii÷（広義)，染色体異常，遺伝了疾A1iな

どがある．岐近は，家庭の要因（家族．家庭

環境など）による，「ども虐待，不適切な家

庭の養育Ｍ９えてきている。さらに学校の要

１１Ｊ（友だち，教Illj，授業など）による，いじ

め，授業がわからない，教師個人の問題など

が影響している。

ではなぜこのような子どもたちが鼓近よく

見られるようになったのだろうか。原Iﾉﾘとし

ては様々なことが碁えられるが，最近の50年

Ｉ１Ｉｌで子f｢てのｲﾋﾉJが変わってきた。高度情報

化が進むにつれ，｜,lhlilLI観や生活様式の多様化

が進み，従来の密請型の子育てが崩れてきて

いるように,'と(われる。密着型の子育てが崩れ

てくると触感党の'111趣を中心に，脈眠，食

調，排ill':といった」,躰的ﾉﾋ病習慣のリズムが

崩れ，人に対しての「|ＩＩＴ」や「絆」といった

ような親密なIlU係も１Ｍにくくなると考えら

れる｡褒められた')，認められたI)すること

が減り，外でも友達で遊ぼうとしなくな')，

発達に必要なflﾐii1i経験が少なくな')，子ども

Ｆ１身の心の発達に様々な影響を及ぼしていく

と思われる。物ｆ１Ｉ的な豊かさと少子化Ｍ１｜

伴って，放(ﾓや過干渉といった一人の二(一ども

にll1ij方の親の関わ')が共存する環境にもなっ

ている。また，物蘭的な豊かさに(12って，パ

ソコン，ＴＶ，ゲーム等からのfi17報量が他端に

増え，今の]亀どもたちの脳年齢は「ドッグイ

ヤー」と|呼ばれるように，以前の４倍連で進

んでいるといわれている。これは，以前の４
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倍以上の情報量が丁どもたちのlIiiiに入ってき

ていることを物語っているし,そうすると幼児

期から子どもたちは「何もしたくない」「イラ

イラする」「生きているのがいや」「ご飯を食

べたくない」「疲れた」「''1Ｍしない」等の心の

不〈訓感を訴えるようになっている。

このように，］a育ての仕方も変わりつつあ

り，愛着の形成にｉｉ１Ｊらかの影響を及ぼしてい

る。この密着行動が薄れていくと全体として

人に対しての興|｝}てが薄れていき，気持ちが物

のほうには｢ｉｌ〈が，人のほうには向いていか

ないというようなこともよくある｡結果とし

て，人を大切にするといった気持ちが持ちに

くい親子関係ができあがっていくといわれて

いる、

い，指示がわか')にくい，、［|〈ない，聰

覚や視覚情報の過敏等々があり，結采とし

ての↑了動に振りＵTlされるのではなく，前後

の行動を分析する必要がある。

○「できない」から「なぜできないのか」

「どうしたらできるのか」へ

子どもたちの気になる言動の)てし方を，結

果だけを見た「～しかできない」ではなく

「なぜできないのか」「どうしたらできるの

か」という要因分析をする兄方へ変える必

要がある〕教iiiljの意識の変化によって「～

ならできる」「～もできる」というような見

方に変わＩ)，子どもたちだけでなく教師自

身のモチベーションも高まってくる。

○日頃から子どもたちの気持ちを共感的態度

で受け１１こめる

子どもたちの気になる言動の理由や言い

訳，言い分（｢どのように感じたか」「どの

ようにliLAっているか」等）を〆子どもたち

の気持ちに寄I)添いながらじっくり聞くこ

とはとても重要である。

４．「困った子ども」から「困っている子ども」

への視点の転換

○好きなことや興味・'對心のあることを把握

する（得意なところ）

Ⅱ常の雑談や行動観察の中で子どもたち

の好きなことやlim↓味・関心のあることを観

察し，発見することは大切である。得意な

ところがわかれば，学習の導入時のきっか

けや活躍の場の設定に役立つr'

○許手なことを把握する

「どもたちの兄え方や聞こえﾉﾋﾉ；感じ

方，記憶や理解の仕方等の認知といわれる

脳の処f1f1過程の特性をf1I1解し，それを跣ま

えて指導・支援に牛かすことも孟要なポイ

ントになる[〕

○気になる言動の要仏|・背哉を考える

了一どもたちに対して注意や'1上貢をする前

に，気になる言動の要は|・背鼓を考えるこ

とも大切である。例えば，授;業'|]に立ち歩

く要|天|，背景は，｜１１Jをしてよいかわからな

い，注LＩしてほしい，課題が商すぎる，座

らなければいけないということがわからな

５．子ども理解のためのアセスメント

子ども一人一人の特性を理解するアセスメ

ントとは，「丁一どもについての情報を様々な角

度から収集し，それらを耀理分析して，子ど

もの実態や全体像を理解していくプロセス」

のことである。｜笈学的な検査や知能検査だけ

でなく，学校で↓」られる子どもたちの行動の

様子や学力の状況，家庭環境等を的確に把掘

し，子どもたちの強いところと弱いところを

）,しつけることがﾉ(c切である。子どもたちの抗

いところが兄つかると指導を行う-kでのきっ

かけ作りができる。また，リリいところが兄つ

かると「できなさ」の背景のメカニズムが解

明される。教liliは結果としての「できない」

ということだけを見ずに，「なぜできないの

か｣，「どうしたらできるのか」という観点を
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持つ必要がある。 Til:の了-どもたちの｣|ﾐまれから行ちに至るまで

の経過を一番よく把握し，保護者の信頼も厚

い[〕学校現場が小１，'J医療に求めていること

は，IE確な診'折はもとより，「なぜこのような

状態なのか，今Ii1Iをすべきか」ということを

係1警昔，′;:校へ助汗することで，’ｌｉｌｉ報を共ｲ「

し，協働することである。それによってよI）

スムーズな特別丈援教育の｝|(苣進と子どもたち

の健やかな成長，発達が促進できると考え

る。

６．まとめ

特》Ⅲ支援教育の推進・充実のためには，学

校現場の努力だけではうまくいかないケース

が多い。教育委員会を'''心とした様々な機関

が連携協力し，学校現場をサポートする体制

が必要である。そのL|'でも特にU｣［'１'Ｅｌ機lMjとの

連携が大切である。ネ''１丁｢'１jのような支援セン

ターの設置も含めて，地域の小ﾘJ医療との連

携はｲ〈可欠である。地域の小I,lLl科医は発達|章
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[お知らせ］

5歳児発達相談診察研修会（第２回）

時：平成25年11)1281］（木）１４：３０～１６：３０

場：ラポルテ本館ラポルテホール（芦屋Tlj）

象：医師及び５歳ﾘ'｣`発達｜||談従Ｊ１三|:片（保健Ⅱ｢|j，臨床`LJHU｣三等）

容：

ｌ）報杵：

「５歳児発達相談診察マニュアルについて」

兵庫県|矢H11i会乳幼ﾘj保健:委員会委員辰巳イⅡ人

２）溝槙：

「孔幼ｿｄ１Ｕｌにおける発達|lillflifの課題と支援について」

神戸大学医学部保健学科教授向出折

日
会
対
内

氏

平成25年度「子育て支援ひょうごフォーラム」

[１時：平成26年ｌ）１１８口（'２）１４：３０～１６：３(）

会場：兵IiliﾘiLl這師公館２１Wr入会縦案

〒651-8555イ''1)ｺﾞiIjll1央区磯'２皿6-1-11ＴＥＬ：078-231-4114

テーマ：「こどもの食育～食べることの大切さ～」

対象：子どもを持つ保護者，保育所・幼稚陣'１腱]係肴，‐般県比

内容：

ｌ）識波：（90分）

「演題未定」

兵I1lrU｢L立一入学環境人llkl学部食環境栄養洲Ｍ教授水）ト成美氏

、■■■■■■■■･■■■■■■■■■■■■■･■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■･■－，■■■■■■■■■■■■■■■■･■■■■■・■■■■■･■●
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日本小児科学会兵庫県地方会

【第258回】

兵庫県立塚ロ病院血液腫瘍部門開設後の現状

'１)兵庫県立塚口病院小児科

(2)同小児救急・集''１治療科

宇佐美郁哉'川前１日紗耶架''１

｜｣|｢Ｈ博之''’111111苛英史''１

大vLi聡'2’菅健敬'2）

舞鶴f(奈子（１）

毎原敏郎m）

高原賢守'2）

星
場
條

大
大
中

大観('１

彦明''2’

悟(2)

要旨

平成24年４Ⅱ，塚l｣病院に|Ⅲ液腫瘍部''１]をＭ１

設した。ITT１年121Ｆ|末までに，ＦＩｍｌ病７例，リン

パ肱ｌ例，神経芽肱２例，肝芽肌ｌ例，Ⅱ11反病

２例，１，球負食推候群ｌ例，軟部組織腫瘍ｌ例

を経験した。うち５例は血漿交換・透析を要す

る集中治療管測1を行った（うち３例は透析のみ

施行)。血液llfli傷疾患の性格L，治療開始'１寺に急

変することが多いが，集'１１治療科との連携が''１

冊でタイミングを逃すことはなく，治療をｌｌＩｉｉ調

に施行しえた。2015年の斬り両院への移転後もさ

らに受け入れ体ililIを充実させていきたい。

１１亜瘍部''１の開設は必須のかつ重要なポイントで

あった。平成24年１２月未までに，当科を受診し

たⅢ液腫揚釧沮者についての現状を報Pfする。

疾患の概要とその特徴

おもなIll液１１亜傷疾,患は15例で，その内訳はn

ml病が７例（precursorB-ALLが５例，乳１，lJn

ml病ｔ(4;11)が１例，Ｔ－ＡＬＬが１例)，stage３

悪性リンパ腫が１例，stage４神経芽腫が２例，

肺転移ありの肝芽'１鬼がｌ例，血友病Ａが２例，

Ⅲ球貧食症候群がｌ例，軟部糸１１織腫傷が１例で

あった。後述するが、1,球数が１０万以上のうliぞ例

が３例あり，家族性の血球貧食症候群のｌ例，

I1i瘍崩壊症候群（TLS）を認めたリンパ脈症例

と併せて５例が集中治療科で透析を要した。全

体的に重症例が多い伽lT1にあった（図１）･症例

ＫｅｙＷｏｒｄｓ：

hematology,oncology,establishment,emergency

はじめに

平成24ｲ|ﾐ４月汀兵Ｉｒｌｉ県IlZ塚｢1病院にliU液肺癌

部lI1jを開設した。これまで塚|］病院小児科には

llu液脈傷部ＦＩＩ'よな〈，それらの疾,患`ＩＩＬ<昔が発兄

された場合には他院への転院を余儀なくされて

いた｡現在，当Ij院は2015年，兵庫県立尼崎病院

との合併を控えており，新病院移転に向けて

種々の分野において，整備している段階であ

る｡新病院小ﾘ｡科の役割は兵庫県東部|歪療圏の

''１核的なものをＨ標としている。そのため1m液

列１:無用の内訳
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応でありＴ－ＡＬＬ症例に至ってはＦ１、球数が137

万と箸l1i4していた。IUJ復部lljli瘤の悠性リンパ

肺の症例と併せて，ＴＬＳのﾛJ能』性が非常に高

く，予め透析導入をすることにより取篤化を|u］

避することができた,家族性Ⅲ球貧食症候群に

おいては後にMLlncl3-4異常が発見され，膳帯

llll移柿を施行したが，初診時ＤＩＣ傾|句が強く透

析とともに川漿交換を併用することにより救命

しえたこれらの症例はＰＩＣＵとともに治療に

あたったことにより，移植等の次段ﾙｹﾞのih療に

遅滞なく移行することが可能であった。

症例提示

５歳の女児で，主訴は顔色不良，発熱であっ

た。現病歴として２１トリソミーがあり，当院で

フォロー''１であった入院４－５日前から顔色不

良あI)，徐々に活気が低下した。入院前ロから

咳嗽，発熱があI)，当科を受診した。その際１１'二

脾腫（肝|職４－５cm，脾臓５cm）を指摘され，悪

|i/|ﾐ腫瘍疑いにて入院となった｡

血液検査所見ではＷＢＣ200,870／/Ｊ(blast

94％)，Ｈｂ６．３９/d１，Ｐ1t２．０〃//41,ＣＲＰＬ５１ｎｇ／

dLT-bilO､71,9/dl，ＡＳＴ４２ＩＵ/L，ＡＬＴｌ６１Ｕ／

Ｌ，ＬＤＨ７５３１Ｕ/Ｌ，ＵＡ８．３ｍｇ/dl，ＰＴ－ＩＮＲ

Ｌ２３，ＡＰＴＴ３２ｓｅＱＦｉｂ２８６１ｎｇ/dl，ＡＴⅢ６０．２

％，Ｄ－ｄｉｍｅｒ２､77,ug/ｍｌ，ＩｇＧ１，１０１ｍｇ/dl，ＥＳＲ

図３：来院時月別患者数

の居住地においては図２に示すhⅡ〈，尼lllif市・

宝塚iliが多くを占め地域のニーズに合致してい

ると思われた。月別の,患者数で見ると，８月以

降に,慰者数が急増していた（図３）。

ＰｌＣＵ管理症例の解析

図４にＰＩＣＵ管flIを要した症例の一覧を示

す。初診時Ｆ１血球数が10万以上は透析の絶対週

E罰■図『、■冊■ 図面園■
乳児ＡＬＬ工

MLL/AF4

ALL(Down）

IIR

441Ｊ920’2,320顔面神経麻癖］か月

女

５歳

女

再発し､ＣＢＴ施行

ＴＬＳ

化学療法中１１易穿ｲL

RRT(++),ＴLS

P]F発後PBSCT施行

.…ｈｌｒＨ

寛解雑１時いけ］F■
TLS

TLS､一'１寺IIH畦開放

化学療法中

HLH2004で治療

予後｡不,良のだLDili刀

CBT施行

200,870７５３咳嗽・発熱

;４歳

男

８歳

男

lか月

■男■

1,375,19(）６，２４０腹痛・嘔吐いT=ALL,ＳｌＵ

ＳＩＬ/TAL1

B-NI1L

stage3

FHL

lFCMV感(染,nih

Muncl3-4

異常

腰背部痛、

腹部膨満

発熱・貧血(Hb6.8）．

ｌ血小板減1少(3.3万）

８，６２０１，７５８

5,260５４５

図４：ＰｌＣＵ管理を要した症例の一覧
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84/111であI)，「1m）1>jが疑われた。骨髄検杏に

てＮＣＣ２６．３万//Ⅲ（blast９３．５％)，フローサイ

トメトリーでＣＤｌＯ，ＣＤ１９，ＣＤ３４，ＨＬＡ－

ＤＲ陽性の芽球が多数を占め，IgH，ＴＣＲ,?１１１榊

成陽性であった。

染色体検在では48,ＸＸ,＋Ｘ,＋２１[3/201

47,ＸＸ,＋21[17/20］であったprecursorB-

ALLと鯵|折し，ＪＡＣＬＳＡＬＬＯ２ＨＲプロトコー

ルに従い，入院jtilHよ')ifi療を開始した。呼吸

状態が不安定であ1)，挿管，人]]'千吸符川（１１

１｣間）を行いつつ，ＰＳＬ少ｌＩｔ先ji｢投与からｉｆＬｉ療

を開始した。またＴＬＳ予防のため，ラスブリ

カーゼ併111,人工透析（ＣＨＤ）を併lllした。ｉｎ

療に伴う有害巾象が強く，好'１１球減少蒋明で発

熱が遷延，grade4の肝障存，高ビリルビンlilI

症も伴ったため治療は中断した。アスベルギル

ス感染姉も認め，ＡＭＰＨ－Ｂの握期投与を余儀

なくされた。‐ｕｊｉﾉﾄﾞ熱後，再度発熱出現，徐々

に'１夏部膨満がＵ立つようになった。ＣＴＩ,こて腸

符穿孔が判|ﾘ]し（図５）緊急開腹手術を施行し

た”Ｓ状結腸の穿孔であり，穿孔部腸管を切除

し，人]て肛｢'１]を作成した（PICUに再転科)。‐

｣[令身状態は|Ⅱ1復したが，１０１１後頃よＭ(色ｉｕｌ

が見られるようになり，上部内視鏡検査を施ｲ]著

したところ，｜ユ大''１潰瘍を認めた（図６）。この

時点では□llll球数の|]Ｊ１役が見られておし)，また

`|↑髄は寛解の状態であったため，一旦ＡＬＬの

iii療は''１止し，胃潰瘍の治療に専念することと

した。イド末には再度，芽球が,''二}現したため化学

｝llllf法を再開したがIifLi療抵抗性とな')，その後父

から未梢血幹細胞移植を施行した。

本ｿiii例においては，状態にl心じて早急に集lIl

1ifi療科に虹科することによ')救命しえたと考え

られた．

園
結語

平成24年４月，兵庫UiLrZ塚|｣病院にⅢ液腫傷

ilj門を開設した。忠者１１ｆ景は地域のニーズに合

致しており｜'１当数の』患者が来院されている。集

||'治療を要する重ｿ|に患者も多く，ＰＩＣＵと連桃

してifi療にあたっている。2015年の新病院移Ｉ１Ｚｉ

に向けてさらに体ilillを充実させていくことが重

要である。
図５

図６
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【第258回】

肺梗塞を起こした14歳男児例

｣『市立伊冊病院小児科

J2I大阪大学大学院医学系研究科小児科

リ
ー
】

治
一
十
曲
〈

孝
範
和

村
尾
木

川
神
三

村松史隆Ⅲ’

''１里寿美子'’

内lll俊毅Ｕ

111本

藪田

小坦

翔大川’

玲子｣’

､-ユムllLI（２）
i(2k豆Ｚ

松村梨紗'１’

有田耕司'１’

【諸言】肺梗塞・肺血栓塞栓症は，’'１高年に多

い疾`患であり，小児領域では稀な疾,患であ

る。しかし，その予後は悪く，迅速かつ適切

な処置が必要となる疾,患である。今川，１，管

ベーチェット病に伴うと考えられる肺梗塞の

ｌ労りd例を経験した。文献的考察を力l]えて報

告する。

【症例】１４歳男児

【主訴】労作時呼吸１１M難，全身倦怠感，発熱

【現病歴】工Iz成24年６月より労作時の呼吸|K｜

難・咳嗽を自覚していた。夏休みには毎週高

熱が出ていた。１０月''１句より咳|嗽・全身倦怠

感が堀悪したため２３Ｈに当科ﾀﾄ末を受診し

た。胸部レントゲン検査・呼吸機能検査では

異術を認めなかったが，血液検杳でＣＲＰの

み高|直（5.471,9/dl）であった。１週間後，胸

部単純ＣＴで左下肺野にconsolidationを認

め，ＣＤＴＲ－ＰＩを処方された。その後も痂状

は変わらず，ＣＲＰも7.81Ing/dlと上昇してい

た。１１)１６[|胸部造影ＣＴで肺梗塞像を認め

たため精査1111療[I的に入院となった｢；

【既往歴】小児喘息（９歳まで当科でフォロー）

【家族歴】母剃が本児を分娩後にI1jliu栓塞栓疵

【生活歴】夏頃よ')アフタ性|］内炎を繰り返し

ていた。

【入院時現症】身長：172cm，体頑：６４kg，体

温：36.2度，心拍：８４U｣/分，呼吸数：l81nl／

分，ＳｐＯ２：９９％，ＩｍｌＥ：105/51mmHg，呼吸

ｆ｣ｒ：iiili，心千ｆ：整，雑音なし，腹部：平坦

戦，腸蠕動正常，ｌＷｍｎ発捕なし，頚部リ

ンパ節：触知せず，皮疹：認めず，下腿浮

I陣：認めず，頚部血管雑斉：認めず

【検査所見】

●Ill液検査

血液一般検査

WBC101()0〃L,Stab1.0%,Seg66､０

％，Ｍｏ2.0％，Ｌｙｍ２６､0％，ＲＢＣ５３３×

１０１／/』Ｌ，Ｈｂｌａ３ｇ/ｄＬ，Ｐ1t34.2×１０ｲ／

／Ｌ

生化学検査

ＡＳＴ１４ＩＵ/L，ＡＬＴ８１Ｕ/L，ＡＬＰ３４２１Ｕ／

Ｌ，ＬＤＨｌ７８１Ｕ/Ｌ，γＧＴＰ18.71Ｕ/Ｌ，

ＡＬＢ3.79/ｄＬ，T-billO､481,9/ｄＬ，ＣＰＫ

731Ｕ/Ｌ，ＢＵＮ15.81ng/ｄＬ，CreO771ng／

ｄＬ，Ｎａｌ３８ｍＥｑ/Ｌ，Ｋ４２ｍＥｑ/Ｌ，Ｃｌ

ｌＯ３ｍＥｑ/Ｌ，ＣＲＰ7.81mg/ｄＬ，ＩｇＧｌ８０１

1,9/ｄＬ，ＩｇＭ124.4mg/ｄＬ，IgA3521ng／

ｄＬ，Ｃ３１６Ｌ２ｍｇ/ｄＬ，Ｃ４３５．４Ing/ｄＬ，

ＣＨ５０５９ＤＵ/ｍＬ，マイコプラズマ抗体８０

Ｉｆｌｒ，寒冷凝集素lili64倍

止|､検査

ＰＴｌ2.3秒，ＰＴ－ＩＮＲＬｌ６，ＡＰＴＴ３８．９

秒,FIB390,FDP6.Ｍg/dL,D-dimer

2.6/〔g/InL

●尿検査

尿一般
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件，proteinC抗Ij(１，ｔ：５５％，proteinC活|ｿﾞ'２７２

％，protelnS抗ｌＨ〔|,|:：125％でありproteinC

抗原ｈｔはやや低1､しているもののprotei、Ｃ／Ｓ

欠批ｿ｢'てはr1f定的であった。その後，煩部ＭＲＩ

検杏や|IIL科的検索をｲ]きったが，いずれＭ１↓常

は認めなかった。｜|}度全身検索を行うため，

入院l()'’'１に全身の迭彩ＣＴ検査をｲ『った

が，アレルギーbU心（尋麻疹・掻痒感ⅢＭ

気）をi認めたため'''１ｋした。また，「７１１１のllll

液検杏でＩｇＤ：16.81,9/dlとiVIjI|''〔であった,」l

llljに'1院術環器内科にて経1111(ﾘ畦心エコー検

在・ＡＢＩ検沓・il1iljllU管エコー検査を施ｲ「さ

れたが，いずｵしい',↓'１１ｹは認めなかった｡１５１１

１］にI11jlⅢ抗シンチ検査を行ったところ，ｉＩｌＩＩｌ,|ｊ

野にびまん性に多数の血流欠損像をl認めた

（図３）、｜司['よ|)ヘパリン15,000単位を|;'１

ｌﾉ代蛋Ｆ１(-)，１｣<WW(-)，ｌＺＩ<ビリルビン（‐)，

）I/l<ケトン体(-)，尿ｐＨ７.()，lkl替[||[(-）

ｈＭｇＩｉ沓

〃'１〈llll球０－１/ＨＰＦ，’'11｢'1球0-1/ＨＰＦ，細

Ｉｌ１ｌｉ(-)，lil<'llllllj炎球|耐)lL1H〔(-)，ｌ水''１レジ

オネラ抗原(-）

●ｌｌｌｌｌ１ｌｆｌルントゲン

｜ﾘ|らかな?IL1lilﾘT兇認めず，ＣＴＲ：45.5W）

●Wflj近影ＣＴ検杏（図１，図２）

ノｆＳ８に梗ｿ'1÷像を認める｡－ilflj，｜(|lWdil1i

のllUliIIも見られる。

【経過】〕'1初はIlli炎の可能|′|{も琴慮し，ＳＢＴ／

ABPClOOIng/kg/day，ＭＩＮＯ４１ｎｇ/kg/dayの

投与を開始したl1ij梗塞の11}〔lklとして，各桶

凝''1｢け!'Ｌ１Ｉｒ症やllll符炎症候群の''1能`rliも考えら

れたため，｜T川にそれらの検索Ｍ]きった入

院時のliU液検ｲﾋﾞよ')抗核抗体陰性ＡＮＣＡ陰
。‐・轟一の⑪‐●●‐●●

--Z

卜:ニニニラニラ霊三
陸，－，－，－，－‘

&ひざ-ひび．●ご･●づ．◆ざ
グ

P砂讓：
●■

い

■

●－ 噸鐘一

図３

始，２１１１１１からはワーファリン５ｍｇの内'''１ｔを

開始した。ワーファリンlL1l1liilll1始[|の夜よ'）

動悸をi認めるようになった□心',tiMLは，心

拍90111|/分ほどのｓｌｏｗＶＴであI)，ImDlIIl)Ｍ

に伴う促進性|,'Tlｲ【j心事調律と砦えられた｝、ｌ１

院での各種検在ではlill管炎ｿ,1i候群は否定的で

あI)，胴'i杏.ＵⅡ療|｜的に２４１１１１に大阪人`f:llE

学部附属１両院に1転院となったに，なお，」1科入

院１１にlill液土而養を数''１採取したが，いずれも

|陰|ｿﾞﾄであった!）

彰'1尤後，‘し､柏l1il1UlCT検杏で右室内に陰1杉

欠抗を'jくす構造物を,認めた（図４，図５）〔，

また心|幟超斉波検ｲｌｆでも右卒|)１１雌|］'11畦に''１

図１

可

』
＄

１
鋲

『

Ｐ

■Jｌｉｌｑ１
－Ｕ

､峰､､－．．
ｹ.‐ＬＬ

、－

図２
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ｄａｙで治療開始し，経過を見ながらセルセプ

トは15001,9/dayに増荒，プレドニンは151,9／

ｄａｙにi朝減した□免疫抑術||療法開始後，心内

腫瘤は消失し，血液検査上，炎症反応も陰性

化した。なお，現在のところ心内、栓の再発

は認めていない。

【考察】肺梗塞の鑑別はノヒきく①血流の停滞②

血管|人|皮障害③血液凝固能の冗進の３つに大

別される。また心I蔵内腫瘤の鑑別としては腫

瘍と血栓が挙げられる｡脆瘍の小児剖検例で

の頻度は0.027-0.08％であり，小児では横紋筋

踵や繊維膣が多く，年長児では粘液腫が多

い□血栓は弁膜症や不整脈・血管炎・心室瘤

などで形成され，脳梗塞・lIilj梗塞・下肢血栓

塞栓推の原'五|になりうるｎ

本症例では臨床粍過や1台療への反応性か

ら，ベーチェット病の可能性が考えられてい

る(、ベーチェット病（以1,ＢＤ）は'。腔粘膜

のアフタ性潰瘍，外陰部潰瘍，皮膚症状，眼

症状の４つのｿilさ状を主症状とする慢性再発性

の全身性炎症性疾,患である,ｎＢＤではおよそ

7-46％に心臓病変が合併し，心膜炎や心筋梗

塞・`し､筋炎・伝導障害などが見られるが，心

内１，松は比較的稀で，さらに右室内血栓は非

常に稀と言われている。137名のＢＤ患者の

うち，心内血栓が見られたのは１名だけとい

う報告もある□Bugeが1977年に初めて報告し

て以来，2012年までに50例が報杵されたのみ

である□

この疾,患の症状は発熱（５０．９％），喀、

（55.4％)，呼吸困難（36.2％）で始まること

が多い□これらの症状は｣三下大静脈血栓や肺

塞栓，肺動脈瘤と関係している□’し､内血栓で

ＢＤが発見されたという報告はほとんど無

く，そのような合併症は男性に多く（81.25

％)，平均年齢は28歳である。

心内Ⅲ栓は右心系に形成されることが多い

（78％)。経胸畦エコー・総食道エコーが診断

図４

図５

動性を認める構造物が確認された｡外観上は

粘液踵が示唆された:転院２Ⅱ'二|にＣＡＧを

施行するも，冠動脈からのfeedingは認めな

かった．転院後はアスピリン0.29の内服を開

始し，ワーファリンは適宜投与量を調節し

た．その後，数mのｕｃＧ検杏やＭＲＩ検査

から脆瘤は縮小傾向にあり，脆傷よりも血栓

のﾛJ能性が考えられた。心|ﾉ]腫瘤はｉｉｉ失して

おり，全身状態は安定していることから52日

目に一旦退院となった□退院後１週間でのエ

コー検査で，ｉＩＴ度右案内脈瘤の増大を認めた

ため，人院となった〕入院時、液検杏で

HLA-B51陽性。再入院後，心内腫榴は出現．

消退を綴I)返した□以上の経過および再発性

アフタ性口内炎が見られること・HLA-B51陽

性から，陰部潰瘍や眼科的所見は認めなかっ

たがベーチェット病の可能性が考えられ，’i台

療的診断し'的に免疫療法を|刑始することとし

た。セルセプト5001,9/day，プレドニン20mg／
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にﾉlLI1I1で，たいてい内部は不均一でエコー)lili

度は高い］主な鑑別診|析はIj〔発性心臓脆瘍と

感染'211心内膜炎であるrルテに粘液臆とのjl細|ｊ

は難しい。

ＢＤ山者が血栓傾向となる発症機序はよく

分かっていないが，抗リン脂質抗体やプロテ

インＳ・プロテインＣ・アンチトロンビンⅢの

存在，irjjホモシステインｌｌｌｌ症との関連を示唆

するものもある。

ＢＤに関連した心内lill栓の治療はコンセン

サスが得られていないが，全身ステロイド投

与や免疫抑ＩＩｊｌｌ筒||・抗凝'111(||の投与が推奨され

ている。

【結語】I11j梗塞を起こした14歳のｌﾜj児例を経

験した,臨床症状や経過からベーチェット病

が肢も疑わしいと考えられるが，診断にlWIi渋

する症例であった。右心系に血栓が見られる

場合，ベーチェット病も鑑別疾鯲患として考慮

するべきである｡

ThrombusinaCaseofBehcefsDisease；Ｊｐｎ

ＣｉｒｃＪ６３：909-911,1993

２）Ｅ・Chiari,Ｆ・Fracassi.,Ａ､D，ＡｌｏｉａｅｔａＬＲｉｇｈｔ

ＶｅｎｔｒｉｃｕｌａｒＴｈｒｏｍｂｕｓａｎｄＰｕｌｍｏｎａｒｙ

Ｔｈｒｏｍｂｏｅｍｂｏｌｉｓｍ/ThrombosisinBehcetﾕs

Disease：ACasereport；Journalofthe

AmericanSocietyofEchocardiography；２１；

lO79e5-e7,２００８

３）Ｂ・Tavil，BKuskonmaz，Ｎ､Ｋｉｐｅｒｅｔａｌ、

Pulmonarythromboembolisminchildhood：

Asingle-centerfromTurkey；ＨＥＡＲＴ＆

ＬＵＮＧＶｏＬ３８Ｎｏ､156-65,2009

４）ＲＨａｍｍａｍｉ，ＬＡbid，Ｆ・ＦｒｉｋｈａｅｔａＬ

ＩｎｔｒａｃａｒｄｉａｃＴｈｒｏｍｂｕｓｉｎａＹｏｕｎｇＭａｎ：

Don，tfOrgetBehcheピsDisease1；InternMed

５１：1865-1867,2012

５）五十嵐崇，佐戸川弘之，高瀬信弥：心内血

栓を合併した、管ベーチェット病の１例：日

本心I蔵1,管外科学会雑誌４０：’'5-119,2011

６）高'11慶応：肺塞|州i：小児内科VoL40(4)

噸Ｉ１Ｉ－け２００８

７）’''1島弘道：心臓llIli傷:小児内科VoL40(５）

２０１０

【参考文献】

l）Ｍ・Yasuo,Ｓ・Nagano，Ｙ・YazakietaL

PulmonaryEmbolismduetoRightVentricLllar

が！逆に食料品，ガソリン代など値｣こがりす

るものばかl)です。（1Ⅱ高の時には値下げしな

いで，｜']安の11寺には価|こげはすぐにしている

ような気がするのはヒガミ根性でしょう

か？）

政府は「最気を回復させる」として1i｣i費税

をＩげ，法人税は下げるつもりらしい！？１１こ

の中のｲﾄﾞ寄りや低所得者といった弱者（「１

分？）にとって益々住みにくい１１tの中にな'）

そうです｡

《Ｈ・Ｍ》

経済は分かりにくい

妓近の新聞を読んでいると「異次元の令融

緩和｣，「lIl女｣，「株高｣，「デフレの脱却｣，

「アベノミックス３本の矢」などの経済状況

がよくｉｌＪｆかれています。

円安で輸出産業は人儲けしているらしい

し，株而で資本家も大儲けしているらしい、

我々のところにはおこぼれもきておI)ません
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【第259回】

新生児低血糖脳症の一例

神戸大学医学部附属病院周

香田翼｜夏本兵lH子

横田知之三輪明弘

周産母子センター 小児科

長坂一笑和子

森岡一川

klAlll大IIjlli

柴｢[｜暁ﾘ」

松尾希世英

飯島一誠

緒言：

妊娠''１に母体に糖hMjの合併のあるHeavy-

fOr-date（ＨＦＤ）Ｍま，低ｍ糖のリスクがあるこ

とがよく知られ，出生後にIill糖i11lI定がルーチン

となっている。しかし，妊娠中に糖尿病を介併

していないＨＦＤ児でも低ｌｌｌｌ糖をｿ|き起こすこ

とはあま')知られていない。今'１Jl我々は，妊娠

''１に>Wilk病の指摘のない趾体から}１１生し，低Ｉｍ

糖脳痂を発症した新生I,'jを経験したので，報杵

する。

糖ｌ１ｉＩは42mg/ｄＬに改葬した。クローリングは

ブドウWi'i液静注後速やかに消失した。低IⅢ

糖，けいれん，無Ⅱ乎吸発作のため，生後21時

llIll」に当院に新ﾉﾋﾘj搬送となった。

入院時現症：

体温：36.6度，心拍数：1321'１|/分，血圧：６９／

32mmHg，呼吸数461Ⅱ|/分，ＳｐＯ２：９９％（駿素２５

％投与下)。

身体診察１２外表奇形なく，皮膚色良好，大ﾙ（

'１Ｍ１，胸腹部異常所見なく，筋緊張は良好で

あった。症例：’１齢１女児

'４体既往歴：糖尿病なし，妊娠絲過'|｣にⅢl籾i異

常の指摘なし。

妊娠分娩経過：け親は35歳。自然妊娠成立し，

妊娠経過に特記すべき異常はなかった。妊娠

３８週１１１に破水のためiiiﾙｰ産liiI人科に入院し

た。無痛分娩の経過''１に変動～遅発一過Ｉｿ|ﾐ除

脈が川現したが，そのまま分娩が進行し，経

膣分娩にて出/|ﾐとなった。アプガースコアは

1分値９点，５分値１０点。出し'三時体承は3,538

9（＋2.41ＳＤ)，身長は49cｍ（＋0.43ＳＤ）で

あI)，ＨＦＤリJであった。

川生後の経過：生後18時'１１１１１に低体温とＩ)しＩ肢か

ら全身にひろがるチアノーゼを認めた。ま

た，無呼吸発作が頻発し，右_川伎にクローリ

ングと左上肢に間代`|ｿ|ﾐ痙蟻を認めた。生後２０

時間Ｕに簡易血糖測定が行われ，検Ｈ１限界以

下（20mg/ｄＬ以「）であった。ルート確保さ

れ，１０％ブドウ糖液４ｍlを２１illiI瀞注され，１m

入院後経過：

入院時，’111糖値は53mg/ｄＬであった。入院後

の経過を図１に示す。輸液のみで糠注入率

（glucoseinfusionrate：ＧＩR）を4.51,9/kg/分か

ら開始したところ，/|ﾐ後30時'''１１=|のI､糀値は４２

mg/dLであったため，ＧＩＲを5.2mg/kg/分まであ

げ，’'11j乳を促すこととした。その後，低lill糖は

認めず経過したが，生後47時ｌＩＩＩＨと54時Ⅱ岨に

;欝瓜:兵譲､;：
鮴嘉孟耐菫樵､鴦汕ﾄ

ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ偏注１０

１５２５３５４５５５６５７５(時間）

三=e≦｛三

二二e尋＝

図１．入院後の血糖値と糖注入率の推移
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24に施１Iした頌部ＭＲＩ検査では，l1lij側後皿葉

の広範|川|にＴｌ強ⅢlllI1i像で低ｲｶﾞ>ｊ，T2li1lillillllli

像で同イバ>」の領域かあＩ)，Cystlcencephalo-

malaciaのⅦTI,Lを認めた（図３几絲|］UIi孔と体

Wij1肋||が良好であったため，Ⅱ齢４１に進|j元と

なったⅡ

退院後，IKQliIlWiiiや:|《ｉｆ噸発作は,認めず□２力１１

であやし笑い，ｉＭ,Ｌ４カ月で定孤６力)lで

;}芝返1）までできておＩ)，発達に関して現時ﾉﾑ〔で

lllHi洞に締過しているⅢしかし，本ｿllli例はMRIで

'1質ﾘi)i変を,認めるilMllWI'１１１ＭさてあＩ)，｜頁inに発

進のフオローアソフをｲ｢っている,、

痙箪苑ｲﾔをI認めた，その際のlill>lWilllI〔は7()～85mg／

ｄＬであった□「１１〔ちにｙ岫ljエコー検在とｙＭｌｊＣＴ

検査を施ｲ「したが，この時)A〔では|ﾘjらかなりI磯

内病変は1認めなかった。リ《|<i'ilijiiはフェノバルビ

タールのIIil注で速やかにおさまったため，lIili1j

４からフェノバルビタールの|ﾉⅢiに変災した

痙鐘を,認めた翌||のlIWi63に)ｌｉＭｉしたLjlIi11MRI

検査において，肱ｌｈｌｉｉＩ洞mli像にて脳梁と''''''11||後

頭葉皮Ｉ'(｢1頁に淡い,I1jｲﾊﾞｻ域をi認め（図２），そ

の特徴的lﾘ｢兄よI)，ＩｌＬｍｌ１川Ｍ１ｿ｢'iと,渉１１ﾘ｢したⅡ

［1齢３以降はIlMllWlliや獺徽発ｲﾉi:は認めず,」｜

齢１８にフェノバルビタールの|ﾉ&]Iliをllllkした

が，その後も煙縦発ｲﾉ|：のl')苑はなかった｜|齢

考察：

ＨＦＤl/LLとなる１%〔|ﾉ|としては妊娠絲過Lllの１J:体

|'Iii尿１１)jかよく知られているが，他にも，，,,,j視，

ﾘﾘ:に[州,lの身長が入きい，ポＭ’１と朔在llf1，ｿ」

ｿJ’’'１'Ｌｕの,''１生体,､が4,0009以［であった，人

IWiや乢族|′|ﾐ，などが1%〔|Ⅱとして挙げられるⅢ

HFDﾘﾑ，特に巨人ﾘuを112うような場合は，）,j,,，

iMi1韮に↑|くう分娩外悔や，羊水過多，］'ﾘ１Ｍ,iilｿi`,i，

分娩件'［，脾・会llU'裂慨弛紘ＩＩＩｌｌ,[，低,i,,１，iii，

Ⅲl液1W洲i，llfi児奇)|:;，｜|乎吸隙,ii:，，<iビリルビン

'１''症などのさまざまな合併;Iliiを起こすことがjli,，

られている山特に，低血WWは後に神経‘j::的後

図２．日齢３における頭部ＭＲ|画像検査。拡散強調

画像において，脳梁（膝部膨大部）と両側後頭葉

皮質白質に淡い高信号域を認める～

国
T１．１」 T２．１」

図３．日齢24における頭部ＭＲｌ画像検査。後頭葉白質がＴ１強調画像で低信号，Ｔ２強調画像

で高信号であり，Cysticencephalomalaciaの所見を認める。
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遺症を残すことがあ|)，新11ﾐﾘJの経過を診るに

あたり，注意を要する。

ＨＦＤ児に発症する低血糖に関しては，前述の

糖尿病を合併していなかったlﾘ体からⅡ|ﾐした

ﾘﾑは妊娠''１に糖ＩＰＫ病を合併していた母体から川

生した児よ|)も，発症する割合が低いものの低

血糖を発ｿiiすることが報佇されている（jiMI《)W｜

尿病を合併した母体の1,'J12.8％，妊娠糖尿病を

合併していない母体の)１Ｊ5.3％）２１．非糖尿病lﾘ：

体児でも低ＩｍＷｆを起こす､l能性があ|)，ＩＩＩＬｔ後

の血糖'''１〔の確認が必要といえる。

今回低血糖を認めた後，ＭＲＩにて白質病変を

認める低血糀lliMi症を発症したが，低ImWW脳ﾘ,Ｔ２の

頭部ＭＲＩ所兄と予後に関して次のような服告

がある31．在胎36週以上で，１１１生後のⅢl糒値が

46mg/ｄＬ未iiiiiで，神経学的異常を呈した児34人

の発達と生後６週以内に微影した頭部ＭＲＩ所

見を比較された。生後18ヵ）lで｢'１等度もしくは

重度発達障存となった１，１Jのうち，１１人中９人

（82％）が生後６週以内の頭部ＭＲＩ検査で祗

篤な白質病変を認めた。｜と|質ﾘ|>j変の有無が催JIi

l8ヵ１１での発達を予測するのに有)|]と報併され

ている。本症例も日齢24のⅢ〔部ＭＲＩ検査でlMLl

質に異常所見を認めておＩ)，ﾋﾋ後６カノ|時点ま

では発達は良好であるものの，今後も慎ｊＥな

フォローアップが必要と考える。

結語：

好娠経過''１に糖尿病を認めない母体から''１雌

したＨＦＤ児が低血糖脳症を発症した一例を経

験した。ＨＦＤ児はｌＵ:体>Wihl<病の有無にかかわら

ず|氏llllW＃を起こすことがあり，ハミ意を姿する。

また，本州ﾀﾞﾘはＭＲＩにて''１fﾉ〔病変を認める低

血糖ｌｌＭｉであり，今後の発達に関して慎承に経

過をみる必要がある。

文献：

１）ⅡiramatsuY.,MasuyamaH,MizutaniY.，

ｅｔａＬＨｅａｖｙ－ｆｏｒ－Ｄａｔｅｌｎｆａｎｔｓ：Ｔｈｅｉｒ

ＢａｃｋｇｒｏｕｎｄｓａｎｄＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉpwith

GestationalDiabetes・LObstet・GynaecoLRes、

２０００;２６;193-198.

2）OnalE.Ｅ､,Hirfanoglu１．Ｍ.,ＢｅｋｅｎＳ.,etaL

Aretheneonataloutcomessimiｌａｒｉｎｌａｒｇｅ－

ｆｏｒ－ｇｅｓｔａｔｉｏｎａｌａｇｅｉｎｆａｎｔｓｄｅｌｉｖｅｒｅｄｂｙ

ｗｏｍｅｎｗｉｔｈｏｒｗｉｔｈｏＬｌｔｇestationaldiabetes

mellitus？WorldJPediatr､2012;８;136-139

３）ＢｕｒｎｓＣ.Ｍ､,RutherfOrdM.Ａ,Boardman

J・Ｐ.,etaLPatternsofCerebrallnjuryanｄ

ＮｅｕｒｏｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｌＯｕｔｃｏｍｅｓＡｆｔｅｒ

ＳｙｍｐｔｏｍａｔｉｃＮｅｏｎａｔａｌＨｙｐｏｇｌｙｃｅｍｉａ、

Pediatricｓ;２００８;122;65-74

ワ
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にしました。

小ﾘJリハビリテーションですが、内容''１ｹには

Ill1学療1上ｒ'二・作業療法丁'二・言語聴覚上が身体、

知的、言語、対人機能面などで発達の遅れのあ

るお了一様にｽﾞ｣し、IiTlll)|｣対応でお子様の持つ能ノノ

を皷大限にリ|き出せるように援助を行う!'ｷﾞを致

しております。

①順位、立位、移乗能力の獲得や手先のﾎﾟlllかな

逆動機能推什奪の発達の促し

②色や形、数などあらゆる概念の学Jiｻﾞ|や認知度

の発達の促し

③食斗(、史衣、排11111:、入浴、書字等の'１常/Ｍ１「

動作能ﾉﾉの獲得に向けての援助

④適切な対人関係を築く為に遊びを皿して情緒

１iiiの安定、’1己のコントロール能ﾉ｣等のｌｉＩＩ二

を[１桁す

⑤言詔の遅れのあるお子様に対し、Ｉｌｌ１別のlRjわ

り合いをjmじて発語・理解等の言訂i発達を促

します

対象ｲ|ﾐ齢は３歳前後よ')小学校低学年秘度で

連動や、Ⅱ常生11F｢能ﾉ｣、学習能力、社会|ｿ'１など

心身の発達を妨げる様な症状のあるお丁･様に少

しでも応援を'1|来れば幸いと存じます。

病棟におきましても回復期リハビリテーショ

ン病Ｉ！〔が|＃1設され老人の方々に関しましても

Ｕ々リハビリに励んでおられる姿を1,,1ますと、

心がいやされる)&(いです。′l､児Mil応し、少し

でもﾉﾉになれるようになれば幸いと考えており

ます。

急|ソ|ﾐ!U|におきましても、病棟の外は杏櫨Mil浜

があＩ)、海のよく兄える景色が広がっておI)ｿｉｊｉ

気のおｆ様におきましても少しでも心の施しと

なるのではないかと考えております〔）今後も出

来るだけ地域のﾉﾌﾞ々にご満足をn1けるようにな

')たいと,liLAいます[，

どうぞよろしくお願い申し上げます．

医局だより西東

西宮回生病院

Fill院長

）し|ご上蓉

呰様、平素よＩ)大変お世iiiliになり、誠に有難

うございます。

ｉ)しi宮|Ⅱ|/'三病院でｉｉｌｌ院長をしてお|)ます、）|：上

韓と申します。平成７ｲ|ﾐ５)|より小ﾘJ科にて診

療をさせて]J1かせてお|)ます。lLi院は、Ⅲｉｈ４０

ｲＦ７月151｣に創立され、今ｲﾄﾞでl()６１１１ｔ1年を迎えま

した。

踵い歴史を物語るものとして野坂l1rI如さん著

作TjTl崎駿プロデュースの７，作アニメ映両「火乗

るの墓」にも当院の姿が１''1iかれておI)ます゜

私が着任時には阪神大震災後の４「でアニメに

Ｍ}てお|)ました、玄||,Ｌｌの歴根ＭＩＦ下し、建物

も拱傷を受けてお|)ました。以後、ｉ)しi宮地区も

復ＩＩＩＵし近くには多くのマンション、家々が建て

られ、沢''１の人々がⅡﾐまわれるようにな')まし

た。

’'１１生病院におきましても、今年の４月301］よ

I)新しく、武久洋三川ﾘﾄ長（'１本慢性期|歪療協

会会長）が、ご就任され、７）１１５１」には、久々

に近隣の方々に対して夏祭りもIiif大に開惟さ

れ、徳烏よ')''''1波IllliI)辿のﾉﾉ々に〕1くて]Ⅱき、ニレｉ

地では兇ることのⅢ来ないlIiil波洲)も披露ざれ

皆様方には大変お喜びI【〔きました。

ご来場された力々の笑顔を兇ていると今後も

続けて行ければ幸いと老･えております。

外来・病棟の形態に関しても変廻があり、リ

ハビリテーションの拡張が成されております。

小1,1J科に倒しましては、兵lilil矢人よ|)小児神経

専''11歪帥をお招き致し、小児ﾄﾞ'|'経の外来も拡張

し、′I､ﾘ,｣科リハビリテーションも施行致すよう
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局のところγ万lliEl共通，universalなこと，「患

Ffのために，ｆｏｒpatient,patientfirst｣。これを

どこまで突現できるか、もちろん各科，各セク

ションみんな人手ﾉ川上です。だからと言って

stafffirstではありません。（でも辛くなって辞

めても困るのでstaffsecondぐらいでしょう

か｡）電]二カルテになり，それに振り回される毎

日です。どこのり1ｹi院でも霜Ｆカルテになればそ

んなもんだと聞きますが，電了カルテだからこ

そ，医半課，医療クラークをもつとｉＷＩＩできな

いかと一岬j強く想っています（カルテの字が読

めない！ということもあ|)ません几医師は医師

でなければできないこと，看護師は看護師でな

ければできないこと，薬斉||Ⅱiliは薬剤師のできる

こと，そしてzl子務職ができることは事務職が

やって，医師や看護師がＰＣＩ]]ｎｍばかり見てい

る時|}'１を，疾病を,患ってしまった人およびその

家族とｌｉＩき合う時間に費やすべきです。それは

医Ｉ１１ｌｊ・看護師がすべきこと，医師・看護帥でな

いとできないことだと’１曲います。一人の`出者・

家族に費やす労力の必要性は，以前より格段に

増えています□主1in医がやればいいというだけ

では足りません。理解し納得して診療をうけて

もらう,ﾗ,今，病院では，過去のルールの兇而し

が言われています｡TITいルールはもういらな

い。作った時は正しくても今はおかしいことが

ある。時代の変化を知らずに，組織のfI1論では

｣Ｈ１l解されない,医学・医療は常に変化し発展し

ていますっどんな11丁と先端の研究だって時がたて

ば，陳腐になる，当たりiiiになる，あるいは誤

I)となる｡病院も'五学の進歩と連動している｡

`也苦の要求，希望をそのまま受け入れるという

のではない。商売じゃないんだから□疾病を理

解し受け入れてもらうことも必要□時には患

荷・家族にとってつらいこともあるこい厳しくな

ることもあるだろう。優しいだけでいければ，

そんな楽なことはない」鑿択肢を狭めず，自然

に選べればそれが１番いい。心flllカウンセリン

レーいそう

今年の夏も暑かった。

兵庫県立淡路医療センター

水藤嘉彦

休Ⅱの日碩を終えて病院の外へ出ると，セミ

の鳴き声を初めてきいた．７時をとっくに過ぎ

ているが，西の空はまだ|Ⅲるい。淡路にも夏が

来た。大阪から海水浴に来ていた１１歳児がⅡ|画

吐・意識障害で救急搬送された熱中症疑い

だったが，よく聞くとけいれんがあったよう

だ。ヘルパンギーナ＋熱`|/'三けいれん。局外から

遊びに来た人の救急が，夏は特に蛸える。これ

も淡路の夏を感じさせてくれる。

兵庫県立淡路病院は，今年５月lL1兵lIliU｢しj'ｉ

淡路医療センターとな')，無調，移転完了しま

した。移Ⅲ種の際に，入院`出者を５分の1に減ら

し，救急受入をどうしても48時間｣|きめなければ

ならず，各病院の先上|三方にご理解ご協ﾉ]頂きま

したことを，この場を借I)て御礼'１]し上げま

す．

５Ⅱ２日１２：００の救急'受入再開直後よ|)，

待ってたかのようにどっと紹介・救急受診があ

|)，そのまま連休に突入しました。小児科のあ

る４階11ｔi病棟は，全11炳棟の'二'１でｌ褥jil〈ベッ

ドが埋まりました。改めて小児科を含めたここ

の病院の役割，意義を術感しました。

ここは，淡路島唯一の総合病院ですが，それ

に胡坐をかかず，患者も医師も看護師も薬剤師

も，島内，島外関わらず，行きたい炳院，安心

信頼できる病院であし)たい。病院は，ＬｌｉｉｉＩｉイン

フラの1つですから，この病院が「いい病院」

ならここに住んでもいいかなと思う人が1ｌ１１１える

かも？（水も空気も魚も肉も牛乳もうまい１公

立高校は神戸TITと同じ第１学区になる！）。（iﾘか

特徴をだすことも必要ですが，キーワードは結
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かⅢ１１拝の７月７１１にしませんか。仙台の七夕

まつりは８）1にやっています。８）］にすれば，

「Ⅱ青天」がIU1侍でき，ｍｉｌｋｙｗａｙが見られるか

もしれません。

研修医がよく使う，気になる言葉に，「Ⅲlらか

な・・・は，ない｡」がある。

「|ﾘＥＩらかな異常はない､」「|ﾘ]らかな肺炎はな

い｡」「|川らかな項部(ili直はない｡」

この言葉は，肯定的なのか否定的なのか，よ

くわからない。じゃあなんだ？次のプランは？

「様了見る・・・」。「項部硬直±」の万が，ま

だわかる。次に診た医師が注意する。レトロで

みて反打材料になる。「|ﾘ]らかな・・・」で逃げ

ているように思えてならない。｜ﾘjらかでなくて

も年齢，経過などを考慮して診療するのが|兎

lilliio明らかになるまで待つのはいいことでない

し，早く）しつけて楽になってもらう，治すの

が，やりがいでは。

－人，；)'i直できなくなったので，また》IiU11:が

増えた。llul泊まると，後がキッイ。１，２週

|川ぐらいiCllきずるぃ１人｢''２人が》l1n4iできない

状況。いくつまで｣11ＩＩＬするんだろう。できるん

だろう。次は自分？イヤなら○○○○？いえ

いえ。安血はいけません。

これはあくまで剋いつくまま，文体バラバラ

の随想です．

グや遺伝カウンセリングは導いてはいけない

が，医療は，，患者が選べないことがある。`Ｗｆ

家族の気持ちを汲んで，bestchoice，あるいは

betterchoiceを勧める。そこにLIr任が生じてく

る。看護師のサポートは必要。だが，やはり雌

終的には医師でないとできない仕事である。と

)LAう。

ここには|歪師をf)Tめ素晴らしいstaffがいる。

そのstaffが患者・家族と向き合えるようにして

いきたい。意味のないルールや無,駄な雑111に縛

られずに。そして「より良い医療」につなげた

い。

この奥に手足｢Ｉ病になった。熱は出なかった

が，発疹の出る前から手がﾙﾄﾞiみ始め，手掌，足

底いっぱいと臂部に発疹が広がI)，指hLll1は腫

れ，物がつかみにくい，ペットポトルがあけら

れない。歩いても，lxiKってもjiijい状態で，l1hLた

くもないのにうつぶせでいるしかない。｜_|内炎

がなかったのが救い。その後〆下も足も厚い落

屑が，lllllliii病のように指先からめくれ，｝,と底は

趾先からかかとまでその型を収ったかのように

めくれ，岐後に千桁の爪が剥がれた。大人がか

かるときついと聞いたが，その通りでした。子

どものつらい気持ちも少しは分かった気がしま

す。患肴の気持ちがわかるには，病気になるの

が１番よくわかるのでしょうが，医lH1ljが同じｿ丙

気をすべて曰Ｕ体験するわけにはいきません。

推測するしかない。想像力が大f事です。気持ち

が分かりすぎてもi台療が進まないこともあるか

もしれませんが．．． ○

毎年７)lになると思うのですが，‐ヒタは，７

月７１１でいいんでしょうか。殆ど|:|jか曇:|)で天

候が悪く，子どもたちをがっかりさせます。天

の111は兄えず，織りilli彦星がU|会えたかわから

ず，知''１１がいっぱい掛かったﾉ(こきな筏は淋しそ

うに見えます。せっかく書いた願い事はかなう

でしょうか。梅1:|:i時だから喝たり前で，｜ﾘl1fi維

新の時にうまく移行されなかったのでしょう

あつ’コオロギが'11$いている。

次は，宝塚市の亀Ｉｌ１愛樹先4kにお願い致しま

す。

《洲本Tl『》
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あると言われておＩ)ますが家族がｉｉｉえる為に先

立つものが仏典となる状況や職場の環境から休

職することからliIl)に!}える影響がﾉ<きい為に

現実には父親が育児休業を取ることは不可能に

近いと)i1Aわれます。Ｈ｣産育児を直接するのであ

ろう廿親も現実にはTF社員でなく契約社i1や

パート・アルバイトなどでは法的に行ﾘJ休業収

得の要件は２つあり，ｌ年以-ｋ，継続雁)'１され

ていること。もう１つは，子どもが1歳の誕生

日以降もり|き続き雇用される見込みがあること

と条件がそろえば現実には青)'j休暇を収得１１)来

るはずです。しかし趾親の場合も父親とliil様に

職粉への影響から台ﾘ｡休業が収得できずに退職

に辺い込まれてしまうi1I能性もあＩ)ます゜一昔

前では近隣のﾉﾉ々'１１１で助け今いながらのff児

をしていましたが近年では近所づきあいの希薄

化やベビーシッターなどの虐待などもＩＨＩ題視さ

れている１M代では安心して子どもを征せられる

家族内での丁子｢てが一番だと),1Aいます。親丁･の

|對係を深める意'１，kではiTllj親が育児をしていくＩｌｉ

が岐良ですが現ｲ[の育児休業制度や保育|刺制度

のみでは２人Ⅱの１１j産は非常に困難な場合があ

るようにﾉﾑ(われました。淵家の場合は［のりJは

小学校であり，また出産が８）l末と奥休みにか

かるためにＩ１Ｉｌｊ親の手助けのおかげでjl1Miに|Ⅱ産

を終えるzliができました。近隣に家族が住んで

いない家l廷では一次的な保育|刺の入|札小学校

終「後のり,｣竜待機などの体制が充実し，親が安

心して什rli:が出来る環境でなければまだまだ少

子化は進むのでは無いかと危'典しております。

《l1q区》

いそ

出産をひかえて

安藤
ＣＤ】

(子

出生率の低~|<がllllばれるLI1，待望の第２]ろを

授かりました。出産はりi)i気でなく正常なことで

あり心配は要らないとよく言われながらもやは

り不安な気持ちと元気で生まれてきてくれる!U｜

侍とが入り交じってお')ます。ｒどもが元気で

生まれてきてくれれば・・・と願いながらもい

ままでに診てきたり1>j気やトラブルなどが蚊の1'「

隅から湧き１１}てきてしまい不安な日々を過ごし

ています。第１下の時も全くlilじ事を琴えてお

りましたが母了ともに無事であったときの安堵

は非常にうれしいです。２子[|は一度経験して

いるから心配が少ないと言われます。しかし，

時がたつにつれ第１Ｗ１１床の時の経験は風化し

てしまい，その反|('i２人'１以降の準Iilliや対応は

「まあいいか・・・」などと少しのんきになっ

てしまい現在'慌てて準Ｉ１Ｉｌｉをしております。

２人月の場合は妻が入院してしまうために'二

の児の相手をする必要があＩ)ます。近隣に「ど

もを見ることがｌＭ６る親戚などが無ければとて

も第２子を授かる計imiは立てることが||}来ませ

んでした。どうしても什'１ﾖﾄﾞが休めない，何時ま

でに迎えにｲﾃけないなどの環境が現代の核家族

化や出生率の低下に繋がっていると考えてしま

います。現在は父親にも育児休業制度の椎利が
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異常気象 かつたな－と思いましたが，岐近は神戸でもあ

のＩ:'１の降ｌＭｊをみることもあI)，ロ本はIilI熱帯

になったのだろうか？それともl-lイミが壊れて

いってるのだろうかと不安になります。尾鷲で

はﾉﾊL潮の影響で，もど|)鰹が秋になるとよくと

れ，よくllIilOO-20()''１で売っていました．しか

し，今はAL1潮の流れが変わり，その鰹がとれな

いそうですに，これらの異常気象はＣｑのi勅||に

よる地球ilnl暖化によるもののようで，地球規模

での人類の活動が原因のようです

そういう尾鷲で臨床研修灰制度の影響によ'）

医illli不足で医Bili派遊ができなくなってしまい，

'Ｎ''しl科はIjll鎖されました．Ｈﾉ|E全国の過疎地で

そのようなことは起こっているだろうとは)と(い

ます。ちなみに私が勤務した1年前に年収5,000

万で産婦人科医の公募があ1)評判となりまし

た。当初はこの年収は公表されていなかったの

ですが，Tli長が議会で庇問に返韓したため，公

開されてしまいました。そのため，いろいろや

りにくそうでしたに川私が勤務していたｌｌｆは)》[婦

人科の別の先生がやはり公募で採１千'され，年収

は下げられ，お産11回|につき，いくらの手当'1と

いう条件でした。お産は年200件程でしたので，

年収としては以前とあまり変化がないのです

が，お産数はⅡ'二の''１にあまＭⅡられておらず，

市民や病院関係者の市への風あたＩ)は前年ほど

ではなくなりました。小児科だけでなく，全科

が不安定な状況で，病院としてはほぼ壊れてお

l)，無理をすればどこかにひずみが残るという

感じでした。

イ|:会の様々なところでいろいろな問題が生

じ，ニュースとなっています。かなり身近な|川

題もあり，無関心無fⅡではすまなくなってきた

ように思います。少しでも暮らしやすい社会に

なってほしいものです。

《明ｲ｢市》

中西恭

今年の夏はとくに暑いように)としいました。ｌｌｔｉ

日本では７）]初イリLil々に梅雨が開け，降雨昂が

少なく，一部の地域で渇水が心配されていまし

た。その一万で，北陸地方から東北地方にかけ

て梅雨前線が届lliKI)，Ⅱ本海II1lIの各地で豪i1iが

みられました。北陸では７月23日に大雨となっ

たほか，，lAlj根県では2411局地的に１時lLi]雨+i土が

92.5nｍとなりました。また，２５１｣には11Li宮，２６

１１には九州・ULllK1地方でもＭ地的に大iljとな

り，各地で浸水被害や交通機関への影響がl}|ま

した。７１]2811には'１１１１市で１１１寺間あたり143.0

nｍという降水堂が観測されています｢」時IHIあ

たＩ)50ｍを越えればまれにみる豪雨で災害が心

配される値と思われます。

私は，三重県南部の1造鷲巾にいたことがあ|）

ます゜よく，社会の教科書でⅡ'てくる雨董の多

い)ﾘTです。晴れていれば，海の見えるのどかな

ところですが，剛の時は雨の粒が大きく，まる

で空が怒っているようにバシャバシャと激しく

FMが除|)，１０ｍ先の視界もなくなるようなⅡ:jが

降ります。今まで，経験したことのない１１１の降

りﾉﾉに当初はびつくＩ）しました｡もともとi卜jの

多いところなのに，時'111雨量4()nm]程度で県jiIliは

通行止めになり，たびたび迪行止めになりま

す。通行|[めになると公営放送が宿舎の近くの

スピーカーから夜''１でも，早朝でも「県道○号

線は雨量が○○のため，○時よ1)通行止めにな

')ます｣，「県道○号線は，○時よ')j､行11そめは

解除にな')ました」と近路情報が頻繁に市比に

伝達されます。JilIの上で人きな声をⅡ二}されてい

るようで，よく1,1朝に起こされました。しか

し，そのうち放送がなくてもl1l朝に||がさめる

ようになってしまいました。梍鷲の雨はすご
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広報だより ◇日本小児科医会◇

＊第９回日本小児科医会生涯セミナー

平成25年l0Hl411（)］・祝１１）

ホテルＨ航余沢1．平成25年７１１６｝１（二t）兵床県小１，Ｗ}医会

定時総会が兵庫県医師会館で開催された。

第１号議案平成24年度兵庫県小)'d科医会歳

入歳出決算

第２号議案平成25年度兵庫県小１,'６科医会事

業計画

第３号-議案平成25年度兵庫県小ﾘj科医会会

費賦課徴収の付（前年皿|)）

第４号議案Vz成25年度兵庫１Ｍ､1,'しl科医会歳

人歳,'B予算

の全議案がTII決承認された。

引き続き、感染症対策委員会姿１１反吉Ⅲ〕E

iiU先生の一般講演及び、ネ['１戸大学人こ学院人|川

発達環境学研究科教授伊藤篤先/'三の特別講波

があった。

２．’1本小児科医会が推進してきた「小児保健

法」が「成行基本法」と語称を変え成立をⅡ

指すことになった。

３．地区医会連絡協議会を丙１２成25年１０１｣１２１１

（十）に開催する。

◇日本外来小児科学会◇

＊第23回

平成25年８Ⅱ３１Ⅱ

９月１１］

福岡|に|際会議場

１
１

十
Ｈ
Ｉ
Ｉ

◇日本小児学会兵庫県地方会◇

＊第259回

、｢成25年５Ⅱ25[’（ｔ）

／Iﾐ111ﾈ'|'社会館

＊第260回

’|上成25年９）]2811（士）

姫路キャスパホール

◇入退会・異動◇敬称略
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llllII端]三

商兄Fi4F央

湊)Ⅱ誠

間達二郎

小'|]番一大

六Ｈ１玉輝

三ｉ１１ｉ洋

(''１央区）

(VLi宮ilj）

け}波ilj）

(力Ⅱ古Ⅱ|市）

(淡路１１丁）

(芦屋市）

(Ⅲ]石市）

(赤穂郡－Ｍ'1町）

４
４
４
４
４
６
１
１

◇小児医学講座◇

＊第60回

平成25年９Ⅱ２１日（十）

兵庫県医師会館

講演ｌ「小児肝移柿の現状と'''１題`'A(」

京都大学肝胆膵・移植外科／小I,'J外

科准教授岡島英|ﾘ｣先''二

講演２『iＰＳ細胞を用いた今後の小児医療

の可能性」

京都入学iＰＳ細胞研究所

副所長｢ＭＩＩ龍俊先生
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,島尾
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Tl了水

高折

lllLll

水iU1

英

久上

禮子

I冊子

(川西市）

(Ⅲ１石市）

(に１１央区）

(淡路ＩＩＴ）

(西宮ilj）

４
２
６
６
６

《Ⅱ｜本》
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弱会員ご紹介

たくさんのhL弟や近所の人たちと接する機会も

減り，また親たちも地域で子育てを気軽にｲ１１談

できる環境がなくなってきています。さらに，

複雑な社会と希薄な人ＩＨＩ関係が，肯ﾘﾑ放棄や虐

待などの1'１iil)|Ｉする1'７景にもなっておI)，こども

だけでなく親もｓｏｓをⅡ)して社会との繋がりを

求めています。我々１人１人のできることは小

さいことかもしれませんがそれらが枝みNiなっ

た時，必ず大きな救える力とな')ます。私も〔Ｉ

院でコツコツですが「子育て応援」をしなが

ら，ＮＩＣＵのように高)更な医療を提供はできま

せんが，じつく')話をlillきほんのわずかでも親

ｆが安心して過ごせる｜Ｉ々ができればと考えて

おります。また開業すると孤独さを一番に感じ

ます，地域の先/Iﾐﾉﾉと交流を持ちｌｉｌ７報交換しな

がら，１I々切礁琢磨しながらいくつになっても

lrI学心を持ち続けて，また兵庫県小I,'j科医会に

入会しネットワークを大切にしたいとAMってお

ります。今後共よろしくお願いいたします。

蕊灘
裁鑑

Pb

●iiiiiiiili
Ｌ

氏名：'''''’11池（たなかしんや）

勤務先：ｌｌｌ１ｌｉあかちやんこどもクリニック

住所：664-0857

1ﾙ丹Tl丁行基IllJl-lO7-201

TEL：O72-767-6106

FAX：072-767-6104

出身枝：関１回医科大学平成７年率

趣味：スキンダイビング

抱負（自己紹介）：

長年，ＮＩＣＵで新と１ﾐﾘj医療に携わってきまし

たが，このたび縁あってｲﾙI1Tliで開業すること

にな')ました。’１１:今の少子化時化こども達は

抱負（自己紹介）：

平成24年１０月，唯まれ育った加TlT1lIlの稲美１１１Ｊ

で']､｣,１.科医院を|)|Ⅱ先させていただきました藤Ｈ１

とII1します。徳川大学を卒業後，ネ''１)ｺﾞ大学小ｿＪ

科に入Ｍｒ)その後，関連病院の公立砦li11病院，

兵庫県立こども病院，ネ''１戸赤十字ｿ両院にて勤務

し，開業を決意しました。そろそろ開院してｌ

ｲ|ﾐが経ちますが，ｌｌｉｉ郷の地域|玉療に微力ながら

貢|献できることに喜びを感じておl)ます゜》lf輩

巷で，何かとご迷惑をおかけするﾂﾈもあるかと

」11Aいますが，今後ともよろしくお願いいたしま

す。

、.#

lIMlIｸﾞ■IllIiiiii1Jハ
氏名：藤田〉１１』生（ふじたてるお）

勤務先：ふじたこどもクリニック

住所：〒675-1115

兵庫ﾘ,UⅡ1古111j稲美I川1E11fhll-150

TEL：（)79-441-8760

ＦＡＸ：079-441-8761

出身枝：徳島大学医学部平成１０年卒
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抱負（自己紹介）：

初めまして。両神戸医療センターを平成24年

４１１に退職，６）]よＩ)東灘区で|＃l業していま

す。

丙ﾈ''１戸医療センターや倉敷'１.央１iii院など，地

域の小児救急を担う施設で常に仕事をしてきま

したその総験から，少しでも体'1の小児診療

の下助けをしたいと思い，開院よ')日曜ロの午

前に診療しています。もちろん，こども初期救

急にも,Ilj務しています。また，小児のアレル

ギーもｊｉｌｉ門としています。

微〃ですが，地域医療に貢献できるように努

力していく所存ですので，宜しくお願い致しま

す,､，

氏名：山良和夫（ゆらかずお）

勤務先：ゆら小ﾘj科クリニック

住所：〒658-0047

神戸市東灘区御影2-32-11

ＴＥＬ：078-855-6007

ＦＡＸ：078-855-6002

出身校：近畿大学平成11年率

趣味：釣り，スキー，トレッキング

抱負（自己紹介）：

平成25年２月１１１付で神戸|Ｉｊ立|ﾀﾐ療センター

''１央Tlj民病院小児科部長に赴任しました。兵庫

U,Lで(Ｍをするのははじめてですが，神戸は而

校３１１三|Ａ１を過ごした思いでの＝|<地でもあＩ)楽し

く仕事させていただいています□専門は感染免

疫アレルギーで，小児では一般的な感染症やア

レルギー疾患から特殊な領域としては好中球系

の免疫ｲ〈全（慢性肉芽Il1Ii症）や膠１月〔ﾘﾊも比較的

多く経験してきました。当科の責務として大事

なのは神戸111尺が安心できる小児救急医療を提

供することですが，さらに各専門頷域に関して

も良質の医推を提供できるよう，スタッフと共

に努ﾉﾉしてまいります。

自宅のある宅塚から病院まで－時間余の通勤

時間ですが，満fi冠車もｉＰｏｄと雨子書籍端末

のおかげで？''｢にな')ません。少しずつですがLlil

際色豊かなｲｌＩ１Ｆｉの''1J探検も進行ｌＩｌです。｜」コミ

Ｉ１ｌ１報川富j(迎です。よろしくお願いいたします。

￣

jlIll/Ｉ

氏名：鶴出悟（つるたさとる）

勤務先：ﾈ''１戸市立医療センター'ＴＩ央ilj民病院小ﾘ｡科

住所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町２ＴＨ１－１

ＴＥＬ：O78-302-4321

FAX：078-302-7537

E-mail：stsuruta､kchojp

出身枝：京都大学医学部ⅡＦ１和57年卒

趣味：デジタルガジェットのある生iilTi

（iPod，iPhone，ｉＰａｄ・・・）
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して「|可－１１再診｣，「診療情報提供

料（１）」

・小児科外米診療料の体１１.時間外､'１

節の減点特例の見而し

・小児アトピー性皮膚炎，食物アレル

ギーを対象に「小児アレルギー疾忠

療養指導料」の新設

＊在宅小児医療の充実

・小１，日ケアマネージャーの機能を担う

コーディネーターの新設

.「強化ｕ」在宅支援診療所の算定要

件の兄11ｔ〔し

．「強化型」在宅支援病院の算定要件

の見直し

2～兵庫U『L小ﾘu科医会社会保険委員会椛告

「平成２５２６ｲ1ﾐ度兵庫uＡ社保．'玉1保審査委

１１候補打の椎繭」

〈社会係|境診療報'''''111群杏委員候補者〉

谷澤隆邦（再）雨Ⅲ安彦（、

久呉真章（再）早野，!｣,毅（'１J）

１１１１石恭ｌ１ｆｉ（再）｜｣Ⅱ｢１－仁（｢'7）

佐野公彦（新）辰己和人（新）

三村嘉寿男（新）

〈国民健康保険診療報|lllIl辮査委員候補者〉

」さ谷良行（再）谷'１協蔵（新）

椿111重彦（新）

３．兵庫UiL医lili会保険委員会報告

「審沓支払機関の１１断基準の統一化に係る

連絡協議会の設置」

平成24年１２１１３１１，厚堆労働省保健局か

ら地方厚生（幻ハＴｊに対し，癖脊支払機牒］

における審査の判'１１｢基準の統一化をluXlるた

めの連絡協議会の設置・運営についての迎

達があり，都道府UiL単位での'五|保連合会・

支払基金支部・地方厚生（支）局の情報の

共有・意見交換をlxlる連絡協議会の設置が

要請された。

４．保険審査上の諸'''１題

社会保険委員会報告

１）平成25年度第１回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成25年４月４１１兵床以医師会館）

「平成24年度第２回兵庫県小児科医会・地方会

合同社会保険委員会報告」

ロ時：平成25年３）１９Ⅱ（上）

場所：兵庫県医lili会館６階会議室

参りⅡ者：稲田微，江原伯陽，大石康ﾘ)，大倉

完悦，太田|戎Ⅱ鐙，河廃車造，佐野公

彦，柴IⅡ始宏，鈴木紀元，竹,烏泰弘，

辰己ｲ||人，谷澤隙)：|J，椿Ⅱ]束彦，篇Ⅱ二｜

安彦，三門道人，Ｉ'野呂毅，深芥

隆，三村嘉寿男，横Ⅱ|純好

菫
我

一
一
三
口 題：

1．’１本小児科医会社会保険全国委員会報告

（平成25年２H241-I東京ステーションコ

ンファレンス）

「社会保険診療報ＩｌＬＩＩＩｌにおける,1,1,1J医療に関

する要望害（案)」

（日本小児科学会，日本小１，'J科医会）

〈妓承点要望項Ⅱ〉

＊入院小I,'d医療の進化

、小ｿj入院|欠療符IJil料４および５の見

直し

・小)Uの深鉱静薑の新設

＊外来小)１J医療の強化

．「小児科外来診療料」と「乳幼ﾘﾑ育

児栄養指導料」の年齢を６歳末i,IiIiま

で拡大

．「小児科外来診療料」の増ﾉﾑ（

・小｣,脈|外来診療料の包括除外項'１と
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Ａ）縦覧・突合点検，算定１１情報による審

盗

＊慢性疾,患でのフォローアップ・合併症

チェックの春己作

・成長ホルモン分泌不全性低身上２に対

するＧＨ技ﾉﾉｰ（|曇件疾/ILXでの合併症

チェック役グ１１M始後３ヵ）|'よｉ１ｊ２１ｌ，

その後は３～４カ月↑U2に末Ii1illll，生

化学，Ff，ＩＧＦ－ＬｌＩｌ状腺機能，

HbA1c）

＊初診の算定について

・皮脂欠乏〉il2，アトピー|ｿＩｉ皮叶ii炎，ア

レルギー性鼻炎，気符支|'HLA弊の病

名が前１１にある場合に，〉'川の初診

算定に疑義が７Jくされる。算定'１，処

方[|と処ﾉﾌﾟ||激を参考に|〈|Ⅱ|ｿTする。

特に，１４～2811分の処方がある時は

継続''１としてＩｌｊ診算定に査定。

．上気道炎・気符支炎等の関述疾,忠で

の初診算定については，算定'－１，処

方日，処方'1数等を参考にして岐終

処方lｌよ')概ね１週ｌｌＩ１の|H1隅が無い

と前病の継続治療中として１V診算定

に査定。

Ｂ）その他

＊溶連菌迅速テストやアデノウイルス抗

原迅速テストはそれぞれ対応ﾘ１Ｗ,が必

７要。

＊インフルエンザ抗原迅速テスト，溶連

１滴迅速テスト，アデノウイルス抗原迅

速テスト，ＲＳＶ迅速テスト等をlilllに

算定した場合は一部査定。

＊インフルエンザ抗原迅速テストを時'１１１

外，体１１．深夜に実施した場イヤに時間

外緊急院|ﾉﾘ検介ﾉﾉ||篇（11()ﾉ１１I）を飾定

できる。

（ｌ［|にllljlのみ算定TlJ･地域|欠療支

援病院，救急Ｊｉｊｉ院，救急診療所，救急

医療j【Ｔｌ策lljIIi番病院・診療所における時

間外特例加算算定時も算定ⅡI。ただ

し，小ﾘJ特例夜間・ＩＩＬ朝等時ｌｌＩＩ外加算

算定時はｲ〈ⅡI｡）

＊オゼックス細粒の適応症はＩ１１Ｉｊ炎，「'１叫

炎であるが，クラリスロマイシンｍＩｙＩミ

が多くみられることよ')気符文炎でⅣ

群在は認めるが，原群では森定もしく

は返戻となる。ＩｌＸｌ蚊炎，ｌ気道炎では

原ｆｉＰＩ１７排ともに布定。

＊アトピー鍬別試験と特異的IgEの併施

は認める。

＊ＴＡＲＣと特異的IgEの併施は認める。

ＴＡＲＣは３ヵ月にlllllは認める。

＊特異的ＩｇＥは「アレルギー疾患の疑

い」では認められない,本検介はアレ

ルギー疾,患の診断確定するための検杏

ではなく，特定しているアレルギー疾

‘患の原|ﾉ《|をiil11くる検介である。原雰で

は返民または在定□

＊皮|ﾉl反応にもちいるアレルゲンテスト

液の便I11fTtは1カ所().05～0.1ｍlを認め

る。

＊インタールボlll粒の適1,Ｍ１５は「食物アレ

ルギーにﾉ,!きづくアトピー性皮l付炎」で

あるので1'11打の病躬が必要。

＊経皮的動lllRlillI1唆素飽和度測定は肺炎・

気需支喘ﾉj､・気補支Ililj炎．,Ｍ〈令等の

重症心肺疾`忠の確定病格があI)，駿素

吸入，喘LAの吸入，点滴，胸部ｘｐ等

が施行されている場合は認める。lHli-

的算定は認めない｡

２）平成２５年度第２回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（､lz成25ｲ|ﾐ６１Ｅ１６１１兵庫UiL医I11Ii会館）

Ｌ「兵1,jiU,L乳幼ﾘJ等・こども|差療費助成事業」

のffilT町実施予定
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(2)対象患者①ﾉﾘ2ぴ⑤において，健康診断

として内視鏡検査をji了った場合には，診

療報'''１１１１明細〒'十二の摘要l1illにそのFfを記載す

ること。

こども医療費助成I1i:業について，平成25年

７ＵｌＵから，’'１学３年生までの通院医療を

助成対象とし，人院陛療を現物化する。

〈１歳未満～３歳末iilIli〉

述院：自己負担なしは39／41｢|丁川，

入院：自己負担なしは41／41市町

く４歳未満～就学前〉

通院：曰Ｌｌ』負担なしは35／41市町，

入院：ＥＩＬL負担なしは41／41市町

く小学１年～小学３年〉

ｊ山院：ＨＬＬ負担なしは26／41市町，

入院：Ｆ|己負担なしは41／41市町

く小学４年～小学６年〉

通院：ロロ負抱なしは21／41市町，

入院：ＨＵ負担なしは39／41市Ｈ１

〈'１１学１年～中学３年〉

ｊｍ院：目し｣負担なしは１９／41市町，

入院：自己負担なしは39／41市町

2．「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び沿

療に関する111扱いについて」の－部改Ⅱそ等に

ついて

ヘリコバクター・ピロリ感染の治療に用い

る医薬品の効能・効采に「ヘリコバクター・

ピロリ感染Ｗ炎」が追加され，対象者が拡大

したことによる改正｡

〈対象患者の拡大〉

①内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍

又は十二指腸憤り易の確定診断がなされた

，患者

②ＷＭＡＬＴリンパ腿のMjX者

③特発性1,小板減少性紫斑病の患者

④｣71期胃｜,iliに対する内視鏡的治療後の患者

⑤内視鏡検査において胃炎の確定診断がな

された忠者

く診療報酬明細書への記載について〉

（'）対象忠者①及び⑤において，｜ﾉl視鏡等

で確定診断した際の所兄・結果を診療報

iNilll明ﾎﾟllIill:の摘要欄に記載すること》

３）平成25年度第３回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成25年８月lロ兵庫IMF医師会館）

「兵庫県乳幼児等・こども医療費助成事業」

１．Ｆ事業'三Ｉ的

子育て世代が安心して了育てできるよう，

｜歪療保険による給付が行われた場合に，その

ｎＵ負担額の一部を助成する。

平成25年７)=Iから，通院医療について，’'１

学３年生までの助成を拡大するとともに，併

せて入院医療について現物給付を行う。

２．事業内容

実施主体である市町が医療費助成を行った

場合に補助を行う。

（１）対象者小学４年生から中学３年生まで

の児童

＊中学生への迎院医療費の助成は平成25年

７Hから開ｸｆｌ

（２）所得制限IIL帯のTl]｢'１１J村民税所得割税額

合算額23.5万|リブk満

＊市'11Jによっては合算を行わない，または

所得制限を撤廃

（３）助成内容｜天療保険における自己負担額

のｌ/３を助成

＊巾１１１Jによっては上乗せ実施

（４）助成方法」〕il物給付

＊入院医療は平成25年７月から現物給付化

（平成25年６月）までは償還払い

３．予算額

689,389千ｍ

※以下に兵庫県乳幼児等・こども医療費助成事

業の各ｉＩｊ町実施状況を示します。《三７ﾄﾞｲ》
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乳幼児等・こども医療費助成事業市町実施状況 ※市町名の下線は、低年齢|Ｚ分から
変更のあるTIT町

１０歳～２歳通院

※０歳児は、県制度において所得制限無し

２３歳～就学前通院

３小学１年生～同３年生

通院

扣

無し 有り（定

所
得
制
限

有
り

合算後

合算前

旧児童扶養下｣Lｉ

特例給付

撤廃

尼'11奇、西汎洲本、Ｉ)ﾄﾚ}、１１ti脇、三水、高hlI>、

111[lLiV南あわじ、ＷI来、淡脇、力'１束、多可、ｉｌｊ
111、福lll奇、秀美

治雄、相生、赤穂、宝塚、川i)しi、篠''１、丹波、

上郡、佐１１１

神戸

jllIi路、｜ﾘjｲi、加古111、たつの、小野、三ＨＩ、養

父、宍粟、猯名111、稲美、播廃、神ii1、新i品Hと

岡、太]ａ

一部員ｉｌｌ

無し ｲＴＩ）（定額）

所
得
制
限

有
り

合算後

合算前

旧ｿI｣童扶養手当

特例給付

撤廃

尼''137、ｉ１Ｌｉ官、ｉl}||ﾉ|X、（J}Ｈ、iILilMl1、 {水、高砂、

111西、南あわじ、リリ|来、淡路、１１１１束、多可、Ｔｌｊ

111,福lllili、秀美

芦Ｉ室（低所得昔)、↑Ⅱ生、亦杷、宝塚、１１ⅡlHji、）｝

波ぃ上郡、佐1Ⅱ

[ⅢTi、力'１古111、たつの、小野、三|Ｈ、養父、宍

粟、猪`i'１１１１、稲美、播磨、イｌＩ１河、新１Ｍ升

姫路、豊岡、ノヒｊ‐

芦歴（低)ﾘ了得打以外)、篠ｌｌｌ

神7「

--祁口机

j11(し ｲｲり（定額）

所
得
制
限

有
|）

合算後
西宮、ｉ１Ｌｉ脇、二水（低所得打)、商砂、南あわ

じ、Ｗ]来、ｌⅢ卓、多可、ＴＩｉ１１１、福llli(i、香美

合算iii
芦屋（低所得f↑)、１:||生、赤杣、宝」

波、佐１１］

家 、 hⅡ|両、丹

|Ｈ児竜扶養手当

特例給付

撤廃
明ｲLi、力Ⅱ古111、たつの、小野、三|｢|、養父、宍

粟、播麟、神iil、新温泉

姫路、１ピllMi、ｔ}||本、（)}丹、豊|Ｍ１、三木（低

所得者以外)、llli)lji、淡路、太丁．

芦陸（低)ﾘT得者以外)、篠１１１…MII

ﾈ''１丁

猪名111、稲美
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４小学４年生～同６年生

通院

５中学１年生～同３年生

通院

６０歳～２歳入院

※０歳児は、県制度において所得制限無し

－２－

勺一?▲

'二Ｉ |j負担

無し ｲ｝ (１割上llL額有1)）

所
得
制
限

有
り

合jir後

合算前

''三|児童扶養手当

特例給付

撤廃

1ピ崎、西宮、１１Ⅱ|本、伊丹、ｆ豐岡、ilLi脇、三木、

高砂、１１ⅡlLi、南あわじ、朝来、淡''1冊、）ﾘⅡljl〔、多
iT］ 、 TIjlll、福Illif、ノlここ]二、香芙

市原 、 ↑|ⅥＩ、赤穂、宝塚、Dllillj、篠'11、）1波、

二１１'１，佐111

ﾈ''１戸

'ｌｌｉ路、ｌﾘ]ｲﾆi、ｌｊｌ１古)||、たつの、小1111;、三[Ⅱ、養

父、宍梨、猪名111、稲美、播磨、イ''１河、新ilnl泉

－２－

－－－,’一

11 |j負担

無し
ｲ｢|）（２割※表示無し）

または（乳幼児等並定額）

所
得
ＩＩｉｌｌ
限

ﾌｶ

合算後

合算前

|日)Ｍｉ扶養下111

特例給付

撤廃

TIL｢宮、I1Li脇、三水（低所｛|ﾄ者)、南あわじ、’|ﾘ］

来、川|東、多Til、iljlll、Wiilllif、

芦臆（低所ｲｻ者)、｜;ⅡL'三、赤穂、）|)|]ilLi、丹波、佐

)'１

1ﾘ}ｲj、たつの、小野、二'１１、養父、

iiﾘ、新侃泉

ニゴニニ
／、／I、、 ｲ}|’

1111【路、ｌ巴lllii、洲ｲＮ、１J卜F}、豊岡、三木（低}ﾘＴ

１Ｉ:者以外定額)、高砂、’''四、淡路、１１%ｆ，

１１１、播磨、太二]'.（２割で800円｣]１１)、香:)を

芦屋（低DT得行以外)、）lll古111、宝塚、篠

ｌｌｌ（２割で定額との蓮額を償還)、」1111Ｉ

ﾈ''１

稲美（定

－－０．

－０几

ＩｚＩ |l負ｌｕ

無し
ｲＴＩ）（２割※表示無し）

または（乳幼児』舵it定額）

所
得
制
限

有

合算後

合算前

''三|児童扶養下》Lｉ

特例給付

撤廃

ilLi宮、西脇、三木（低所１１｝昔)、朝来、）ﾘ||〕|工、多

Tリ 、 TIilll、IWil崎、

芦l義（低所得者)、｜;Ⅱ生、赤穂、力llilLi、ｌ５ｌ波、佐

1Ⅱ

|ﾘ}ｲ:i、たつの、小111F、養父、宍粟、イllI河、）iリ

ｶﾞと

ｌｌｌｉ路、尼''１if、洲本、｜〕}丹、豊岡、 木（低所得

荷以外定額)、高砂、lllilLi、南あわじ、淡路、

猯名|||、播磨、太子（２割で80011)｣二|ｌ《)、秀美

芦屋（低所得打以外)、｜)'１古111、宝塚、篠

１１１（２割で定額との差額を償還)、」二111Ｉ

ｲ''１戸

二111、稲美（定額）
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７３歳～小学３年生

入院

８小学４年生～中学３年生

入院

※稲美町小学１年生～中学３年生までの、窓口払いは、乳幼児並定額で、償還により無料化

※洲本市高校生２割負担

'''１１lill1IlIlWi11lLJJ Ｊ一」

担

無し 有り

所
得
制
限

有
り

合算後

合算前

|日児童扶養手当

特例給付

撤廃

姫路、１巳''１奇、ilLi宮、ｉⅡ|本、１Jﾄ丹、綴岡、ilLi脇、

三水、高砂、lll山、南あわじ、朝来、淡路、）Ｉｌｌ

束、多可 、 TIjlll、イ１１１１崎、太子、香美

尾、イ;Ｍ三、赤穂、宝塚、）ljll11[i、篠１１｣、丹波

_け''1、佐用

、

ｲ}'１戸

|ﾘ]石、）ﾘ１１古)||、たつの、小ﾘﾌﾞ、三'１｣、養父、宍

粟、猪ﾔ,111、※稲美、播磨、イ'1'河、新ilnl泉

一部負ILl

無し 有I）（１判※表示111(し）または（乳幼児iii定額）

所
得
制
限

有
り

合算後

合算前

|H児童扶養手当

特例給付

撤廃

川i路、尼''１奇、１１V宮

ｉＵ

、 I)Ｗ、豊岡、ｉ１Ｌｉ脇、三木、

砂、川ilLi、南あわじ、１１ﾘ]来、淡llMf、力'1束、多

、 市111、福１１|奇、太子、香美

芦屋、｜;Ⅱ生、赤穂、宝塚、）|Ⅱ'四、篠山、丹波、

二郡、佐用

ﾈ''１戸

Iﾘ]７IEi、）U'1古)'１、たつの、小野、二}Ⅱ、養父、宍

粟、猪名川、※稲美、神河、新ｉｌｈｌ泉

洲本

播磨
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開業医139例

病院（社会保険'１１央柄院）２５例

紬果を次lnlの-兵庫U,L地力会で発表する了

蕊

感染症対策委員会 定．

(４月６日，５月１１日，６月１５日，７月２０日

の４回開催）

３．任意予防接種に対する公費助成の推進につ

いて

県下市ＩＩＪへのアンケート調査原案（TlTII1作

成）について検討し，６月の理事会で承認を

いただき，県下市町に配布した。

1．今年度の事業計iilIiを下記に決定した

①風疹ワクチン接穂勧奨ポスターの作成と

ＩｌｌＭ「

②ワクチンデビュー対象者の指導に使'１Ｉす

るパンフレット，チラシ（指導者ＩＩＬ保護

者川）の作成

③ヒトメタニューモウイルスの臨床像調査

④任意予防接種に対する公費助成の推進

４．Ⅱ本小児科医公総会フォーラムポスター

セッションにおいてT｣Ｔｍ委員長が「兵庫IIL下

における行政惜榿予防接穂の現乃[lについて」

を発表した。

５．子宮頸がん予|lﾉjワクチン

６月１４日，厚Ｌ１ｉＪ労働省は子何頸がん予防ワク

チンの積極的接柿勧奨の一時差し控えを通達し

た。これについて意見を出し合った。複合性局

所瘤１両》]昌候群（CRPS）等の長期間続く痛みに関

する分析の経過を見守っていくことが重要．

《Ｈ１中》

２．ヒトメタニューモウイルス感染姉の臨床像

調査について

八若委員作成の1H〔案について検討し，外来

においてチェックｈＭＰＶで検,''１された症例だ

けを洲fiir対象とすることとした．６）|のJl1鶚

で承認をいただき会員に１１１Ｗ『し，アンケート

調査結果を八芳委且にまとめていただいた。

指示を受けている児」の服薬実態など，保子「

所（園）での健脹管fll1状況の実態iil間|査行う。

Ｉ記に関するアンケートを，趣意書および

依l頼文とともに令医会員に郵送した□

医会員は園灰として関わっている保育所

（|点|）長に|Ⅱ|杵を依願する。

’111答は保育所（園）長より直接当委員会に

ＦＡＸしていただく。

’1〕|棒期限は７）13111.

1,1巷が集まＩ)次第解析を始める。

小児保健委員会報告

(平成25年３月30日６月１５日開催）

協議事項：

１．Ｕ,(下保育所（園）における健康管1111状況の

実態訓在

保育所（園）における「食物アレルギー」

の除去食指示，「感染症」の登|制制限，「投薬 ２．肥満児に対する指導のフローチャートの件
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成

外来小児科学会，日本llU満学会，行雑誌論

文などを参考にした原案が作成され，検討を

開始した。

この分野は，県下では姫路ilj，１巳'１１打市など

で先行していると思われ，その情報も人手の

うえ検討を進める。

肥満ｿJへの指導として，開業|兎のみで対応

１１J能かのl1i題があり，すでに広く↑丁われてい

る心疾M1や腎I蔵疾`患のように汗二次，二次医

療機関の必要性も考えられ，U1L-l､１１ij院小1,'J科

の受け入れ態勢を把挽するため，勤務|差委１１

会に協力を求め調査を行う。

ａ食行動よ')みた発達障害の早期発兄

すでにホームページに縄減しているが，Ⅱ

常診療での利仙性を老え，ラミネート版を作

成する。

現在〆米ＩＲＩでは発達障害の分類におけるllT

称が変更されており，その'|本語択が確立し

ていない，ラミネート版はその確立を待って

作成する． 《筒井》

科医師数が少ないり1)i院ではオンコールlD1数が多

くなっています。院内}|}化新生児の対応は，す

べて院|ﾉl小)１J科医でまず対応する施設が多く，

小児科|天帥数が少ない施設では負担が大きいよ

うです〔，ｌ#体搬送受け入れ｣,L準はさまざまで

す。女性lfLii111iの労IIiI環境に関しては，２４時間係

行可能およびﾘTl(iﾘJ保育Til能施設が2010年の調査

より1洲||してお|)，勤務環境が少し改善された

結采かと思われました。勤務医負担軽減策とし

て医療クラークを多くの施設で導入するように

なっていますが，診断T'|:作成，保険書類作成が

殆どで，小)Ｗ}勤務医にとってあま'）負''二lの蝉

減に寄りしていないようです。そんな中，各秘

統計資料作成や入院サマリー作成などを１丁って

いる施設があI川ﾐ'１きれました。アンケートiJ,１

杏を病院メーリングリストのみで行ったためか

''11答率が良くありませんでした。今後回秤率を

よくするためにもう少し］二夫が必要だとIIL(いま

す。

これからも勤務医のＱＯＬ調査や女性|失師の

働きやすい環境づくりのためにアンケート調ｲ展

を行っていく]云定ですのでよろしくお願いいた

します叫主なＩＪＷ瀞ＩＩＴ采を表にまとめておＩ)ます

ので参砦にしてください。

《三舛》

勤務医委員会報告

勤務医委員会では2012年３月に，力Ili路亦｝‘jご

病院小児科部長の久呉先牛が中心とな')，リi)i院

勤務の'1,1,1.科医のＱＯＬをijil在するlIlfl9で，時

間外勤務，」、１１１数，当直翌ロの勤務形態，オ

ンコール1,1数，オンコール料金の有無などを調

査しました。また院|ﾉl保育施設や何時'１Ⅱ勤務iljll

度など女性医師が働く環境への'１１１１１慮についても

調査しました。:兵庫lAL下病院メーリングリスト

を1ⅡいてUTL下67病院にアンケートiiWfを行い３７

病院から|〔11棒を得ました。ｌヵ)ＬＬiたりの)､'11111

とオンコール回数はそれぞれ平均2.711'１，９．８１１１|で

したが，ｉｉｉ士大は12回３１回でした。2010年度の

調脊結果と比べると，小ﾘ凸科淵|互よ')も令飢当

直の施設が墹加し，1ヵ月あたI)のオンコール

'１１数も増bllしていました。小児科常勤|クミI1ilj数は

変化していませんのでその'''11Ⅱはよくわかりま

せんが，リi)j院全体の医'1111数が減少し，↑測り'１で､'１

内をされない医ililjもおられ，少ない人数で当11Ｙ

をまわしているために，全館÷Lili〔の''１|数が端え

たとのlul符があI)ました。分娩数は多いが小)'凸
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勤務医アンケート調査結果（2012年３月実施）

■四回回皿
■■■、■団■

■■四Ｆ￣
Ⅲ■■

･2,63()lL1,3,000円，3,500111,4,500円

LmL

項|’ １１Ｍ 、 '|'央 平均 愚大 湾数 ＩｉＩｌｉ考

病院全休での常勤医illj数 ２ 3８ 5３ 453 3５

初!')Ⅱi)}修|Ｅ数 ０ ５ 9.1 129 3７

後期研修１１ﾉﾐ数 ０ ６ 1３ 163 3６

小ﾘJ科常勤医lilli数 ０ ３ 6.5 5２ 3７

小ﾘJ科後jUl研修|矢数 ０ (） 1.5 l(） 3６

小ﾘJ科医l111jの定数 １ ４ 6.0 3１ 3７ 不定1５

小ﾘtl科ｊ|ﾐｸﾞllr動|矢'''11i数 ０ ２ 1.8 l(） 3６

１lii院全体の総病床数 ０ 300 295 920 3６

小児科病床数 (） 1５ 1７ 1００ 3７ 不定１

新ﾉ'三Vj病床数（ＮＩＣＵ含む） (） 3.5 8.5 5０ 3７ 不定１

ＮＩＣＵの病床数 ０ (） 2.0 1５ 3７

１カ月あたりの:'ﾙi直llll数（岐大） ０ ４ 4.(） １２ 3５

１カ月あた|)の当直'''１数（平均） ０ ２ 2.7 1０ 3５

ｌカノEIあたりのオンコール''１|数（岐大） ０ 1０ 1２ 3１ 3０

１ヵ月あたＩ)のオンコール'1]|数（平均） ０

’
８

9.8 3１ 3１

ｌ力)LjあたＩ)の時間外勤務（妓大） ０ 5０ 6２ 153 3２

ｌ力Ⅱあた})の時間外勤務（最低） ０ １０ 1６ 6(） 3１

夏季休暇（最大） ０ ５ 5.7 1４ 2９

夏季休暇（平均） ０ ５ 4.6 1０ 3５

院１人|出生）数 1０４ 526 568 12()０ 2５

小児入院管理料

符Ｊ１１１判１ ４

管皿料２ 1

管lUl料３ ４

符１１K科４ 1３

管理料５ ２

算定なし 1３

外来診療報酬

包括 ６

出来ii`５ 3０

包括・出来高併11］ １

地域連携小児夜間休日診療料

診療|<ｉｌｌ ４

診療料２ １

なし 3０

２

DPC導入

ぁI） 2８

なし ９

ＮｌＣＵ管理加算

符:f'１１科１ ８

帯JlI1料２ (）

なし

救急診療

一次・二次・三次すべて １

一次・二次 ７

－次のみ ３

二次のみ １６

三次のみ ２

救急`受け入れなし ８

ＧＣＵ管理加算

ぁI） ３

なし 3４
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50()｢']，３，１５()|Ⅲ

･5,0001''’5,900}])，10,0001]］

．遅｛l｝（11時)，遅帰（19時）

･夜'''１体|｣勤務とし代休を発生させている

当直形態

ゴ
ー
ー
ー

ｂ
ｃ
－

ｆ孔
し
－－
ノ

小

2２

全館当直 ６

なし ８

記載なし 1

院内保育所（医師が利用できる）

院内24時Ⅱ|］ ４

院内定時 1６

ﾙﾋﾞ外定'１
二l主

寸 ２

なし 1４

記救なし １

当直翌日の勤務

休み ２

午前｢|｣勤務 1１

通常通Ｉ） 1５

の
△

四毛
◆一

Ⅱ－

１

当面なし ８

病児保育

iil能 1１

能Ｊ｜
Ⅱ

｛
、ｘ
ハ
ー 2６

病後児保育

１１１能 1２

ｲ〈TU能 2４

記救なし 1

当直料

当直料のみ 1１

時間外勤務手当Li付き 1６

記載なし 1０ 女性用当直室

あり 1３

なし 2１

記城なし ３

短時間勤務制度

あ 1４

なし 2２

記載なし １ 時間外選定療養費

あ ２

なし 3２

記救なし ３

フレックス制度

あり ５

なし 3０

記載なし ２

院内出生新生児の対応

すべて院内小児科医でまず対･応 2１

吻合によ')院外ＮＩＣＵ医l1iliが加l応 ５

暁|ﾉﾘに産科がない １１

オンコール料

あ ８

なし 2６

記載なし ３

シフト勤務

あ1） ２

なし 3５36協定締結

あ 1８

なし ８

記救なし 1１
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･Ｈ２～３回土日のオンコール

･Ｈ２～３１回｜ＮＩＣＵ当111颪

･Ｈ２１Ｉ１士lMl当直

･週ｌ～２回当直

･ｊＨｌｌｌ１ｌ当ＩＩＬ１２

．月２１''１当直

･不定期宿11111〔・オンコール

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

：：

：：第６１回小児医学講座く予定〉
：：

：：ロ時：平成26年３月１１１（上）１５：００
：

場所：兵庫U,L医師会館６階会議案 ：
：

：
：

溝減1溝I1IIj：薩摩眞一先/'三（兵庫県立こども病院整形外科部長）．：
：●

波題名「']､ﾘLL雛形外科のＵＰＤＡＴＥ（仮題)」
：：
： ：

溝ｉ寅２識HID：ホl1澤徹先牛（武床川スポーツクリニック院長）●

：
：

演題名「'１J,'dのスポーツ外傷（仮題)」 ：
：

●

●●●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

｢蒔藺雨F膏薑『屋i－戸 医療クラーク導入

ぁI） 2４

なし 1３

医療クラークの業務（複数回答）

診断ご書作成 １５

保険書類作成 １５

検査了約 ８

遜子カルテ代行人ﾌﾞﾉ ６

検査結果llI力

【
Ｉ

紹介状作成 ５

各祁統計資料作成 １

診察予約調整 １

人院サマリー作成 １

開業医と共同での病院の夜間休日診療

あ1） ６

なし 3０

記載なし １

母体搬送受け入れ胎児側基準（切迫早産）

すべて ６

37週ﾌkiilli １

36週フドilllli １

35週ﾌkilMi ３

34週未iiMj ６

32週末ilMi ５

3()ｉｕ木iiIli １

26週末iilMi １

23週未iiliii １

あＩ） 1１

なし 3６
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あったしかし，県立こども病院では，本年４

)Ｉ５１ｊに６例のＣＰＡ症例の搬入があＩ)，他施

設もＣＰＡ症例はみられ今後検討が必要と感じ

られた。

昨ｲ1三度，委員会では，神戸こども初期急病セ

ンターが附設された後における2011年における

「兵庫U1L下各圏域における深夜帯の小児救急患

者動向」調査を終了し，2009年（前期）の|TTI様

の調査結果と比較した。別に詳細な報併がある

予定であるが，慨|'塔では，神戸圏域の深夜救急

』患考が前期4,900人から7,300人に約1.5倍i剛'1，

そのうち６割は神戸こども初期急病センターを

受診していた,深夜帯１次救急診療施設の充実

が，‘'in肴数の増力１１につながる結果となった.そ

の他，Ijlti播磨，阪神１割域の深夜１次救急診療施

設がある圏域では，人|］当たりの深夜`患者数は

多く見られ，束播磨|劃域，北播磨|劃域，丹波屋｜

域では，深夜帯１次救急患者が，多くは他倦|域

で受診している状況が明らかとなった。深夜帯

小I,'d救急`愚考において，枢送・人院が必要な`患

者の発生数はUiL-r各圏域を通じて，年間小児人

Ｕ1,000人あたり１～2.5人でほぼ一定であった。

これらの結果は，上梓委員長が５Ⅱ第259回ロ本

小児科学会兵hliU,L地方会に，６)]大阪で行われ

た第241Ⅱ旧本小ﾘiJ科区会総会フォーラムで発表

した□同総会フォーラムでは１１本小児科医会第

３１口|地域小児救急今匡Ｉ協議会がi了われ，｜｣野が

出席した．そこでは，家庭看護〃向｣二という

テーマで，家庭における了･と゛もの急病のliiL方を

どの様に伝えていくか協議がなされた。

本年12月７ｐ８日に小児救急医学会第４１１１教

育セミナーが本医会との共催で，ルミナリエセ

ミナーと題して神戸で開縦される。本委員会で

は会LiliEi]けにＨ常診療に有用なテーマでの共催

講波会を企i'''1iしている。詳細は後ｐお知らせし

ますのでふるっての参加をお待ちします。

《}１軒》

救急対策委員会報告

県小児科医会救急対策委f1会は，1994年６)1

30日故|｣'111至康順天堂大学教授が初代委貝長と

して開かれて以来（第１L11の委域としてはllI本

進，奥谷明弘，今井幸夫，桜井隙，［|野利淌，

富沢宗彦，熊谷直樹，大Ⅱ|泰治，ｌｌｌｌｌＩ至康の先

生方でした)，本年７１１に第100k'|という節'１の

委員会の開催となった。今まで委員会を支えて

頂いた先輩役員・委員・会員の先生力にこの場

を借りて，感謝申し上げます。

現在，委員会は委員長に上芥艮行県立こども

病院副院長，担当副会長熊谷，担当''1事[|野，

各圏域の救急医療を担っておられる多くの施設

の先生方25名に委員になって頂き，奇数月弟３

木曜１１を定例とし，年６１Ⅱ|開催している壷各地

の救急患者の動向調査，各圏域，各病院の状乃。

では，常勤医の減少により救急受け入れが制限

されていた神戸市立医療センター中央市民炳院

では本年に入り常勤|天の増員があ1)，常時人院

対応出来る体制にもどった。また社会保険神戸

中央病院も常勤４名体制に増員された。県立塚

Ｕ病院では小児病棟96床（一般病棟62床）に増

加し救急入院への対応にも少し余裕が|f'た。姫

路市休日・夜間急病センターでは常勤医の入職

があり，開業小児科医の負担は少し峰減した。

これに対して神戸市内（'１１央区，兵庫区を中心

に）に開業医，中小規模の病院小児科が減少し

ており，所謂かか()つけ医の確保が川雛にな

1)，今後予防接穂など小I,U保健，初期救急など

に大きな影響が危倶される状況となっている。

本年前半は，コクサッキーＡ６を'|｣心とする下

足口病の流行はあったが，その他大きな流行も

なく，救急,患者は，比較的落ち着いた状b'dは
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検討~予定□

．ＭＲワクチンの３期，４期終丁と風し

ん流行について記覗を作成予定。

・Iilj炎球菌・ヒブ・ＨＰＶワクチンの定!！］

接種化を反映して記事の改定を行う]二

，１－か

ス'二○

力）′]､ﾘJ保健：

．「食行動よ')みた発達障専ﾘdの特徴」

のページで食脊・食行動に関するアン

ケート部分を行１１１片。

.「こども健康手帳」の予防接種欄が,!「

いままなので，改定をお願いすること

とした。

キ）地|え小ｿj科医会だよ|）

近況報佇の文が古いままになっている

ところがあるので，更新をお願いするこ

ととした〔，

ク）リンク集：姫路保健所の「こどもの1｛

故体験ひろば」を追加した。

②会川、けホームページ（ｈｔｔｐ：／／

ｗｗｗ､hyogo-pediatric・Ｓａｋｕｒａ・ｎｅＪｐ／

member/index・php）

内容↑圧に検討を行った。

ア）糺|職と役員構成については，一般ペー

ジと''1様に総会後に確認予定･特定ｆｌｌ１リド

についても'#111理事から森岡理ｻﾄに変災

イ）小業計|'Iiiについては，レスポンシブデ

ザインの導入を追加した。

ウ）委11会予定・報杵：委員会報併につい

ては開催日がわかるよう対応予定

オ）情報・データ集：「1本脳炎Ｑ＆Ａ

（2013年３１E１版）を掲載。

③その他の協議内容

ア）ＨＰＶワクチンが勧奨'１i止になったこと

をうけてCRPＳに関する資料を褐IIil(する

予定･

ウ）レスポンシブデザイン導入の検討：ス

マートフォン・タブレット端木によるｌｌＵ

ホームページ委員会報告

（平成25年度第１回）

開催日時：平成25ｲ'三６Ⅱ2211（１２）

場所：㈱ＭＥＣ（メックコミュニケーション

ズ：ネ}'１戸ilT1l1央'五）

出席者：江原伯陽，■､1JきⅡ|春'１１１，多木秀ｆＩｉｉ，河

盛頑造，Ⅱ室さなえ〆森lllWf宅

兄児子，渡辺志('|’

協議事項：

(1)兵庫県小児科|歪会ホームページ内容につい

て現行ホームページを実際に確認しながら，

コンテンツ毎に詳細な検討を行った。

①‐股向けホームページ

ア）ＨＯＭＥ：震災関連の記ｌｉについては，

取り下げて纏めることとした。

イ）兵庫県小児科医会について：

・組織と役旦構成・ﾘﾄﾞﾃ業活動について

は，総会の後に確認しLu新予定。

・特定理事は早111先LIiから森岡先/'三に変

更。

・入会申し込み・案内については，総会

後に役員・学会一覧も含めて更新千

Ｊ÷Ｐ

疋○

・兵庫ＵＭ､１，１j科区会設立3()liiiIfIﾐの予行を

トップページに掲載予定。

ウ）トピックス・市民講座：2012年５月以

前の記事を削除し，予防接櫛のスケ

ジュールを掲載した。

エ）救急医療：各地|えの'|､｣,１J初期救急体制

の確認を引き続き救急対策委員会でお願

いする。

オ）感染；lili情報：

・ＨＰＶワクチンにlHJする有需に料象，積極

的勧奨差し控えに関する記寝について
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覧が噸えていることから，一般ページを

スマートフォンで閲覧しやすくするため

にデザインの変fE［（ページ数.コンテン

ツの整理・iIilli成等）を検討することに

なった。

エ）３０周年記念行事が終丁後，30171年記念

の記事を作成することになった

オ）地区区会ＭＬについて：本ＭＬで地

lXi医会会踵との連絡がとれるよう，各医

会会長に入って頂いた柿iiiを作成中であ

る｡ 《渡辺》

◆■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ■■■、
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[お知らせ］

児童虐待対応実践研修会

兵庫県医師会乳幼児保健委貝会主惟によ')，標記の研修会が，医１１m（学校医，幼稚園医，

保育所堀託医，その他子どもを診察する医l1ii)，養護教諭，幼稚園教諭，保育所保育１２，保育

師，県こども家庭センター等関係:機関職員等を対象に開催されますのでお知らせ致します。

なお，今年度は３カ所で開催されますが，内容は３カ所共通となってお|)ますこと申し添

えます。

〔第１回〕

｜]時：；平成25年１０)12411（水）１４：３０~１７：０(）

会場：三宮研修センター

〔第２回〕

１１時：平成25年11)１１４日（木）１４：３０～１７：０(）

会場：ホテル'1航姫路

〔第３回〕

１１時：平成25年１２月121］（木）１４：３０～１７：００

会場：尼崎商]て会議所

■
０
日
日
日
日
日
日
０
０
０
０
日
日
日
日
０
口
日
日
０
０
８
８
日
日
■
■

◎プログラム

1．イ了政説明

「児童虐待の現状について」

兵庫県健康福祉部こども)i寸児童謀'二幹兼児童福祉係長

稲’'’’百彦氏

２．基調講波

座長：兵1杣L医iliii会乳幼児保健委L1会Hill委員長藤Ⅱ１位

「法医学から)i』た1,'u童虐待（傷や1iii状をどう読むか？）」

医療法人河野外科医院１１１噸量

河野Ｉﾘ｜久氏

（大阪府監察医/大阪府警警察|屋/藤田保健衛LlI大学医学部客員教授）

、□■■ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■･■■■･■■■■■■■■■■■■■■■■■･■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■夕
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;"□w･州･"'~w口"･"'･"'･"'･"口…w……'"･"'･"□"･‘･"･"'．"'；
§平成２５年度兵庫県小児科医会定時総会§
□ｑ

■///□ﾉﾉﾉﾛﾉﾉﾉ□〃/■/ﾉﾉﾛﾉ/ﾉﾛﾉﾉ/ロ/ﾉﾉﾛ///□///ロ///■///□///□///□//ﾉﾛﾉ//□///□//ﾉﾛﾉﾉﾉﾛ/ﾉﾉﾛﾉ//ﾛﾉﾉﾉﾛﾉﾉ/□//￣

先/|ﾐﾉﾌよくご存)ｉｌｌのように，６Ⅱ14Ⅱに１１J工

労省から突然「子17頸がん予防ワクチンの接

種を積極的には勧奨しない」という通達が発

せられました。ｌＴ１Ｉ１に開催された平成25ｲ1ﾐ度

第２１１１１１京生科学審議会予防接種．ワクチン分

科会同|l反応検討部会，第２１'１|薬事・食,},1,衛生

審議会医薬品等安全対策部会（合同開催）に

おいて，「ワクチンとの因果関係を否定できな

い持続的な痙痛がワクチン接種後に特異''１りに

見られたことから，｜可副反応の発生頻度等が

よ')明らかにな')，llil民に適切な情報提供が

できるまでの|H]，定期接種を積極的に勧奨す

べきでない」というものでございます。ｉ１ｊ:度

のように，Ｉ１１Ｉか起きると判''１｢を現場にｲ'|'し付

けて責任の所在を'ﾘj確にしない厚労行の姿勢

が今|Ⅱ|もまたみられ，私も含めてですが現場

の先ﾙﾉｱは大変ｌＮ惑されておられることとﾉﾑ（

います。このllLil題に対しましてはLIzMJ,ｗ｝

医会もIiilらかの対応を示すべく，７１|,|,イリに

緊急の]乞防接種委jj会を開催し協議するとの

ことでありますが，今のところまだ具体的な

ものは挙がっていないようでございます。ど

のようにするかを決めるまでには少し時|Ｈ１が

かかるのではないかと恩われます。

そして成人の風しんが流行しております

が，この件に関しまして本区会では４）],|,イリ

にUiL医lII1i会の111川>会長，ＵＭｉ科婦人科学会の

大橋会長と連学,で｣I(f庫県知二11:あてに「風しん

予防接椰の臨時接秘・公費助成についての緊

急要望」を提出いたしました。骨子は

Ｌ風しんの予防接枕を受けてない好娠予定

の女性や妊吻niIの|両]居者へのIIiliii時接種及び公

費助成を早急に行って頂きたい。

２．風しんおよび先天性風しん症候鮮発化〕ろ

時：平成2511ﾐ７）］６１１（'二）

午後３時00分～４１１１F００分

場：兵庫UiL医l111j会館６１jf1r会議室

ロ

へ
万

１．開会

藤Ⅱ]位Fill会催（司会）が会11''第五章第23条

２に11'１１)開会を｢:〔言。土屋ざなえ議長が，会

員数418名に対し本'１のｌＩｌ席数40名，委任状

l61i7iによ')計2()LiZ1，会１１'126条によ')今会員

のｌ/３以'二の|Ⅱ席につき本'１の定時総会の成

立を確認。義jii:録署名人に會ⅡI道夫先(Ｉｉ（尼

崎llT)，高原周治先/|ミ（|ﾋﾟ||'/'711丁）を指名．

２．会長挨拶

こんにちは，会反の横Ⅱ｣でございます□本

１１はお忙しい｢'１，ＦＩＺ成25年度兵庫U｢L小川;|医

会定時総会」にごＨ１席いただき誠にあI)がと

うございます。総会を開くにあた|)一言ご挨

拶を'１'し上げます。

一||乍年３月１１１１に発Llﾐした束11本大震災で

は米竹有の災客がもたらされました。この震

災に対しましては'''三年の総会でも[|'しました

が本会会員の先/Ｗｊからは多大なるご支援を

頂きまことにあ1)がとうございました。改め

てお礼申し上げる次節でございます。大震災

発ＬＩﾐから２年以上経った今でも被災地では，

住lTi}をはじめとして多くのｲ（｢１１１]とflill限が続

き，劣悪な１Ｍ｢i｢環境にあると聞きます。泳波

で被災された地域はもちろんではあります

が，さらに深刻なのは放射性物質に汚染され

た地域の復興でございます。止壌の|}j染にお

いては除染が''１々進まず了譽どもたちもいまだ

に外で’'111い切Ｉ)遊ぶことがⅢ来ない地域がか

なI)あるとのことです。兎にも角にも一|｜も

1,Lい復li1を祈念いたしておＩ)ます゜
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防のためのUilJtへの情報提供，脾発をよ'）

いっそう積極的にｲ了って]IIきたい。

３．風しん予防接穂の臨時接種，公費助成に

ついて，LMfから国に要望をして]ｎきたい。

というものでございます(〕

そのＩＩ１斐もあって６１１からU,Lが2,500}Ⅱ，Ｔｌｊ

町が2,500円補助することが決まりました。補

助対象者とか補助額等まだ不十分な1iTiはある

のですが，ひとまずは評価してよいのではと

`'11Aってお|)ます。これも先/|ﾐﾉﾌのlli)l]きかけの

お蔭かと存じます。この場を僻I)てお礼'|'し

上げます。

さてアベノミクスが打ちⅡ)され，瞬くまに

lU安，株価の上昇とまるでマジックを見てい

るような気持ちでございますが，ひところの

熱はやや冷め，株価のやや乱高下が続いてお

|)ます。今年に入り金融緩和と大'ｌ１ｎなIEI俵の

発行が行われていますが，これで本坐iに最

気・'五|刀が回復するのか大いに疑ｌＩ１ｌｉ１ｉｌする|イリ

きもございます。’二K|の総貯寄額が約1,400兆''１

ということで，辰|にはまだまだ資産があるか

らと国債をどんどん発ｲｱさせるということで

ありますが果たしてどうなのか？わたしは総

済学には全くの素人でございますが，各'五|の

奨際の財力を示す指標に金の保有爺というも

のがあるのだそうでございますⅢ】《|みに111:界

で第１付はアメリカの8,133トンで外貨準備に

対する比は75％，第２位はドイツの3,395トン

で外貨準備に対して72％，３位はＩＭＦの

2,814トン，その後にイタリア，フランス，’'１

低｜，スイス，ロシアとⅡ}てきますが，９位に

やっと１１本は'1}てきてわずか765トンとアメリ

カの１０分の1にも満たず，さらに驚くことは

外貨準備に対する比率はわずか3.1％という状

況でございます。このデータだけではｲi'1も言

えないのですが，実際に日本にどれだけllil家

資産があるのか不安を示す－つのデータでは

ないかと)1Aいます。このような状bdの｢１１，政

府が行おうとしている「税と社会保障の一体

改革」での7Ｍi税アップと社会保障とのこ

と，ＴＰＰ参川1によ')医療がどのようになるの

か,Ⅱ本医'､i会でも大きな|川題として取り上

げております。私も２力)]に一度Ｉ'医の診療

報IwIl検討委員会に行きますが，毎ｌｉ１ｌ思うこと

は，現ｲ[社会保障制度は大きな転機を迎えて

いるということでございます,］少了高齢化が

どんどん進むこの'五|で，これからの社会保障

や医療がどのような力lil1に,h]いていくのであ

')ましようか？実際小児科診療所におきまし

ても本｣1にどんどんｆどもが減って来ている

し，また疾病術造も変わっていることを如実

に感じます。いま色々な意味で小ﾘｊ医療は大

きな転機を迎えているといっても過言ではな

いと存じます。それに対してどのように,iＵ

かっていくか，災々すべてが非常に重要な課

迦にⅡI〔ｌＩ１ｉし，どうするのか？それなりの舵収

')を迫られているかと存じます。

そのような-大事な時期ですが，今期の執jiT

部でやらせていただいており，本||後ほど各

部から事業報ｆ１ｆがございますが，各部，各委

11会ともかなI)iiJi｢禿にiiF動していると、負い

たしておI)ます゜それらの業績は随時報告さ

せていただいておりますが，小児科学会地方

会や''､)'６科医会総会フォーラムでも発表いた

してお')ます゜またUiLlﾌﾞlの小ｿJ医療に関する

ことのほとんどは本会のホームページでカ

バー出来ているかと)し(われますので，先L,三方

におかれましては是非繰り返しホームベージ

をご覧いただきますようお願い'|'しＬげま

す。

兵11|(U｢L小児科|差会はｌ１Ｈ和58ｲ|ﾐ１０１１に産声を

Ｉげてから今年で301iii1年を迎えることとなり

ます｢〕先人たちの築かれた孤強な基礎．基幣

のお蔭で本会はこれまでｌＩｌ耐iilに育ってきたか

と存じますが，これ“耐に会員諾!'Ｍ１Ｉｊの暖か

い支援とご指導の賜物と心からお礼,+,し,げ
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る次第でございます。ll1l3()|’（｣二）には記

念式典，祝賀会を予定いたしております。先

生方には廷非ともご参lⅢいただきますようお

願い申し上げます。

ｚＭ１の総会では時''1のiljll限もございます

が，先生方のご需議，ご協ﾉﾉを何卒よろしく

お願い}'三'し上げます。以_'二筒iiiではございま

すが挨拶とさせていただきます。

3．日本小児科医会活動報告（横山会長）

Ⅱ本小児科医会報Prを11'し_'２げます。昨ｲ'二

６１１の総会で神尾名誉会便が|Ｔｌ会|雛１１Ｉを勇退

されましたので，現在fLM＃会には小/【ｌｉのみが

出席ということになっておＩ)ます。昨年６月

以降の理事会は24年９)１，１２Ⅱ，２５年３月，

４月，６）1に開催されています。また６１]の

人阪でのフォーラム'１M催時に総会が開かれて

います．時間の関係で岐近の1Ｗ:会から１１本

小児科l差会の動きをご報fl7いたします。

まず現在の会員数ですが，１２成25年４）１２８

１１現在でＡ会員が3,683字,，Ｂ会11が2,228名で

合計5,911名となっております。｜大|みに昨年の

６）lに比べてトータル数で39名の減少となっ

ております。

現在[lzM､1,且科医会では，組織の大きな'１

標として小児保健法のIlill定を|I指してお|〕ま

す。小ﾘJ保健法につきましては，｜|本小児科

医会は以前よりそのfljll定をⅡ|Ｈしており，数

年前には成立寸前までｲＴきその後頓挫してお

１)ます゜そのことは昨年のこの会で神尾名誉

会長がご報告されておＩ)ご記|意にあることか

と存じます□その後，昨ｲ|ﾐ６１１に松平先'と'三が

会長に就任されてからIlill定に|(１けてIHF度積極

的に活動されてお|)ます゜表での柄動は主に

｜]本|矢Hili会の周産｝リル乳幼ﾘＭｌｌＬ他検討委員会

においてでございます｡’K|みにこの委員会の

委員踵は成育医療センター総腫で'１本小児科

学会会長の八十風隆先生で，本会L１脚の渡辺

忠ｲﾘ'先生もこの委止ｌ会の秀11としてＵ}ておら

れます。さらに同委員会におきましては小ﾘＪ

(}k健法の字,称を「成育基本法」に変史するこ

とがＴＩﾐ式に決まったとのことですハ「成行｣11÷了本

1去」は胎児期，新'Ｍｄ期，乳幼'''1jj9j，学Tvt

1Ul，ノ[L(春期を経て次世代を成育する成人191ま

で至る「人のライフサイクルの過稚の'|]で牝

じる様々な健康'''１題を包括的に捉え，それに

適切に対応するために必要な法律である」と

位世づけるとのことです。「成育雄本法」iljll定

に|ｲﾘけては｢|本小|,'J科連絡協議会（いわゆる

３荷協）においても本法設立推進委員会で協

議をしております。

次に'１Ｍ､｣,'j科医会の課題となっているの

は「地域小)'J科総合医」のことでございま

すｄ先生ﾉJは既にご存知かとおもいますが，

Ⅱ本専|Ⅱ11欠制評Ｉｌｌｉ・認定機構が19番１１の』雀水

仙域専ｌＩ１ｌ医として「総合診療専Ｉ１ｌ医」を認め

ましたが，このことに'１小医では強い危機感

を持ってお(1)ます。この制度の導入と|'Ｔｌ時に

|歪療体IljllやililI度が変わってしまうのではない

かということで，具体的にはフリーアクセス

のIlilI限，保険診療での補償内容の縮小，民111］

保険の導入，診療報酬の包括・人頭払い等々

です。雌も身近な問題として小1,1Ｊのプライマ

リー疾/1Aもまず「総合診療専門医」に流れて

いくというIWi造も考えられるわけであＩ）ま

す゜これに立ちｌｆ１かい，｜工|の統Iljllから逃れる

ためにも，「小ﾘ｡科医会による地域小ﾘ凸科総合

|矢認定制度が必要である」と考えるというも

のであります。

平成24年度よ')地域小I,'j科総合医検討委ｌｉ

会が,Xち|こげられて検討されており，近畿ブ

ロック選Ⅱ｜として本会から熊谷副会ljﾐが副委

li1ﾐとして||}ています。ただ小1,ＷⅡ天会の認

定|欠附|Ⅱ更に持って行くということにつきまし

てはJ1弓術に多くの課題があります。検討する

場として，医会内委員会がメインではありま

すが，いわゆる三者協に外来小児科学会も川
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えた四者協においても地域小児科総合医検討

委員会が立ち_上げられております。また外部

に於いては総合診療専門|矢との関連で|｣本プ

ライマリ・ケア学会との意見訓終も必要であ

Ｉ)，いずれにしましても中々難しく，－J|ﾘ]一

夕では片付かない課題ではありますが，大変

重要なIlLll題であるかと,思われます。

分かＩ)にくい話で誠に'二I]し訳ないのです

が，時間の関係でこのくらいにさせていただ

きます。このことに最も詳しく理解している

のは熊谷副会長ですので，関心がおありの先

生はまた後ほど熊谷副会長までよろしくお願

いいたします。

各委員会はそれぞれ活発にiili動しているよ

うであります。時間もあＩ)ませんのでIlill々に

ついては行かせていただきますが，あと妓後

に，学術関連で，６月８［１，９１三|と大阪で姉

241ｎｌＨ本小児科医会フォーラムがl1l1催さｵしま

した。総参力Ⅱ者約1,500名ということで非常に

鴨会でした。兵庫県からは123名と大阪につい

でたくさんﾗ別三方が参加されました。学術部

担当理事で大阪小児科医会会長のiMill光Ｊ１ﾐか

ら「兵庫県小児科医会の先(kﾌﾟﾌにはお'''二話に

なりあＩ)がとうございました」というお礼の

言葉を預かっております。

以Ｉ簡単ですが，日本小児科|芙会報告とさ

せていただきます。

4．一般会務事績報告（森川理事）

会員数（平成25年311311]現在）417字，（Ａ

会員258名，Ｂ会員159名）

物故会員：石Ⅱ|晃先生，馬場國赦先生，小

Ｔｌ[i正三先化，伊東幸三郎先生，小ilLi俊造先

／t，佐々木皓一先生に黙祷。

平成24年度総会，瑚事会，総務会，一般会

務に関して報告。

５．事業報告

ｌ）社会保険委員会（二宮肌半）

委員会は［１本小児科学会兵)[ilfUTL地方会と

の合|ｎ]社係委員会として年２回開樅｡

Ｌ平成24年度第１１Ⅱ|兵薑庫県小児科医会・

地ﾉﾉ会合|可社保委員会（平成24年10)]６

１１）

Ｌ平成24ｲ1ﾐ度第２１可'三|本小児科匡会社

会保険委員会報告

．「時間外対応加算の届け出の状況と

評I111i」および「次|Ⅱ|診療報､111改定で

の小児医療に関する要望事項につい

ての意見」に関するアンケート結果

・次lnli診療報IIilIl改定における小児医療

に関する要望弔項の協議，及び要望

書の作成について

・平成25年度診療)ﾘT小児科の医業経営

実態調査の施行について

．「予防接種協ﾉJ金あるいは手数料」

についての全国調査の実施について

２～兵lTl叫小児科医会社会保険委員会報

上上
にＩ

．「時ＩｌＬＩｌ外対応加算のliTlけ山の状況と

評Iilli」に関するアンケート結果（兵

庫lAL小児科医会分の集計結果につい

て）ご協刀感謝。

３．保険辮杏｣この諸Ｉｌｌ１題

対象疾`患と算定要件が問題にな')や

すい項目について

・小1,0特定ｿ欠患カウンセリング料

・l11zlR器リハビリテーション料

・摂食機能療法

・退院時リハビリテーション料

Ⅱ平成24年度第21,l兵庫県小児科|至会・

地ﾉJ会合|可仕係委員会（平成25年３月９

Ｈ）

1．平成24ｲ'三度|]本小児科|差会社会保険

全国委員会報行

・社会保険診療報酬における小児医療

に関する要望杏（案）

２－兵１７にUTL小児科医会社会保険委員会報
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第５８サ会報にlil封，今会員に送付し

た。

保育|刺・幼稚園など施設単位で使111希

望がある場合は，別途（有償）坪ililllしま

す。（旭>Li-乾委Li長）

ホームページにも掲載していますの

で，ダウンロード（無償）して御利111下

さい。

２．「幼ﾘjを診る小ﾘj科|矢にできる発達陣容

の',ﾘﾘ１発!ｕ

ｌ全lIlM1iスペクトラム障害児と定｝H1発達

リムの乳幼ﾘ｡期における食行動の違いの解

析から，食ｲ]菖動よりみた発達障害ﾘﾑの特

徴がまとまった。ホームページに褐}戦し

ていますので，発達障害の早期発見にお

役立て下さい。

３．「小児科医がかかわる子育て支援』

子どものl]常生活から「食べる」，

「遊ぶ｣，「'11ｔる」をテーマに，小1,Ｗ}|矢

の意識と指導の実際について全会fiを対

象に行ったアンケート調査がまとまり，

ホームページに掲載した。他の小)１J科|矢

の考え方も知ることによって，Ⅱ常診療

における育児指導の参考になるかと',L(い

ますので，‘'`[し〈お願いします。

4）教行委1i会（安部王１１１塀）

姿i1会は３１'1開催（平成24年6113011,

10112011,平成25年３Ⅱ１６１１）

生兵１１１叫'|､)ＷⅡ矢会総会特別講演

平成24年６１]3011（上）

於兵j龍DfL医師会館

識I11Ii：イーiルフ太先生

にItZ社会保障・人［11111題{iﾙ究所

人|]動向研究部踵

波|辿詔：

「わが国の少了薑化と人'１の将来」

参ＤＩＩ：６７名

・第581'11小児医学講座

と'二
に１

・平成２５．２６年度兵I1liUl4ｲl:保．'型|保審

沓委員候補肴の椎薦

３．兵庫県|歪師会保険委員会報fＬｒ

．「審査支払機関の判断基準の統一化

に係る連絡協議会」の設置

４．保険審査-kの諸|川越

・慢性疾,患でのフォローアップ・合併

症チェックの雰査

・初診の算定について

２）感染症対策委員会（吉'１１委旦長，担当Ｈ１

［|｣理事）

委員会は８１１１開催（４）]１４１１，５１]１２

１１，６月30L１，８｣し１４１１，１０)12711,12月

１１１，１月１９[１，３１１９１１）

Ｌ行政措置予防接種の拡大への収I)組みに

ついてのアンケート調査

結果につきましては，本会ホームペー

ジにもアップさせていただいています。

結果を，先月のｌＩｚＭ､｣,Ｕ科|昊会総会

フォーラム（人阪）のポスターセッショ

ンで発表させていただきました。

２．風しん流行に関して

兵庫県小ﾘj科|失会としては独【|のポス

ター「風しんのワクチンを受けましょ

う」を作成し，lMjに会報とともにi''１.ｲｌＬ

ています。どうかごｉＷｌｌいただきたいと

思います。

３．岡藤委員の原杵「兵IIl叫一|､壼各l'胎体に

おける予防接柿台'|脹撚ＩｉＩｌｉ状況訓森」がL１

本小児科学会雑誌第116巻第６けに収載

されました。

３）小児保健委旦会（筒)｜flM卜）

委員会は３１'］開'''１（平成24ｲ'三７)１１４１１，

１０)ｌ２７ｐ，平成25年３）１３()'1）

１．『子ども健康手'ｌｌＪ

保存|封・幼稚|刺で使11Iする「丁‐ども健

康手帳」が完成した。
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平成24年101j20日（｣且）

於三宮研修センター

講演１講師：砂川富１１ﾐ先LlZ

Lfl立感染症研究所感染症情報

センター主任研究77

旗題名「麻しん風しん，筏が匡|と１１t界の

現状と課題」

講演２講Bilj：岡|Ｈ賢司先生

独立行政法人国IlZ病院機構福岡

病院統括診療部長

演題名「ポリオを考える

～DPT-IPVを'''心に～」

参加：９４名

・第59四小児医学講座

平成25年３月16[Ｉ（土）

於三宮研修センター

講演1講師：野中路子先生

一兵庫県立こども発達支援セン

ターセンター踵

演題名「県立こども発達支援センター開

設～現況から発達障樽昔支援を

考える～」

講演２講師：中尾繁樹先生

関西ＩＲＩ際大学教育学部教育福祉

学科こども学専攻教授

演題名「特別支援教育と医療の連携を考

える～二次障害を予防するため

に～」

参加：８８名

5）編集委員会（森川理事）

委員会は411｣開催（平成24年４１１５１]，

７月５日，１０Ⅱ４１]，平成25年ｌ）１１０１」）

小児科医会報58サ．５９号の編集，禿1ミリを

行った。

先程，追加資料として広告掲載の趣意書

を配っていただきましたが，会報発行には

広告収入が欠かせません。少し声掛けを怠

りますと，広告数減少につなが')ます。先

生方から，是非この趣意評を企業にご案内

下さＩ)，声掛けを宜しくお願いします。

６）勤務医委員会（三舛理事）

委員会開|崔１１Ⅱ’（平成24年61130日）

病院メーリングリストをⅢいて県下病院

小児科および小児科勤務医のＱＯＬについ

ての実態調森，女性医師の勤務状態等をア

ンケート調査し，その結果を本年５月の第

259111|兵庫１Ｍ､児科学会地力会で発表しまし

た。前Lllの調査と比べて，当i''1J｢１１数は変化

あI)ませんでしたが，オンコールIll数が墹

加していました。院内２４時間保育可能施

設，病)Iil保育可能施設は増lⅢし，女性医師

の勤務環境は改善されつつあるようです。

７）救急対策委員会（日野理事）

委員会は奇数)]第３木I畷|」を定例[|とし

て24年度６回開樅。

1．各圏域での小ﾘﾑ救急患者数の動向調査

を継続実施，深夜帯の救急`患者も調査し

た。

２．２００９年集計したり,L卜各匿|域の深夜帯小

ＩＩＪ救急,患者の集計およびその検討を，第

２３１１」Ⅱ本小児科医会総会フオーラムポス

ターセッションで報告した｡

３．神戸こども初期急病センター開設後の

2011年深夜帯各圏域小児救急患者の集計

を，2009年のデータと比較検討した。こ

の結果は，５月の小)１J科学会地力会，６

）]の|]本小1,1u科医会総会フォーラムで上

芥委員長が発表されました。

８）広報部（河盛IWF）

兵lrl叫小児科医会ＦＡＸニュースを232号

から243号までと臨時にlザ発信した。lT1内

容をメールマガジンでも送信致しておりま

す。

９）ホームページ委員会（渡辺即事）

委貝会は２１'1開催（平成24年６月１６日，

平成25年３）１２ｐ）
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たいのは，小ﾘj科学会雑誌の2008年１）１１Ⅱ>ナ

ですが，小|,Ｗ|学会の倫理委且会（委１１腿谷澤

先ﾉﾋ）で，小化が｢''心にやらせていただきまし

た兵床U,LのiiliI沓の結果が出ています。)超重症)１Ｊ

が201人，３１兵IiIiu,L下の施設から報告いただいて

います。それから５年経った昨年の５月１１１の

文部科学省の学齢期だけのデータで，兵hliU,Ｌ

は，既に361人も医療的ケアの必嘆なｒどもが１１｝

てきている訳ですね｡非常に，おそらく｣Ｗえて

いるのだろうとliL(いますので，辻非とも，今，

兵lil(U,L小)ＷｌＩｌ矢会としても地域医療と冊''二を繋

ぐ上で，核になるｲlご【好だと思いますので，訓盃

活動を一緒にやっていただけたら嬉しいなと｣iL（

います｡」

答弁＝横山会長

「あI)がとうございます。医療的ケアの突態調

査につきましては〆先程ｌＥｌ１しました兵hl〔U,L小ﾘＬｌ

医嫌Mi議会いわゆる＝者協において，mll↑'｢I<''１

)Ｔ入学保健学科教授が，その旨提起されまし

て，実態の把握が必要であろうことを我々は認

識致してお|)ます。もちろん，われわれだけで

ｌｌＩ来ませんし，兵l'値県にも話を持って行って，

その辺りどのようにしていくかということも，

協議しているところで御座います。杉本光lli

は，この辺の事に|判し，非常にお詳しいし，４ノミ

絃も御座いますので，むしろ我々のﾉｱからおlW［

いしたいと考えますし，どのようにするか，教

えていただければ大変あ|)がたいかと,liL(いま

す。一紺に色々なご意見を伺えれば幸いでござ

いますので，Ｔ１こし〈お願いします｡」

杉本先生

「宜しくお願いします｡」

寺lH委員踵を'''心と致しまして，常時

ＭＬで記事の掲載，その他の三'１:項について

ｉｉ１ｉ禿に意見交換を行っております。

Ｌホームページの内容毎に検討し更新を

行った。

２．一般用及び会員川ホームページのよ'）

一層の充実について協議を行った。

３．感染症対策委員会との連携により，感

染症，予防接種等の`１１１丁報を積極的に広服

した。

４．平成24年３）]から平成25年２）lﾌkまで

のアクセス数は45,68711:であった。イド々

徐々にi補えています。ページごとにみま

すと，感染症情報とか，地|え医会のペー

ジ，救急等のアクセス数が多い結果でし

た。

6．議事

第１勝議案二Ｍ３２４１１ﾐ度兵liliJ1A小児科医会歳

入歳川決算の件（hfLL｣llL1Ji）

監査報告（前''1監事）（別紙承認）

第２号議案平成25年HZ兵庫ＵＭ､1,'j科医会事

業計m1iの件（横山会踵）（別紙承認）

質問事項：Ｑ＆Ａ

質問＝篠山市杉本健郎先生

「事業計両についてﾗ|':'｢二｢お願いを含めての質Ⅱ|］

１７項を予め送っておりますが，４と５に関係し

た内容ですが，兵庫ﾘ,Lの|這療的ケアを受けてい

る7Ｆ･どもたちの実態調査を兵IiliU1L小1,1.科医会で

もご協ﾉﾉいただきたいという件です。n本小１，',」

神経学会で，全'五|の概数実数を医療圏ごとに出

すことをしております。今まで，約半年の間

に，１０数件の全数i凋卉が医療|塗|ごとに行われ

て，データが出てきています。まだ〆兵同iiUiLの

力がⅡ}ていないために，ノとJ1三ともご協力をして

いただきたいし，これは小ﾘJ保健，社会保険

群々含めて，関係してくる内容だと思いますの

で，お願いしたいとIIL(います。一つだけ迫力Ⅱし

第３>ﾅ議案１２成25年度兵肌,L小児科|矢会会

３１１'''八課徴収の件（辰己fM14i）（U|｣紙承認）

節４号瀧案平成24年度兵庫D｢し小児科医会歳

入歳川予算の件（辰己理事）（'1)|｣紙承認）

７．その他
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ｌ）平成25ｲIﾐ度定期子|lﾉj接種の広域ﾛﾘｿﾞﾐ施に

関する報Ｉｒ（渡迎１１匹|{）

契約市町・協力医療機関一覧が資料にあ

るかと思います．lriﾐｲＭＥは，新規契約｢h町

が，６市町あ|)ました。今ｲ'三度から，この

＿Lに[)Ⅱ官市が新たに参加していただいたと

いうことで，契約IljlllJは県下で３５IIilllJと

なっています。医療機関数は，2,656機関が

参加していただきまして，これはＩＩｆｲ|ﾐ度か

ら42医療機|判端えている結来です。Ｉ１ｉｌＩ１叩

医療機関ともに塘えていっている状況で

す。未参り||のところが，まだあ1)ますの

で，関係の医会の先/|ミカ，広域接種参川]の

ノＬｊｒｌｉＩに|可けて，宜しくおlIiill1います『、

２）「子どもの心」研修会に関する報(Lｒ（藤

’11）

］ゑどもの心研修会は，毎ｲＩｉ，前期・後期

｜H催されますが，東京，地力都Tl『，交/[に

｜)M催されています。今年は，神戸で|H催さ

れています。昨ｲ|ﾐ度からﾘiﾐｲ了委１１として，

稲垣['1「･先生，野ⅡⅡ大路先化，八浩博両ルヒ

ノヒ，松iIlii伸郎先生，古liYil(''１]乙先/Ii，北|U真

次先ﾉﾋ，局111打先生と小化（委川を）で構

成します`奥行委幽会でプログラムを作って

参I)ました。既に５月は，２５日・２６日に271

4iZiを集めて，｜I|')ｊｌ玉||祭11〔不場で，イ｢われて

お|)ます。後1ﾘ]は，７）127[１．２８１１に開催

致します。

８．閉会

縦長が，ＩＭＩ会を1了言。/'二後３時55分閉会。

’'二後４時00分よ')神戸大学大学院人間発達

環境学研究科伊藤輝教授よ1）「了了『てひろば

を核とした支援皆のジョイントワーキングに

よる子育て文援」の特lll｣術[iIがあ|)ました。

′|ﾐ後６時より第一槙にて懇談会を行いまし

た。

《多木》

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第４回阪神子どもの予防接種勉強会

曰時：平成25年１２月１４曰（±）１５時30分～

会場：尼崎アルカイックホール

一般演題： 座長：堅田医院院長田中尚子先生

「ＨＢキャリアの授乳婦から誤ってU甫乳した児に対して感染予防措置を行った一例」

兵庫医科大学小児科学助教田中靖彦先生

特別講演： 座長：県立西宮病院小児科部長安部治郎先生

「Ｂ型肝炎の現状とＢ型肝炎ワクチンの必要性について」

大阪府立急性期・総合医療センター小児科主任部長田尻仁先生

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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(第１号議案）

平成24年度兵庫県小児科医会歳入歳出決算
自平成24年４月Ｉ日

至平成25年３月３１日

[収入］（単位円）

[支出］（単位円）

収入合計
支出合計

10,334,887

6.133,420-差引残高4,201467

(7Ｊ１ｉ２ｌｊ･議黙） ()．助防|斑

イ．HMI券｢jﾐｿﾞ)(I()ＬについてU)実情jlMff

Ij、女`'|:lIL2bii[/)勤務状Bfについて〔/)検討

ハ．リＭＷｉ院メーリンクリえ卜しﾉ)充実

７．１MCEI対峨

イ．UIL11,1行他!/)小児性急叫背ijijj向(/)把握

Ｉ』．Ui1:'1,1'１，ﾘ11救急低旅ＩｌｆＩＷｌ(/)現状(/)把握とそ(')対ｶﾞﾋﾞ

ﾊ．リ,L1ffH四1城における深夜ｌＩｆ小ﾘ｡救急AIA者勅Ｉｌ,]Ｕ)縦(1テ

ニ．１１本'１，ﾘil》};〔鋤.医学会教かセミナーへ〔/)協力

8．ホームヘージリ)ｿf戈

イ．兵''1(川1,児｢;}医会水一人ページ（一般１１１，会ｌｌ用）し/)[`､｢i)Fについて「ん

検,l､Ｉ

ＩＪ・ホームベージＩｊｌ,i:;し/):tflU1的虹新

ハ．会ﾛ川ホーノ､ベ－:ノヘの111やかな原稿把救について'/)検Ｍ１

二．忠スホンシプルデー'j:イン導入ｿﾞ)検討

!'、I1ILr什地Ⅸ'１，ﾘ,ｌｒｌ医会い')ｊＩｌｊ絡協鍍会ﾘ)|WW

I()．典１１|(“I､ﾘI1f:}医会(iⅡf'::{()川年`iu念式典lllW1

lLそ'/)ｌｕｌ

イ．干ど《,(/〕雌１１〔週Ill11IliIii1

l]．兵lIl〔11,1J/Ihifj1Ii待防１１２協継会への参力Ⅱ

ハ．兵lI1ilIwl､ﾘﾋⅡEjjM協縦会へ(/)参加

兵)iに小児科医会平成２５年度]１１:業`ｉＩ１ｉｈｉ

１．２k榧１１川修

イ．′|､児|退学:lWlﾐｿﾞ)011(ＩｆｆＦ２１１Ｉ１

口．特別;Ｉｆｊｉｒ会の|)'11111

２‘広報illi1ll

イ．会報ﾛ)発行

【:Ｊ、ツァックス網による腿会Ii1ii1L/)伝パビ

ハ．ホームヘージリｊｉｌＭ１

３、感染),i皇対策

イ．凧疹ワクチン族filI勧ljitホスノ'－し')作ルビと､【ｌｒＩｊ

１１．，ノクチンデビュ一吋｡ﾘﾐｶﾞ行‘)ll7j算に|リリ１１１．塚)ハンーフ↓/ツト、

チラシ（指導什川、保繊者川）'〕作成

ハ．ヒトメタニニーモウイノＬス(/)跡床I《!i(Mlif

二．任意予防接徹に対する公ｆｆ助成/)椎i１１１

４．小児保雌対賑

イ．リlL下保育所（Ni）における雌ljl〔↑”|l状i兄(/)た他iilMiT

ロ．I1BiIlIi児に対すｂ折導のフローチャート(ﾉ)作成

ハ．「子どf1他Llt手帳」利用法Ｕ)ｌｌＩｌ発

二．「食行11(1)より’八た発iii隙1F(ﾉ)1iLMｲ&兇１Ｕ)ラミネートル〔(/)作ｌＩＲ

５、祉会保険診療対策

イ．社会(!{（険診旅flWllに1MけるlIOi州'/)収１１Ｊと伝iIi

「！．祉会ﾊﾐ険診療判W11の'座iI(11】17(/)検i１１とそ'/)(jUlJj1lu()｜

ハ．乳幼ｿ111彊療Yf助ljR制度Iﾉﾙ行Ｉ１１ｊｆｉｲｲ[に｣j脱J[虹１１Kしﾉ〕lulAl

さ．ｻﾞし幼ｿ１１畳旅費11ﾉﾙﾋﾞ制庇[/)矛ﾉl1i点(ﾉ)IlLjlZとり1なる拡大(/)i座亡ｉＩ１

水．１１本,|､児『:|学会兵血UiL地力.会Il1I1fL塗【｣全とし/)際柑４１，１鵬

へ兵II1iUi(医師会保険委し１余とし/)繁密姉11(桃

項目 予算額 決算額 差異 備考

本年度会鶴

過年度会費

事業収入

寄付金

紘収入

繰越金

6.376,000

30000

100,000

60,000

1,000

3.167,139

5β46,000

484,00

777.000

60000

748

3J67.139

530.000

△454,000

△677.000

０

２５２

0

Ａ会員q2qOOO250名5,000.00Ｏ

Ｂ会員|q6.000141名846,000

会報広告料等

県医助成金

預金利息

:十 90734,139 10,334,887 △600,748

項目 予算額 決算額 差異 備考

会議会合iIH

事業１１１

頚務ｊｌｆ

雑ｊｕｉ

予Ｉｉｌｉｆｌｉ

800000

6.46qOOO

1.010.000

2000000

1,264,139

456.729

4.645,381

949,075

82,235

0

１

９
５
５
９

７
１
２
６
３

２
β
９
７
１

０

３
４
０
７
４

４
１
６
１
６

３
８
１
２

総会費･理事会jIH･諸会合費

会報関連饗･医学講座関連費

各委員会関連蕊･諸事業iIIi

通(宮連絡案内jlli･事務消耗費

事務経費･事務雑費

慶弔iIf･その他

i＋ 9､734.139 6.133,420 3,600,719
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(第３号議案）

平成２５年度兵111K県'1,児科医会会費賦牒徴収の'''二

会TYのlljtIiWL額

平成２５年度兵庫ﾘﾃ'〈小児科医公会挫ｌｌｌｋ裸額を次の

とおり定Ａｂる。

[)Ｍ業会員（年額）２０，ｏｏＯｌ１ｌ

勤務医会員（年額）６，（）（）０１１１

以化

(第４号議案）

平成２５年度兵庫県小児科医会歳入歳出予算

自平成25年４月１曰

至平成26年３月３１日
[収入］（単位円）

[支出］（単位円）

項目 本年度予算 前年度予算 差異 備考

本年度会費

過年度会il1i

ＺｌＪ業収入

寄付金

雑収入

繰越金

6.114,000

50,000

700000

60,000

1000

4,201,467

6,376.000

30.000

'00,000

60.000

LOOO

3」67.139

-262,000

20,000

600,000

０

0

1.034,328

A会員20.000258名５Ｊ60.00Ｏ

Ｂ会員６POO159名954.000

会報広告料(N060,N061）

県医師会助成金

医療信用･三井住友銀行利息

計 11,1261467 9,734,139 1392,328

項目 本年度予算 前年度予算 差異 備考

会議会合illi

事業ｊｌｌＩ

事務識

雑ｉｌｆ

予備４１ｔ

800000

6,660000

1,O3qOOO

20qOOO

2,436,467

800000

6.460,000

1.010000

200000

1.264,139

０

200000

20`000

0

1.1720328

総会費･理事会費･諸会合費

会報関連費･医学講座関連費

各委員会関連費･諸事業費

通{言連絡案内費･事務消耗費

事務経iui･事務雑iMi

慶弔費･その他

計 11,1260467 9.734,139 1,392`328
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／

／平成25年７月６日（｣て）

し於艸,ｕＩＡ医,Ni会firi ）一般講演要旨

座長＝兵庫U,し小児科医会

会長横山純好

￣～－￣～￣～￣～￣～－ヘーーーーニーーーーーー、－～￣－－－～－－～￣､－ヘーーヘーヘーーーーーーーーーーー～－，－－～ニーニミーーーーミーーーーー～－－～￣～－－－￣～－～￣～～－－，－ニーーーーーーーーーーーーーー￣～－－～

兵庫県下における行政措置予防接種の現状について

兵庫ＵＭ､１，'J科医会感染症対策委員会

古田元胴

予防接柾による健康被害の救済は，定期接棟

及び臨時接種に起因するものは予防接種法で補

償され，任意接櫛及び法定期間外に接柿された

定期接種に起'五|するものはＰＭＤＡ法（独立行

政法人医薬,1,,1,'１匡療機器総合機構1去）で補償され

るが，その補償額には差があり，任意接種をす

すめるうえでの妨げの一つとなっているものと

考えられる。（表１）

しかしこの差はTIjI11J村が行政lillr世予防接柿と

して賠償補償保険にUll入することによってほぼ

解消する。また，ＰＭＤＡ法の補償対象は「医薬

品が適正に便)Ⅱされた｣湯｢合」だけであ1)過失に

よるものはﾄﾞlli償対象とならないが，行政ｌＩｌｉ置接

Ｉｉｊｉとすることによって賠償ﾈIli債保険の補償対象

となる。

く行政措置予防接種とは〉

行政１１Ⅱr置予防接種とは予防接穐法に規定されな

い予防接種を市町村が実施するもので，①法定

期間を過ぎた定!U]接種②征近接樋が対象とな

る｡この制度は接穂変)'1を公費負１１!するhll度で

はな〈，健康被害が生じた場合の救済をTl｢町村

が負担するfljll度であＩ)，この1吋源として'１｢町村

は賠償ﾈI1j償价!:険に加入する□

〈予防接種事故賠償補償保険〉

この保険は学校災害や１１J町村主雌ｲ了事での１ト

ilik等に対する総合保険のなかの一つで，Tljは全

l1ilTh長会損害賠償補償保険，’'11村は全国''11村会

総合賠償補償保険辮業に加入する。予防接種調

iIikに対する保険は次の３つから構成される。

「予防接種賊償責任保険」（Ａ保険）

定期接穂，臨時接種，行政措置接種での過

’1ﾐに旭は|する健康被存が対象となる。

（表１）

｜■｜実際にどの<ｗ)差がある`ル？

,111■■(霧iiiiiiiiiiiiiwliiiiii鷺iii､■M罎篝零M霞iHiIml
…磯…):…卿……鰯…：｜｜

過院311以｣二（f]稲）：15,6(N)円

｜｜人院ＢＩＭこilZi（１１額）３３ⅢB001nI

M↑fHlIル1と(Ⅱ畝）；16,5(x)|'｝
１１ｌｂ小川Ｍｉ院(WWI）：１５．６００１Ｈ

雛洲:鰍！’’陣i博児待育年金’軸(年甑）1.520.｣IoOij：
205ＷI由敏）１．ｚ15.6()()脛

ｉｌ

ｌ…’………：Ⅷ川…………”｜｜ヨ級lII§1Wi）３，８Hll1()001'１凶繊(｢f鰍)２．１１i０，０００１】｜

鵠IllfI乱繊’2,916Ｍ〕()０１１１

…"｡。Ⅳ‐…&川上ＩｌＨｆｔ族一時金

|::il＃“….…，楠ﾎﾟＩｗ…Ⅷ「１
１葬祭“ ２０１‘Ｏ(X)lリ--h町頚Whiにｙｍｒる--打】族J尚とIollE

Il｜…燃蝋M|;Iill鮒:8111
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くアンケート調査結果〉

アンケート１１｣収率は89.2％（34/41）であっ

た。

（質ILlll）いつiから保険に力Ⅱ人したか。

神戸巾以外の33市町は「子宵頸がん等ワク

チン接種緊急促進事業」以前から川1入してい

た。

（質問２）現在Ａｌ呆険及びＣ保険対象は，

（表２）

(図１）

定期接種
！行政措置接種

ドー……－－－－－－－－－辮一…一タィモー･‐……－－－……－－…－▽

￣Ｘ…

貼
佑
額

……下．

鱗！
氷…

liIli

l：
ナー

●
賠償責任の｜賠償責任ｲﾉﾉ

ない場合ある場合

賠償責任'/）

ない場合

(表２）

行政措置予防接種に関するアンケート

１．全国市町会予防接種事故賠償補償保険（損保ジャパン）に加入されたのは

いつからですか。

（）①「子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進事業」以前に加入

（）②「子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進事業」を契機に加入

２現在Ａ保険及びＣ保険の対象とされている予防接種すべてに○印をつけて

ください。

（）①ヒブワクチン（）②小児肺炎球菌ワクチン

（）③子宮頸がんワクチン（）④高齢者肺炎球菌ワクチン

（）⑤期間外の三種混合ワクチン（DPT）（）⑥期間外のBCG

（）⑦おたふくかぜワクチン（）⑧水痘ワクチン

（）⑨インフルエンザワクチン（高齢者を除く）

（）⑩Ｂ型肝炎ワクチン（）⑪ロタウイルスワクチン

上記以外で対象とされている予防接種があれば記入してください。

ａ現在Ａ保険及びＣ保険の対象とされていない任意予防接種を、今後、行政

措置接種とする予定や計画はありますか。

（）①予定がある。（対象ワクチン名：

（）②検討中である。（対象ワクチン名：

（）③検討する予定である。

（）④現時点では検討の予定はない。

４．現在Ａ保険及びＣ保険対象とされていない任意予防接種を行政措置接種と

する場合、支障となることがあればお教えください。（複数選択可）

（）①委託医師、医療機関の確保の問題

（）②任意接種を市町が勧奨することに関する問題

（）③事務手続き上の問題

上記以外の問題点、その他ご意見があればご記入ください。

（）

「法定救済措置費用保険」（Ｂ保険）

定期接穂，臨時接種に起U〈|する健康被害が

対象となる。

「行政措置災害補償保険」（Ｃ保険）

行政措置に蕊づく予防接種に起因する健康

被害が対象となる。（図１）

保険料は，

市長会：予防接種事故だけの保険料（住民

一人当た1)年｢'11.91-11）

町村会：総合保険料（住民一人上'1』たり年間

91.1～101.111]）

また行政措置の対象とする予防接柿の種類が

1脚えても保険料は変わらない。

平成24年３月，感染症対策委員会では征意予

防接穂推進活動の一つとしてUTL下のTljIl1Jに対し

て行政措置予防接種の現状についてアンケート

調査を実施した。（図２）

市町名 ）記入者ご氏名〈

担当部署（）連絡先TEL（

ご協力ありがとうございました

」二記以外の行政ｲﾊ問妾補

・期間外の|]本脳炎（８）

・期|Ｈ１外の風しん（３）

・期間外の麻しん（２）

・期NII外の麻しん風しん混合（２）

・期ＩｆＩＩ外の破傷風（１）

(質|川３）今後の予定，Rl1111ilよ」

①予定がある（平成24ｲ'三４）１１１｣から）

豊岡Tl『（期間外のＢＣＧ，水病，おたふく

かぜ，インフルエンザ，Blu肝炎）

三ｍ1丁（ロタウイルス）

（図２）

<質ｌＩｌｊ３>現在A1最I脆』とびc腺険:/'汁蚊とﾐｵ{てい,膓供い(I:意ｒ肋接械を、と

政拙閤接純とく|るf7ifやiiilⅢ}iは((ＷｊＺ十ｶ.

’ノＭご刀,!ｈ銘（;ｌ１ｌＩ)（い=｢γ（州'別当1r“ｌｊｌｌｉ(いつ）

lDll1Ilil）（lI1ilill輔い{ﾗＣＧ､小ｊ７、肌だ;へ/IWJ．Ｐ’`し■'祁ンI〕lJjIi1jli銘）

水:１１(ｒｗウイルフ＃４１蔵iliI1;M1Iii名|M;灸にk鉛〉

'２;械卿lIl1--bｷﾉﾎﾞ」〔･Ｌｌｈｉｉｌ｢ｉ

（ﾌﾞ{Ii:li<,(jjWi↑苔＄li炎琲iV｣ＬｉＩ川}'1｢ifW齢ｲｲ靴炎蝿I'Ｉ１ｌ１

『.↑|論jjlす?:,「鰺'［でAnz:』側'１腿）

丁礎llIijノバ【ではｗｊＪｉｆに↓:'゛ずくご`ｉＩｉ】ｉ１ｍ

※ｌＩｌ１キミ:’（liliiⅢ１

Ｗ!､忠弘if仏叫Ｉ１ｉ１/|聯《ハイ)&↓〔鰯ｉｎ!；'|ﾘﾉ}lL11liyJlflセリ１ヶ千＞鮫

望へ「ｒｌ
ｉ

’’

●lＩ
ｉｌ



No.60.2013兵庫県小児科医会報5４

平成24ｲ1ﾐ５月，厚/|ﾐ科学審議会感染症分科会

予防接種部会は「子'1ﾉj接種制度の兇i'1'しについ

て（第二次提言)」でヒブ，小１，１i｣肺炎球菌，］皇宮

頸がん予防，水痘，おたふくかぜ，Ｂ型肝炎，

成人用llllj炎球菌の７ワクチンを広く接種勧奨す

ることが望ましいとしており，このことは行政

が住民に勧奨する根拠となった。

本年４）Iからヒブ，小1,1.肺炎球１滴，子官頸が

ん予防の３ワクチンは定期接種となり，残る４

ワクチンについても衆参i1mi院ＩＷｌｉ労働委11会に

おいて平成25年度末までに定期接種の対象とす

ることについて結論をだすこととされた（｢]多防

接穂法の一部を改jliする法律案に対する付'''１，;決

議｣)。

予防接櫛の定期化は間違いなく前進してい

る。しかし行政１ｌｌｉ殻対象でない法定期間外の定

期接種は任意接種である。また今春流行の風し

ん対策として肢Ｍ１:要と考えられる20代～40代

の成人兜性に対するワクチン接赫も，その多く

が任意接種である□もちろんlE1が臨時接種とす

ることが最良であるが，手っ取り早い方策は行

政拾flLとすることである。本年４Ⅱ「麻しんに

関する特定感染症]争防指針の改][」で勧奨され

ている学校教職風等への麻しんワクチン接櫛も

任意接柿である。

接種費１１１はもちろん，健康被客に対する補償

もすべてのワクチンすべての国民において平等

であるべきだと考える。その時が来るまで行政

措置拡大を今後もllli逸していきたい。

なお平成25年度も''1様のアンケート調査を実

施したので，結果については本会ホームページ

に掲載する予定である｡

Tｌ（炎３）

<質問２)現在A保険及びC保険の対象とざｵ'ているＹ,防接ｊｌｉｌ１ｉｌ
すべてに○印をつけてください(平成２↓年３月）

|’‘’

Ｆ■■■■祠■■
１１１（Ⅱ)()船）’j1,%）

３４（１００ﾂ(１）Ｏ(０％）

３４(uOO96）（)(()艶）

７(２(〕.O`l⑩２７(７３．４９m

】Ｂ(“．】品）１９(55.9％）

23(67.6船）１１(32.1鉛）

８１２３．，`X,）２６(76.5Ｑ６ｌ

Ｈ(２３．５１)も）２６(７６５１９f,）

Ｈｆ911.5％）瓢(７１).Bw0）

Ｉ（２．９黙り）３:l(97.ｍi,）

０（o乳）澱(IOD蝿）

￣

のﾋﾌﾟﾜｸｰﾀﾞｰみ

②'1,ﾘ!(ⅢIj炎鰍飼ワクリ.シ

③子宮頂がん'フクチン

①HM■;;者咄j(ＬＬI<Ihワクチン

⑤期岡外の三紐混合ワクチン

⑥期間外のＤＳＧ

⑦j；たふくＭｆワクナン

⑧水疸ワクチン

⑨インプルユンザ''〃チン(糊齢者を除く）

⑲BIVlIIvhPﾜｸﾁﾝ

⑫ロタゥゴルスワクチン

＋)波Ｉｈ（高齢肴肺炎球菌）

②検討中である

｜)}丹市・佐llllIIJ（高齢者IIlli炎球菌）

③検討する予定である（３１１７町）

④現時点で検討する予定はない（2511jllU）

平成24年４）１１１１時点の行政椛置接種対家

数を表に示す。神戸市，宅塚T１丁のように１０を

超える'ljもある一ﾉJ，ヒブ・小ﾘdI11j炎球１滴・

子７１頸がんの３ワクチンだけが対象というTh

II1Jが８市町と岐多であった。（表３）

(質''''４）行政l11rll'`(とするうえでのⅡ'１題ﾉﾊMよ］

①委託医師，医療機関の確保（６市町）

②任意接種を'IjlIlJが勧奨することに関するＩｉＨ

趣（26市町）

③事務手続き」この'''１題（'''1jl}1丁）

その他[|由記入での意兄も含め集約する

と，行政措置予防接種拡大の妨げとなってい

る人きな要因は，行政がそのワクチンを住民

に勧勧する根拠が|川確でないことであった。

なおアンケートi凋脊結果はすべての市１１１]に郵

送した。
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特別講演要旨

子育てひろぱを核とした

]イントワーキングによる子育て支援支援者のジョイントワ

ｲlIlTr大学大学院人間発達環境学ｲﾘ｢究科教授

伊藤篇

～゛ ■子育て支援の背景

1990年qfjから「｢育て支援」という言葉を頻

繁に｣-｢にするようにな')，わがlElでは積極的に

子育て支援の施策を展ＩＩＨし始めました。この↑'テ

蛾の一つには「少]乙化」がありますが，その直

接のきっかけは，1989年の「1.57ショック（こ

のイトの合計特殊111ﾉﾋ率がIILi近の丙午の年である

1966年の合計特殊出生率L58を下Illった)」で

す。実際には，すでに1975年の111F点で少子化は

始まっていた（この年に，合計特殊'1ﾄﾉﾋ率ｌが

初めて人「1置換水準を1,1111つた）のですが，総

人ｌ－ｌがまだ増加していたため，深刻な状況とは

気づかれなかったようです。なぜ少]乙化なのか

については様々に議論されていますが，従来，

産む性として出瀧の選択権を持ち得なかった女

性が出産するか行かを「|ら決定できる時代を迎

えたことが大きく関係していることは間違いな

いと思います．少丁化は近い将来の/Ｍｉ年illi6人

[|の縮小を意味し，税収というＩＥＩ家」ｉｆ盤が大き

く揺らぐことになりますので，国が危機感を

持ってこのlIi題に対処しようとするのは当然で

す。

］鬼育て文援が１ＭAされる背ｈｔには，少了化だ

けではなく，青ﾘJの当１卜者であI)一義的責任者

である親の「青|/i｣‘不安」「マルトリートメント

（虐待・ネグレクト)」という｣〕A象もあります｡

養育を主にｌｌｌっている女性を対象とした調行結

果は，198()ｲ1三から約20ｲ|ﾐ|Ⅲ1にfT児不安が大きく

＃１，，．

伊
藤
・
篤

三
寸
『
・
Ｐ

|＃鍬’瀞７

蕊A
識.

この講波では，演者-が大学サテライト施設一

子行てひろば（地域子育て支援拠点Ｊｌｉ業・ひろ

ば型)－において構築している多様な支援者によ

るジョイントワーキングの具体とその意義をお

伝えすることを''１心的な||的としていますが，

まずは，丁．育て支援が必袈とされるようになっ

た1'Ｙ策を説明し，家族形態の変化にともなう家

族の雌緑化・無ﾉﾉ化や]こどもの貧|末|の実態を紹

介します．その後，青ﾘJ不安等の原lIlとなって

いる孤立感・無力感から脱して，青1,Uに関する

連'１１憾・イ｢能感を促すﾉ丁策の一つとしてのｲｲｧ

てひろばを位置づけた１２でγ大学サテライトに

おける実践の意義を問いたいと」LAいます。
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が公表した朴１吋的貧lkl率（各加盟国において，

}'1吋的に比較しうるよう算出された貧は|ライン

下''1る年収で馨らすIll:帯の比率）の統計には，

子どものいるllL帝だけを対象にした貧困率，す

なわち子どもの貧勝|率も挙げられていますが，

そのうち，ひとり親と子どもで術成されるⅢjⅢｒ

の貧|木|率は1111盟３０力IIJ''１もつともi河〈（58.7

％）なっています。ここから，わが'玉]における

ひと|)親家庭の10軒に６１ljlは経済的に非常に厳

しい状況にあると言えますに〆先に述べたマルト

リートメントが起きる要１回のうち，もっとも大

きな比重を占めるのが「貧しさ」であることが

Ⅱ)Iらかにざｵしていますので，その予防には経済

格差の解決が急がれます。

高まっていることを，リL1章相談所で集計される

統計結果は，199011ﾐから約20年間に虐待｜||談対

応件数が約60倍に'''１川していることを示してお

り，まさに養育の危機と呼べる状況にありま

す。こうした危機の原因論も様々ですが，都市

化の影響でプライバシィを電視・享受するあま

り，各家庭が地域に対して（粉合によっては親

族に対してまでも）閉じた生活に陥ってしまっ

たことが影響していると思われます。言い換え

れば，非常に多くの家庭が，１１□責任を当然と

する社会の''１で，孤立・無縁なままで青)'dをｌＩＭ

始するという状i兄がLこまれてしまっているので

す。

■家族形態の変化と子どもの貧困

家庭と家庭の間に加えて，親族lllの孤立・無

縁も広がっていることが，家族形態（'''二帯類

型）の変遷に)しることができます。一般に，核

家族化が進ｲ丁したと指摘されることが多いです

が，全l止帯数に占める核家族の比率は大I]三時代

から現在までほとんど変化していませんしか

し，核家族の'１１の類剛別変化を見ると，夫婦の

みの壯帯の比率（すなわち子どもとＩＴＩ居しない

高齢夫婦と子どものいない現役'''二代夫婦）が増

えています。さらに，これに迎動する形で，拡

大家族１１t帯の減少と単独Ⅱ'二J帯の増加が111)'１１１に兄

られます。言い換えれば，親と子，↑||父lｿ:と孫

が離れて暮らすこと，一人で募らすこと（|晩婚

の成人とパートナーを失った商齢者）が当'］た1）

前になってきておし)，親族間での孤立・11N;縁も

進行しているとALAわれます。こうした状》dも，

親の感じる育児不安を高めているのではないか

と推測さｵします。

さて，ひとり親家庭の比率は（単独世帯数の

1杣Ⅱで分{ﾘ:が大きくなっているせいで）｜ﾘ｣確に

増えてはいませんが，その実数を兄ると，昨今

の離蛎の１１肋Ⅱに伴って1勅|’（198Ｍ'三：約2()５７jlll

帯，201ＭF：約451万|止帯）しています。ＯＥＣＤ

■子育てひろぱの誕生

止述の家庭間（地域内）および親族間の孤

立・無縁が不都合な:事実であると感じる場IlIi・

状況の一つが，育児です。幼少期から小さな子

どもの世話をした経験がないため育児に関する

知識・技能が乏しく，なおかつ'付った時に即座

に相談できる柑手．教えてくれるﾎⅡ手がいない

状態では，’１１もできないF|分を'二|党せざるを得

ず，育児不安が高まることは必至ですに)こうし

た孤立感．無力感から脱するために，1990年代

後半から)Ｗ|:者であるlﾘ身親たちが'二|主的に集

まって交流するIJT動（例えば，子育てサーク

ル）が始まり，やがて常設の]二育てひろばが全

国各地に誕生するようになりました。こうした

iilT動が同の子育て支援施策に反映され制度化さ

れたのが「つどいの広場事業（2002年)」です。

これがさらに発腔して「地域子育て支援拠点事

業（2007年)」のうちの「ひろば型」となってい

きます。この撫業には，他にもｆ育て支援セン

ターを核とするセンター型，児章節を利用する

IAl章fi楢11があＩ)ますⅦいずれも，３歳未満の了

どもと親（-ｉ２に専業主iⅢ|}ないしは育児休業'１１の

lｿ鳶親）が青ﾘ｡の｣,1期（未就|刺の'1寺期）にｌｆｌ１ｌ１に
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利111できる居場Ⅳ｢です。２()08年1芝からはjiij2種

社会福祉事業にも位置づけられています。

いずれの類型においても実施が課せられてい

る基本４事業があＩ)，それらは「I'薑育て剥,ｌｆの

交流の場の提供と交流の促進」「]ら育て等に関す

る相談・援助の実施」「地域の]△育て関述１１'洲の

提供」「j二育て及び子育て支援にＩ則するi溝ilY等の

実施」です。以下に紹介する演打が運`i;↑してい

る大学サテライト施設も2007年度より神丁｢市か

ら地域｢．育て支援拠点リト業・ひろば１Ｍとして認

定を受けている子育てひろばです。

な支援者が｢Iらの専'''１性・素人性を/|ｉかしなが

ら協働的に父援を提供できる（ジョイントワー

キング）場にしていくことが波者の１１桁すとこ

ろです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

[質疑応答］

１．一般演題

松浦伸朗（姫路市）先生

Ｑ：イ丁政llUi世子'1ﾉj接樋では，’百I11jF接種した勝

介に二極類以上の予防接秘でどれが原因か

はつき|)1当'｣らない場合，どういう対応とな

るのでしょうか？

Ａ（庁'１１兀嗣先１脚：定期〕1jﾉj接種と１１意予防

接種の'１１時接樋の場合，定期予防接穂が優

先されますので，テクニック的には，そう

いう組みf午わせが一番望ましい形となりま

す“ですから，ＩＦ意接椰同三'三の場ｲﾔは別で

すが，定期予防接種に加えて任意予防接種

をされる場合は，どちらが1京|ﾉ〈|か判I)ませ

んから，あくまで任意予防接櫛が定期予防

接種で|(lIi償されます。

座長：横山純好会長

Ｑ：行政柵汽予防接柿対象の数が多いのは，

神戸iljと宝塚11jですか？

Ａ：そうです。

Ｑ：ＩＩｉＨ１１によって差があると思いますが，ど

こも|同1じょうに多極類でXIl応いただきたい

と砦えますが，その辺l)の働きかけとか，

我々がすべきこととかいかがでしょうか？

Ａ：今ｲ|ﾐももう一度同じアンケートを各ｒＩ治

体に訓杏致しますが，昨ｲﾄﾞの結果を'''１答の

ｊ11匹かつた''1治体へも送付しています。目iifi

体によっては，極り狐拡大で経費哨人を懸念

されているところもあるようです。行政拾

世は，あくまでもﾄﾞlli償の詔であって，子ljlj

接種讃１１１のHII題ではないということがＬ'Ⅲ（

と，現実に兵庫U,Ｌ「でせいぜい２～３件し

■大学サテライトにおけるジョイントワーキン

グ

本施設の班念は「子育て支援を契機とした共

生のまちづくりの拠点」であＩ)，様々な境遇に

ある地域人々の居場所となることを迪して，誰

もが募らしやすいと感じる近隣コミュニティを

形成していくことを[]指しています。しかし，

一方では地域子育て支援〕|手業の逆`i:lriﾐ体である

ことから，基本４癖業に川]えて，］量育て家庭が

必要とするあらゆるニーズに極ﾉﾉ応えられる

ファミリイーリソースセンターをⅡ指してもい

ます。したがって，利111者である地域の家庭

が，ここに行けば十分に受け止められる．大抵

のニーズを充足させることができると感じられ

る「ワンストップ機能」や「切れ[1のない文

援」の実現を通して，了育て家庭がエンパワー

メントしていく過催を支えることを主眼として

います。そのためには，この拠点に多様な支援

杵（組織に所属する専門職やボランティア的に

iかかわる仙人）がアウトリーチし，連携して利

１１１者を支える仕組みを整えるという努〃を枝み

重ねてきましたび言い換えれば，かつて神社仏

閣が一般Ｉｉｌｉ民のニーズ充足の場であったのと同

時に職業人の活躍の場であったのと何様，この

拠点を利lⅡ者のニーズをilMiたす場・丈援ﾐ行の仕

蛎場としてプラットフォーム化していき，多様
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(よ動かないようにしてきました。そうしま

すと，いつの間にか，あそこは高齢者は誰

削Ｔかないだろうなということで，殆ど声

がかからなくなってしまったというのが現

状です。ただ，それはそれで置いておい

て，地域の力の'''１題なんですけれど，正確

な数字は忘れてしまいましたが，いわゆる

合計特殊(1)LIi率とはM|｣に，人111,()00人対

で，出生率が公炎されていますが，それと

地域の１１化帯あたり何人いるか？というの

を照らし合わせて計算しますと，確か，あ

くまでⅡ'|K全|玉|の平均ですが，毎ｲ|ﾐ5011t帯

に１人しか赤ちゃんが生まれていないので

す。勿論，地域差はあると思いますが。す

ると，仮に，高齢者の方々あるいは'|]高年

の万々が地域で声を掛けて，地域の子育て

にl］分が関わＩ)たいという高いfll1念を持っ

ておられても，どこの子かが判らない。と

いう現状ですこかっては，よく言いますが

地域の]'-どもを「|分の了どもでなくてもl1上

ることが}l｣来たということがありますが，

それは，何故||けしたかといいますと，どこ

の子かを知っていて，なおかつその親とも

Ⅱ上る人と懇意であるということで，Ⅱ上るこ

とが出来ましたし，叱られる方も，その人

を知っているからⅡ上られることが|}}来たの

です。うっとうしいけど，でも，一寸見守

られているなという感じがあったかと思い

ますが，今の50粁に１軒しか生まれないと

いうことになりますと，どこの子か判らな

い子を||上るというのは，’11当iに男気がいる

１iで，少ｆ化というのは，色んな処に影響

を及ぼしているなと感じます。解決法は難

しいですが，矢張り高齢者の人と，生まれ

た子どもとその家庭が出会う場所というも

のを設定しないといけないので，一番そう

いうことで1iJ能`ｌＹｌｉが高いのは，イ．育てサー

クルとか，サロンですね，そういうところ

力､，年に発生しないのですよという点で

す。そんなに平務方の下を畑わせることで

は滅多にないということを強調いただい

て，それぞれお住まいの市'１１Jに，働きかけ

ていただきますと，イj難いとIIL(います。委

且会としても，本年のアンケート結果を各

市|IIJにフィードバックして，働きかけたい

と考えています。

２．特別講演

辰己和人（伊丹市）先生

Ｑ：どうもｲj難う御座いました。「テーマ型の

コミュニティ」，非常に興味深く拝聴いたし

ました。「テーマ型のコミュニティ」から，

それがまた「地域のコミュニティ」に広

がっていく（水道橋筋|(3)iii街でお母さん方

が話している）ということだろうと,liLAいま

す。地域になりますと，高齢稀が非常に多

いかと思います。コミュニティの中での高

齢肴の役割，あるいは，サテライトの''１で

そういった商齢者のパワーというか，そこ

を活lllしていかれるということはあるので

しょうか？

Ａ（伊藤篇教授）：そこは，ご質l1llがあるか

と’１[LAっていました。サテライトを設立した

」1初ですが，何人かのﾉJ々から，「ここの近

くに高齢者が沢山いますよ。そういう人も

ボランティアとして呼び込んで組織的にし

たらどうですか？」というお誘いを受けた

こともありました。いわゆる商齢者大学の

ところのグループで色々なｉｉ１ｉ動をされてい

て，そういう人たちが，「ここで関わりたい

けれど，と｡うですか？」という'Ｉ１ｕＩ１もあ

りましたが，どうも，そういう方とお話し

ていますと，「今の特い親は，こういうとこ

ろがいけないんだ！」という話から始まる

のです。どうもそのスタンスで来られる

と，難しいかな？ということで，積極的に
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であれば，主任ﾘj章委１１とかいうﾉｱが，地

域でｌｌｔ話役をしていて繋がっているような

形になり，全く高齢肴のﾉjが地域と関わっ

ていないということではありません。すみ

ません。お答えになっていますかどうか。

(辰Ｕ和人先生）：有難う御雁いました。

我々小児科医としては，おじいちゃん，お

ばあちゃんが連れて末られて説l川するの

が，－番厄介ですので，何となくよく1111解

Ⅲ来ます□

(横|[１純好会１２）：］具育て支援，具体的に何

をするかというのが，なかなか判らないよ

うな状況だったのですが，少し，イIilか輪郭

が兄えてきたかのようにも思います。我々

小児科医が，これから，どのように関わっ

てｲﾃけば良いかという事が，今後に課せら

れた|川魍かと思います。先生におかれまし

ては，ネリ')Ｔといわずに日本の子どもがもっ

ともつと権せになれるように，活発なご'１１１

動を祈念致します。

兵庫県小児科医会設立30周年記念祝賀会

開催案内

兵庫県小１，１.科医会設立301iﾘｲ'三記念祝ｆ１ｉ会をW1催致しますので、｜､記のjml)おillらせ致します。

in｣念講演会には多くの先ﾉﾋﾉJにごllllllljM)ますようおI1liHいll1し上げます。

式典11)ｌ３０Ｈ（ここ）１５：３０祝宴１８：００

ホテルオークラ神戸

程
所

Ｈ
場

典（１５：３０於．３階「行|ﾘ|」）

司会＝藤Ｈ１位（兵Ｉｌ１ｉﾘiL小1,U科医会副会長）

辞

辞

辞

呈

演（30分）座長＝iql1尾守房（兵１１|叫小ﾘj科医会詔誉会長）

「会報からみた兵庫県小児科医会30年」

兵庫県小ﾘ凸科医会副会L2l｢ｌ野昌毅

◇式

会の

開
式
来
記
記

賓祝

念,Ｈ１鵬

念溝

特別講演（60分）１川i(ljミー末廣丈彦（兵klfu仰|､''１J科に会名誉会長）

「激動の匡|際情勢一今年の回顧と展望」
／：ノビlfj1l'、あきお

元オーストリア人使’'’’'１峡男氏

Ｗ１公の辞

一百i｣念識iii〔終]'後、ｌｌｌ席行全員の集合写真搬影一

◇祝賀会（１８：００於．３４階「メイフエア｣）
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からii'iえることもありますが，今lrilの経験を

二度と忘れることなく，今後に活かしていか

ないといけないと`１，LAってお|)王す。今更，私

が'１｣すべきことでもありませんが，ノテ'''１の1%（

発１１:故は，科学技術）j能のﾈｌｌ１話で，私｢]身も

大〕上天とﾉ１１Aっていたのですが，警錨を鳴らし

たものと),1Aいます。科学が進めば進むほど，

''１然科学に対して，謙虚になることを改めて

教えられました。伐々も，一応科学の知識を

もって日々ﾉ化業としていますが，科学をつい

つい過信してしまいますので，色々な意味

で，警鏡を'1ｌＪらしてくれたと’1,1Aっています。

｜|本小１，Ｗ}医会では，震災関連の支援事業

として，子どもの村東北建設支援])｢業という

ものがあＩ)ます。家族の家５棟の内，1棟分

の建設硴保の萱}Ⅱとして，1,800万|Ⅲを震災義

援金から拠||Ｉするとのことです。子どもの村

〕'｡(化は，前'Ｍ１科医会会長の保科ii；先生が代

表fll1f事を務めておられる特定のＮＰＯ法人

で，｜|本ＳＯＳ子どもの村が建築するものだそ

うです。当初は，1年に600万円，３年間で

1,800万|リということでしたが，手元に既に義

援余があＩ)ますので，たしか5,000ﾉjll1程度

残っているということで，ｉｌＪ年少しずつだす

よl)，－ｈJiして拠川したらどうかということ

で，そのように決定したということのようで

す。我々も弘先生ﾉﾉにも出していただいた義

援会ですので，少しでも被災した子どもたち

が元気になっていただけるような施設を作

Ｉ)，子ども支援に役立てていただけたらと)ＬＡ

います。

それから任意接ｲiiiであＩ)ました，ヒブ，Ｉ１Ｉｊ

炎球菌，イ伝〈頸がんの予防ワクチンが，昨年

度末，３）lﾌkぎりぎI)に|工Ｉ会を通過して，定

１１１１接種とな')ました。定期となって接種時期

等変更があＩ)，またその対応が｢l1ifi体によっ

て異なるということもありますので，ホーム

ページでの一般市民への広報を，判り易いよ

理事会嬢亭録要旨

【第１回】

'１時：平成25年４）１４１１

午後２時30分～５時

会場：兵庫U,L医illU会節

１１１席者：横Ⅱ|会踵，末廣，神尾各`i'i誉会長，早

ｌｆ，藤lll，熊芥，江原各副会踵，河

鴨，二'(;<，森111，松浦，坂本，筒)'二，

１度辺，小阪，辰LL，［Ｗ，田''''二

舛，多水，安部，谷L1各1111事，１１M部特

定理11，森岡新特定ILM{，播磨鵬li，

１１尾議侭，ノリrFi'１議長

,『］会：藤IuFill会lを

１．会長挨拶（横山会長）

こんにちは。年度初めのお|亡しい'|'を１１Ｍ「

会にご'１１席いただきありがとうございます。

一昨ｆｌｉ３）1発'１iしました束Ｈ本人震災では，

未祷ｲjの大災審がもたらされました。禿ﾉﾋか

ら２ｲｌｉ経った今でも住1,'１をはじめとして，多

くの不Ｒ由とか制限が続いて，劣悠な環境に

あると聞いています｡１１上波で被災された地域

は勿論であI)ますが，、||えて，深刻なのは放

射線物質に汚染された地域の復興で御座いま

す。」z壌の汚染においては，除染がなかなか

進まず，了どもたちが一番困っているという

事で，いまだに外で思いつき|)遊ぶことがlⅡ

来ない地域がかなI)あるという編です。先|］

｜｣本小ﾘL｣`科医会の珂１４Ｉ会が３）IにUM催されま

したが，ある)Ｍﾐが仰っていましたが，福島

県のある地域では，外で),LAいつきり遊べない

ので，子どもたちが家の中でテレビを)iした

Ｉ)，ゲームばかりやっているという状態で，

さりとて，これらを止めさせてしまうと，ス

トレスがたま|)，どうしたものかという)';も

聞かｵします。遠く雛ｵした我々の地では，記憶
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う宜しくお願いします．新たに定期となりま

した，これらのワクチンについてのllU負担

は，兵床UiL内については，藤[||副会長の調査

していただいた通Ｉ)，と゛の地区でもありませ

ん。東京では，三鷹市をはじめ５TlTlIlJでｌ１Ｕ

負担があるということです。日本小ﾘ凸科医会

会長名で，該当TliHJに無料にするよう，要望

害を'１｣しています。財政的に豊かな東京都で

も，そういう実態があるようです□－枚もの

の資料があるかと思いますが，改正する法律

案の附帯決議で，三項'１ありますが，－，と

して水痘，おたふくかぜ，成人川肺炎球除i及

びＢ型肝炎ワクチンについて，安定的なワク

チン供給体制や継続的な接種に関する財源を

確保した上で，平成25年度末までに定期接種

化の結論を得るように努めることが弧われて

いるのは，非常に意義があることと思いま

す。国権の最高機関が，こういう瓜に言って

いるわけですから，政府がどのようにこれに

対応するかということで，非常にIU1侍される

ことで御座います。

４）|から，年度が変わ|)まして，今期24.

２５年度の後半に入りました。今年は，色々な

意'床での節|｣の年として，私｢|身も承知致し

ております。１１月には，創立30周年記念式典

という一人イベントがありますし，頑張って

やっていきたいと想っていますので，先【けＪ

にもお体に気を付けられて，何卒宜しくお願

い申し上げます。尚，特定f''1事の早川品先生

が，大学勤務の都合により３)｣木で埋己事を退

任され，４）]よ')森岡－朗先生にf里J打をお願

いしています。本Ｈ，お越しいただいていま

す。先生には，また後程，ご挨拶をお願い致

します。本日は，協議=事項が沢|｣|あるようで

すが，宜しくお願いいたします｡

２．名誉会長挨拶（神尾名誉会長）

今年は気候がおかしくて，桜が来〕;(では，

あんなに早く開花し，関西は遅いというよう

な変な気候でしたが，まだiiMillHのところが多

くて111の雨で散ってしまいますでしょう

か？非術に残念です。

今の予防接種のお話ですが，我々署名運動

をやりましたが，全'五|で総数160万人だったそ

うです｢，それをl旱労行に提(1)したということ

です“そういうこともあって，【先稗の附帯事

項決議につながったかも知れません。｜｣本医

塩新報の３)｣3011号に，予防接種に関する特

集記ご事が出ていました。非常によく書かれて

います．皆さんにも，一読をお薦めします。

一番段新のニュースとか，小ﾘJ科医の疑llrl点

とか，質疑応答も出ていますし，非常に参考

になるかと'L(います。

一新特定理事着任ご挨拶（森岡理事)－

神戸大学の森岡と|旧します。Lillllに代わり

まして，今年度から１１M事に加えていただくこ

ととなりました。まだまだﾌk熟昔ですが，ど

うぞ宜しくお願い致します。

３．日本小児科医会ニュース（横山会長）

３１]24日に24ｲＩ二度第６１１IlfLI1調会が開催され

ました。会長あいさつで，同連「子どもの権

利委員会」ロタール・クラップマン委員の言

葉を引１１]されて「'１本は，｜副際競争に勝ち抜

くために，燐いⅡ'百代に負担を強いている。ｊ一

どもを道具にしているようで，経済を優先さ

せ，子どもの可能性を{Illばしていない｡」と痛

烈に批判していると述べられています。さら

に「これからは，子ども優先の予算甑を盛'）

込むこと，］こどもの貧川改涛等40項Ｕ以｣Ｚで

足J1ﾐをすること｡」とされています□211171」

１１本l差'1,lj会母子保健講習会で，小1,1[l保健法の

シンポジストとして松乎会艮が出席されてい

ます。本会からは，姿、として渡辺ｆｌＩ１事がH］

席されています。乳幼ﾘj保健委員会委員も多

くＵＷｉ１Ｔされたと伺っています。２)j28Ll，Ｕ１

村厚労１:Ⅱと対談。３Ｈ６１１，ワクチンに関す

るIZRl会議１１との勉強会。
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人，’1本小'''６科学会８〃６千人でした。兵庫

リ,L5,()00人全l)で，大阪・Ｕｌｌｌ・東京，広島に

次ぐ５位でした。会i1数の動向は，減少傾l1f1

です。３)1171]現化総会L』数5,944名，Ａ会

員3,688名，Ｂ会員2,256名です。会費納入免除

着が多く，会費納入対象者は，5,034diZ1ですの

で，かなり厳しい現状です。（l{来るだけ砦い

会貝の入会が望まれる状態です。退会者も'112

年度と比較して，多いのですがほとんど，ご

逝去，老齢のためとなっています。（砿認）

（藤田）「子どもの心」研修会につきまして

は，現在前期l28Di'i，後!U1350名の||]込があ

Ｉ)ますが，400i'１まで収容可能ですので，未

だの先生は奮ってご|心募下さい。

４．学会ニュース・視察報告（服部理事）

ｌ）学会ＨＰから；岐新情報，学会からの提

言・主張（別紙）

２０１３．２．５

・学術フォーラム「｢責任ある研究iiIi動ｊの

実現に向けて」：’１本学術会議は大学等

研究機関のjhH究者・教Li等を対象に，２

）１１９１１（火）に開催済み

2013.2.13

.「新型インフルエンザ等対策有識肴会議

’|］ⅡⅡとりまとめ」について：内HMT｢房新

型インフルエンザ等対策室と厚/け；働省

腱l言ｌｆｌｉ１ｊ結核感染症課による「新皿インフ

ルエンザ等ｶﾅ策右識者会議中間とりまと

め」が|ﾉl闇官房ホームページに掲載。

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.cas・ｇｏｊｐ/ｊｐ/houdou／

l30207Huchukan,hｔｍｌ

2013.2.19

・小ﾘ,jJlllj炎マイコプラズマllilj炎の診'折とi台

療にＩＩＬＩする考え方：急性期の確定診断は

肺炎マイコプラズマ核酸１１１定検稀

（ＬＡＭＰ法)，第一選択薬はマクロライ

ド系薬。トスフロキサシン＆テトラサイ

クリン系薬（８歳未満に原則禁忌）は安

副会長報告（桑原EilI会長）－広島県小ﾘ凸科医

会は，リム内の今保育|刺・幼稚ｌｉｉｌを通じて，

保護巷に「j二ljlj接種のすすめ」のパンフを

送付した。－私どももこういう寝業をした

いと)としいました。

副会長報併（常牒Fill会長）－４）113ロイlllfT市

で，北海道東北地区の小1,1j保健法制定推進

の政桁集会UIlll&。

副会長報告（木１１雨Ｉ会長）－６）Ｉ８ｐ，９日

の第241[１１[1本小児科医会総会フォーラムの

準備の進捗状況報fIr・武知委Li長から，後

ロメール受信。前益録が捗々しくないとい

うことです。特に，近畿地区から奮って参

ｌⅡ|して欲しいということです。大阪府175

名，兵庫UiL28名，三重IIL９名，京都府10

名，奈良Ⅲ,L６名，和歌'１１県５ｄｉ'i，滋賀U,L４

名合計590名という惨状ですので，兵庫U,しは

一応２位ですが，先Lに万前登録を宜しくお

願いします。総会フォーラムの鹸後（１６：

１０～）に「小ﾘJ保健法制定の集い－大阪大

会」が開催され，「すべての『どもたちに健

やかな育ちを，医療と保健，桶祉の連携を

探る」のテーマでシンポジウム（国会議lｉ

２字,，大阪小'''６科医会fIl1事ldifi）も開催さ

れます（別紙資料）ので，奮ってご参Ⅱ|､‐

さいｄ

経理部報告－２)j28p時ﾉﾊ(で会獲納入者Ａ会

員3,183名，Ｂ会員1,851名，合計5,034名，

納入率94.8％ということです。

生涯研修セミナー－平成25年lＯ１ｊｌ４１１（祝）

金沢市（ホテル｢1航余沢開'１１１）

「子と゛もの心」研修会一前期５)125日（１）.

２６１１（日）・後期：７）１２７１１（七）・２８１」

（１１)，於神戸国際展示場藤田副会長世

話役･

先牒の神尾名誉会長のご挨拶にもありまし

たが，醤名総数160万人の内，予防接種推進協

議会関係が28ﾉJ人，１１本小児科|呈会12万1,564
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易に使用しない。

2013.2.19

・病院小児科・医H11i現状調査報告：病院小

児科・医師現状計Ｗｒ報ＰＴＴ噂12010年，病

院小児科・医師現状調杏結果報告苔Ⅱ

2004年と2010年の比較

2013.2.21

・オンライン投稿・査読システムの導入と

受付開飴および編集事務業務移行のお知

らせ

2013.3.7

・先天性風しん症候群の発生予防等を含む

風しん対策の一層の徹底について（厚生

労働省）風しん未螂罹`患者，予防接棟木接

種者および妊娠可能年齢の力への情報提

供・注意喚起

2013.3.7

・産科医療補償制度の申請期限について～

分娩に関連して発症した重度脳性麻ldiIﾘＪ

の補償巾請漏れを防ぐために～；産科医

療補償制度の巾請期限は満５歳の誕止三ＩｉｌＩ

まで

2013.3.14

・感染症法施行規則の改]［（３）１７１｣）：①

細菌性髄膜炎の変更；五類感染症として

「侵襲性インフルエンザ菌感染症」「侵

襲性Iili炎球菌感染ｿiii」を全数)川川，②髄

膜炎菌性髄膜炎の変更；髄膜炎に限ら

ず，敗血症等も捕捉できるよう「侵襲性

髄膜炎菌感染症」の全数届出

2013.3.22

・厚生労働省からの「ワクチン接穂と乳幼

児の突然死に関する疫学調脊」ご協刀の

お願い

2013.4.1

・乳幼児健診を｢''心とする小児科医のため

の研修会一後期研修医から若手医'1ｍレベ

ルを中心に－開催のご案１１：平成25年５

月l2Uml）１０時～16時20分，場所：１．

立成育医療研究センター１階講堂，参加

費：5,0001Ⅱ（合：昼食代）－事前登録

’'７１．

２）学会雑誌から；

2013.21L１号（VoLll7，ＮＯ２）

第１l61IllH本小ｿj科学会学術集会号

（平成25年４Ⅱ191」（金）～211」（|])，広

島にⅡ祭会議場ほか）

代議員総会（20日（土）１６：４０～１８：１０，

広島liKl際会議場Ｂ２Ｆフェニックスホール）

３）姫路TljllJ央保健センター

２）jJIll事会で，こどもの事故予防体験ひ

ろば（姫協市）を視察し，報告をとの奨め

があI)ましたので，２）jl411（木）午前['１

にilIi路ＴＩi中央保健センター内の|可施設を視

察して参I)ましたので報告致します｡

（別紙）

所腫をはじめ，健康而果長，保健師に対応

いただきました,姫路市で，毎年３～４名

が不慮の事故で亡くなっているという現実

もあＩ)，201211三３Ⅱオープン後，）１瓦|z均１００

名前後の言川''１苫があるということです。こ

のデータをどう活かすかが，今後の問題で

あるといわれていました。実は，こういっ

た内容は，iili費者庁の収Ｉ)組みとしてその

ホームページ内のhttp://www､Caa・gojp／

kodomo/exsample/index・phpに荷己載があり

ます。セーフティハウスという形で，姫路

ｉｎは，全陸|で４番１１の開設ですが，他に開

没順に１．京都府（京（みやこ）あんしん

こども館）､２．束京都・３．愛知県・５．

福岡市・６．北九Ｉ､ﾄ|ＴＩＴにあI)ます゛

１．治体がこういった施設を運営します

と，コストがどういう形でプラスに働いた

のかを必ず検討します．数仙化Ｈ１来るもの

とな')ますと健診率，予防接種率，チャイ

ルドシートi吏用率とかにな')ますでしょう
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願いします。（別紙）

（辰L、歳入歳,''1案は，決算終了後完成さ

せます。（別紙）

講浪：１６：００～１８：００

（予定は１６：０５からのタイムテーブ

ルとなっていたが変更｡）

一般演題

「兵Iilf県下における行政措置予防接種の

現状について」

感染症対策委貝会委員長

吉Ⅱ二１元嗣先生

特別講演テーマ「未定」

神戸大学大学院人間科学発達環境学

研究科教授伊藤篤先生

（安部）講減内容は，後稗委員会報告でご

意見伺います。

懇親会：１８：００～於「第一楼」

司会－森川理事 （承認）

２）兵庫県小I,且科医会創立30周年記念式典の

件（別紙）

３月の総務会での検討案を継続して協議。

Ｉ｣時：11月3011（上）

式！'↓１５：３０～

祝宴１７：３０～（会費：２万円）

会場：ホテルオークラ神戸

ご招待者（案）検討

以医・関係`ﾃﾞ:会等

近畿各府県医会会長

本医会顧問

参川]・案内

県下医会長

本医会委員会委員長

（検||｣）出来るだけ多くの先生方にご出１ｶ丁

いただきたい）

来賓挨拶

兵庫県医師会長川島龍一先生

［|本小児科学会兵庫県地ﾌﾞﾌ会会長

飯島一誠先生

か゜ロ治体とか，議会への}是出資料になろ

うかと思います。東京都は，予算縮小の傾

向のﾌﾟﾌ針で，’三|本小児科連絡協議会|]動車

乗'に中の子どもの安全推進合同委員会委員

長の立場で，セーフテイハウスの各施設と

連携を持ち，全国展開するべく，現ｲﾋﾟ動い

ているところであります．全国で施設連'営

をすることで，子どもたちの不慮の事故を

何とか減らすことに何とか繋げたいと考え

ています。近々では，２１１には，岐阜UTL医

l1ili会で基調講演をさせていただきました。

４１１１９Ｈからの小児科学会では，ポスター

128で発表させていただきます(,来月は，大

阪小児保健研究会の方で，こういうテーマ

で，研究会を開いていただけるということ

で，講演をさせていただきます。色々な取

組をさせていただいています。加〔路の施設

が，さらに発展するよう努めて参りたいと

，IiL(っています。（承認）

（藤田）ご多忙の中，有難う御座いまし

た。皆様ﾌﾞJ，一度姫路の施設をご体験下

さい。

（服部）世界的建築家黒川紀章氏設計の素

｜晴らしい建物です。施設内の営業不振の

レストラン跡地に作られていますが，奇

抜な廊下があり使い難い側面もあるよう

です。

協議事項

l）兵庫県小lld科医会定時総会・講泣の件

（別紙）

［1時：７月６１］（士）

会場：兵庫県|垂師会館６階

４．５．６会議室

総会：１５：００～１６：００

事業報告各委員会報併

２～３分で手際よくお願いします。

（森川）事業報告（案）訂正・力Ⅱ筆等ご連

絡下さい。未提出の先生方は，宜しくお

５．
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兵庫県小児保健協会会握

高[Ⅱ哲先生

日本小児科医会近畿ブロック長

木野稔先/'三

~般講演

「会報からみた兵lili県'1,1,'山科|竺会３０ＷＩｉｌ

イF」早野，U,毅先1上

記念講演元駐オーストリア大使

’1Ⅱ’映男（あきお）氏

（藤田）末廣先生推薦の弁を一言お願いし

ます。

（未廣）東京大学教養学部３年化で，特進

で外務省に入られています．一般には大

使退任後は，一杯席があるのですが，こ

の方は，悠々自適でや|)たいということ

だそうです。京都の加藤先化からのご紹

介です。多岐にＨる脚味深いお話を伺え

ると期待しています。オーストリアの了一

どもの教育事情もごiLF知かとM1います。

多くのスライドもお示しいただけるか

と。

（藤H1）来賓のご挨拶に芥澤隆邦先生を､Ⅱ

え，５人の先生方にお願いします。

祝宴

（M]始時間：１８時からに変更の次節につき

ましては，総務会で継続審議致します(,）

（継続）

３）地区小児科医会連絡協議会の'''二

lOHl211（上）兵庫県医師会館

於６階４．５．６会議室

詳細は継続審議。（承認）

４）参与推薦の件

lTllll品先生

参与の規定(3)本会に対し特にllll著な功

績のあった者．を適用し，全会一致で承

認。参与推薦が遅れていました常7｢秀Tlj7先

化も併せて全会一致で承認。

５）入退会の件

人会：藤|Ｈ晃生先生（力[１，L｢郡稲美町）

ふじたこどもクリニック

’二'１良禾Ⅱﾉご先生（神)Ｔ巾｢東灘区）

ゆら小児科クリニック

鶴|Ⅱ′Ｉｉｌ[i先生（ﾈ[|')ＴＴＩj'iL央区）

神)T市立医療センター中央市hと病

院

llllH端子先生（丙常ilT）

やまだ小児科（Ｂ会員）

高見啓ﾘ(と先生（Ⅱ波市）

医縦法人社'五|高見医院

湊111誠先生（加,'7川市）

みなとがわこどもクリニック

岡達二IⅢ先生（淡路市）

〕にillj平成病院

退会：中野宗一先生（｢ＵｌｌＩ奇11j）

ご高齢のため

島尾水昌先上上（川西Tl丁）

閉院のため

（辰LL）総会の際の，会員異動報告は〆予

算との関連があI)ますので，３)j木１１現

在という形と致します!］（承認）

６）’1本小児科医連盟からの依頼の件

（別紙）

「入会案内吾一式」を兵l[|(県小児科医会

会報班lj送時の'１１封許'１J依１１口〕

（横L||）３)E12411に１１本小１，１j科lZE会Illl事会

IiiにＨ本小ﾘ凸科医連IlMの会があ1)まし

て，席｣三で会員参hllに向け，入会案内一

式|可封依頼のＩ是案がされました．因み

に，兵庫UTLでの既人会１２fは，５０名です。

（藤１１１）小児保健法との絡みがあＩ)ますの

で，未入会の先生は，ご一考下さい。

（承認）

６．報告事項

１）社会保険委員会

（二宮理｣１１２－１）・２）・３）

.Ｌ,1野Fill会fを－４）以降）（別紙）
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111噸会に先立ち，riji-MLで協議。

〈社会保険診療報酬審ｲf委員Ｉ'尖補者〉

術躍降ﾌﾞﾐ|Ｉ（Ｉｌｉ）１,佃安彦（ＴＩ]:）

久呉具章（|耳）’１１野，'１,毅（１１}）

｜ﾘlィｉ力Ｗ「（|IF）｜|ⅡＨ－-'二（ＩＩｉ）

佐野公彦（新）辰己和人（新）

三村嘉寿ﾘ）（新）以上９名椎聴

くllillt健康保険診療報11111審査委ii候補荷〉

」を谷良行（１１]:）芥口瞬蔵（新）

椿Ⅱ１重彦（新）以_上３名椎lWj

３）兵庫以医lili会保険委11会報(し「

「雰衙支払機関の判断基準の統一化に係

る述絡協議会の設置」

平成24年12月３ｐ厚生労働省保健),jか

ら地力厚/上（支）局に対し，淋査支払機

関における審脊の判|折基準の統一化を図

るための連絡協議会の設置・運営につい

ての通達があＩ)，都道府UFL単位でのlKl保

連合会・支払基金支部・地方厚生（文）

Ajの情報の共有・意見交換を図る連絡協

議会の設殻が要請された。

４）保険審査'二の諸'１１１題

Ａ）縦覧・突合点検，算定}''1'i報による

審脊

1．慢|ｿﾞ'三疾`患でのフォローアップ・合

併症チェックの辮査

・成長ホルモン分泌不全性低身j之に

対するＧＨ投与（慢性疾趙での合

併ｿ１１５チェック：投与開始後３ヵ月

はｲﾘﾐ１１，その後は３～４力）1征に

末｜i'ilm，生化学，尿，ＩＧＦ－ｌ，甲

状腺機能，HbA1c）

２．初診の算定について

・皮脂欠乏症，アトピー性皮膚炎，

アレルギー性鼻炎，気符支ｌ１ＩＭ､等

の病名が前１１にある場合に，１１月

の初診算定に疑義が示される。算

定'１，処ﾉJllと処方||数を参考に

３１１９１１に平成24年度鋪２回兵１１|叫小児

科医会・地方会合l1il社保委１１会が開催され

ました。

議題：

ｌ）｜|本'１､ﾘJ科医会社会保険今llil姿11会報

告（平成25年２）124日東京ステーショ

ンコンファレンス）

「社会保険診療報IHlIlIにおける'ﾄﾘ,Ⅱ矢療に

関する要望響（案)」

(''本小''１Ｊ科学会，Ｌ1本小!'U科医会）

＜妓凧１A(要望JrI,］〉

Ｌ入院小ﾘﾑ医療の進化

、小)'し'入院'欠療管'''1科４および５の

兇illlL

゛小)１Ｊの深鉱靜の新設

２．外来小ﾘﾑ医療の強化

．「小児科外来診療料」と「乳幼児

有りJ栄養脂導料」の年齢を６歳未

満まで拡大

．「小','j科外来診療料」の,,,,点

・小Ｉ１Ｊ科外来診療料の包括除外項,ｊ

として「同一Ｈ１，１F診｣，「診療情報

提供料（１）」

・小ｿJ科外来診療料の体,小時,(,,外

力'１算の減点特例の見直し

・小!''Jアトピー性皮膚炎，食物アレ

ルギーを対象に「小児アレルギー

疾忠療養指導料」の新設

３．在宅小児医療の充実

・小ﾘjケアマネージャーの機能をlLl

うコーディネイタ－の新設

．「強化剛」在宅支援診療所の算定

要件のjmLIhL

．「強化型」在宅支援病院の算定要

件の兇１１，丁し

２）兵庫U[し'１J,ＷＩｌｸ〈会社会保険委i1会報ｉｌｒ

「平成25.26年度兵庫U,L社保・IKl保審査

委ji候補荷の推川;」
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判断する。特に，１４～28[１分の処

方がある時は継続中として再診算

定に査定。

．」二気道炎・気管支炎等の関連疾患

での初診算定については，算定

［]，処方[１，処方１１数等を参考に

して鍍終処方日より概ね1週'111の

間隔が無いと前病の継続治療['１と

して再診算定に査定。

Ｂ）その他

１．溶連菌迅速テストやアデノウイル

ス抗原迅速テストはそれぞれ対応病

名が必要。

２．インフルエンザ抗原迅速テスト，

溶連菌迅速テスト，アデノウイルス

抗原迅速テスト，ＲＳＶ迅速テスト等

を向日に算定した場合は一部査定。

３．インフルエンザ抗原迅迷テストを

時間外，休日・深夜に実施した場介

に時間外緊急院|ﾉL]検?１４J§hll算（１１０

点）を算定できる。（ｌロにllmlの

み算定可・地域医療支援病院，救急

病院，救急診療所，救急医療対策輪

番病院・診療所における時間外特例

加算算定時も算定可`」ただし，小児

特例夜間・早朝等時間外bll算算定時

は不可｡）

４．オゼックス細粒の適応症は肺炎，

中耳炎，コレラであるが，クラリス

ロマイシン耐性が多くみられること

より気管支炎で再審査は認めるが，

原審では森定もしくは返戻となる。

咽頭炎，扁桃炎，上気道炎では原

審・再審ともに査定。

５．アトピー鑑別試験（吸入抗原12種

類一括）と特異的IgEの併施は認め

る、

６．ＴＡＲＣ（ThymLlsandActivation

RegulatedChemokine）と特異的

ＩｇＥの併施は認める。ＴＡＲＣは３ヵ

月に１１１１は認める．

７．特異的IgEは「アレルギー疾患の

疑い」では認められない。本検査は

アレルギー疾,患の診断確定するため

の検査ではなく，特定しているアレ

ルギー疾患の原因を調べる検査であ

る。原審では返民または査定．

８．皮内反応にもちいるアレルゲンテ

スト液の使ｌＨ菫は１カ所0.05～0.1ｍｌ

を認める。（ｌバイアル1.0ｍl，最近

はブリックテストが主流一スポイド

１滴0.05ｍl）

９．インタール細粒の適応症は「食物

アレルギーに基づくアトピー性皮膚

炎」であるので両者の病名が必要。

１０．経皮的動脈Iml酸素飽和度測定は肺

炎・気管支喘息・気符支肺炎・心不

全等の重症心肺疾患の確定病梧があ

り，１１唆素吸入，喘息のl吸入，点滴，

胸部ｘｐ等が施行されている場合は

認める〔，iThi-的算定は認めない“

(江原）蚊重点要望項ロのLl1に挙げられて

います，在宅小児医療の件ですが，ご紹

介いただきました大阪ＴＩｊの[|｣'１１祥介（よ

しゆき）先生と，｛ｉＪｌｍかメールのや')取

りをして確認したのですが,在宅支援診

療所の「強化型」についての記載があり

ますが，実際には小児の在宅医療での

「強化型」は極めて少ないのが現実で，

非常に少数な対象への要求の兄直しとい

うのは，いかがなものなのかというご意

見で，最先端をｲ了っているところより

も，裾野を広げたいというご意見です。

つま,)，まるめを採Ｈ１されている先生方

では，もう一つの在宅療養指導管理料を

採らないと，実施できないという縛りが
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て，定期外接枕への対応が地域によって

異な|)ますので，被害が出た際の対1Ｍ

含めてご留意いただければと思います。

風疹に関するポスターについては，い

かがいたしましょうか？

（横山）１１本小1,1J科|呈会からも，会報と一

緒にポスター（ｌ医療機関２枚宛）が郵

送されるかと思います。あちこちから，

ポスターが送られてくることもあります

し，こういう悴発は，継続して行うこと

が必要かと`ｌｉＬ１いますので，時間を置い

て，という策もありかと。

（渡辺）ポスターにするのかあるいは，

チラシ対応もあ|)かと。枚数は。多く必

要ですね。

（｢'１１１１）各医療機関で，ダウンロー1北て

いただく対応もあります□

（渡辺）チラシ1枚を，週報に挟み込むと

いうのは意味がないでしょうか？

（|Ⅱ中）そういうものがあるというzlfの周

知で，意味があると思いますし，小児科

医会報，発送の際にも1枚挟み込んでい

ただけたらと１ＭAいます。

（渡辺）兵庫県医ＩｌＩｉ会週報への挟み込みの

方針で対応したいと思います。

０１１k認）．（継続）

３）小児保健委員会（筒井理事）

３月30日にil2成24年度第311｣小児保健委

員会を開催しました。

１０年程前にも，兵庫県医師会小ﾘj保健委

員会でも県「保有|重Ｉ（所）における健康稗

川状況の実態訓杏が行われましたが，社会

状況が変わってきまして，現在り,L「保育園

（所）での健康管理状ﾙ,dがどのような管flu

体制になっているかを，調査しようという

ことにな'）ました。主な項Ｈとしまして

は，食物アレルギーの対策，感染症の予防

の対策，園（所）内での与薬についてを案

あるので，そういう練りを外して欲しい

というご希望が挙がっています□日ｚＭ、

」,'j科学会．Ⅱ本小ﾘ凸科医会の社保委f1会

で，再度この点摺合せをしていただい

て，小児在宅医療の拡大をお願いしたい

ということでした。

（二宮）大阪開催の小児科医会フォーラム

で，関連シンポジウムが開惟されますの

で，議論いただければと思います、

（横'１１）在宅療養指導管ⅡU料については，

地域によって取れるところと，取れない

ところがあＩ)ますので，’１本小ｿJ科学会

のﾌﾞjで，｜｣|矢の疑義解釈検討委拭会（大

’11先生社保委止1反）がありますので，そ

の辺検討する予定となっています．

２）感染症対策ﾐ委会佃中flll事）（別紙）

３１］９１１に亘lz成25年度第111］兵庫Ⅱ,↓小ﾘ凸

科医会感染症対策委員会を開催しました、

協議事項

１．風しんに関するポスターについて

風しんの流行拡大に対し厚生労働省か

らポスターがＨＰにアップされた□）

（ダウンロードllJ能な状態になっていま

すので，ＦＡＸニュースで広報いただき

たい）厚労省からもポスタ－発ｲTされ

ますが，委員会でも独自のポスターを作

成し，ソフトを兵庫県|墨Hlli会にも提供し

ていますので（渡辺理事を通して)，今

後どのように活Ｈ１するか，検討いただけ

たらと思います。

２．次胆|からの協議事項として「妊娠''１，

出産後のワクチンデビュー前の判に対し

てワクチン勧奨をする際に仙川する指導

菱の作成を検討する。

（母子手'帳配布のタイミングでも）

①親に対しての説明書

②指導する医療従事者向けの説|ﾘ1〒!亨

定期接種となるワクチン対象が拡大し
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として挙げています□実|禁の手'''11としまし

ては，

，、アンケート送付先は兵庫!『し小１，Ｗ)Ⅱ歪会

１１全会貝とする。

２．アンケートは医会ＦＡＸニュースに添

付し，会員に送付する。

３．アンケートには，区会員および保育園

長に対し，趣意害および依虹iTw:を添付す

る。

４．保育園の園医（嘱託医）をしている圧

会員は，担当Liの保育億|の偉'膣にアンケー

ト調査を依頼する。

５．アンケートＬ|答者は保育園長とする。

６．アンケートの回答は，保育|刺腫よ')ｌｉｌＴ

接兵庫UTL小児科医会（兵庫UiL医mi会）

ＦＡＸで送信する。

以上の千111日で調査を計111]iしたが，その実

施につき本理串に会で了承を求める'）

依頼人として，兵庫UFL小児科'ﾀﾐ会化ﾐと小

児保健委員会委員長の連`iZ1で，ノ膳支えない

かのど検討を依頼したい。

ＦＡＸニュース利用（５枚一趣意許．依

頼文書．調査票２枚．凹答用紙’枚）・送付

先小児科医会（送信，枚）も含めてご検討

いただけたらと,思います。アンケートの内

容は，資料として配布致しておりません

が，保育時間．保育管'１１頁任背・常勤の看

護師在籍の有無，嘱託医の右111を確認し，

大きな項日としましては，食物アレルギー

リJに対して，どのようにしているか？予防

接種のことと，感染症が発化した際の対

応，健診期間は，どれ位か？エビペンも含

めた薬に対し，どんな体i'うりを収っている

か，発達障害児がどれ位届られるかをIMii認

しています。４項L|について，数｣Ｈ１=|ずつ

をrTl111iiしています。

（藤,,,）複数の園の嘱託医をされている先

生方は，複数園への依頼ということにな

りますか？

(筒ル）その皿Ｉ)です｡

(上歴）会報発送時に，Ｍ封という訳にい

きませんか？

(筒井）それも考えましたが，次|同|の会報

発送は，IiJ時になりますか？

(森川）５）１となります。

(筒井）そのタイミングには，次凹委員会

開催1１（６）11511）から考えますと，問

に合いませんですし，その半年後という

のも□返信111封筒を|両|封してという対応

もあるのですが，ＦＡＸ案が一番廉｛ＩＩ１ｉ

で，lflいというメリットがあるかと考え

ました。

(横山）総会案内は，はがきだけでした

か？

(河盛）ＦＡＸで５枚を送信するとな')ま

すと，９０％はﾉﾋ丈夫ですが，途'１１が抜け

落ちた|)の１｢象が発生するかと思いま

す。

(出''１）総会の案ｌＬ１は，懇親会の州欠確認

が必要とな')ますので，返信用はがき同

封されますので，封書となるかと思いま

す。委任状も送らないといけませんの

で。

(河啼）５枚送信となりますと，ＦＡＸも

それ秘安IllliではあI)ません．

(筒井）令ｊｊにアンケートするかというこ

とにもなろうかと思いますが，行政を対

象にしますと，色々難しい点があろうか

と'〔L(います。結局関わっています園|天を

通して依り|inするのが，－番簡単であろう

ということになりましたｃとしますと，

どの先lliが１ｍ､'ｉされ，どの先生が担当さ

れていないかの災態が判りませんので，

結果的に企11の先生にお尋ねすることと

なります。

('１１１１ｺ）行政に発送した方が，安_Lがりと
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なりませんか？

(筒井）（土屋）許１１Jが非常に困難かと思い

ます｡

(筒井）私立は，比較的簡単かと思います

が，公立は、治体によって対応が様々か

と思いますＱ

(土屋）医会で予算を持って，封書発送が

一番確実な方法かと。きれいな物がIＨき

ますし。複数|夏|担当の先生は，それをま

たコピーして配っていただくわけで。

(田''１）Ａ会員だけが対象ですね？

(筒井）Ａ会員に限定して，封書で発送さ

せていただく形で。

(横山）総会の案内の発送のタイミング

で，いかがですか？

(田中）アンケート原案が，いつ完成する

かですね．

(筒井）予定では，次|Ⅱ|委員会開催|｣が６

１１１５日です。

(藤川）原案，ほぼ完成なら，ＭＬ対応も

nJ能ではありませんか？

(筒井）総会案内発送に同封させていただ

く形で。この|祭，Ｂ会員へも発送されま

すが，無駄にはなりますが。この作業

は，事務局対応していただけますか？予

算上は，問題ないですか？

(藤田）頼んでみます。

(筒井）回答は，ＦＡＸで？

(横山）その対応でよろしいかと》保育園

（所）の嘱託医は，結構内科の先生も担

当iされているかとも思います□全体像の

把握は困難かも知れません｡

(筒井）公立・私立・認可・無認可を一応

調査対象としています。

(熊谷）質問内容が判ればいいのですが

…。公立の保育所に問い合わせする場

合，例えば食事指導などは，どうしても

市の_L層部に確認しないと，答えられな

い場fi-などあって，回答が|木|難な場合が

あるかと思います。

(筒井）そうですねに》今の先生のご指摘

で，行政を通したら，もっともっとやや

こしいということで，uLi接の聞き取りを

選択しました。細かな質問内容は，「食

物アレルギー児の対1芯は，どのようにし

ているか?」となります｡マニュアルを

用いている等々｡これなら，現場で凹答

出来ると考えたのですが､

(熊谷）一方で〆全て上層部に確認しない

と，凹答(1)来ないという考え方もあるわ

けです｡

(筒井）その際は，そういうスタンスで回

答いただくしかないですね｡

(熊谷）所長判断で，直接回答しないとい

う行政の原則がありますね□

(筒井）やってみないとわからないですか

ね？全数捕捉は，そもそも出来ないと考

えております心

(横山）地域は，把握出来ますか？

(筒井）全て記名で，住所も記載していた

だきます｡保育園名・設立熾体・住所・

園児数（男女比）・障害児数を記入して

いただきます□

(横lll）記名式としますと，余計，、l収率

が落ちませんか？

(末廣）会且から園長に依頼するので，大

丈夫かと。

(藤田）過去，兵庫UrL医師会乳幼児委貝会

からのアンケートでは園名を記入しても

それほど，凶収率は落ちませんでした□

(十膳）兵庫県からの要請を事前にしてい

たという経緯もありますね。

(筒井）１０年前のアンケートでは，たしか

にそうですね□，

(藤山）ここで議論しましても，決まらな

い'11'１面がありますので事務局と相談の
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上。実行可能な方法を決定したいと考え

ます。今年度''１にデータを出していただ

くということで。（継続）

４）教育委員会（安部理｢辮）（１１)|｣紙）

３）ｌｌ６ｐに第３Ⅲ｣|教育委員会を開催しま

した。

1．第591回|小児医学講座の出席つ｛?↑８８名

２．次回の総会（７月６［1）の特別講演の

青のところに，嘱託医等，小児科医の関

わりはありませんしね。

（藤１１１）①の力がよろしい方。

（多数・承認）

（安部）伊藤篤教授のＨＰを閲覧しまして

も「発達障害」というキーワードは，あ

ま')見当たI)ませんでしたので，子育て

支援のテーマが'11応しいかと｡第６ＯＩＩ|小

IEI医学識lliZは，９１]２１１１（Ｕに決定し

ました。講師の内，京都大学iＰＳ細胞研

究所冨Ｉ所長中畑龍俊教授の内諾は得まし

た。二人Ｈ溝師候補として，Ｉ齊帯、移

植・肝移植・スポーツ外傷のFW1家が挙

げられています。

（藤Ⅱ1）後は，教育委員会一任という形で

お願いします。（承認）

５）編集委員会（森111理ﾘﾖﾄﾞ）

お忙しい'１１の会報第59号春号に，先生方

の執筆あＩ）がとうございました。本１１割り

付けを致しまして，５）]中にはお)扉|けした

いと,'11Aっています｡（承認）

6）勤務医委幽会（三舛fll1虫）

Ｉｉ１１１|からの，迫)Ⅱ|の報告事項は御座いま

せんｂかなり遅れていたのですが，５Ｈ２５

日のＨ本小I,'d科学会-兵庫県地力会で，前|Ⅱ｜

実施しましたアンケート結果を報告いただ

く予定です〔］（承認）

7）救急対策委員会（１１野理二編）（別紙）

３月2111に第981Ⅱ|小1,1Ｊ救急対策委員会を

開催しました。

小児科学会地方会・Ｉ|本小児科医会総会

セミナーで，2011年深夜帯の受診動Ihjのま

とめをＭ：委員踵に発表いただきます□深

夜帯の受入歴|域・発生圏域との関係の〕ｌそを

示しました。受入体制が整っています例え

ばULi播磨地域では，多くの発生がみられま

す｢,後送,惑者数については，各地域ほぼ''1

程度の傾向があ|ります｡2008ｲＩｉ調行との比

講師は，神戸大学発達科学部人間発達環

境学研究科，発達支援コース伊藤篤教

授に決定し，内諾を得ています。先生は

放課後児童の健全育成｣事業に造詣が深

く，新ひょうご子ども未来プラン推進協

議会委員，神戸Tlj他阪ﾈ''１ｍ各巾の社会教

育や児竜青少年行成の委員をされていま

す。講演内容については，委員会内で

は，①核家族社会における子育て支援の

あり方，貧困との関係について②学童保

育と発達障害児との関連などについての

希望が挙げられましたが，川事の先生ノブ

のご希望をあらためて伺いたいと''1Aいま

す。

(横111）①の方が判Ｉ)易いかと。②は，ど

ういうことでしょうか？

(旧'１１）学童保育の先生｢１体が，発達障害

児をよくI里解されていないI11llmiがあるか

と思います。

(横Ⅱ|）学童保育で，発達障需児をどうみ

るかということでしょうか？

(二上屋）学童保育の指導者は，どういう盗

格の方が当たっておられるのですか？

(｢日中）資格はないかと思います。

(熊谷）資格は不要だが，元教ＩＩＩｊであった

り，ボランティアであった')するかと)と（

います。

('１１中）民生委員であったり……。

(土屋）その方たちへの研修の機会という

のは，あま')ないのでしょうねＵ学童CＩＬ
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１校でも人きな変化は，あI)ませんでしたハ

ネ''１戸圏域の受入,患者数ですが，神Ｔｉｆども

初期急病センター設立の影響で全体数は，

輔えています。実際の発表の際には，地図

上にプロットして，１１J祝化して発表してい

ただく予定ですに，１）１．２）１，１己lllif急病セ

ンターの受診背が減っているが，苫段の

「かかりつけ|矢」の指導の成果と，患者さ

んの急病センター受診の傾向が変化してい

ることによると，現時点で分析される。

（承認）

8）ホームページ委員会（多水エルＩＤ（別紙）

渡辺理事退席されましたので，代1111報f'ｆ

致します。開催予定の３月２日に委且踵が

健康上の班由（現在はご快復）で，欠席と

な')ましたが，｛iilとか準備を整えてＭ１樅致

しました。

一般向けホームベージで，「ごあいさ

つ｣，「小１，１Ｊ保健」の箇所で，原稿がアップ

されていない状態が判明し，不具合のあっ

た原稿をＩ－Ｉｊ:度捉出依１項する等して対応予定。

（筒井）高田委旦長からの原稿に文字化け

等あり，再度依頼しました。

（多木）毎年，ＨＰへのアクセスの分析を

行っていますが，１年間でページビュー

数45,687件でした，今１，，アクセスする

デバイス毎の分析も出来ていまして，や

はり時代で，スマートフォンがトップに

蹄Ｉ)出ています。こういう状況を鑑み，

各デバイスに合った，ページデザインを

考えていく必袈があ1)ますが，それには

予算が要ることで，今すぐ対応するかは

別にしまして，今後の検討課題であるか

と考えます。レスポンシティブＷｅｂデ

ザインの見積りを一応出していただきま

すけ)資料に，chiku-MLのメンバー表が

あI)ますが，実は，このメンバーが地区

小'''６科医会の会長とは限っていません。

そうしますと，先'１，予防接穂に閏する

アンケートを取っていただいた際に，ス

ムースに返事が来ない状態が発川Ｌまし

た。今までのメンバーは，桝え世きで，

例えば神戸市の場合は，二宮理事に入っ

ていただくことで，会長が対応すべきこ

とに1宜ぐに返信いただけるという形にな

’)ますので，対応いただける地区は，］l［

し〈お願いします。（承認）

９）１ム報祁（河盛理事）

２Ⅱ’３HにＦＡＸニュースを発信しま

した。３Ⅱ配信時に，サーバリックスワク

チンの重大な雨|I反応発生のニュースが流ｵし

ましたので，朝Ⅱ新聞記事を転減致しまし

た。実際は，色々と問題を含んでいる症例

で，一度Rill反応としては，却~卜された経緯

もあ|ります□当初，「割|)算が出来なくなっ

た｡」という訴えは，なかったようです。－

ノブで，ガーダシルのＡＤＥＭ？も報告されて

いるようです。

（筒ｊ'二）このような報告がある''１，定期接

祁化は｢川題ないのでしょうか？（承認）

１０）経玉Ⅲ部（辰己]１１１事）（資料）

現時点で，支ｌＩＩの決算は完了しておりま

せん各委員会関連で，支Ⅱ|報告が完了し

ていません。ｊTl急に，穴し〈お願いしま

す。収入では，年度会費の徴収はかな|)上

がっていますし，会報の広片費が｣Lがって

おり，収入額は，ほぼ予算に近い形となっ

ています□来ＩＦ度の予算も作成したいと)と（

いますので，ｌｌＩ来るだけ早く，２４年度の会

計報告を二|「務l｢iにご提出ください｡（承認）

11）総務部（藤１１１副会長）

①[１本保育園保健協議会平成25年度全'五1研

修会・広島（５月1911）参力Ⅱ案|ﾉｿﾞ

②'１本小ﾘJ科|宝会次期予備代議員

松浦flu事に決定。（承FiH）

③小ﾘ｡救急医学セミナー
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共催申し込みを受け入れ，共催金１０万

｜リを拠,'Ｕする｡（承認）

④大阪開催総会フォーラムポスターセッ

ション

感染姉対策委員会

古田元胴委員陸

「兵庫県における行政措置予防接種の現

状について」

救急対策委員会

上谷良↑丁委ji長

「兵庫県下の深夜帝の/in昔動向につい

て」

をご発表いただきます｡（承認）

⑤ラジオ関1Li「みんなの健康机談」

「夜尿症について」オ１１談背は，前|Ⅱ|と

同じ方で，成長に伴い新たな１１|]題が発１１ニ

したということで，今|Ⅱ|も前Ⅱ']に引き続

き服部理事にお願いします。（承認）

⑥|｣本小児科社会保険委員会からの「予防

接種地力lF1i合体負担分に関するアンケー

ト」の件

兵庫県下41ｲ丁政管1111区分で，全て｢j己

負担なしということでした。付情意兄と

して，二宮理事からの「定期予防接種の

実施主体は行政であＩ)，ワクチンの確保

ならびに価格交渉は，行政の責務である

と考・えられます｡」是非，全ｌＥｌ－律の接

種委託料，ワクチンの現物支給を国に訴

えていただけたらと考えますＪコメン

トを添えました。

⑦「福島の被災地・避難区域の子どもたち

および｢j主的避難の子どもたちへの任意

予防接種（ロタワクチン）助成事業」実

施期間延長のお知らせ□平成25年６)]３０

ｐまで｡

③l｣本小児科医会会長諮Hl]委員会「予防接

種リスクマネジメント委員会」よりの報

告。「リスク対策マニュアル」を26年度

松を日途に捉供]企定。

⑨妊娠初期の風しん抗体検査をＥＩＡ法（ＨＩ

ｉ去に代えて）で行う場合の取扱いに閏す

る広報換算フローを含めての提示。

（安部）ＳＲＬに|NLI|い合わせますと，Ｈ１で

も当分対応可能なH1･一方，ＥＩＡは，デ

ンカノM1f製のみだそうです。

⑩lﾉﾇﾉ|ﾐ労働省からの広域予防接種対応につ

いての調査依頼

渡辺理事が対応。（承認）

⑪「先天性風しん症候群の発生予防等を含

む風しＭＩＩ一策の－１言の徹底について」の

－部改]Ｅについて（１１本医師会）

⑫第３l11ilハイリスク児フォローアップl川究

会（会頭：高Ｉｆｌﾔ｢教授）

６／８（ｔ）

於神戸大学医学部神緑会蝕

６／９（日）

於神戸大学医学部会館シスメックス

ホールの案内

（横lll）ＦＡＸニュース掲載ならびに申込

苔も含め兵庫UrL小I,'J科医会ＨＰへアップ

をお願いします｡

（藤l]1）ＦＡＸニュースで，大阪開催総会

フォーラムも参り11呼び掛けをお願いしま

す。（承認）

７．その他

（iiil盛）デング熱症例（シンガポール在住

の小ﾘｊ：２１１前から39℃の発熱あるも，

強リ|に帰但〈'＠金曜Ⅱの夜，関空の検疫所

で詰めていた雁Hiljが「了どもの採､lは出

来ない｡」とのﾌﾞLPにてすＩ〕抜ける。｜|峰

’1にＨＡＴ神戸受診にて，採血結果で，

イ｢１ともないだろうとの説|ﾘIを受け，翌日

も解熱せず当院受診。採1ｍで，wBC2400

で，血小板も１２万位しかない結果でし

た。非常に怪しいということで，中央市

民ｿ両院感染症科〆春l]|先生に診ていただ
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と思います。これにつきましては，後ほどご

検討宜しくお願いします。それから，’１１１３０

１」（１）の記念式』|↓でございますが，特別講

演の識illliに，元オーストリア大使のlfl11映りｊ

様から，快諾のお返1ｷﾞをいただきました。あ

と，来賓の？雫とか，記念行事をどうするかと

か’色々準備することが１尺１１１あるんでござい

ますが，特に総務の先生方は，大変かと」i1Aい

ますが，宜しくお願い致します。

成人の風疹が全１K|的に，流行してお|)まし

て，兵庫!」Aでもかなりの力が，感染している

ようです。東京が一番多くて，大阪が２番，

兵庫！[Lは３番[|くらいでしょうか？

ＭＬでも，お知らせしました通り，４）Iの

中ｲﾘに，本会がU,しの医師会，リ,Lの産婦人科学

会と連名で，リ,Lill1郛宛の公?'i助成の要望=i'卜を

提出しました。そのLI1斐もあってか（と信じ

たいのですが)，６ⅡからﾘiLが2,5001]１，iljIl1J

が2,5001りまで，補助することが決りました。

補助対象昔とか，補助額がまだ不十分な1ｍが

ありますが，ひとまずは，評'111iしてよいので

はないかと思っています。これも渡辺理]伽を

はじめまして，先【|三方の働きかけの'|｣斐が

あったからかと,liLAいます。ありがとうござい

ました。ちなみに私が属するⅢ]ｲ丁市では，風

疹あるいはＭＲ１ｉｌｌＬｆＴワクチンを，６月１１１よ

り全額補助ということが決定しています。一

昨Ⅱですが，ＦＡＸが来ていました。６）}は償

還払いで，７）lからは，現物給付でやるとい

うことです。各医療機関で，来年３月３１１－|ま

で，実施するということで対象行は県と''1じ

です。少し驚いていますが，恐い話ではあり

ませんので。

（ｌｕ１ｌ１）南あわじ市では，対象者を拡大し

て，リ)性は，２３歳以上50歳未満全員となっ

ています。４）］ｌ｝1に遡って，補助を実施

します。遡っても実数は，それほどではな

いかと思われます。

きますと，デング熱と診断されました。

既に解熱していて，結果的にはそのまま

ｈi}国しましたが，新型インフルエンザも

簡単に入ってくるような状況です。ご報

IITまで。 《多水》

【第２回】

日時：平成25flﾐ６）１６日

２F後２時30分～午後５時00分

会場：兵庫以医Illi会館６Ｆ会議室

HIliii『荷：板lIl会憧，ネ''１尾字i誉会暹，’71-町，藤

Ｉロ，熊谷，江原各副会長，河醗，二

宮，森111，松浦，筒)'二，渡辺，辰Ｕ，

Ⅱ野，’''''１，多木，安部，谷’１各理

事，森岡特定理事，前ＩＤ，播磨各監

事，士雌瀧艮，Ｍ柵Ｉ議長

TTI会：藤田副会長

１．会長挨拶（３．日本小児科医会ニュース）

今ｲｌｉは，例ｲ｢よりも大分lil〈梅雨入りを迎

えましたが，それ以降しばらくいい天気が続

きまして，蒸し暑さを感じませんで，また今

年の５１１は，普かつたり，寒かったりで，寒

暖の差が大きく，平均すると19.8℃で，ほぼ

平年Iitみということらしいですが……。Ｉｉ１Ｉか

色々，気１１１１表を凡ていますと，寒い年なんか

ですと，平均１５℃とか，暑い年は，２２℃と

か，平均では19.7℃ということで，結jlL1zｲ1三

並みなんですが，これから夏場はどうなるの

７Ｍ今年は，題ﾉﾉ供給のことがあま')話題に

な')ませんので，多分大丈夫なのかと)iMいま

すが。原発の'''１題も色々とありますけれど，

少しⅡ侯元過ぎた感じになっています。これか

ら，どうなるのか気にはなるところでござい

ます。ともあれ〆先生方は，忙しい''１を，理

蛎会にご上Ⅱ席いただきありがとうございます。

本||の大きな議迦は，，先ず，総会の１１１意か
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（会長）今後ともこういう活動を，どんどん

やっていきたいと思っています。５）１２５

［１，地方会では，勤務医委員会の先生ﾌﾞﾌ，

救急医療委員会の先生方ご発表ありがとう

ございました,両演題とも，非常に軍要な

テーマであＩ)まして，フロアーの関心も高

かったように思っております□今後とも，

先生方の英知をいただきまして，少しでも

よい方向にもっていけたらと思っています

ので，宜しくお願いします。

昨｢1は，「1本医師会の社会保険診療報iilll検

討委員会がありまして，－Ⅱ休診して，上京

して参りました。毎仙|ﾒＬ－ｐかけて行き，

色々と勉強させていただきます．３時間稚

（小委員会１時間，本委員会２時間）委員会

がありますが，その'二'１の報fLrで，５）129[|に

開催されました社会保険審議会医療保険部会

というものがありまして，その中からの報告

ですが，詳しく述べる時間がありませんの

で，この情報は，ネットにありますので，興

味ある先とに力は，ご覧いただきたいと,Ｍ１いま

す｡要するに医療保険で賄える内容の変化と

か，あるいは医療機関における入院医療と

か，外来医療の役割分担のイメージが，従来

とずいぶん変わってきているという，これか

ら変わるということです。診療所でいえば，

これまでは外米が主でしたが，－部有床診療

所と在宅医療という構図でしたが，将来的に

は，病院はほとんど一般外来診療はしない，

特殊な疾,患だけ扱い，一般診療には実施すれ

ばむしろペナルティということではありませ

んが，しない力向にするということであＩ)ま

す。診療所の方も外来診療とともに訪問診療

とかを，積極的にする。介護とも連携して，

訪問介護を拡充していくということです。介

護センターの大きなところ，５人以上のとこ

ろをどんどん補助していく形です。かかりつ

け医機能を拡充するということです。医療保

険そのもので賄える医療というものも，当然

制限されてくるということです。そのような

流れの中で，我々小児科医は，非常に小さな

′]､舟が，と゛ういう流れの''二'に組み込まれるか

ということは，非常にしっかり見極めねばな

らないことかと思います。このあたりにも，

後で少し述べますが，熊谷先生にも説明をお

願いしたいのですが，「地域小児科総合医」と

いうような問題が絡んでくるのであります

が，これからは色々と，大変だなあというこ

とを思いました。

それから，もう一つ，墹税と社会保障のこ

とであＩ)ますが，これは先程お配I)した資料

（２５諺0506）にありますように，消費税を

５％lこげますと，社会保障に2.7兆l'］（１％）

程度が充てられ，その内ｆども・子育て支援

の充実に0.7兆|Ⅱ程度，医療・介護の充実に1.6

兆円弱稗度，年金制度の改善に0.6兆|Ｉ程度と

いう形にな')ますが，実際は，3.8兆円程度必

要ですので，医療・介護分野では，平均在院

’1数の超短縮化や，外来受診の過lK化等で，

0.7兆円程度の削減を必要とします｡このよう

に，医療で賄われる部分に制限が生じ，真綿

でどんどん首を締め付けられる了ﾉﾌﾞ向となって

いるのではないかと思わされますＱ

今週のここ'１刺」・’－１暇'１に第231'］|｣本小児科

医会総会フォーラムが開催されます。土曜Ｆ１

には，代議且会・委員会等が開催されますの

で，代議員・委員の先生方，大変ですが出席

の杼宜しくお願いします。ポスターセッショ

ンには，救急医療委員会・感染症対策委貝会

宜しくお願いしますｕ

鹸初に申しましたが，総会もありますの

で，それに関する検討等，多くの議題があろ

うかと思います｡Ｔ[し<お願いします。以上

です。

２．名誉会長挨拶（神尾）

出生数に関しまして，３０歳代は，何とか冊
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ことです｢〕そのようなことからも「地域小児

科総合医」の認定制度が考えられていること

でございます。「地域小児科総合腱」に関する

検討する会議が３呰協にあI)ますし，１１ｲﾐ小

｣,U科医会の''１にも，「地域小児科総合医検討委

員会」があＩ)ます。そちらには，当|矢会熊芥

副会艮が１１}ておられるのであ1)ますが，もう

一つ'1イエプライマリーケア連合学会との合|司

委旦会でも検討会があったということです。

（３）12311）総合診療専ｌ１ｉ医は，１９番l-IのLlj〔

''１Ⅱ王として，認定新設されることが決ってい

るということです。対象患肴は，全年齢で，

内科学・小児科学・救急医学等を学ぶという

ことです。新しい専門医制度は，2017年から

の後期研修から始まるということです。その

ために，第三者機関が認めたプログラムを作

成する必要があるということです。’１本プラ

イマリーケア連合学会がすでにｲｶﾞ|修プログラ

ムを作成しているということでございます。

その業では，３年間の研修の内，小ﾘj科は，

初年度の３力１１のみということです。３ヵ）］

の研修で，小児科の専門医に成れるのかとい

う'111越があります。小1,tlの部分については，

その他，乳幼児健診・予防接穂・時Ｉｌｉｌ外初1ﾘ］

救急・学校医の部分で，地域医療に関わると

いうことを学んでいるということがいわれて

います。３打脇はどのようなスタンスかと11］

しますと，これまでは小児科医会が提'１||して

いる少しわかりにくい「地域小ﾘJ科総合|差」

というものにｉlして，小児科学会も歩調を合

わせるというスタンスだったのですが，ここ

にきて，１１ﾉＭ､児科学会の方は，よくわから

ないのですが，小児医療を強調するため，地

域の総合['9'|､ﾘﾙﾐ療を目指す，「地域総合小児

科医」とするということです。小ﾘd科|ﾀﾐ公の

力は，小ｿJの総合診療医であることを強｢ｉ,’

し，「地域小１，Ｗ}総合医」とする考えであると

いうことです。この辺り，よくわからないで

産しているが2()歳代のlIlzk数が減少してお

｜)，介計特殊川生率はわずかにプラスに転じ

る傾lh]はあるものの子ども人’１の低下は歯Iこ

めが効いていない印象です。子どもの病気

は，ワクチンでどんどん減少し，小児科医と

しては，病気で丁どもたちをi診て食べていく

ことは，益々困難になる'三'１象です。予防接種

やって，健康診断して……という形でしょう

か。これから，小ﾘﾑ科医になろうとする浩い

先/'三万に希望を持たせるような何かを考えな

いといけないとは」,LAうのですが……。気にな

るところです。

3．日本小児科医会ニュース（追加・会長）

４）12811に]H熈会が開催されました。会長

挨拶で，松平会長は，「'ﾄﾘJ保健法は，名称を

成育基本法に変更することが決った。’1灰の

liil産期乳幼I,ＭＩＬ健検討委且会において決った

ということです。７１１３１１に|)'11#1の委員会

で，成育基本法の基本fIl1念の｣し体的ｌｌ容につ

いてⅡ孟式に取1)まとめて，｜|医の〕HI1J1工会に諮

るということです｡」とコメントされました。

各地区で，成行基本法推進の集いの会が開催

されましたが，大阪で開催されます総会

フォーラムの際にも|)Ｍ１様される予定で，それ

に｢r'１けたパンフレットが作成されています。

坐Li[１，是非ご出席|くさいⅡ

地域小1,'J科医の総谷底のllIlIlLL1ですが，松下

先生も非常に気にかけておられます．Ⅱ本専

｜]']医制評価認定機榊が基本fr1域のVjllI化ことし

て，「総合診療科」を認めたということです。

その事に関し，会握は非常に危機感を持って

いるということです。このIljll度の導入と'１１時

に，体制やilill度が変わってしまうのではない

かということです。共体的には，フリーアク

セスの制限とか，保険診療での補償内容の縮

小とか，民lli保険の導入とか，「Illll刑業制の

崩壊，診療報WIlの包括，人頭払い，このあた

りのことになってしまうのではないかという
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すね。熊谷先生，後稚追力'1を宜しくお願いし

ます。この前も委員会あったのですね？小児

科学会の方は，あくまでも専門医の中の－つ

として，「地域小児科総合医」でもないのです

か？

（熊谷）でもないですね。

（会長）その辺，混沌とした状態ですが，あ

る意味では非常に重要な我々にとって課題

でありますし，まあ何とかいいところに落

ち着いてもらいたいと思っているところで

ございます。前回のfLl1事会での大きな話題

というのは，それ位でした．以｣二です。

（熊谷）追加は，とくにありません。板Ⅱ|会

長，私より理解していただいています。小

’''2科学会は何年か前から，総合小児医療検

討委員会で検討してきており，小児科医会

とは，元々の出発点が少し違うというとこ

ろがありまして，私は，どちらでもいいと

，'と(っていますが，各当事者にとっては大訓Ｊ

な事らしいということと，小児科学会が，

会及もいわれましたように，当初，「総合小

児科医」というのを，小児科専''１]医を1lxっ

たあとの２階建て部分，「小児'晋|臓専'''１灰」

とか「小ﾘ｡循環器専門医」と同列に，認め

てもらおうとしていましたが，国の節三者

機柿は，それを認めないという形になって

います。小児科なら，「小児科専'''１|歪」しか

認めない形になっています。現在，小児科

の['１での「専門医」を認めるかたちで，動

き出しています。小児科学会の方は，三尺十

嵐会長は，広島市での学会で，「小児科医は

総合医であるＪという説|ﾘ]をされたので，

それで元にでんぐり返ってしまって，「小児

科総合医」と「小児科専|]']医」は，同じも

のであるかのような発言をされています。

（真意は不明です｡）従いまして，「地域小

児科総合医」というのを，専''１]医とする位

置付けは，国の機橘としては当初から無理

であるし，小児科学会の''１でもむずかしい

という段階です。－力で，別枠で，内科医

を中心とした「プライマリーケア学会」

が，子どもを診ようという動きがあＩ)ま

す。地域性もあると思うのですね。地方に

行きますと，小児科|歪がいないところで，

予防接種を誰が打つのかという問題があり

ます。３歳以上といっていますが，予防接

種もする，健診もするというプログラムを

出してきています。その専門医は，全国で

300字,稚しかいません。会員は何千人です

が。その300人の団体が，国を動かせるかど

うかということです。内科学会は，認定専

|ⅡＩ医がありますが，あまり賛成していませ

ん。反対しています。我々も，３カ月で小

児科を診られる訳がないというスタンスで

す。「プライマリーケア学会」から，プログ

ラム作成に小児科医に協力して欲しい，小

児科専'''１医に人って欲しいとの申し入れが

ありますが，それはお|WTI）しましょうとい

う形です。３ヵ)1のプランでは，それに同

調することはできないとしています。「プラ

イマリーケア学会」としては，自信満々

で，国のお墨付きをもらっているような格

好で，「今入っておかないと，後から入れて

くれといってＭ１1111ですよ（まるでＴＰＰの

ように)Ｊとの進言です。それは，少し違

うかなと思われます。その点では，３者協

は一致しています。国の制度の｢'１でilW「せ

が必要なのと，３者協と「プライマリーケ

ア学会」とのⅡ１１で柵合せが必要ということ

です。３荷協の'二'１でも，調整が必要である

というのが現段階です。ひょっとしたら，

小児科医会の'1]でも，まだ意見が分かれて

いるということがあIります。６／９（|]）リリ］

711fから，：委員会があって，外来小)'d科学

会からも協ﾉ]を得まして，藤田先生も出ｌＴＩｉＩ「

いただけるのですね？
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療に関する捉喬のパブリックコメント募

集について（締め切り）

２．学会雑誌から

１３．３月ザ（Vol・'17,Ｎｏ３）

.【論策】ＮＩＣＵの後ﾉﾌﾞ支援一療育セン

ターの新たな役割：重症心身障客児入所

施設のｉｉ１ｉ動から，新生ﾘﾑ・小児|差療の基

’幹施設や療育施設との協働・連携システ

ムが重i要となる。

・InjuryAlert（慨害注意速報）

Ｎｏ３８

キックスクーターによる顔1(li外傷．

Ｎｏ３９

ストロー付きコップによる’１蓋の利剣

１３．４Ⅱ号（VoLll7，Ｎｏ４）

.【論策】新臨床研修制度は病院'Ｍ１科医

の偏在を助長したのか－都道府U,L別の検

討一：小ﾘ凸人'１に対する病院小ﾘJ科医師

数の都道府ｕ,ＬｉＩｌの格叢が進行したとは言

えなかったⅡ

１３．５１lザ（VoLll7，Ｎｏ５）

・第''７１１１１１１本小児科学会学術集会（第１

報）（2014.4.11（金）～1３（[1））

名古園玉|際会議場（会頭：駒'１１芙弘三重

大学小児科学教授）

．【論策】テオフイリン“ih1l故知新”：近

年では神経細胞に対する保護作111や樹状

細胞機能の抑制効果が判|｝]し，短''１期的

管fll1薬としての可能性が再評価されてい

る。

・InjuryAlert（傷害注意速報）

Ｎｏ４０

ウイルス除去と称されている製,1,1,によ

るlＭｆ

５．協議事項

１）平成２５年度定時総会・講演会の件（別

紙）

Ｌ定時総会

（藤''１）はい。

（熊行）委員会の内容は，追って報告致しま

す。

４．学会ニュース

資料お[1通しかと思いますので，服部IllL事

からの盗料紹介に十Wめます。

【2013/6/６１]本'１，１，'J科学会ニュース】

1．学会ＨＰから；敢新情報，学会からの提

言・主張

1３．４．９

．ｆ寓頸がん征圧を｜|指す専'''1家会議「了

官頸がん予防ワクチン（ⅡＰワクチン）

週][接櫛の促進に関する考え方」につい

て

13.4.11

・インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）情報-諺ｌ１ｉｌ

立感染症研究所のホームページに

13.4.11

・インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）について

（l亭化労働省）：ｌｉｌｉ服l是供と協力依Ｉｊｒｉ

１３．４．１１

・予防接栖去改ｊｒについて（lIjIlLlﾐ労働f、：

①ヒブ，小児ＩＴＩ肺炎球菌，］こ↑:「頸がん予

防の３ワクチンの定期化，②結核及び'１

本脳炎の定期接種の対象者が拡大，③麻

しんの第３期・第４期の定1ﾘ1接櫛が終「

13.4.12

・ＩｌｚＭ､児科学会が推奨する予防接祁スケ

ジュールの更新

1３．４．１５

・選挙人名簿の確認について：代議jjの選

挙を８）I～１２月に実施し，代議11確定

後，理嚇選挙を実施

13.4.22

ujj〔'''1医のｲ『ﾐI)方に|月する検討会の報ｉＩｒ書

（厚生労働行）

13.5.14

・小ﾘJ期発ｿiiZ疾`懇を有する患者の移ｲ]二期医
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［１時：７)｣６「１（上）１５：００～

会場：県IlJI皀師会節６階会議室

次第（案）検討

会長挨拶～日本小児科医会活動報告会長

(熊谷）前''１|総会で質ＩＨＩが出ました会jj推

移の報告が必要かと。

(藤１１１）複数年，ｌ]頭で報告とします。

（23年度～25年）森111f11噸，ご準備お願

いします。

(森111）資料に加えて準Ijilli致します。

(藤[(1)物故会員に関する件，ご検討下さ

い。

顧１１１]の先生につき，住所地での表示とす

ることが検討されたが，会員とは立場が

異なるので〆元の表記の皿り，職ｌｌＨとす

ることとした。

(藤Ⅱ1）委員会報告，特に||i題ございませ

んか？

(田中）感染症対策委員会の報IIrは，TIfIl1

委員長が報告します。

(藤11}）各委員会報告，一人３分程度で，

できるだけ早くご報卉お願いします。

－議案検討一（別紙）

(第ｌザ議案）案

(辰己）

収入

本年度会費

Ａ会fi250iWl￥20,000

￥5,000,000

Ｂ会員141詔、!￥6,000￥846,0()０

で，￥530,000の減

過年度会Ｉ？ご存知のように，督促を

今回はしっかI)とやっていただいた

ので，￥454,000の増となっていま

す。

４Ｊ業収入先1t方のご尽力で，会報広

告料が，￥777,000に上I)，￥677,000

の増となりました。

その他はγ大きく変わりませんで，

Ｙ10,334,887の決算額となり，￥600,748

のｉｉｳとなっています．

支出

本来，決算は，３）１３１１１が締'１と

なっていますが，会報57サの実際の支

払い期'1が，５ノルkllとなっています

ので，ずれをご承認いただきたく’１tLAい

ます。会計勝査も含めて宜しくお願い

します．

会議会合費総会費が比較的安く

なっていますので，予算額より￥

343,271減の￥456,729の決算となって

います。

n打業！'iも予算額より￥1,814,619減の

￥4,645,381の決算となっています。

事務１１は，結構ギリギリで，予算額

より￥60,925i成の￥949,075の決算で

す。

雑費は，￥200,0()0の予算額が，￥

117,765の減の￥82,235の決算となって

います。予備fIfと合わせまして，決算

薇1が￥6,133,400となりました：

今年度の繰越金は，￥4,201,467と

なっています。少し，繰越金が多いで

すが，今期は，努力で収入が増えてい

るということで。（過年度会費・会報

広('｢料の増額）（承認）

２秒議案）案(第21,j議案）案

(膿111）本||の資料としては，今ては揃っ

ていない状態ですので，各委旦会の次年

度の寝業高'1画を，riji-MLに兼急挙げて

いただき，ＭＬ－Ｌで承認いただく形を採

りたいとIiLAいますので，ご協力を宜しく

おlIiI1いします。１７務局1え松さん・iLrlllさ

ん述詔でご送信いただいた」zで，纏めた

物を一括審議したいと)11Aいます。

（承認）
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説務費昨年度，ギリギリでしたの

で，￥20,000アップしました。

総予算は，￥11,126,647と致しまし

た。以上です。

(藤１１１）質ＩＩＬ11.追加ございませんか？

(辰己）細[1の記載のある予算案で，会報

代No58No59となっていますのは，ＮＣ

６０．Ｎ061のⅡ|l違いです。ご訂１F下さい）

(熊谷）３０周年記念式典準備資金の額は，

理事会で決定したのでしたか？

(藤｢11）総務会でです。

(熊谷）そうしますと，事業計imiに30周年

記念事業を加える必要がありますね。

(会長）そうですね。１０番として，迫川Iが

必要です。

(江原）ホームページ委員会として，新年

度に予算請求したい'１J能性があＩ)ます。

現在，ＨＰをどんなデバイスから閲覧し

ていただいているかを分析しますと，約

４割位の力が，スマホから見ています。

塒に，ｉPhoneが多いのですが□そうしま

すと，１１１ｍの作り方が，見る側に応じて

変わっていくデザイン不法があります『）

レスポンシブルデザインといいますが，

そのような形が，業界では進んでいまし

て，現在４判の方がスマホから閲覧して

いるということですと，対応しておいた

方がよいということで，実は，それに対

する見積もりを依頼しています。

(藤川）大体，どれ位かかるものですか？

(江原）３０～40万円程度は，かかるようで

す。

(藤|H）そんなに，かか1)ますか。

(江原）これからの時代ですから，必要か

と〕

(|Ⅱ中）見積も|)がH}た段階で，改めて理

事会に諮っていただいたら？

(藤|[|）予備費を充てることも出来ますし。

(第３サ議案）案

(辰己）変更なく，提案します｡

(第４サ議案）案

(辰己）予算案です。

収入

本年度会費７)]現在の会員数を元に

Ａ会員258詔＠￥20,000

￥5,160,000

Ｂ会員159詔仙￥6,000￥954,000

で，￥262,000のiiiとしています。

過年度会費昨年度のような成果は期

待できませんので，Ａ会員の未納者が

実は，８名程おられますが，￥50,000

の予算としています｡

事業収入￥700,000計上していますi〕

寄付金・雑収入は，変更あＩ）ませ

んし,繰越金総額￥4,201,467としまし

た｡

総予算は，￥11,126,467で，昨ｲ'三度

￥9,734,139より，￥1,392,3281脚額して

います。

支出

会議会合費変更ありません。

事業費会靴広Pfが1Wえた分，ページ

数も増えていますので，各号￥１００，０００

ずつ増額しています。委１１会?liiは，’11三

年度小児保健関連識がギリギリでした

ので，￥50,000期額し，選挙管珊劉連

費を今年度は，￥150,000計Ｌし，委貝

会関連費として￥200,000増額していま

す。

諸事業費では，３０周年記念式典準備

資金として￥300,000計lるし，一万で会

員名簿作成費（￥500,000）の計上があ

りません。諸事業費総計として￥

200,000の減額予算となりました。

結果，事業費として￥200,000の予算

１Ｗとなっています。
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（渡辺）６月の末に委員会があI)ます。iii

lIilにも，話はすでに出ていたのですが，

継続審議ということでしたので，次|Ⅱ|の

委員会での宜しく検討の結果で，お願い

します。

（藤田）事業計画に入れるか否かですが。

（会長）事業計Iliの中に，検討という程度

でも盛り込んでいただければ。

（藤田）財政的には，３０～40万｢']程度であ

れば，組み込み可能かと思います。

（会長）今のところ……。

（藤田）広告掲載宜しくお願いします。

（森111）５８号17社，５９号１０社と先生方の|」

添えが大きく影響しています。

（土屋）理事に拘らず，一般会員へも趣意

書を|妃って，ご協力いただいてもいいの

では？

（藤田）第２号議案につきましては，案を

来週中までに事務局平松さんあるいはTl「

川さん宛送信いただき，取Ｉ)まとめの

上，ＭＬ上で持ち回り群議としたいとﾉﾑ（

います。宜しくお願いします。

（横'11）本日欠席の先生方にも，その旨ご

通知お願いします。（承認）

Ⅱ一般演題（１６：００～１６：２０）

感染症対策委員会委員長

吉ｌＨ元嗣先生

「兵庫県における行政措置予防接種の現

状」

（熊谷）兵庫！Ｍ､)'a科医会感染症対策委員

会とした方がいいですね。

（会長）そうですね。

（河縣）小児科学会への)iTl山を考慮しての

プログラム表示が必要かと。

Ⅲ、講演会

ｌ）一般波題

２）特別講浪（１６：２０～１８：００）

「子育てひろばを核とした支援者の

ジヨイントワーキングによる子育て支

援」

イ''１戸大学大学院人間発達環境学

イリ|:究科教授伊藤篤先生

との表示が適当でしょうか？

(藤Ⅱ]）識l1iljヘの識演||寺''三}]の実際の依頼内

容を確認しておきます。懇親会は，表記

通り」と致します。司会を森111理事宜し

くお願いします。

(森川）承ﾀﾐ[|いたしました。（承認）

(藤ｌｌｌ）総会での事前質ＩＩＩｌ２件の検討に移

ります。一件については，ＫTl丁の予防接

種実施機関に関するローカルな質問で，

KTlj医師会．Ｋ小児科医会での折衝後，

]]曵式な質Ｉｌｌ１とするかの対応としたいと砦

えます。（→理事会翌'三1にKTljで調終

し，質ＩＩＷｆから質問取り下げの11]し出を

受け，今|Ⅱ|の事前質問の扱いから外すこ

ととriji-MLで承認された｡）,受付２は，

すぎもとポーン・クリニック（篠山Tlj）

杉本健郎先上|ﾐからの質問です。「兵庫ﾘＡ

の医療的ケア児の概数調査を。今，ロ本

小児神経学会で全国の医療的ケア児の実

態調杏（児の居住場所・医療圏）をして

います。兵庫県も是非この調査にご協力

下さい。介護保険法案の改正後２年'二|で

すが，研修や支援体制が進んでいませ

ん。宜しくお願いします。これにつきま

しては，会長が対応いただけますか？

（別紙）

(会'三を）具体的にどのように調査したらよ

ろしいのでしょうか？

(熊谷）依頼は，兵庫県に対してでしょう

か？医会に対してではないですね？

(会長）どのような働きかけをしたらいい

のかということになりますか？

(神尾）安部先生いかがでしょうか？

(安部）高I]]教授がお詳しいかと。
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（早野）この先生は，兵庫県で兵庫県小ｿｊ

科医会のことを指しておられるのでは？

（筒井）兵庫ＵＭ､児医療協議会が，ノテまさ

にされようとしていることと１１じことか

と。

（早野）そのように１１２'|杵すればよろしいの

では。

（会長）実際の質問場Uljでは，わかりやす

く質問されるのかも知れませんし

（承認）

２）兵庫U,L小｣,ＷⅡ差会設立30周年記念式典

（案）の件（別紙）

Ⅱ程式典ll1j301」（｣ｈｊｌ５：３０

祝宴〃１８：００

（１７：３０の記載もあり，要確認□）

場所ホテルオークラ神戸

会費２〃l'］

招待肴正しい氏名も含め，要?再確認。

式典司会藤11ｍ会長

開会の辞熊谷副会長

式辞横山会'て

来賓祝辞５名（要確認）

記念講演座長神尾名誉会長

講演「会報からみた兵庫県小児科医会３０

年」V野副会長

特別講演脈長末廣名誉会長

講演「激動の|司際情勢一今年のlnl顧と展

望」元オーストリア大使

川中映男氏

閉会の辞江原副会長

祝宴1丁]会森川理吝事

開宴の挨拶横ｕｌ会長

挨拶近畿地区会長1名

兵庫県小児科医会顧問

松尾雅文先生

祝電披露

乾杯兵l市県小児科医会顧問

’|'村肇先化

(u'''１）兵庫県は，災害がらみでかなり調

べているとは`liLAいますが〕

(会長）Iljil人|青報保護に関連して，そうい

う情報を公開しませんね。高１０教授が総

会に出席されれば，伺ってみます｡協同

して取り組みましょうという応答をした

いとはliLlいます。

(江原）この質llHの背景には，要するに医

療的ケアを必要とするお子さんが，結榊

遠方まで行っている現状があるかと魁い

ます。ＮＩＣＵあるいはｐＩＣＵから退院し

て，在宅に移行しても受診が大変だとい

うことがあるかと思います。当院でケア

している子どもも，何人かは阪人まで

行っています□どうしても遠方までｲﾃく

のは大変なので，おそらくこの小児ﾈ,,,経

学会は，医療圏ごとにまとめたいという

ことがあるかと思います｡たとえば，阪

神北医療'劃であれば,その'１１で宝塚Tb｢民

病院の先生が，主にケアして，特定保険

医療材料を提供したりであるとか，コン

トロールしていくような先ほどの１１本小

児科学会の３月号の【論策】にあります

ような基幹施設の考え方が背最にあっ

て，今後そういうことを進めていくにあ

たって，現状での各医療|登|毎の概数を

知っておきたいということかと`,i1Aいま

す。

(熊谷）そのために医会に何を求めている

のかということですが□

(江原）調沓に協力して欲しいということ

かと，たとえば，医会の会幽が，ご自分

で医療的ケアを必要とする児を，何名い

るかを例えばＬＩ１ｆ了していただくとか二そ

ういうものではあI)ませんか？

(会長）どのあた')までを求めておられる

のか，砿認したいと1,1Aいます。数だけな

のか？
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－アトラクション_

（神尾）正式な依軌があ1)ましたら，セミ

プロで船上の演奏もされているマリンバ

演奏をしていただける候袖があります｡

（ピアノ伴奏とともに）

閉宴の挨拶早野副会長

写真撮影は，集fT写真搬影はせず，会報

に掲載できるようなスナップ写兵撮影の計

画とする。（担当者一決定せず今後検討□）

表彰は，被表彰者も含めて未決定。（継続）

3）地区小児科医会連絡協議会の件

ｌＯｌ]121」（ｔ）１５：００

於兵庫県医師会館６Ｆ会議索

会議終「後懇親会

於ホテルオークラ神戸（桃花林）

な1)ますね。｜ﾘＥＩＩ｢Tb｢は，安いかと。

（illI鴨）接種料がワクチン代込になります

と，ﾘｰﾄﾞ業税（消費税）との絡みが出てき

ます。切り離した方が，よろしいかと『：

（藤田）医療機|均購人の地区は，どうしま

すか？アンケートには？

（熊谷）アンケートが込なのか，別なのか

ということになります、

（藤田）色々ご意兄ございましたが，ワク

チンに関する(''二と，あとは助成に関する

訓沓になろうかと，この辺にはしぼって

アンケートを考えたいと思います。総務

で練ってみたいと思いますので，宜しく

お願いします。（継続）

４）県下各市川に対する任意予防接種におけ

る公費助成のアンケート（別紙）

（田中）成人のＭＲワクチン助成は汀兵庫

UTLの事業ですので，今|｢Ｉのアンケートか

らは除外しました。値|(１１として，助成し

た場合は大抵行政措置されていて償還払

いとなっている場イヤは，行政措置してい

ない場合が多い形となっています。

（熊谷）昨年実施いたしました県下におけ

る↑丁政措置予防接櫛の現況調査を引き続

きき実施しますとありますが，実施した

分は各市１１１｢村にフィードバックしている

のでしょうか？

（ﾛ''１－１）フィードバックしていますコイ｣:政

ｌ１Ｕｒｌ丘していないとのIlll答が，２市''1Jで

あったかと思います。

（渡辺）神戸市は，行政lilIr置と|TTI様の補償

を別の予算立てで対応していますので，

現況も行政措世をしていない格好となっ

ています。

（'１１'|]）Ｈｉｂ・Illj炎球菌ワクチンに対し，

行政liUf置をされた際に他のワクチンも契

約内容に織り込めば，紙費としては変わ

らないので，お金持ちの市故に出来る事

(藤111）アンケート訓杏のテーマにつき，

案を挙げていただきたいと思います。半

年で終了しますが，成人のＭＲワクチン

助成の実態の調査はいかがでしょう。

(河盛）乳幼I,'てl医療制度の助成が，各地豚

で差が出てきていますので，その調査

は？

(LTL野）姫路市で問題になっています|可時

接種の料金については？今|Ⅱ|は，パスし

ましたが。

(熊谷）現状，Ｈｉｂと肺炎球1着は，安いで

すよ。来年は，ＨｉｂとI]ilI炎球菌は少し」を

げて，同'１０F接種の料金を下げるという方

針を行政は持っているかも知れません

ね｡

([U中）当地区では，Ｈｉｂと肺炎｣求閑は既

に変ﾘﾕ対応しています,」に混並）

(1,1盛）芦帷市も市が買い取って，三混等

と何様になっています．運動して，その

形になりましたｃ

(山中）去年の４Ｈから，変り[iを迫ってい

ました。

(横川）三混の料金ｎ体も地域によって異
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（疾病のため）

デテ木久夫先/lｉ（青木小ﾘ凸科）

（Ｈ25.5N末閉院）

高折膿ｆ先/'三（細原|天院）

lIllⅡ端子先L'三（やまだ小児科）

佐々木皓一先ﾉヒ（伊丹ilj）

死亡退会（Ｈ25.324ご逝去）

（承illD

６．報告事項

ｌ）社会保険委11会（二宮）（別紙）

Ｌ兵庫県乳幼児等・こども医療費助成事

業の各Tljl1lI実施予定について

こども医療費助成事業について，Llz成

２５年７月ｌロから，中学３年生までの通

院医療費を助成対象とし，人院医療を現

物化する。

兵庫U,+健康福祉部|茱療保険課資料

（41市町）

入院：nLl負担なし

（１歳未満～小学３年）－全ﾘ,L下

自己負担なし

（小学４年～中学３年）

-39/41市川

外来：nLlJ負担なし

（１歳未満～３歳未満）－全u,L下

自己負担なし

（４歳未満～就学前）

-35/4111jlllJ

nLL負担なし

（小学１年～小学３年）

-26/41111'１１１

，□負担なし

（小学４年～小学６年）

-21/41市l111

r1U員１１なし

（'|'学１年～中学３年）

-19/41｢lillll

２．「ヘリコバクター・ピロリ感染の診'W｢及

かと」LAいます。

（筒井）現i兄，Ｂ型肝炎のみがi(111償対象に

入っていないという事かと。

（１１１（１）今''11のアンケートの趣旨とは異な

｜)ますが，今後予防接穂のI11Hr乗|)入れ

が拡大していった際に，他の市'１１Jが実施

した予防接種にたいしてもカバーするの

かというｌＩＩＩ題があ|)ます、

（横Ⅱ|）平成23ｲF度以前に，行政}補'tを実

施している市lllTについても記入Ⅱ｣来る形

を採った力がよいかと。（担:11者も変

わっている場合もあるので,ｊ

（藤H|）文字の大きさも合わせていただい

て。

（'１１巾）来迎委員会がありまかので，品終

業を検討したいと思います｡

（藤田）こういった趣旨のアンケートを実

施することに賛F1いただけますか？

（承認）

5）第301'|兵庫県小児保健協会総会の後援依頼

の件（別紙）

（藤田）高''1哲教授からの依頼です。

ｌ｣時８１１３１１（上）１３：３０～１７：００

場所兵庫UiL医illli会飾

（横山）この会には，参加対象背として，

色々な職種のﾉﾌﾞが参加されますが医師が

比較的少ないので，是非ご参UⅡの枠を。

例年のｲr｣得で，後援に異論なし。

（ｌｌｌｌＩｊ）この会の案内は，辿るのでしょう

か？

（渡辺）会員になっておられましたら…。

（藤Ｈ１）ＨＰ・ファックスニュースで広報い

ただけたらと思います。

（lIIIll）ｉｉ１'lii演内容等も含めてお願いしま

す□（JZIk認）

６）人退会の件（別紙）

入会：小幡一夫先生（芦陣ilT）

退会：平ﾉト英先生（平)'二小児科）
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び治療に関する取扱いについて」の一部

改JEについて（平成25年２)]21L|付保医

発0221第31号）

ヘリコバクター・ピロリ感染の淌療に

用いる医薬品の効能・効来に「ヘリコバ

クター・ピロリ感染胃炎」が迫lﾉⅡされ，

対象者が拡大したことによる改正。

今までは傷病字,欄に確定診断された胃

潰瘍・十二指腸潰瘍の記載のみで認めら

れていたが，今llllの改正で「ヘリコバク

ター・ピロリ感染胃炎」が対象病名に迫

力１１されたことにより，その診'折手段のi氾

載が必要となりました。内視鏡および造

影，胃炎においては内視鏡となっていま

す。小児科の場合，内視鏡するのが|亜|難

だからということで，例えば，ヘリコバ

クター学会では，ガイドラインでは，内

視鏡検査は不可欠ではないとの記載があ

りますが，残念ながら保険上は認められ

ないということです。兵庫県社保委員会

の見解は，内視鏡検在なしでの算定は困

りｌＩｉということになっています。

(安倍）内視鏡の専ｌ１ｌｊ家からは，ヘリコバ

クター・ピロリ感染胃炎の内視鏡所見

は，非常に特徴があるようです。

（｣Tl野）洗状になるのが特徴的のようで

す。（承認）

感染症対策委員会（[[|に'－１）（別紙）

５月11日の委員会報告です。

Ｌ感染症の現況について

記載の通りです．

、インフルエンザはＢ型を'|]心にかなり

みられる。Ａ型もある。

２．協議事項

１．ヒトメタニューモウイルス感染症の

臨床像調査について

ｈＭＰＶが今年かなり流行しまして，

日野理事が地力会で発表されていま

す。具体的な臨床像がllIlめておりませ

んし，検在も可能にはなったものの，

保険適応が無い状態ですが，この機会

に感染の実態を調介して，保険適応拡

大への道につながればという思いもあ

り，光雄ﾌﾟﾉのところにすでに総会の案

内と|可封されて，八若委員作成の調査

趣意書が)｢||いているかと思います｡感

染症対策委員会委員，｜｣野IlH事にもご

協ﾉﾉいただければ100症例は集まるか

と,lと(っています。他の理事先と'三カＭ：

例がございましたら，ご連絡をお願い

します。入院症例は，少ないかと思い

ます。ＲＳ流行が終わった後，乳幼ﾘｊ

で判と高熱が続いて，鼻汁と咳がひど

いという旅例で今年は，高率に陽性に

出ました。また，調査結果が揃いまし

たら，追ってご報告いたします。

２．任意予防接種に対する公斐助成の推

進について

り了し下市川へのアンケート調脊原案

（T｣Ｗ１]作成）について検討した。対象

ワクチンにロタウイルスワクチンを追

加する．

３．’二|本小児科医会総会フオーラムポス

ターセッションのポスター（兵庫県下

における行政措置予防接種の現況につ

いて）１%〔案を配布し，委員会の認証を

得た。（承認）

3）小児保健委員会（筒井）

委員会報告辮項はありません。感染症対

策委員会と何様に，総会案内の'１｣に，保育

所における健康管Ill1状況についてのアン

ケート調査の依頼を|可封致しました。ご覧

になっていただけていると思いますが，そ

れぞれの関わっておられる保育所に依頼し

ていただいて出来るだけ多くのデータをlnl

収したいと思います。

２）
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阪神も増えているようですが，阪神圏域の

調査対象の施設が増えたことも関係してい

ます．後送あるいは人院の発生数というの

は，各圏域で出ているのですが，差がある

ようにみえますが，折れ線グラフをみます

と，人|]当たりにしますと，1％～２％で

それ程，｜劃域で軍;１曲忠者の発JLkは増lⅡ|はし

ていません。前期調査・今期調森も変化あ

りませんでした,｜国外受診率・'劃外入院率

ともに，両期でγ東播磨圏域・北播磨|劃域

で多いという結果でした。神戸圏域での分

析では，前期よりも受け入れ患者がinえて

いるのが，特に今期の深夜帯で神戸圏域が

増えているという結果が出ています。阪神

圏域・東播磨圏域からの受け入れが多い結

JILとなっています。前期では，神TT1l1ﾜ〔市

民病院が殆ど診ていましたが，今期では，

神戸こども初期急病センターとなっていま

して，初期の深夜帯に関しては，かなり代

拝している形となっており，機能分担はう

まくいったのではないかという分析です。

ほとんど|可じ内容で，週末の日本小児科医

会総会フォーラムでもポスター発表を予定

しています。今Lilのポスター作製費の請求

がＩがれぱ，支出いただけますでしょう

か？

今期の12月に[1本小児救急医学会の小児

救急セミナーの協賛を予定いただきました

が，小児科医会且向けの何か企両をという

ことを，この前の委員会で提案されまし

て，それに関しては，’'－１央巾氏病院の'''111

先/|ﾐから，今''１１の準備責任者の有吉先11ﾐに

依頼するということになっています。川来

れば救急医学会の先雄方と，当委員会委員

の２本立ての溝波会等の企mliが川来たらと

考えています’''1答待ちの案件ですに，会場

費につきましては，兵庫県医師会館全館｝''１

さえていて，余分に発ﾉﾋしない由です。識

４）教育委員会（安部）（別紙）

総会特別講演の識Hili伊藤篤教授からの|Ⅱ｜

客書を添付致しております。今Iilの演越名

は，「子育てひろばを核とした支援者のジヨ

イントワーキングによる子育て支援」と

なっています□座腫は，横'11会長宜しくお

l1i11Iいします。

第60FII小児|美学講座が，９)E12111(1)，

兵庫県|天Nili会館６階会議室で行います。iii〔

題名は未定ですが，講師として，京都大学

ｉＰＳ細胞研究iﾘT1ijill所長ｌｌ１畑龍俊先生と，〕Ｉ（

都府立医科大学１１蔵器応答探索|差学講座Mに教

授Ⅱ(il烏英|Ⅲ先生（小児外科・肝移植ごnji

rI1）にお願いしています。７）161-1の総会

前の委員会（１４：１０～）で，座長を決定し

ます。（承認）

５）編集委jli会（森川）

会報59サを先日おＩｉｌＩけさせていただきま

した。広告が先程申しましたように減りま

したので，先生方からも宜しくご依頼の稗

おねがいします。

６）勤務医委山会

報侍なし。

７）救急対策委員会（'１野）（別紙）

５Ⅱ１６ｐ第991111委員会が開催されまし

た。各圏域での救急`憩者の動向は，特に人

きな変化はなく，落ち着いていました。次

のページから，止芥委員長がまとめていた

だきました2011年度のU｢し下各|對域での小児

深夜帯の救急,幽者の動|ｲﾘの調査結果を地方

会で発表された際のＰＰＴ資料ですご;会場

でお聴きになっておられる先生方もあろう

かと思いますが，各圏域での深夜帯救急患

台ilこ↑の２本のカラムがあるのですが，左手が

今|川訓沓をした2011年，右の黒い力が，Iii

lljl発表しました2009年の，神戸こども初期

急病センター開設前のものです。今lIllの分

析で，神戸圏域での`患者蛸が目立ちますⅡ
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I11i謝礼についても，後援費があるのでいい

のではないかも含めて交渉'|'です。

（熊谷）折角共催の企１１１１iですから，よろし

いかと。還元していただくということ

で。

（会長）是非，その方lrIで進めて下さい。

（筒井）今の話は，有iIr先/lﾐから持ち込ま

れた話でしょうか？

（１Ｗ）違います。こちらからの提案で，

llllll先生が仲介いただく格好です｡

（熊谷）協賛依頼の際，協賛いただけるな

ら特別の企画を考えるというお話がそも

そもありました。医会の会11を集めるの

をどうするかというⅢl題はあ1)ますね。

（会長）先方と交渉をお進め「さい。

（藤H1）総務部の⑧第８１口1地域小ﾘJ救急令

ＩＥＩ協議会開催のためのアンケートｉｌ１ｌ盃の

件，お願いします｡

（|｣野）山'''担当fl1事からの'仔促のメール

をいただきまして，慌ててriji-MLに，

各地|えの情報提供を依頼しまして，それ

を纏めてロ本小児科医会に報告致しまし

た。その会議に出席させていただきま

す。（承認）

）ホームページ委員会（渡辺）

ました。（承認）

１０）経1'Ⅱ部（辰LL）

先程，報U｢済です。

11）総務部（藤Ⅱ|）

①予防接種後健康状況調杏実施機関選定の

件（兵庫u,Ⅱ矢lI1Ij会から）

ヒブワクチン実施機関

吉l1l元liiil光ノヒに依頼

小児1111i炎球1%iワクチン実施機関

Ⅱ|,|，､宏先/|ﾐに依り|項（/k認）

②「ロジーの食行劇塒＆ワイワイスマイル

コンサート」開催における後援依加の件

（別紙）

第一部朝ゴハンはたいせつ

第二部ワイワイスマイルコンサート

（会長）４)｝|＜中村堕顧Ⅱ|]よI)面接お竜話

いただき，１ｉ催はＫＩＮＤＡＫというとこ

ろで，ililll′|;協ﾉﾉがＮＨＫプラネット近畿

で，しっかりしたところということで，

大阪,|､ﾘJ科医会と兵庫U,L小児科医会に後

援をお願いしているということです○５

）1の総務会で|川題ないだろうということ

で，承認いたしております。riji-MLに

報告しました通I)です。５１１２１日に，ｉｌｌ〔

接私の診療所に未下ﾈﾉl』され，ポスターがⅡ｝

来たということで，非常に気合いが入っ

ておられます。Ａ２のポスターを３枚持

参され，阪ｲ'''1L〆の先生方にチラシの送

付許諾を依1111mされました。ポスタ－．無

料招待券もありますので，希望者はお[|’

しⅢ下さい。

③兵庫U,L医'1'|j会各ﾘ』〔'１１]分科会との懇談会の

件

６）11311（水）１４：００～

於兵ｌＩｌｉｕ,↓|クミ'''１１i会ｌＷｉ６Ｆ会議案

（藤Ｈ|）横''１会長，出席いただくことと

なっています。（承認）

④神戸新'111のからだのべ￣ジ［カルテのＱ

８）ホームページ委員会（渡辺）

委員会は，今L|は開かれてお|)ません。

行預予定等掲載しています。地|メルミ会ＭＬ

ですが，先１１，会lﾐから全U,（]くの細il介する

際に，実際の連絡担当昔以外に，地区医会

会長にも入っていただいた力がという提案

があり，殆どの地域で入っていただいてい

るのですが，）}波11｢のみあらゆるﾉﾉ法でご

連絡を試みていますが，現在交渉''１です。

｛1Ｉかあった際に，一斉に情報提供・収集が

できる体制を取りたいと琴えています。

（承認）

９）広報部（河盛）

ＦＡＸニュースの244号．245>｝を１１lid信致し
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③第３回地域小児救急全国協議会開催のた

めのアンケート洲在の件は，先税|]野m

Zlニドにご報告いただきました。

⑨'三１本小ｿa科医会近畿ブロック役員．会便

連絡会の件

（会長）５月111］に，近畿ブロックの副会

長・理事，府県の会長の連絡会を－度開

催したらという話が持ち｣こがりまして，

私が代表ということになってお,）まし

て，私発の案内が届きました。主旨は，

このたび，ノミ|仮で日本小児科医会総会

フォーラムがⅢｌ催されますということ

で，その進捗状|i兄と協力依頼力というこ

と，先職も||]しました成育基本法推進の

会がそのフォーラムで行われるので，合

わせて各府Urしの医会に協力をして欲しい

ということです。もう一点は，まだ公表

されていませんが，来年ですね，’三|本小

児科医会とＭﾐ教育セミナーが,0月５日に

奈良で行われます。東大寺文化センター

で，東大寺の中にすごい講堂が出来まし

て（400名収容１１J能)，そこをｗ)てのM1

催だそうです。奈良小児科医会主催とい

う事で，もちろんロ本小児科|王公との共

樅ですが，近畿地ｌｚの府県ということ

で，是非協力して欲しいということで

す。それら２点の開催の説明がありまし

た。あとは，協議事項としまして，その

他の話題としましては，代議員選出を各

地区でどのようにするかということでし

た。_兵庫県小児科|歪会としましては，

ファックスで公示しての対応をしていま

す。人数についても（兵庫県４名の規

定），はっきりしていないところもあ

り，代議員選出につき汎人数が少ないと

ころでも，ＬＩＺ,ではない方がよいのでは

という意見も''１，ました。今度の総会で，

そういう質問が出るかも判')ません。今

＆Ａ］について

［起立性調節障害］尼ll1if市

杉原川寿子先生

［点頭てんかん］兵庫県立西宮病院

安部治郎先1k

［頭ﾘｉｍイ'|'戸市立西市民病院

安烏英裕先生

にそれぞれ依頼し，快諾を得ています。

（承認）

⑤兵庫県医Iili会一般社団法人移行記念式｣|↓

出1W了の件

（会便）兵庫県医lLIili会と郡市区医l1ili会の一

般社団法人への移行を記念しての式UIIと

いうことで出席して参りました．「氾念講

減では，「地域医擁とＩT」と題して，東

京大学大学院情報環境学|｣｣本隆一-iIli教授

です。先生は，ＭＤで大阪医大をご卒業

されています。地域医療にもＩＴが必要

という主胃の講波でした。ＩＴをiilill]し

て，どんどん進めていかなければいけな

いということです。「[１本医師会の医療

政策について」ということで，日医の横

倉会長の講演があI)ました。講演会後，

懇親会がありました。

⑥犬野嘩名誉会長ご逝去の件

兵庫ｕＭ､児科医会として，弔爾を打電

し，供花を贈りました。

⑦第15回前19]子どもの,Ｍ1111絵の件

５月241]、251=|ｲ''１戸国際展示場におき

まして開催致しました。２１ｺ問合わせて

255名の方がご出ｌｉｌｉ'7いただきました。差

し入れのコーヒー代の支出をおliiHいして

おりましたが日本小児科医会の方で，既

に準備されていました。７月271｣、281」

には，後期の子どもの'Ｍ)}修会が|；llilliさ

れます。現在の処，３４０名の予定です

が，まだ余裕がございますので，ご参力|］

￣卜さい。
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後，毎年秋に，近畿ブロックの連絡協議

会がありますが，物事の進む流れが速い

ので，情報交換が必要なので，５）lくら

いに毎年こういう会を持ってもいいので

はとの意見がありました。今後も継続し

て実施したらということになりましたの

で，来年もまた開催されるかと)iL(いま

す。ちなみに参加されましたのは，近畿

ブロック各府県の会長，奈良は，前会長

の村_'二先と'三でした。l1ll事で竹内>Ｍ２，樅

’１｣，大阪は，小)||前会長，武知先/'三，木

野光上上，総務の卯西先生，藤行先上上，藤

岡光L'三出席で，北端苑で行われました。

⑩第９１Iil兵庫県小児医療協議会の件

（会長）地方会は，松尾先生から，飯島教

授に代わりました。今回出席者は，飯島

教授，総務の役割で北Ⅱ|先生，小ﾘj保健

協会は，高田教授と服部教授，｜玉会は筒

井ull事と横山が出席致しました。前回の

硴認と，今回の兵庫県の要望について

は，医会の力から予防接柾に関する要望

をしたのです（ロタウイルスワクチン，

Ｂ型肝炎ワクチン，水痘ワクチン，ムン

プスワクチン公費助成）が，要望は未だ

皿っておりませんので，今|Ⅱ|も引き続き

医会としましては，これを要望していこ

うという方針です。

（筒井）地方会としましては，大阪府が小

児在宅医療を熱心にされており，マニュ

アルも完成していますが，飯島教授が検

討されるようなことをいわれていまし

た。実態調査がなかなか懸案で進んでい

ませんが。

（会長）先程のことと重なる部分もあるの

ですが。

（筒井）兵庫県でもそういう枠組み作|)か

ら開始しないとスタート出来ないと,IiL(い

ますが…。この間の会では，そういう枠

組み作りの話はなかったです。

（会長）そういう基盤作りをしていこうと

いう話がありました。子ども事故予防に

ついては，理事会でも服部理事から報併

いただきましたが，そのことを協議会で

も発表されていました。前回の要望事項

に難llMjiのスクリーニングの件がありまし

た｡これもシステム作りをしていこうと

いうことではありますが，’'二'々進んでい

ないという奨態です。

（筒)'二）岡llI県では進んでいるという比較

ばかりの報併でした。兵庫県では実施し

ているところが４割程度ということで

す。耳鼻｣1111喉科側は，いつでも体制はⅡ」

来ているというものの実際はなかなか難

聴が発見されても，その後のフォローが

うまく行っていないようです。

（会艮）そのあたりもり|き続き要望してい

く形かと`liL(います。次回８月に開催され

ます。追って報告します。

7．その他

（藤H]）「|本小児科医会誌が送付されてい

ますので，未入会者に配布の上，間Ｍｊ下

さい。

（会腫・藤Ⅱ]）週末の人阪での日本小児科

医会総会フォーラム会場でお会いしま

しょう。先[|の北端苑の報告では，兵庫

県からの前登録者64名，懇親会参加予定

者18名となっています。

《多木》
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て少し硬い話かなと思っていたのですが，な

かなか実際的な話でｗ興味深い内容でした。

人ｌ１ｉ成少のモーメンタムという言葉が一年振

りに||}てきましたが，昨年そういう話を聞い

てお|)ましたので，解りやすかったように'と（

いました。=jこ育て支援具体的な方向というの

は，なかなか見え難いのでありますが('１Jか少

し輪郭が判ったかなあという気がします。す

ぐ忘れてしまわないように色々継続的に勉強

していかないといけないかと思った次第で

す。伊藤先生には，医会報の原稿もご快諾い

ただきまして，そのうちに),||<のではないか

と)し(います。

それから前後致しますが，６)]の１１本小児

科医会総会フォーラムおよび代議ti総会では

ごllI席いただきました先生ﾉﾉ，ありがとうご

ざいました。この会には，兵庫県の先生方，

多数ごＩｌＷｉＩｊいただき，総会の際に}|'し|こげま

したが，大阪府に次いで多い出席者数であっ

たということです。感染症対策委11会のＴｌ了[Ⅱ

委１１長ならびに救急対策委11会の｣二谷委ii長

には，ポスターセッションでのご発表ありが

とうございました。結構反響があったのでは

と1,1Aっております。今後とも毎年ｌ越ないし

２題はフォーラムで演題を11}すようにしてい

ただいたらと,IiLAいます。

参議院選挙が１丁われまして，結果は大力の

予想通りであＩ)ましたが，これから１１本がど

ういう〃向に|可いていくのか，あるいは[1本

医師会がどういう瓜にやっていくのか，羽牛

''1光1tは，６位と'1選と30万票にはlillきません

でしたが，堂々のlLi選だったかとﾉﾑ(います。

その票をバックに111尾がどのようにやってい

くのか，社会保障がどうなるのか，大変気に

なる処でございます。また来週水Ⅱ鵜１１には，

委li会があって[|医に出席しますので，その

辺りの話もあろうかとIiLAいます。しっかI)'１１］

いていきたいと)LAいます。

【第３回】

１１時：平成２５１１ﾐ８月1１１（木）

午後２時30分～４時40分

会場：兵庫県医師会節

ｌｌｌ席者：枇山会１２:，末贋，ネ''１尾名字,誉会長，１Ｔｌ・

野，藤''１，熊谷，江原各Fill会踵，ｉｉｌｌ

盛，二1ﾉﾄﾞ，森111，松浦，坂本，筒)'二，

渡辺，小阪，多木，三舛，安倍，谷|］

各理薑事，服部，森lilhl各特定理邪，前

Ⅱ|，播膳各監事，上屋議長，MfFill議

長

ｉｌ会：藤田副会長

１．会長挨拶（横山会長）

こんにちは。早々と梅|何が明け，長い1をい

夏の箸いⅡが続いてお|)ますが，先生ﾉﾉには

お変わりないことかと」と(います。本ロは岩い

中を理ﾘﾄﾞ会にごｌｌＩ席いただきありがとうござ

います。蒸し衿い感じで，一雨あるかも知れ

ません。

７１１６日の総会では上僅議長をはじめ先生

方にはお疲れ様でした。お蔭様で無事終える

ことができました。杉フト先生からの質Ⅱ'１にあ

りましたように，兵庫UiLの医療的ケアを受け

ているjこどもたちの実態調査を，兵庫UiL,1J,且

科医会で協力して欲しいということであＩ)ま

したが，これは非常に大切なことであＩ)まし

て，兵庫県の三者協でも検討しているのであ

りますが，一つの壁としてあるのが，伽１人情

報のＩＨＩ題があI)まして，私が返答しましたよ

うに汀兵庫県にも取Ｉ)iillんでいただきたいと

いう半で，後朧資料.をお示ししますが，工者

協の兵庫UILへの要望書:の中に梱ってお')，本

年提出予定です。その内容は，先ljriji-ML

でlllj魔していただいた１Ｍですが，今後も，

その内容につきご相談し，ご意),Lを伺うこと

もあＩ)ますが，Ｔ[し〈お願いします。

伊藤教授による特別講演は，樋題名からし
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本日は，３０周年の記念式典の件，１Ｍに地

｜×別懇談会があり，１１月には，近畿ブロック

述絡協議会とか，あるいは1211には小１，U救急

フォーラムも開催されます。堀業がＨ白ｊｌｌＩし

でありまして，先生ﾉﾉにご協ﾉ）いただくこと

が沢ulあろうかと思います。宜しくお願いし

たいと,IIL(います。筒iiiですが以上です。

2．日本小児科医会ニュース（横山会長）

６月８１１に，総会iiiに第２１lmlの11Ｍ手会が|Ｍ１

樅されていますが，将に大きな議|辺はあ')ま

せんでした。総会には，本医会から４jFiのFill

会長の先生方}11席いただきましてあI)がとう

ございました。代議11の征1ﾘlとして，今ｲ'三

は，いわゆる表の年にあたI)ますので，議長

に長崎UiLの柳ﾉ,LL辿先化副議腫にはi(''１奈111UTL

の大l11Tr秀先生が何れも再選されています。

議題として24年度の決算・事業報告，２５ｲ|ﾐ度

の予算・事業TTluとが挙げられていました

が，いずれも特に大きな混乱，質Ｉ１ｌｌはあ')ま

せんでした。代議員選挙のあり力について，

京都府の代議i1の先化からｒ１ｉＩＩＩｌというか，提

言があ')ましたが，特に問題はありませんで

した。

日本小児科医会は，成育」l典本法の制定と

「地域小児科総合医」認定を挙げておI)ます

が，先般の総会でも}|'し上げました皿I)で，

本日は省略させていただきます。「地域小)１Ｊ科

総介医」といいますのは，」|：`,'１１に判')にくい

もので，６月の９Ｈにも委L1会が１%l雌され，

熊谷副会fを出1＃｢され，藤田､'１会長もオブザー

バーとして出1冊』されました。１，ｌｌｉ先生が，よく

剛解されていると思いますので，色々とお'1M

きしていただけｵしばとﾉﾑ(います。９)]にIll11i

会が開催されますので，その時に色々と流れ

が説明されるかと思います。

一つ追加ですが，］皇宮頚がんワクチンが

色々問題となっていますが，資料が付いてい

るかとﾉ,1Aいます。厚Lli労働大Ⅱ〔111村慾久殴と

しました子宵頸がんワクチンの「枝極的な接

椰勧奨の差し控え」に関わる要望1'十ですが，

三者協プラス｝１本小ﾘ,｣期外科系関述学会協議

会の[L1打から_上げています。（７ノ１１９日付）

３．名誉会長挨拶（末廣名誉会長）

熱中ぅliZにも気を付けながら，暑さに対抗す

る体を鍛える必要性を感じています。

４．名誉会長挨拶（神尾名誉会長）

選挙結果は，残念なものでした。〉jJ生Ⅲ先

生は，あれだけの得票数ですから，’'1会で'１

本医師会を重視いただけるかと思いますが，

ノ｣は弱いでしょうが…。

暑さも大変ですが，ゲリラ豪雨も今まで経

験したことがないですね。矢張I)，気候変動

でしょうか。

原発が停１k状態で，火力発電がＩｉ１１Ｍに動い

ていますが，さりとて原発に戻す訳にもいか

ずという状態でしょうか。これから２週llIljlllH：

ｷｯﾄが続く１１]ですので，ごＲ愛ください。

５．学会ニュース（服部理事）

ｌ）学会ＨＰから；妓新情報，学会からの提

言・主張

2013.5.29

・赤ちゃんとおけさんの感染予防対策５ケ

条について（１１本周産1リル新と|ﾐ児|天学

会）：風疹，サイトメガロ，ＨＢＶ，トキ

ソプラズマなどの微生物感染対策の杵発

2013.6.24

.「保険で良い歯科医療を」実現のための

署字,活動への協ﾉﾉ依紺（｢保険で良い１１３「

科医療を」全国連絡会）

２０１３．７．４

・MRI検卉時の鎖i'iliに関する共|汀Ⅱ是言（'１

児会ロリ凸麻会･ｌｌ児放会）：2013.5.26．

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ・jpeds､orjp/saisin/saisin

l30704､pdf

２０１３．７．５

．［1ﾉＭ､１，Ｗ;}学会が推奨する予防接種スケ



兵庫県小児科医会報 No.60.20139２

や心停I上といった非常に重篤な合併症が

報告された。

・MRI検術時の鎮静に関する共同提言：１２

述の実態調森を受けての勧告

１．鋲静は「|然|睡眠とは全くｿ'しなる

２．鉱静の深さは「一連のもの」である

←「深い」鋲静に|j,１１つた場合に，/(Ⅱ｛1リ

に',L〈気付き対処するか

３．どの鋲i'illi薬も危険である

４．パルスオキシメーターは酸素化のモ

ニターであって，換気のモニターでは

ない→SｐＯ２（動脈1111峻素飽和度)。

PaCO2，ｐＨは把握できていない

６．協議事項

ｌ）兵庫UTL小児科|ｸﾐ会301ｉＩｉ１年記念祝１１１〔会準Ｉｉｌｉ

ｌ７項（１１)U紙）

１．案内状Ａ案（祝辞依頼あＩ）・招待荷

用）．Ａ，（冊,l辞依頼なし・招待者用）と

するか，基本をＡ，案として，祝辞を依

頼する力には，別途迫川|するか，事務１Ｍ）

と検討。

（会踵）時候の挨拶は，投函の時期で検｢;､ｌ

の余地があＩ)ますね。

（多木）Ｂ案（会LiHj）の歳後の行，会報

→liYTl報かと､

（会長）Ｂ案のあとがきの頭，IWlIかの読み

は，いささか難解で問題かと。

（熊谷）小)ＷＤＩ保健協会＋小ﾘJ保健協会か

と。

２．案内先・招待先等について

①会費：２川''。

（安惰）ｃ案の大阪小児科医会会長'1,111賞

先生圭武央||打久先生かと。

（多木）本|矢会委旦会委員長で，ＨＰ→ホー

ムページ，委員長諮寺lll→かH1に訂l[が

必､要かと。

（播磨）本|矢会会員であっても汀兵庫県|完

lIili会の11Ｍ｛にはその而評きでのご案内が

ジュールの更新

2013.7.12

・’1本医学会ガイドライン「医療における

遺伝学的検査・診断に関するガイドライ

ン」に対するＱａｎｄＡについて：ｈｔｔｐ：／

／ｗｗｗ・jpeds・or・jp/saisin/saisinl3071L

pdf

2013.7.17

・病児・ｿ1ｹi後児保育の実態illil行へのご協ﾉ〕

のお願い（日本保育園保健協議会）

2013.7.17

・満演におけるＣＯＩ（利益'11反）状態の開

示に関するお願い（11本製薬工業協会）

2013.7.22

・小児への放射線被ばくの健康影響につい

て：追加盗料

2013.7.26

・第５１[lll刺に.看護職・保育-'二のための研

修会：2013年９）１２９１１（I|）１０時～１６

時，場所：ＵＤＸＧＡＬＬＥＲＹＮＥＸＴ

ＮＥＸＴ－ｌ（東京都千代[ｌ１１Ｚ外ﾈII1Hl4-l4-

l）参)lⅡ１３'f：医1111i5,0001｣|，非医lIllj3,()()0円

※事前登録制

２）学会雑誌から

2013.6Ⅱ号（Vol・'17,Ｎ０６）

.【論策】1,1}住地以外での定期予防接iWiに

対する公費助成に関する調査：北海道1172

丁ども総合医療・療育センター新生ﾘＪ１ノリ

科浅沼秀臣ら；居住地以外もしくは契

約医療機関以外で定19｣予防接種を行った

場合，公YY助成にしないTIjlllJ付は37％，

’'１核都ｉｉｉに限ると81％に_上った。「11if１体

の対応によ')不利益を被る1,'Uが}'１ないこ

とを切に願う次第である。

2013.7Ⅱサ（Vol､117,Ｎｏ７）

・’１本小ﾘJ科学会′1,1,'i｣医療委員会報杵：

MRI検査を行う小IMi者の鎮静符理に関

する実態i）M沓：鎮静を１１ざし，｜|平'1ＭＦ''２
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相応しいかと。（招待ではないが）（1'11頭

４名・議長・副議長）

(横山）招待者に，石垣Iﾉﾘ即先生を名誉会

長代表として追加すべきかと。

(熊谷）鈴木紀元先牛も，兵lEl叫医,ｉＩＩｊ会元

常任理輔として招待者に加えるべきか

と。

(横川）その他，詳細は事務局と検討致し

ます。

②発送は８１Ｆ|末～９月初頃に。

(熊谷）出欠の返事は，はがきを同封して

返信いただく〃がいいですね。

③締切日覗務尚と岐終決定。

－式典次第－

１１本小I''j科医会会長松平隆光先化は，

ご出席確定ではないので，場合により木

野稔先生に式辞の代理をお願いする予

定。

司会－藤田副会長

開会の辞（熊行副会長）から，式辞

（会長)，来賓祝辞まで50分。

記念講演３０分（早野IiHI会便の経歴は，

神尾座長に前もって提出

いただく｡）

特別講演６０分（座長一木贋名誉会｣量:）

閉会の辞江原副会長

移動時間１０分

一祝宴次第一

司会一森111理事

開宴の挨拶横''１会長

挨拶松尾雅文顧問

西村前兵)｢に県医lflllj会会長（止式な

依頼末）

近畿ブロック小児科医会代表

（木野稔先埖/武知祈久先生）

乾杯中村肇顧問

３．アトラクションについて

①アトラクションは

（ﾈ'|'尾）マリンバ独奏一高木卵子（経歴書

を提(1)いただく。）ピアノ伴奏一奴（村

木聡]と-）に，承諾を得ています｡会食と

’'1時進行で差支えありません。クラッ

シックだけでなく，楽しんでいただける

プログラムで、

②持ち時間は30分

乾杯の前に，石hilu郎名誉会長に記

念,Ｉｎ１１囎呈（プレゼンター横山会隆)□

閉宴の挨拶Lil野副会長

写真撮影集f△｢写真（式典後）

-10周年・２０周年は搬影

スナップ写真｝ｕ当若今後検討。

記念け（会報）－編集委員会

2）地区小I,'d科|天会連絡協議会の件（別紙）

（案）県下地区小児科医会近況報告（''１１

答）－反□理猟作成原案検討

返信アドレスー藤Ｈ|副会長宛

（Ｉ度辺）１０．の1頁し|ですが－現在のchiku-

MLの連絡先をご記入ください。として

いただけたら。

（藤{１１）その他迫力||・変更等ありました

ら，メールで早々にご連絡ください。一

応本案でご承認ものと兇倣します。

－協議会次第一

l0H31]までに，委員会報告担当若等，

決定次第報告するものとする。（承認）

３）小児期におけるＢ型肝炎に関するアン

ケート訓作への協力依頼の件（二宮ｴ''1事）

（別紙）

高野和７－先生（以前ﾄﾞ''１戸披済会病院勤

務・現大阪府立急性期・総合医療センター

′ﾄﾘj科勤務）よ|)，二宮理事に大阪小児科

医会が協ﾌﾞﾉ実施した子どものウイルス肝炎

の実態調査を範川を拡人して，兵庫県小児

科医会においても協刀いただけないかとい

う依頼が，アンケート内容・大阪小児科医

会会員への依願文を添えて，依頼されてい
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以降もり|き続き調査を継続予定です｡

（ﾉﾘr認）

3）小ﾘj保健委旦会（筒井剛事）

６Ⅱ151］に委員会を開催しました。すで

に先１１ﾐﾉJにお届けしました「UIL1<保育〃「

（|点|）における健康管理状況の実態調森」

ですが，ここに出席されています先生ﾉﾉは

関係しておられます保育所（'刺）に依虹ｉを

していただけましたことと`'１(います。いか

がでしょうか？７）131日が１１１収則限ですの

で，ｲﾙﾄﾞの櫻木先生に未確認で，ｌｌ１ｌ収数は

現時ﾉ１１で把握できておりません。’'１収状ﾙ[Ｌ

によっては，保育園協会等に，回収をお願

いするかも知れません。ご協力を今後い［

し<お願いします。

肥iiMil,'Jに対する指導のフローチャートの

作成につきましては，日本外来小)１J科学

会・’1本肥満学会等雑誌論文を参考に，辰

已委ｌｉが１%〔栞作成をざれ検討を開始してい

ますが，なかなか難しい点があります。ll1i

路Tljと1已崎市で少し先行して実施されてい

るようですが，その情報も入手のうえ検討一

を進めたいと考えています。熊谷ｊＭ二いか

がでしょうか？

（熊谷）徳}||先生が，元々Ⅲiililiが帆１１１で

やっておられまして，尼|崎TIj教行委11会

に働きかけまして肥iMi児健診を無料で実

施しています。肥満児を対象にUTL立塚｜｜

リハ院で，ＯＢクラブを作って，せっせと

痩せるようにトレーニングをしていま

す。

（筒)ｈ開業医で，本事業がどこまでやれ

るかということがあります。心臓健診・

’汗健診では，二次・三次の医療機関が設

定されていますし，そういう意味でﾘ1)i院

I11llの協力を得る必要があるだろうという

ことで，勤務医委貝会に協〃をしていた

だいて，勤務委員会を経巾して各ｿlij院で

るが，かなりの詳細な訓盃であＩ)，仔細を

大阪小児科医会武知１１T久会l量ならびに1旱/'三

労働科学研究費補助金「小1,Ｗ91のウイルス

肝炎に対する治療法の標準化に関する研

究」研究代表者111尻仁先化（大阪小児科医

会副会長）に確認のI，次lIlIlll事会での継

続審議とした。（承認）

４）入退会，異動の件

人会：穴'１１丁|芒輝先Lli（'ﾘ]7iTlj）

あなだ子どもクリニック

三浦洋先生（'二111j''1J）

三浦医院（承認）

５）その他

近畿ブロック連絡協議会

2013年11月161」（士）

大阪小児科医会jﾐ符

2014年

主梼一兵l1ji県小ﾘJ科|塁会

次Ⅲ'１理事会で，ｌｌ時決定。（承認）

7．報告事項

ｌ）社会保険委員会（二宮'''1約（別紙）

前回理事会でＩＲＭ了しました兵庫県健康福

祉部医療保険課資料（41TIjllU・公表可）の

纒まった物がＨ１ましたので，参考にしてい

ただけたらと思います。１｢業||的と各地|Ｚ

での事業内容が示されています。対象者．

所得制限・助成|ﾉl存．助),WLi法（]U,l物給

付・償還払い）が，各地域で異なりますの

でご確認ください。

２）感染症対策委ti会（ﾉＷ洞'１議長）（別紙）

７月2011（土）に第４１m|の委員会を開催

しました。協議事項としましては，ヒトメ

タニューモウイルス感染症の調査のアン

ケートですが，１０施設の|刑業医と，祉保中

央ｿ両院から予剋外に多いりiii例のご報併をい

ただきまして，有雌うございました。この

結果に関しましては，次'１，１の小児科学会兵

庫県地方会で発表予定でありまして，それ
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の受け入れ体制を調査しようということ

になりました。辰己先生から，熊芥先生

に連絡あ')ましたでしょうか？本Ⅱ，辰

巳先生ご欠席ですが，また依頼が入るか

と思います。宜しくお願いします。

「食行動よりみた発達障'iii:の早)U１発),1J

のラミネート版の作成の件ですが，ノ|x件

についてＨＰ等，ご迷惑をお掛けしてい

ますが，利便性を高めるために筒iiiな’

口物を作成しようということになってい

ます。たまたま，発達障害分野における

呼称が，アメリカで変更になっていまし

て，現在||本語択が確立していない状》ｄ

で，折角ですので，｜|本誹り(が{iⅡ:立した

時点で，作成する方針としています。

（承認）

4）教育委員会（安部理1「）（別紙）

７Ⅱ６｝|の総会前に第11,1委li会を|刑催し

ました。第６０回小児医学講114プログラム

を，議事録の裏面に示しました。

第６OIIjl小児医学講応

Ｌｐ時９月２１１１１５：０()～１７：００

２．会場兵庫以医I1iIj会飢６階会議索

３．内容

講演１「iＰＳ細胞をlLHいた今後の小１，１Ｊ

医療のi1J能性」

演者京都大学iＰＳ細胞研究所iiill所長

’''１Ⅲ離俊ｸＩＤＩ上

座長小阪嘉之１１１１事

講演２「小児肝移植の現状と問題点」

波者京都大学I}|仙膵・移植外科/小

リj外科准教授岡,|A〉英|ﾘ1先/'二

座長安部剛ⅡｆｌＬ事

（安部）「医学のあゆみ」３Ⅱ号に，「小I,Ij

ll1Mi器移柿の肢前線」の特４１ﾐが組まれてい

ますので，座長の準備の参ぢにしたいと

，IIL(います。第61111|小１，１L｣｣実学講座につきま

しては，１１程は３１１１日1511,ト17時と決

定し，講演内容は，兵lIli県立こども病院

整形外科部長薩摩眞一先生によ1)ます，

「小ﾘj整形外科のUp-date｣γ元武庫111久

二j二人学教授現むこがわスポーツクリニッ

ク院ljﾐ相澤徹先生の「スポーツ外傷（仮

題)」の２胆を予定しました。９/21の雛

601両|小)'i｣医学識11i(前の第２１１１|委員会でｌ４ｉＩ

ｌ乏等決定したいと砦えています。木口の

理調会でご意見ございましたら伺いま

す。|権歴先生との交渉は，小|攻f''1J}｢に，

相澤先生との交渉は芥|」理事にそれぞれ

お願いしています。正式なタイトル等決

定いただけたらと思います。

（熊谷）第６Olulの，２而祢ilj〔のllllI序ですが，

年齢111Hですと，ｌと２の入れ棒えが適当

かとＩＩＬ(いますが。

（横山）賛同します。

（安部）案内の際に，入れ替えを事務川に

お願いしておきます。（砿認）

5）編集委11会（森川理事）

７Ⅱ４１１に第２１１１]編集委員会を開催し，

会報601,ｊの編集企11111について検討致しまし

た。先/Ｍ｢には，原稿ご執筆依頼をさせて

いただいたところでございますが，お忙し

い''１恐縮ですが８）|木締め切りでお願い致

します。

（藤}H）’１本外来小児科学会は，開催日岐

終日が９月１１１ですので，ilitiTをお願い

します。

（森川）原則ですので，勿論でございま

す。（承認）

６）勤務委幽会（二舛理事）（別紙）

７)］６１１に勤務医委員会を開樅致しまし

た。その'祭，リ,L下の小1,'J科勤務|美のＱＯＬ

を知る|]的でUIL「の病ﾙﾋﾞにアンケート調ｲｒ

を例年皿Ｉ)実施することと，別紙報卉にあ

りますが，「平成25年度医学生，イｉｊ｢修|矢等を

サポートするための会」’１N催し，病院小ﾘ凸
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リIi1〈敷いています。例えば，兵庫ﾘﾃLでい

いますと宍粟郡等地力に行きますと，ど

うなるのかという情報が現況ない訳でし

て，そういう情報のない状況では「女性

医l1iljもなかなか『|って行きにくいという

こともありますので，私の希望としまし

ても，やはり兵庫県においては，２大学

の医局長ないしは教授にご協力をいただ

きまして，｜王局ごとのサポート体iljllを確

立して欲しい，場合によっては，それを

ＨＰ上で公開しまして，例えばこの１両院

に行ったら，女性医師に対してどういう

サポート体制があるかの情報提供が出来

ないかと考えています。勿論，これは，

この補助金が使えるか否かは判りません

が，少なくとも，そういう形でのlH1illiは

可能ではないかと考えます。iTIij大学の医

局関迎の先生方を含めた会議であります

とか，そういう形で開催いただければあ

りがたいなと思います。このサポート情

報を公開して行かなければ，なかなか女

性医lmiも小児科には入I)にくいし，人っ

たら－体，どうなっていくのだろうとい

う心配もありますので，是非それは，そ

んなに難しいことでは多分ないだろうと

思っていますので，できればそのような

形での会を開催していただければありが

たいなと考えています。（継続）

７）救急対策委員会（熊谷副会長）（別紙）

総会フォーラム開催中の第３１回|地域小児

救急全|玉|協議会が開催されました報告を挙

げています。

７)｣181｣に第１００回小児救急対策委員会を

開催しました。松浦委員からは，姫路の現

況が報告されました。内科は，応援体ilillが

１１１}来ているが，小児科は今なお，年間121Ⅱ｜

稗皮の出務があり，大変だという訴えがあ

りました。

科勤務の女性医I1iljや，小児科希望の医学

生，研修|歪のキャリア形)伽継続の支援を

目的に，兵庫県小児科医会として講習会等

が実施できないかという話題が出ました。

兵庫県小児科医会が，兵庫医大・神戸大学

小児科と協力しまして，［1本|歪lL1ili会と共催

の形で講習会等開催しますと，［1本医Iili会

から講師の謝余，交通費等鎧一大30万円まで

費用補助が出るということです。資料の最

後に開催一覧が出ています。兵庫医大では

毎年実績があるようです。江原先生，追加

等ございますか？

（江原）日本小児科学会のワークバランス

委員会に屈しているのですが，ご存知の

ように小ﾘ凸科においても女性医師の比率

が高くなってきまして，今では，恐らく

３０代辺りまで，女性|王l1iliの比率が半分近

くに成ろうとしています□女性医師が仕

事を継続していくためには，どうしたら

いいのかということが大きな|川題となっ

ています。例えば，識演会の開催等は飽

きるほどi)(山ありますので，今さらとい

うこともありまして，むしろ戦略的に，

大学の医局がこれについてどう考えてい

るのかということがありまして汁兵庫県

で言うと，ネI|'戸大学・兵lIlr医大とござい

ますが，大学の中における色々な院内保

育所等はありますが，実際|矢局として関

連病院も含めた形での「女性医師をどの

ように支援していくのかということは，

あまり具体的にはなっていません。ちな

みに全国的にみますと，とくに名古屋大

学等では，これに一生懸命11ヌIWiil'んでお

られ，名TL｢屋大学小児科医局では，医局

長とは別に，このことに専征で対応する

副医局長がいまして，名古屋-大学の関連

病院すべてについて，それぞれの病院が

女性医師を含めたサポート体制を全部，
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(松浦）姫路急病センターに出務されてい

る小児科医師の年齢・勤務|Ⅱ|数等の盗料

をkyukyu-MLに発信しましたので，ま

た転送いたします。冒頭に会便から報告

がありましたが，′Ｍ１科医会総会フォー

ラム・地方会で深夜帯の受診動向につい

て報告致しました。ご協力ありがとうご

ざいました。

12月に行われます小児救急医学会の教

育セミナー，本医会も共催という羽に

なっていますので，riji-MLでｌ票差で

決定しました「小児科外来でできる外科

的処置」に関する交渉は，服部剛事を窓

ＬＩに進んでいるかと思います。あとは，

どのように出席会員をどのように集める

かということになります。周知に，=[夫

とご協力を宜しくお願いします。

今後１年間で医会等で発表できるよう

に，電話相談の実態，問題点であると

か，事故予防であるとか次回委員会まで

に何か良いリサーチテーマを検討するこ

ととしました。（承認）

ホームページ委員会（多木111事）（別紙）

訂を加えています。救急医療は，特に変更

はなかったようです。

感染症情報については，感染症対策委員

会と協議をお願いしながら111面次改訂を加え

ています。

地|Ｘ小児科|呈会ですが，ＭＬのメンバー

が地|工医会会腫でない方が担当しておられ

る地区もあＩ)ますが，必要時に会長に連絡

が行かないという事がありまして，連絡係

以外に会l乏にもＭＬに入っていただくこと

を１年llL}]かけてお願いしていますが，それ

でもなかなか連絡が行き届かない現実があ

ります。

リンク集では，この理事会でも服部理事

からご紹介いただきました姫路保健所こど

もの事故体験ひろぱにリンクを加えまし

た。

会員|f1Iナホームページについても，必要

箇所に改訂を加えました。本日も話題にな

')ましたＨＰＶワクチンについてもlllH次情

報提供予定です。

時代の流れで，スマートフォンよ')の閲

覧が1脚えていますので，それに対してレス

ポンシブ．デザインを導入するための準備

として，各コンテンツで，削っていけると

ころは，その準Iilliをして，最終的にそのデ

ザインをするコストを見積ｉＭ依頼中で

す!）

（江原）レスポンシブ・デザインに関する

デザイン料の見積もりですが，６０万''１と

いう[|]し山もあ1)ましたが，努力見積も

りで４０万円ということでした。交渉の余

地もあるかとも思いますが，できればご

承認いただけたらと思います。

（藤Ｈ１）会計辰巳理事ご欠席ですが，前liLU

きに検討すべき課題かと思いますので。

会長どうでしょうか？

（横Ⅱ|）時代ですから…。これ位の{illi格

8）ホームページ委員会（多木111事）（別紙）

寺[Ⅱ委員長が健康を|｣復されて館１１回|の

委員会が，６月22日に開催されました。

一般向けホームページ

コンテンツ毎に検討を行なった。

内容征の検討

iill織と役員構成では，特定理事の交代が

ありましたので，その変更を行いました。

総会が終わりました後に事業活動を奥新し

ましたので，入会のおすすめについても全

１iii改訂致しました。入会をお勧めになる際

に，是非ダウンロードしてご活１１]下さい。

入会申し込みは，ホームページからも出

来ますし，ＦＡＸにて事務局へ送信の形式

でも利用できる形を整えています。

トピックス・市民講座の必要な処は，攻
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ト||談したいと'と(います。依願が参')まし

たら，ｆｉ２し〈お願いします。懇談1ｍと

して，耳鼻Ｉｌ１ｌ喉科医会から，ｉ廃・''１等度

（70ｄＢ未満）の難聴児補聴器の雌人助

成聯業の開飴のお知らせがあ')ました。

透析医会では，消費税率のアップで，そ

れに対する対応を迫っておられました。

（透析薬剤は，非常に高Imi）兵1Tl(！,し精ｲＩＩ１

ｉ''１経科診療所協会から，日勤L|〔の運転に

よ')人を死傷させる行為等の処罰に関す

る法rl1:ということで，てんかんの脳荷さ

んが発作を起こして事故を起こした場合

の件が'''1題にな')まして，てんかんの,題

名さんを，判っていながら事故を起こし

てしまった場合，処罰するという法律案

がＩがっているようですが，元々Ｗif〔率

は非常に低いということで，処罰をした

からといって減少する訳ではないし，

もっと他の改齊策があるということで，

こういった法律案は，悪法であるという

ことで，反対運動をしているというよう

なことが話題として」Zがりました○小ﾘＪ

科医会からは，特に何Ｍ]しＬげていま

せん。

④神戸新聞のからだのページ

［カルテＱ＆Ａ]について

【溶連菌感染制八洲専|Ｊ１先生にお願い

しました。

（ﾉＷｒ）本[|，取材受け来週中頃の掲救の

予定です。

（藤Ⅱ1》兵ｆＩｒ！,L医liilj会雑誌にも掲載される

かと。（承認）

⑤第l51Lll後期子どもの心研I|参会の件

（)藤'11）どうもありがとうございました’

７）１２７１１．２８１１１'可'1で，イｌＩＩｎＩ１ｉｌ際11&〉j〈場

で|)H樅致しました｡３１０名の参り||希で，

内容も豊向であったと内海先生より，お

褒めの言葉を頂戴しています。来年は，

は，仕方ないかと(］

（藤｢１１）ＩｌＩＩｉ格は，もう少し交渉いただけれ

ば。（承認）

９）広報部（河感理事）

ＦＡＸニュースの246ﾘｰと247〃壽を発信しま

した。（承認）

１０）総務部（藤H1副会優）（１１)|｣紙）

①都道府県医師会における利ｊＭ=1反（COI）

対応の現状訳l査結架について

調査結果の概要が報Ilfll1:の０頁に記載

されていまして，lkilli教有識i寅における

企業との連携・協刀は，63.8％が必要と

｜Ⅱ|答等々の記載がありますので，お[1通

しの上，ご｢|身の医iIllj会でも考えていた

だけたらと,IiLAいます。

②委員推薦依願姿'隅の件（兵川〔ﾘ,L）

「新生ｿJ聴覚調在検討委11会委ｌｉ」

一服部flll」El{に依帆

「新生児先犬性代ｉｉｉ↑異常検J11if検討委員会

委員」－安部J1l1Jhに依lljno

③兵庫県医師会各LljI門分科会との懇談会の

件

（横Ⅱ1）以前は，年llnlでしたが今年から

年21111とな')，６)１１３１１（木）1411寺より

兵庫県医｢１１１１会館６Ｆ会議室で|Ｈ催され，

｜Ⅱ席致しました。特に大きな話題はあり

ませんでした。説|Ⅲを'１１１〈のがほとんど

ですが，「専|Ⅱl医のあＩ)方にＩｌＬIする検

討」「兵庫ﾘlL医師会インシデント．アク

シデント・レポート１；業」「認知姉対応

登録医療機関の登録）'隆準」「}｣医の生派

教育のｉＩＩ皆について」「女性医師の支援

事業について」がテーマでした。ｐ医の

生涯教育の'１１門率が非'ilirに低いというこ

とで奮ってのＩ－Ｉ１ｉＩｒをとの'|'し入れがあり

ました。広報委止1会からは，会報に専門

分科会の医会だよりの棚を作るので，ど

のようにするか広報（編集）委員会とも
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東京開催となりますので，宜しくお願い

します｡

⑥兵庫県小児保健協会総会のポスター，プ

ログラムの案内依頼の件

（藤田）８)１３日（上）開催です。奮って

ご参加下さい。 （承認）

⑦第31111地域小児救急全国協議会のアン

ケート調査依頼の件

本日，ご欠席ですが日野理事に対応を

お願い致します□（承認）

８．その他

①兵庫県の小児医療に関する要望書（案）に

この辺りを今一度兵庫県に要望するとい

うことで，挙がっています。結果は，

追って報告します。

（藤、）小生も同行させていただきます．

②子どもの心ｲ１１談医登録申請の際の医会より

の推薦状（別紙）

日本小1,日科学会専門医であることの条件

をクリアーしていないが”兵庫１Ｍ､児科医

会に属していて，会長が，小児保健・医療

に充分な学識経験を有すると判断し，「子ど

もの心」相談医として適上iと判|折する時

は，推薦状添付で登録が可能となりますの

で，周知ください。 （承認）

③５歳児発達相談診察研修会の件（別紙）

（藤|Ｈ）兵庫県医師会乳幼ｿj保健委且会

で，５歳I1a発達相談診察マニュアル」を

作成いたしました。小生，渡辺理｢頂，辰

□理J打奪メンバーで，マニュアル完成し

ましたので，研修会が２１１J開催されま

す。１１１１Ⅱ1が９)11211に明ｲET市医師会館

で開催されます。小生が「５歳児発達相

談診察マニュアルについて」の報杵を

し，兵hl(U,し立こども発達支援センターセ

ンター長野中路子先生に講演をお願いし

ています｡ご興味のある方は，是非とも

ご参加下さい。２１'１目は，11月281｣に東

〃面で開催します。（承認）

《多水》

ついて（別紙）

（横Ｕｌ）８Ⅱ22日（木）に，兵庫県小リルミ

療協議会会長・ロ本小児科学会兵庫県地

方会会長飯島一誠先生，兵庫県小児医療

協議会副会長・兵庫１Ｍ､児保健協会会長

高田哲先生とともに県庁に赴きます．要

望害ですが，小児科医会関係は，昨年と

同じです。５点の要望で(1)ワクチン公費

助成（ロタワクチン・水痘ワクチン．お

たふくかぜワクチン・Ｂ型11｢炎ワクチ

ン）(2)重症心身障がい児者に関する実態

調査ならびにシステム犠備について(3)子

どもの事故による傷害を予防する体制づ

くりについて(4)新生児の難聴スクリーニ

ングについて(5)北播磨・東播磨地域の夜

間・休日における小児救急|失療体制の終

備についてです。

(4)については，新ft児雌聴調杳検討委

員会が，兵庫県にこの度発足致しました

ので，そちらにおいて検討いただけるの

ではないかと思います。服部即事は，三

者協の委員でもありますので，色々な|]Ｈｉ

で都合いいのかと思います。(5)について

は，５月の地方会で，救急体制がまだま

だではないかという議論がありまして，

それを受けまして，飯島会fその方から，
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jilr守三～
第11G回日本小児科学会■
■■■■■学術集会見■聞言己

兵庫県小児科医会特定理事

神戸大学医学部附属病院小児科

森岡一朗

日本小児科学会学術集会は，我が国で歳入の

小I,'J医療・小児医学に関する学術集会です。今

年は第1161Ⅲ|学術集会として，2013年４月19Ｕか

ら22日まで，広島Tliにて「､lzｲ[|とともに歩む小

1,1.医学・小ﾘ,｣‘医療」をテーマに儒大に開催され

ました。

ご存知のように広島は1945年にIIL界ではじめ

て原子爆弾による被爆を受けた都市です。小１，Ｕ

医学・小ｿ｡医療をはじめすべての教育・研究・

医療の継続は平和と共存し，逆に，小I,ld医学・

小児医療の貢献なくして平和社会を築いていく

ことは不可能であるとのことから，今111|のテー

マが決められたとのことです《Ⅲ１桁診療に追わ

れていますと平和社会ということをつい忘れて

しまっていることも多い中，この[１本の平和社

会をあらためて感じることもできた学術集会で

あったと`思います「

さて，最近，ネ''１戸入学小児科では，このn本

小児科学会学術集会に１W'１戸大学医学部６年生と

神戸大学病院で研修中の初期研修医を連れて参

力Ⅱしています．今年は２名の学生と５名の初期

ｲﾘ{修医といっしょに参加しました。その'」的

は，全匡|学会の雰Ｉ)||気を味わってもらうことは

もちろんのこと，さらに，普段はどうしても臨

床の診療技術の習得に１１を向けがちですが，小

児の臨床および基礎研究の存在や重要性を感じ

てもらうことで，“'１１１|々の`世菅さんに対してリ

サーチマインドを持ちつつ丁寧に診療できる”

医師に育っていただきたいという思いからで

す。いっしょに参力Ⅱする学牛や研修医は必ずし

も小ﾘd科の道に進む人ばか|)ではありません

が，この｢'１から一人でも多くの人が小児科を選

択し，小児のlliM床および基礎研究もできる立派

な－薑人前の小児科|歪になってくれることを願っ

ていますい

来年の第ll71nl学術集会は名古屋で開催されま

す。来年も，研究成果の発表だけでなく，学'|ミ

や研修医若手小児科医とともに学術集会に参

加することで，｜｜本の小児科の発展に少しでも

貢献していきたいと思っています。

《i(''１戸大学》
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種広域化調査を行ったこと，乳幼児学校保健姿

i1会が第２Ｌ'''１本小児科医会乳幼児学校保健研

修会を開催したこと，ならびに小１，'d保健に関係

する詣調行をｲ｢ったことが報告された。

社会保険部からは，小ﾘJ科｢診療報酎}|について

研究調脊を行ったこと，平成24年度診療報|I1Illll改

訂の小児科･診療所における影響度調査をｲ了った

ことなどが報併されたまたilz成26年度診療報

酬改定に対する要望｡書を下記のとお')に決定さ

れたことも糀片された．その蚊重点要望は，①

小ﾘ凸科外来診療料のｉｆ'１ﾉﾉｽ，包括除外項ＬＩの拡

大，算定基準の兄[〔し，②乳幼ﾘ凸育1,日栄養指導

盆の年齢拡大と増点，③診療情報料（１）の紹

介先の拡大，④小ﾘLLアレルギー疾患療養指導料

の新設，⑤ＲＳウイルス抗原結滞測定の算定年齢

の拡大，在宅|呈療の充実，入院小ﾘJ医療の充実

などであった。

学術部からは平成24年６月に北海道札|幌市で

総会フォーラムを開催したこと，１０１１には岡Ⅱ１

でﾉﾋ源研修セミナーを開催したことが報告さｵし

たい

「子どもの心」対策部からは５月，７月に

「ｆどもの心」研修会が東京でＭ１かれたこと，

「ｆどもの心」杣談医のカウンセリング実習が

５カ所で開催されたこと，またl2lll思春期の臨

床講習会が１１１１に来京で|馴崖されたことなどが

報告された。

lK1際部からは海外小ﾘJ保健医療↑'１談事業がな

されたこと，ベトナム支援〕好業がされたこと，

蝉liZ1とのIll際支脈偲栄についての報fLfがあっ

た。

小｣,１Ｊ救急部からは，地域連携方式による小児

一次救急診療体iljllの効率化を図る調布研究がな

されたこと，＃８０００寝業についての全'五|アン

ケートがされたことなどが報告された。

以［はすべて承認された。

以-1<，第２ザ議案：平成24年度収支決算，第

３号議案：当該事業年度の公補l-l的支出計1[､の

_般社■団法人日本小児科医会

平成'二5年度定時総口会報告」

藤Ｈ１位

一般社'11法人１１本小｣,'d科医会jIz成25年度定時

総会が平成25年６Ⅱ８１］に大阪lij''１央公会蛍で

開催された。

まず松Ｔ２会長から平成24年度の会務報告と小

児保健法制定にlfi]けての活動の進捗についての

説明があった。

続いて同Ｉ会長報P〒があった二｣神川晃氏（閏1ｋ

地区）から総務・庶務・経fllLTどもの心対策

部に関して，桑原雅彦氏（''''二ｋ１，１几ⅡE|・九州地

区）から公衆衛生・小児救急部に関して，寓栂

政弘氏（北海道・東北地区）から社会保険・ＩＲＩ

|禁部に関して，木野稔氏（中部・近畿地区）か

ら広報・学術部の報告とそれぞれ各地区の活動

について報片があった。

次いで群議となった。

第１号議案：平成２４年度事業報告について

総務・庶務部からは，定時総会’''1，ｆＩ１事会

５１１|，総務会３同開怖されたこと，災害時子ど

もの,し､支援委員会が開illtされたこと，代議員・

予備代議員それぞれ82名が選出されたこと，小

児保健法制定推進集会が開催されたこと，内藤

痔七郎記念賞に福岡の松本壽通氏が選(I｣された

こと，日本小児科連絡協議会合同黍11会が開樅

されたこと，地域小児科総合医検討委員会が新

たに開催されたことなどが報P了さｵした。

経瑚部からは，会費の納入率は95.1％で，当

期の事業活動支出は65,423,992円，執行率は78.7

％であったことが報告された。

広報部からは，医会会報ならびに医会ニュー

スが２１回|発ｲ｢されたこと，束Ｈ本人震災塒集け

が冊子化されたことなどが報ihfされた□

公衆衛化部からは〆予防接種委員会がインフ

ルエンザ菌・I11i炎球菌全身感染調査及びJ1jﾉj接
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算案，第６号議案：字,誉会員の小児医を求める

件（新潟川Lの廣川宏氏に決定）のいずれも満場

一致で承認された。《i1Li脇ＴＩj》

実施報告及び公祐1｣的支出計mliの完丁予定１？「業

年度の変史を求める件，第４け議案：平成25年

度JIT業計Imi案，第５号議案：平成25年度収支子

◆■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■￣■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、
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[お知らせ］

[1本小児救急医学会第４ﾛ神戸ルミナリエ・教育セミナー

兵庫IIL医Il1j会員・兵庫１Ｍ､児科区会員講演会開催について

標記の教育セミナーが「記により開催されますので、多数ご参加いただきますようご案内

[|]し上げます。（定li3004iZi、参)'１Ⅱ萱無料）

iｉＵ

(1)ロ時平成25年12)１７ＬＩ（'二）１５：００～１８：３０

(2)会場 兵庫県医師会節２階大会議室

１''１戸市'|'央IX機上jln6-l-llTELO78-231-4114

(3)生i圧教子｢講座認定fii位a51ii位（カリキュラムコード：’５．１６．２８．３２．４４．５７．８４）

(4)プログラム

○教育講演

座長兵庫県医l1ilT会救急･災害灰iMf委員会委員１１１倍|ｌ統治

①「クリニカル・リーズニング（臨床推論）

～臨床医の思考過程を科学する～」

神戸il丁立医療センター''１央市民病院小児科医長」ﾐ村克徳

座長兵庫県小１，１J科医会理事

②「小ﾘ凸科医でもここまでできる外傷診療」

東京都立小)1.1這療センター救命救急科医長

｢I野利治

)卜上信明

座長兵庫県小Ⅱ｡科医会救急対策委貝会委員長~し谷良行

③「PICUと外米小)lLl科～救命の述鎖」

静岡U,い〉:こども病院小ﾘ凸集｢'１治療センター長植Ⅱ｜デテ也

(5)１１１込方法

①氏字，②医I111i会名③診療科１１④医療機関名を1ﾘF1記の｣二、

（078-231-8112）にておｌＥＩ１し込み1゛さい。

なお、おIHIい合わせは兵ＩＴＩJIL|歪il1lj会救急・災害|楚療係まで。

１１月29日（金）迄にＦＡＸ

、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■･■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●
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次の特別講演ｌのⅡ｣｢'1ｲ''1弥先生はノーベル賞

受賞後1年は満波がＨ１来なくなられたとのこと

で代わＩ)に向橋和利先生がiPS細胞研究の進展

についてお話を聞かせて|くさいました□

受賞後の'''''1先/１１のインタビューで何度もお

聞きした商橋先生のお字,Iiiでしたが遂にご本人

にお会いすることができました

数年1)iから'''111先生が私どもの地元，ネ''１７丁大

阪とゆか')が深くメディアだけでなくlT1窓会や

個人的おfllWTいのﾉﾌ々からもたびたびお名前

を｣_Ｉにするようになっておりましたが受賞後は

ますますiPSﾎﾟlIl胞の言葉は私を値きノミI)にどん

どん独り歩きし，恥ずかしいことですが今さら

'11]けないiPSになっておりました。

そんな私に||歯んで含めるように高橋j7t生はＥＳ

細胞からｉＰＳﾎﾞlll胞への進歩に飴ま')これからの

応１１１のTil能'性について教えてＩくさいました．私

の,'１では大いなる進歩の1時|Ｈ１でした。

ｉｉｊ;}1征}|凌ぎをi1jllる１１t界ｲtITに研究にいそし

みそのｌｉﾙﾂﾞﾋﾟがノーベル賞につながり，その陰で

支えた人たちの頁|秋の'|]でも彼のアイデアが大

きな突破口であったとのお話は伺っておりまし

た。ここまでいろんなことがあったと思います

がウエットな二ｉＩＩＩｒ'芳話もなく淡々とした語り口が

却って後でじんわ')と感１１)１１を呼びそれはこうし

て思いⅡ}すたび今も続いています。

そのあとはリーガロイヤルホテルにて懇親

会，続けて２次会の会場もご)Ⅱ意下さっており

大阪医師会の楽１ｍも含め食べきれないほどの御

馳走と手'三い御もてなしで大阪小児科|夷会の侍

様の温かみとごｈＵｊに恐縮いたしました。

何十ｲIﾐぶI)の友人にも会い，学会のお祭')部

分も堪能させていただきました。

｜ﾙ1業以来休診の決|折ができず大こきな学会には

なかなか参ＤＩＩできずにおI)ました。今''11はＨ１

でしかも人阪ということで久しぶ1)に参bⅡさせ

ていただきました。岐新のトピックスに触れ他

のﾉﾉたちもlT1じようなことで悩んでおられるこ

第24回！．曰

曰本小児科医会．

総会フォーラムｉｎ大阪

''１村しのぶ

「イーどもから学ぶ！聴く！そして育む－熱く

語ろう子どもの未来ｉｎOsaka」をテーマにＨ２５

ｲ1ﾐ６１１８，９１E|大阪市'１１央公会堂にて｢1本小|,'ｄ

科医会総会フォーラムが開樅されました。

特別講演に山中伸弥先生がおいでになるとい

うことで是非お話を伺いたいと参加を決意した

のでした。

土硴日の午前診をL,'めに切I)_上げここｆＭﾐで

大きく変わった大阪梅111を経て淀尾橋駅から新

緑の樫の大木がIitぶｲ｢批堂島111のi町I11lIの新Ⅱ１

の風格あるピルに沿って歩き，振Ｉ)返ればLIﾐま

れ変わったフェスティバルホール１１Ｈ祥のネズ

ミ，ｊＴ１－〈も学会の週末満喫１の気分でした。

大集会室ではすでに教育講演「在阪（入学教

授小児科の未来を語る」が始まっておI)それ

ぞれの教室が互いに仲良く切碓琢膳しておられ

るとのお話しは印象に残りました。なかでも実

践的発達障窯診)寮の展望と題した大阪医科大学

ｆ井教授のお話は視覚認知，聴覚認知の特徴を

|ﾘL1らかにしたうえで視機能訓練や作業擦法，読

み書き指導など学習方法のｴﾉﾐからペアレント

トレーニングなど家族のかかわりﾉJ指導まで医

療と教育の連携した新しい医療モデルの硴立が

必要との内容でした。

今llil多くの地域でまず発達lllif害の診断の時ﾉﾊ（

力､らり｣〔''１]外米予約の取りにくさ，その後のサ

ポートシステムの受けⅢの不足のため子どもた

ちが学習方法の工夫を教わるところまで至らず

本来の楽しい学校生活を光分に享受できていな

いのではないかとⅡごろから懸念してお|)私|上｜

身も微〃ながら精進すべしとの,思いを新たにい

たしました。
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とを再認識し旧交を温め，学問への情熱も分け

ていただきました□

講減においで下さった先生方，人阪小児科医

会はじめ''水小児科医会のi除打のｆｌｆ様に心よ'）

お礼[|'し上げます。

＜旺水区》 i竃ii1彦

liiiiiiMliliiiil
顕i籔ｉ

#i1I1F`詔

■

じよつ

個別の予防接種スケジュール表

最近，子どもに対する予防接種の種類がllil

えてその接種スケジュールは複雑になり，保

護者にとって戸惑うことが多く，’1本小児科

学会やＶＰＤの会が提唱する標準的なスケ

ジュール栞を示すだけでは十分な理解を得る

ことはＭ１難です。

私のクリニックでは，診療とはり｣枠で予防

接種スケジュール作成時間を設けています。

看護帥がワクチンについて基本的な説[ﾘ]を

し，任意ワクチンの必要性やIT1時接穂の不安

について相談にのり，個別のカレンダー式ス

ケジュール表を作成し，ひと|)10-15分かけて

対応しています。
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の考え方は３着に共通するものがあり，柑手

（-｣こども，保有者）への」'1Aいやりに満ちた活動

をされていることがlLL〈fll1解できた(’

，,二後は会挺シンポジウム「了どものためのコ

ンダクターになろう」に参加した。これこそが

-1,吋会腫が一番今学会で伝えたかったシンポジ

ウムである。保育Ⅱil・幼IWi園Ｉ』し催のｌＦ之要性に気

付き福岡市で実践されてきた活動を「'ら紹介さ

れた後，ノし州芥地で了~ども連の健康ｲ１１１祉に役立

つiiiIir動をされている「こうのと')のゆ')かご｣，

「｢どもの村ﾈM岡｣，「小規模Tlj'''１村における丼

，艶,丁先/,ﾐの実践」を紹介されたこ］

２１１１１は筆荷がリーダーとなっているワーク

ショップ（ｗｓ）に参)|)Ⅱしたが，その他のｗｓ

に参｣|Ⅲされない多くの|垂Hlliは，特別シンポジウ

ム「喘」j､〔|熱iiYl論会」に参加されていたようで

ある。岐近の学会のプログラムを見て感じるこ

とであるが，参加打が増えてきているためか多

くのプログラムがI''意されるようになってき

た。そのため残念なことにｗｓに参川'するとど

うしても聞きたいシンポジウムやセミナーに参

加できないということが起こってきている．も

う少しプログラムの配置を考えていただけたら

とIiiHう次鏥である。

さて節２４１１１|ｲ｢次jlﾐ会は求年大阪で開催され

る。大阪でのIHI催は９年ぶりとなる。テーマは

すでに「jこどもたちの幸せを｜|指して￣今，私

たちにできること￣」に決定している．第１Ｌ'’

'１から参りⅡしてきているが，２０数年たって外来

,|､ﾘJ科学会もずいぶん変わってきた。小1'1J科医

も変貌しなければならない時が来ている。今ま

でこの学会に参川,されたことがｊ１ｌＬい方もﾉf：非来

年は参力Ⅱしてご自身を磨いていただきたい。

《西脇Tl丁》

第23回外来小児科学会LJ

I年次集会に参加して

藤[Ⅱ小児科医院

藤田位

第231口l外来小｣,Ｗ;}学会年ｊｌＭさ会が「村lEl寿会

長（福岡Tlj）の~|く，８）１３１１］（ｔ)，９）１１１１

（日）の２１１にわた1)，台風の影響で'11の降I）

しきる福岡ＴＩＴでﾆﾐ千人の参jⅡ|者を集めＨｌｌＩｌｉ１され

た。テーマは「ｆどものためのコンダクターに

なろう」であった。既に「]こどものためのコン

ダクター」を実践し，地域礼会で子ども達の健

康福祉に役立つ１１１１｢動をしている方々を紹介する

とともに，子どもに関する諸々の'111題を収OI2

げて法曹関係者，学校，保育|刺・幼稚園，行政

の方々とコラポレートしたいという会掻の意|(i］

が反映されたテーマであり，それが実践された

会であった。

今|Ⅱ|も開催前１１の金Ⅱ縦'１の夜に｢ｊＩＭＺセミナー

が開'''1された。「外来で１，)してはいけない患ﾘＪ

達」と「好感の持たれるメイクアップ」の２題

が用意されていた。私は北九ﾘﾄ|市立八'幡炳院の

i1i111)ＭＥ郎先生がi講演された｢iii者に参)lⅡ1してき

たが，多くの若い小I,'ｕｆｌｌ歪が参加し活発な発言

をされていた。鮭の生食による裂頭条虫感染ｿiii

の話など大変興味ある内容であった。

学会第一１１１]午前はシンポジウムＦr育ての

スキル家族の伝承から教育プログラムへ」に

参加した。前向きｆ育てプログラム（トリプル

Ｐ），lEl際認定ラクテーション・コンサルタン

ト，ＣＡＰの３つが取り上げられいろんなスキル

を学んだ。それぞれの収1)組みは述っても，そ
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ゼインＮａ」の表記が兄逃されたことを指摘する

など，アレルギーエデュケーターの折導対象は

多||皮に渡ります。……

落ち蒜いた券ljil気で診察することが難しい小

規模なクリニックでこそ，医師とは異なる｣従場

で動けるアレルギーエデュケーターのﾉﾉ'11:が発

揮されると考えています。……

そして時には，私がＩ)iZl医となっている保育|刺

にエデュケーターがi亘接出向いてアレルギーの

知織を１片弊したり，対応の相談にのることで，

保育'二など異職種の連携にもつなが')，アレル

ギーリJをとIリまくより良い環境づくりの一助と

なる可能性があります。

現時点で，アレルギーエデュケーターの指導

については，保険適応が無いだけでなく，社会

的な認知度も低く，そのi舌動も試１丁錺誤を繰り

返している段階であることは帝めません。しか

し，この新しい人材の育成は，将来アレルギー

リi｣`とその家族にとっても，アレルギーＱｊＩｌⅡⅡ塁に

とっても，なくてはならない存在になることは

IHI違いないと確信しています。

先化はこう締めくくっておられます。兵II1iU,Ｌ

では現在まだ３名が認定されている状D[Lです

が，征年受験する方も増え，認知されるための

椚動も１丁われてきています。また，看護I1iljだけ

でなく，薬片'ｌｉ１'|j，栄養十の部門でも養成が１%Mfi

されています。小ﾘJ診療に携わっていたいと

思っているコメディカルの方も多く，今後，１，［

期にエデュケーターが大'１月に増え，指導料等に

結びつくようになることが望まれます。

国１１６の３人に１人がアレルギー疾.患をイ｢する

ことから考えても，アレルギー児は汀専ｌ１１ｊ医だ

けでなく，多くが一般小)１.科に通院していま

すに,ハ,｛疹のあるﾘJに対する，石鹸の泡Ｊ１/iてﾉﾉ，

係ｉｌｉ１ｌ剤や秋１Vの雄I)方ひとつをとっても，しっ

かＩ)泡]7:てて…，FingerTipUnitでたっぷり

塗りましょう…と１１頭で指導するだけではなか

なか効果が'1}ず，確認すると充分にできていな

｢他府DJ県小児科医会会報より

｢宮城県小児科医会報２０１３．３Ｎo248」

（随想）

当クリニック(こおける

アレルギーエデュケーター

の役割

森川小児科アレルギー科クリニック

森１１１みき

今や|玉|民の３人に１人はアレルギー疾,患をｲ丁

する状況下で，小ﾘ,l科の一般診療と並行して，

アレルギー専門医としてのアレルギー疾患の診

療に，必要十分な時間をかけるのは難しい状況

があります。

［1本小児難治''１Ｍ､．アレルギー疾/in学会で

は，2009年度より，小ﾘLlアレルギー疾/inを総合

的にとらえ，凪昔教育，脂導をおこなう専任の

コメディカル（看護mjll1心）の養成を開始しま

した。研修会や資格認定試験を皿し，一定の知

識と技能を習得した場合には「１１本小児難治|'Ⅱ

ノユ・アレルギー疾/Tli学会認定小ﾘ｡アレルギーエ

デュケーター」として資格認定を受けることが

できます。当クリニックでは2011年度（３期

４１）認定のアレルギーエデュケーターがおり，

徐々にその活動を始めています。……

浸出液で黄色になったミトンを請け，具っ赤

な顔でつぶらな'康の４力）IﾘJにｽﾞＩしては医師の

診察後にスキンケアや軟汀療法をlｿ:の手を取り

実技脂導。また，ピーナッツでアナフィラキ

シ－を経験し修学旅行iiiにアドレナリン「1□注

射を処ﾌﾞﾌした新,'ﾛﾑの中学４１ｔには，純稗１１１キット

を他||]し，’'1JM,'Jが紬↑+｝するまで繰Ｉ)返して指

導。さらに，保育|詞でのおやつで令身童麻疹が

}[}て，｝u当保育上と受診した牛乳アレルギーリＪ

に対して，持参したおやつの原材料表示で「力
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かつたことを経験することがあります。最近，

食物アレルギーでも皮膚からのアレルゲンの侵

入による感作が指摘され，乳児期早期のスキン

ケアを充分にイテうことで，アレルギー発症を減

らすことができるのではと検討されはじめてい

ます。毎'1の診療の''１で，アレルギーを発症さ

せないために生活指導をすること，軽症のアレ

ルギー児をできるだけ悪化させないように治

療，指導することが重要であると考えます□忙

しい日常診療の'|｣，指導を分担できる知識や技

能を持ったスタッフの存在は，大勢のアレル

ギー児にとっても，一般小児科医にとっても大

切な存在になるのではないでしょうか。

《Ll1灘》

て男のｆたち数名が寄ってくる。要らないよ

と言うと，じゃ，お水ちょうだいと言って

ペットポトルを指さす。飲みさしなので傭蹄

しているとさっと取って構わずごくごくと飲

んだ。あげるよと言うと満面の笑顔で，あり

がとうと言ってみんなで元気に走り去った。

裸足の子もいた。この「どもたちの笑顔と'１

の輝きは今も忘れられない。ロ本のｆどもの

貧困率が問題になっている．言うまでもなく

彼の地の貧困は||本の比ではない□この子ど

もたちを思いⅡ}すたびに，子どもの幸せは何

で測れるのだろうかと,'１(ってしまう｡

《Ｋ・Ｔ》

（ ■

し

子どもの貧困と幸せは

７年前，アンコール・ワット遺跡群を見に

カンボジアのシェムリアップを訪れた。遺跡

のＨ}口に向かうと小さな，おそらく４～５歳

ぐらいの女の子が扇子を持って寄ってくる□

要らないよと言うと一瞬悲しそうな顔をした

が，すぐにニコッとして親のところに戻って

いく。すごくかわいい笑顔だった。別の日に

オールドタウンを歩いていると絵葉書を持つ
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感染した場合の承Jii型（結核性髄膜炎・粟粒

結核）を防ぐために，ＢＣＧは必要である。

今lnl改Ｊｌその接種時期では，「11三後６力)]に至

るまで」から「Lli後１歳に至るまで」に)ＪＵｌＩ

され，標附1<)接祁期間は生後５力Ⅱから８力

Ⅱに達するまでになった。理ltlは，平成17年

度に接ｲlli対象ｲ'三齢が４歳未満から，１%〔Hll/lﾐ後

６力Ⅱ木ilMiにｿ|き下げられてからＢＣＧがL'三

ワクチンであるがゆえに副反応（接繩I11llの腋

窩リンパi1tiIll1i大洗皮膚結核様ｿ丙変，’'１囑炎，関

節炎，非'lllirにまれの全身播穂性ＢＣＧ感染ｿ,iZ）

が，Ｊ､ﾄﾞ均１００万人閂たＩ)3.57人となり，リ|き'､￣

げるまでの3.3倍に増えた。これは集|寸|検診時

の接枕すなわちルミ後３カ月から４力）1児に多

く報告されたためである。さらに，ノ'三後６力

１１未iiMiﾘJが対象の新たな予防接種ヒブ．小ﾘJ

1111Iilj炎｣求1ﾎﾟi・ロタワクチンなどが､[1わＩ)，保

護荷などから，この時期の接種スケジュール

が過密になってＢＣＧを受けづらいという)ｉｌｆ

があるためである。

談誕三 ②

予防接種期間を考える
－ＢＣＧ接種を例に

兵庫医科大学小児科

Ｉｌｌｉｉ部益１台

はじめに

’1本の予防接種は，グローバルスタンダード

に向けて前進中と考える。しかし，定期接種と

任意接穂の費用負担差はじめ副反応の保障，自

治体の11ｲ政負担など問題を予防接祁法の全面改

'[で解決してほしい。医学的根拠による接種期

lIiの対応における定期と|[意の策について考え

てみたい。

１．予防接種グローバル化に向けて法改正

平成25年度予防接種の改][は，①ヒブ・小

児Ⅲ巾炎球菌・子宮頸がん]云防ワクチンの定

期化，②BCGの対象年齢が拡大，③'1本脳炎

ワクチンの特例対象肴の拡大，①麻疹風疹

（ＭＲ）ワクチンの３期・４期終丁，⑤特定

の疾病等によ')定期の予防接樟の機会を逃し

た〃へ特例拾f`tである。

予防接柿は初ｌＩＩｌ，その後の'１}I隅など週１１ﾐ接

種時期・期Ⅱ１１が提示されているが，改Ｊ１その－

つＢＣＧ接種を例に考える。

３．ＢＣＧ接種の定期と任意接種を考える

ＢＣＧ接祁期|Ａ１が１歳まで延びたメリットす

なわちIilll反応率の低下や接穂スケジュールに

余裕がでた一万，気がつくと１歳を過ぎてし

まい定｜Ulから(壬意接種になる例がl牌えること

が懸念される。

では1歳を超えての接種はどうするかの議

論がある。（公1M）結核予防会結核研究所f'i巻

会Lその森亭:先ノヒと話し合った結論は「特肌｣の

場合以外は不要」である。では特別な場令と

は，①親の仕粥などで高まん延国に行くこと

になった腸今，（②発展途上剛ﾐまれの場合，

③家族歴に結核リスクがある場合などであ

る。ｉＩＷまん延lKlのみならず慎承を期して，’'１

｜ﾉﾘで結核WI1忠率高い地域に住むﾘJをlⅢえる考

えもある。

なお接種時は生後１年以ｔ経過しているの

２．ＢＣＧ接種に関する法改正と背景

１１本の結核樅,患率は2010年に人|」１０万人あ

たり18.2人で，１０人以下となっている欧米先

進lElに比べ未だ多く，１１上界で依然「''１まん延

｜玉|」である。人|」１０ﾉﾉ人あたI)１０人以一卜の

「低まん延llil」になるには１０年以上，１００万人

あたり１人以下の「Iillll1」までには50年以上

かかるかもしれない。この１１１f鼓から乳幼ｿJが
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で発病なくても感染を受けているTlJ能'|/'三を考

えて，まずはツベルクリン反応が陰性を確認

しておく．陽性ならばMlli感染ｲJfとなりＢＣＧの

意味がないからである。

「結核の統計」（厚生労働所1,W花，ポi'｢核予防

会刊）によると，最近の０～４歳の承症結核

`患者数は表の迫りで減少している）

ンはすべて定期化，そして麻疹，流行性耳下１１１K

炎，風疹（ＭＭＲ）はじめ５種，６櫛と混合ワ

クチンが拡ﾉﾋなど，さらなる進展を祈念するr，

【参考資料】

l）森亨監修（ロ本ビーシージー製造株式会社

編）：平成25ｲ'三改訂ＢＣＧ接穂に閏するＱ＆Ａ

集．東京：公益財ljlii去人結核予防会，2013

2）森亭l濫修：平成25年改訂現場で役に立つ1111

接ＢＣＧ接種の下り|き、１１〔DK：公益1吐団法人

結核予防会lⅡ版調査課，２０１３

３）寺田毒1Ｚ．ＢＣＧワクチン．小児科学レク

チャーVol､２，ＮＯ２小児の予防接種Ｑ＆Ａ（渡

辺博編)．310-314，東京：総合医学社，２０１２

表乳幼児の重症結核患者数（2007～2011年）

炉巡i注ＦＩＩ迎半Fiiェ結核性髄膜炎

粟粒結核

ただし，これはＢＣＧ接種率95％以｣zが確保

されていることが大前提である。となると１歳

過ぎて接種すべきかどうかの議論以]てに，接種

時期が遅れ，結果的に１歳を超える例が増えな

いように努めなければならない。ＷＨＯは「結

核まん延国は１歳未満で接種する」と勧ＩＩＬて

いる。1歳までよりも，標準的接穂期間生後５カ

月から８カ月に達するまでの接種を遂行するこ

とが求められると思う。昨年度まで多くの接種

が行われていた生後３～４ヵ)]の期間が，今年

度から推奨期間どお|〕にi了っても２カ月から５カ

月間遅くな')，それだけ感染の危険が1Wえ，シ

ミュレーションでは18％程度増､Ⅱすることにな

るからである。

おわりに

保護者が１歳を超えてもＢＣＧ接種を希望さ

れればIli否;するものではないが，１歳を超える

と定期でなく11；意接種となり，イブ料で保護者に

賛｢Ｉ１ｎｌ１１が生じること，Ｌ万が一ITilⅡ又》‘が発生し

た場合は医薬,Iii,医療機器総合機構法のEilI作用救

済給付で救済給付全額が低くなること，ツベル

クリン反応で接種するかどうか決めることなど

の同意を取った'二での接種となる｢）

予防接種期間について考えたが，予防接種法

の改正で自治体でなくllilが直接逆肯し，ワクチ

鴨、
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あと がき
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

異常に暑かった夏もようやく終わりをつげ，

過ごしやすいころとなってまいりました。２５年

秋ザを送らせていただきますに｣今年もまたlLl然

災害が多かったと思います。犬１１１で浸水に遭わ

れた先上上には，お見舞い'|'し上げます。それに

しても京都嵐111における桂111の氾i監などをみま

すと，こんなところで災害が起こるのかと驚い

てしまいます『〕どこに何が起こっても不｣iLA識で

はない時勢です。ゆめゆめ７１'1断なさらず備えを

怠ってはなりません。

さて，今年もまた，というフレーズが続きま

すが，予防接種で一問題起こりました。総会の

会長挨拶にもあ')ますが，４月１１］よいＭ１科

学会，医会が要望してきた３ワクチンが定期接

種化されたとたん，子宮頸がんワクチンのFi'１反

応問題が起こり，銅実｣二''１断状態となっていま

す。当初は半年程度で結論を出すといわれてい

ましたが，本誌が１１１るころにはｲnJとかなってい

るのでしょうか。また，風しんの流行による風

しんワクチン，麻しん風しんワクチン（ＭＲ）

の不足'''１題も起きました。こちらの〃は風しん

の流行が収まってきたことで，なんとか定期接

種が延期されるjlT態はlnl避されました。しかし

ながら風しんに感受性のある人が20歳代後半か

ら30歳代になお多いことに変わりなく，１１１度流

行が起こらない様に成人の予防接枕対策をリ|き

続き行う必要があります。

今汁の第591Ⅱ|小児医学講座は２題とも発達障

害の講演です。ｌ題目は兵庫県立こども発達支

援センター長の野中路子先生のご講演「u,Lizこ

ども発達支援センターljll殻～現況から発達|嘩害

者支援を考える」です。昨年開所されたセン

ターについては，皆様興味を持たれていたと想

います。発達障害支援の現状とセンターの機能

について述べられています。２題目は，特別支

援教育に携われている間両国際大学教授,'１尾繁

樹先生のご講波「特別支援教育と医療の連携を

考える～二次障害を予防するために～」です。

先生は教員を指導する立場から教育現場の実情

を述べられています｡

総会の講減は，小ﾘJ科学会の専門医認定単位

の関係で，今''1から特別講演に加え一般演題も

行うことになりました。一般iii〔題は感染対策委

員会委員長のTl7H1元Ｍ１先生の「兵庫県トーにおけ

る行政措置予防接穂の現状について」です｡２４

年３月に行った県下市町のアンケート結果を,'１

心に述べられています。特別講演は神戸大学人

間発達環境学科教授011藤篤先ＬＩＺの「子育てひろ

ばを核とした支援者のジョイントワーキングに

よる]'．育て支援」です《］少千化の進展，ひとり

親家庭の貧困化が述べられ，大学サテライトに

よる地域子育て支援拠点事業のひろば型にあた

る「つどいの広場」１「業について述べられまし

た。ｌ１Ｉｌが求めている次１１１代支援対策事業のうち

地域子育て支援拠点斗｢業のひろぱ型はRiih体に

よってはなかなか実施が'五|難であると思います

が，講演の後の懇親会で聞いたところ，神戸ｉｉｉ

では他にも４大学の支援により行われていると

のことです。

この他にも，地ﾉﾌﾞ会の演題や，ずいそう，学

会報皆，委員会報告等々，大変お忙しいところ

を先ﾉﾋ方には快く執筆していただきましてあり

がとうございました。編集委L1-lil御礼申し上

げます。《河盛》
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