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減少が始まった１９８２年における子どもの割合は全国

平均で２３％、北海道での割合は22.7％で総数は128.1

万人であり、現在のほぼ２倍もの数の子どもが北海道

にいました。札幌など中央圏であれば、今でももう少

し高い割合だろうと思われている方もいらっしゃるか

と思いますが、残念ながら札幌でもその数値は全道と

同じ11.7％でしかありません。生産年齢人口が多くて

も、子どもの割合が多くなるとは限らないのです。

小学校の統廃合がまたたく問にすすんでいます。そ

れは、一部例外地域もあるようですが、基本的に札幌

市でも同様です。以前あった子どもたちのための遊園

地は、わずかしか残っていません。日々見かける広告

は、○○病院・○○医院に加えて、○○斎場、○○(老

人）ホーム・マンションなどが目立つようになってき

ました。厚労省の平成２１年地域保健医療基礎統計に

よると、道内で小児科を標傍している一般病院/診療

所の数は、1996年（平成８年）が228/1057であった

ものが2008年（平成20年）には177/691まで減少し

ています（病院数減少に関しては、臨床研修医制度も

大きな要因とは思いますが）。

このようなことは、昨年2012年４月に大学を辞し

て当センターに赴任してからようやく様々な世間一般

常識的なことに目を向けるようになった私にとっては

驚きでした。そもそも社会が発展すると、必然的に少

子化になると言われています。すなわち社会が発展す

ると産業などが高度化し、そのため高学歴化となり、

高学歴化は教育費の増大となるため夫婦は子どもの数

を減らすことになるとのことです。さらに高学歴化に

より社会的自立可能年齢が上昇するため晩婚化となり

少子化につながるとも言われています。

ＯＥＣＤ内でも少子化が進み各国で少子化対策が行わ

れています。少子化対策が成功したデンマークにおい

ては、個人への子育て支援などの現金支給は少なかっ

たものの保育所や学校などへの施設拡充等への費用を

多く充てたことにより効をなしたとされ、一方、ドイ

ツでは減税や現金支給に重点を置いたものの学校施設

への投資が不十分であったため、その結果仕事と育児

の両立が難しく、少子化の抑制がかからなかったもの

と考えられています。

女性の職場進出も少子化の要因のひとつになるとも言

われていますが、フランスなどを例にとり女,性の労働力

参加率の高い国は出生率も高くなっているというように

巻頭言

少子化を考える

北海道立子ども総合医療・療育センター長

鈴木信寛

５月５日の「こどもの日」に合わせて総務省が発表

した４月１日時点での15歳未満の子どもの推計人口

は、1982年以来32年連続して減少し続けているとい

う。さらに総人口に占める子どもの割合としては３９

年連続で減少し、これまでで最低とのこと。1982年

と言えば、私の卒業した年でもあります。

私は、1982年（昭和５７年）札幌医大を卒業し、さ

ほど小児内科的疾患に興味があった訳ではなかったも

のの、「診るんだったら大人でなく子どもでしよ」の

乗りで小児科の門を叩きました。当時は外来、入院と

も多くの患児であふれかなり活気があったと言えば語

弊になるかもしれませんが、多忙な日々を過ごしてい

ました。多分道内の相当数の病院で内科、外科ととも

に小児科も標傍されていたと思います。半年で青森県

立中央病院へ異動し、その２年半後に縁があって神奈

川県立こども医療センター血液科に３年、その間に国

立小児病院小児医療研究センター先天異常研究部にも

約２年間お世話になり、1988年春に札幌医大に戻っ

てまいりました。

大学では、造血幹細胞移植の開始に始まり、遺伝子

診断や全国規模の臨床試験が開始されるなど、大きな

時代変革の中で臨床・研究などに没頭していたため、

新聞、テレビなどろくに見ず、世の中の流行に疎いと

言われ続け、少子化が悪化の一途を辿っていることに

気づいたのもさほど昔のことではありません。時に小

児科のベッド稼働率の低下が目につくようになり、ま

わりを見れば小児科を標楴する病院が徐々に減少して

きたことを認識したのは１０数年前のことだったと思

います。当時、札幌からさほど遠くないある町を訪れ

た時に、現地の老婦人がうちの子どもを見て、「子ど

もを見るのは久々だねえ」と懐かしそうに言っていた

言葉に強い衝撃を受けたことを鮮明に記憶しています。

今回の調査では、子どもの総人口に占める割合は全

国平均で12.9％であり、北海道は11.7％（総数は64万

人）で47都道府県中下から３番目という結果でした。
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反論する向きもあります。しかし、それは様々な意味で

家庭と仕事が両立できるような環境を充分整えたことで

負の要因が相殺された結果であると指摘されています。

２０１３年版「少子化社会対策白書」においては、未婚

化・非婚化、晩婚化・晩産化の進行が報告され、その

背景として若い世代における雇用不安や所得減少が指

摘されています。また、子どもの数では「子育てや教

育にお金がかかりすぎる」「高年齢で生むのはいやだ

から」などの理由で理想の数より低くなっていること

も報告されています。

我が国は、欧州諸国に比べて家族政策全体の財政的

な規模が小さいことが指摘されていて、家族関係社会

支出の対GDP比をみると、我が国は、0.96％(2009年

度）であり、フランスやスウェーデンなどの欧州諸国

と比べておよそ３分の1しかありません。そして、日

本の社会保障給付費は全体の７割が高齢者への給付で

あり、子ども・家族への給付は５％にしか過ぎず、高

齢者扶養が私的扶養から公的扶養に変化したのに対し、

子育て・教育が私的扶養に多く依存し続けることによ

る少子化への強い影響も指摘されています。子育て、

教育等の公的扶養に関しては、現在、小・中・高が無

償化となっているものの、様々な私的費用負担があり

ます。就学前教育費の公私負担割合では、ＯＥＣＤ25カ

国平均の公私負担割合が80.7％であったのに対し、日

本は43.4％と公的負担が極めて低いことが指摘されて

います。また保育所が需要に追い付いておらず、行政

の対応の遅さを痛感します。

少子化対策として、非正規雇用や低所得問題の解決

や育児・教育環境などの改善が急務であり、また晩婚

化による不妊の問題も指摘されているなど、幅広い対

策を迅速に行うことが求められており、少なくとも私

たち小児科医はそのようなことに関心をもち声を上げ

ていくべきと考える今日この頃です。

行政の対応の遅さと言えば、当センターも道立施設

のため素敵な金縛り状態で時には牛歩のごとくといっ

た感もありますが、本年度から「新・北海道病院事業

改革プラン」５カ年計画が開始され、経営改善をはか

り経営形態の見直しを進めていくことが示されました。

北海道全域の子どもたちのためのセンターとして、ま

た皆さんのお役に立てるように一層の努力をする所存

ですので、今後も忌憧のないご意見、ご指導を賜りま

すよう宜しくお願い申し上げます。

学術コーナー

耳あか型と個体差

北海道医療大学学長

新川詔夫

はじめに

耳あかは耳垢腺からの分泌物と外耳道のアカやフケ

の混合物である。欧米人はほぼ全員が分泌物をもつ湿

性耳あかだが、Ｈ本人には分泌タイプ（湿性耳あか、

ネコミミやアメミミ）と分泌欠如タイプ（乾`性耳あか、

コナミミやヌカミミ）の２種が存在する。温'性耳あか

は褐色粘調である。それに対して乾』性耳あかは灰色粉

状であり文字通りアカやフケである。湿性耳あかは年

齢変化するが、新生児期や幼児期には既にみられるの

で一生タイプが変わることはないが、老人では分泌量

が低下することがある。湿性と乾性の中間タイプが５

％にみられるとされるが、筆者らの遺伝子型解析では

中間型とされるものはすべて温`性である。また耳あか

型が左右で違うという話も聞くが、体の左右で分泌の

度合いが異なっているだけで、この人は個体としては

湿』性である。

乾‘性耳あかは日本人を含む東北アジア人特有の変異

型である。哺乳類はげっ歯類を除いてすべて温'性型な

ので、温'性型がヒトの先祖型だと考えられる。両タイ

プはゲノム上のたった一つのＤＮＡ塩基の違いで決定

され、乾'性タイプは数万年前に－人の東アジア人の先

祖に起きた突然変異に由来する。以下本稿では耳あか

型を決定している遺伝子の単離と、原因遺伝子の機能、

および人類学的・医学的意義について概説する。

耳あか型の遺伝と生理・生化学

耳あか型はメンデル遺伝形質である。アレルをＧと

Ａとすると、表現型としての湿性耳あか（遺伝子型は

ＧＧとＧＡ）は乾型（遺伝子型はＡＡ）に対して完全優

性を示すので、センター試験にもときに出題される

(2011年の生物にも出題)。ＧＧ親(湿性）とＡＡ親（乾

性）からの子供はすべてＧＡ(湿性）であり、ＧＡ親と

ＡＡ親の子供は半数が湿』性で、ＧＡとＧＡの子供におけ

る湿性と乾性の比は３：１となる。日本人では最も多い

組み合わせであるＡＡ親同士の結婚からの子供はすべ
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て乾性なのは言うまでもない。白人やアフリカの集団

ではほとんどがＧＧなので子供はすべて湿性である。

耳あか（本来の湿性）は哺乳類では普遍的なので何

らかの生理的作用があるはずだが未知である。しかし

日本人の大多数は耳あかを欠如しているので生命活動

に重大な役割はないとも言える。後述するように、耳

あか型決定遺伝子が関与する体臭の役割の方が大きい

のかもしれない。逆に、湿』性耳あかのマイナス面はよ

く知られている。英国では年間230万人（２～６％）が

耳あか栓塞症に罹る（Guestら2004）。溜まった耳あ

かは頭部やあごの筋肉がよく動くと排出されるが、寝

たきりの老人や知的障害者では動きが少ないため耳あ

か栓塞症になりやすい。

耳あかの化学的研究は少ない。特に湿`性と乾性耳あ

かの違いの生化学的基盤はほとんど未知である。温'性

耳あか複合物の本体は2,7-無水Ｎアセチルノイラミン

酸だとされる。このアミノ糖は脳発育に必要不可欠で

細胞表層の免疫系に関与しておりぃ体内の器官をコー

ティングする粘着質の素となり粘膜の粘度調節をしな

がらその一部は侵入する病原菌の感染を防止する役目

がある。

耳垢腺はアポクリン腺だが、アポクリン腺はほかに

腋窩腺、小鼻の分泌腺、陰部腺、乳腺などがあり、汗

とともに種々の匂い分子が分泌される。ヒト腋窩腺に

由来する匂いは湿性耳あか型と強く関連する。体臭は

多くの哺乳類では個体識別やセックスアピールなど主

要なフェロモンとして作用するが、ヒトでは嗅覚が退

化しているのでその役割が減じているらしい。とりわ

け日本人の大多数は乾性耳あか型であり体臭の少ない

人が多いので、体臭を嫌う傾向がある。ゲノム解析の

結果、げっ歯類ゲノム中にはヒトのＡＢＣＣＩＩ遺伝子

に相当する遺伝子配列が欠如しているので、げっ歯類

にはアポクリン腺由来の体臭はない。代わりに尿中の

ＭＨＣ関連オドールタイプで個体識別や異`性の選別を

行う。

過去の遺伝学研究

２つのタイプの耳あか型を初めて科学的に解析し

たのは100年以上も前の日本人研究者である。Kishi

(1907)やAdachi（1937）は国内外民族の耳あか型頻

度の差異および湿型耳あか型の頻度と腋窩臭の頻度

が比例することを初めて明らかにした。Matsunaga

（1962）は過去のデータをまとめ、耳あか型が二型’性

の単一遺伝子形質であること、湿性は乾性に対して完

全優』性であること、日本人は乾性耳あか型が優位(83.

7％）であることを確定した。その後、米国や旧ソ連

などの人類学者が多くの民族集団における耳あか型表

現型を調べた。これらをまとめると、欧州、アフリカ、

アボリジニ集団では97～100％を占めるのに対して乾

性は北部中国、韓国、日本などの東北アジア人集団に

特有のタイプ（80～95％）である。東南アジア、太平

洋諸島、中央アジア、小アジア、アメリカ原住民、イ

ヌイットなどの集団は中間値を示す。

耳あか型決定遺伝子の発見

筆者は長年、遺伝病のゲノム医科学研究に携わって

きたが、ある未知の神経疾患家系解析のとき、－人の

女性が自分の家系では罹患者は皆耳あかがベトベトで

あると言ったことが耳あか型遺伝子の研究の端緒とな

った。家系図を作成すると確かにその通りだった。筆

者らは既にその疾患座をl6qll付近にマップしていた

ので、耳あか型遺伝子はその疾患座と連鎖していると

推定し、湿性／乾性両タイプの構成員をもつほかの数

家系の試料を用いて解析した。主たる解析担当は医学

部３年次の医学生であった。結果は予想通りにl6qll

に局在することが判明し(Tomitaら2002）国際学会で

発表したところ、NatureのScienceUpdateにニュース

として掲載された。筆者はこの学部生を誇りに思って

いる。次いで筆者らは耳あか型決定遺伝子ABCCIIを

同定し、ｌ塩基の変化が湿性と乾性を決定することを

見いだした（Yoshiuraら2006)。以下少々専門的では

あるが、遺伝子発見の経緯を述べる。疾患遺伝子発見

がいかに戦略的で論理的に進められるかの理解につな

がれば幸いである。

家系を増やして連鎖解析しても候補領域は分子レベ

ルではこれ以上狭められず、遺伝子の特定は困難だと

判断し、症例・対照テストを採用して耳あか型決定遺

伝子を単離することにした。周知のように本テストは

多因子疾患の関連（確率的）解析に多用する手法だか

ら一種の誤用だが、以下の戦略を基に敢えて適用した

：耳あか型は単一遺伝子形質であり、日本人だけでな

く世界中の民族の乾』性アレルは何万年も前の唯一人の

祖先（突然変異体）から伝達された（創始者効果）も

のだから、このテストにより温｣性あるいは乾性の個体

では対立的なアレルはall-Or-noneの結果をもたらすで

あろうとの作業仮説を立てた。
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したにもかかわらず表現型は遺伝子型と合わない（後

述）。最終的には乾性88人中87人がＡＡホモ接合体で

あった。したがって、耳あか型座はゲノム中でその３

つの場所のどれかにあり（極く近傍かまたはそのSNP

そのもの）、例外の１人を除いて、湿性表現型が完全

優J性であるとする従来の知見と一致した。これら３つ

のSNPsのうちひとつ（rsl7822931）はABCCII遺伝

子の538番目（エクソン４）のグアニン塩基がアデニ

ン塩基と置き変わっている多型（c538G>Ａ）である。

他の２つのＳＮＰｓはＬＯＮP遺伝子のイントロンに位置

していたので候補から除外し、c538G>Ａが耳あか型

決定因子であると結論した。ｃ５３８Ｇ>Ａ座のＧアレル

は野生型であり、Ａアレルが機能を失った変異型であ

る。上記例外の－人は表現型が乾性なのにＧＡ遺伝子

型をもっていたが、本人の塩基配列を決定し両親と兄

の遺伝子型を解析した結果、ABCCIIのエクソン29に

２７塩基対の欠失（△２７）が同定された。アミノ酸９

個が欠失しＧアレルは機能的に変異Ａアレルと同様と

なる考えられる。したがって、調べた乾性88人全員が

ABCCII変異アレルを２つもつことが確認された。総

合すると、耳あか型の決定因子はABCCⅡ遺伝子の機

能的多型（c538G>Ａ）である。乾`性日本人は、稀な例

外である△２７を除いて、創始者に由来する変異アレル

のＡＡホモ接合体であり、温’性日本人はＧＡヘテロ接

合体およびＧＧホモ接合体である。

乾性耳あか型の起源と民族移動

他民族におけるc538G>ＡのＡアレル頻度を検討す

るため世界の３３民族のＤＮＡ試料を収集し解析した

(Yoshiuraら2006）。中国山西省および韓国大邸市で

は調べた全員（100％）がＡアレルのホモ接合体（乾`性）

であり、Ａアレル頻度はこれらの地域を中心に東北ア

ジア(87％～96％)→日本(68％～83％)→東南アジア

(47％～73％）→南太平洋（21％～45％）へ南下する

に従い、あるいは→中央アジア(38％）→東ヨーロッパ

(１８％～２５％）→西ヨーロッパ（１０％～21％)→イベリ

ア半島（0％）へと西方に向かうに従って頻度が減少す

る地理的勾配を示した。サハラ砂漠以南のアフリカ住

民集団では０％～５％であった。また、北米・南米先

住民では各々５０％と５％～40％であった。この遺伝子

解析データは従来の表現型解析の所見とよく一致し、

乾`性耳あかをもった人類集団（古代の東北アジア人）

の移動・拡散・定着経路を反映している。

候補となるl6qllは多型砂漠と呼ばれるＤＮＡ多型

が極端に少ない領域であり既存のデータベースにはほ

とんど多型登録がなかったので、一般人数十人の同領

域の数百Ｋｂの塩基配列を決定し、独自に多型を同定

し解析に用いた。耳あか型表現型を直接耳鼻科的に診

断した126人(湿性38人､乾性88人)のＤＮＡ試料を収集

し、３省のヒトゲノム研究倫理指針に従って連結可能匿

名化した後、１６qll付近の２塩基反復多型や－塩基多

型(SNP)など多数のＤＮＡ多型について遺伝子型解析

を行い統計学的に検定した。変異(乾'性)アレルが創始

者効果を示す場合には日本人には連鎖不平衡が強く保

持されていると予想された。その結果、多数の多型座

のうち３種のSNP座（rsl782293LTs6500380、ss

49784070）が耳あか表現型と統計的に非常に強い関

連を示した（ｐ〈1015）。耳あか表現型とＳＮＰ座遺伝

子型の期待値は下表のように、湿性（ＧＧホモ接合体

とＧＡヘテロ接合体)：乾性(ＡＡホモ接合体)＝３９:８７

であるが、これに矛盾する５つの試料があった。その

うち４人は再度の耳鼻科的診察で正しい耳あか型に診

断し、結果として３種のSNP座のいずれにおいても、

湿性38人はすべてＧＧホモ接合体またはＧＡヘテロ接

合体であった。しかし1人だけは乾性耳あかを再確認

優性劣性計総計

期待値
1２６

観察値 1２６

例外〆

ＧＧ ＧＡ ＡＡ

湿型 3９ ０

乾型 ０ 8７

湿型 ４ 3４ ０ 3８

乾型 ０ １ 8７ 8８
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ABCC11アレル頻度の世界地図円グラフの白はＡアレル、黒はＧアレル

シベリアにいた古代モンゴロイド小集団（北方系モ

ンゴロイド）は２万～１万年の最終の小水期のため、

長期間にわたって次第に寒冷気候に適応していった。

乾性耳あか型もその一つで自然選択上有利に作用した

のであろう。ｃ５３８Ｇ>ＡのＧ→Ａへの塩基置換（突然変

異）はこの時期（あるいはそれ以前）に唯１人に起き

たと思われる。アレル頻度や分子時計を基にした推定

時期は今から2006世代前（１世代20年とすると約４

万年前）である（Ohashiら2011）。その後、乾性の

Ａアレルをもつモンゴロイドは拡散・定住していった。

Ａアレル頻度の東西勾配は東北アジア人の西方への移

動を示すものであり、北南勾配は再移動・拡散経路を

反映している。乾性モンゴロイドは１万５千年前に氷

期による海面下降で生じたベーリング陸橋を通って南

北アメリカへ移動した。筆者らの遺伝子解析でも、北

米原住民にＡアレルがかなりの頻度でみられたが、残

念ながらアジア→アメリカ大陸への途中の集団データ

が欠落している。４千年前の人間の毛髪がグリーンラ

ンド永久凍土で最近発見され、ゲノム解析の結果、男

'性は乾`性耳あか型（遺伝子型ＡＡ）をもち東シベリア

のモンゴロイド系民族に近いと考えられた。Ａアレル

頗度が南米のアンデス山脈沿いの住民でかなり高い

(0.20～0.40）のに、大西洋側（0.05～０．０６）ではアフ

リカ集団に次いで低い。モンゴロイドの中米から南米

におけるアンデス山脈沿いの拡散経路を裏付けるもの

である。このように古代モンゴロイドの移動・定住が

Ａアレル頻度をマーカーとして推定できるのである。

前述した△２７アレルはＡアレルとは独立した稀な突

然変異である。△２７アレルは日本人では３/1094人に

みられるが、バンコク市では1/50人、北米原住民では

2/20人、ボリビア住氏では９/30人にみられた。これ

らは全て△２７アレルのヘテロ接合体であった。日本人

の１名は△２７アレルのホモ接合体（Ａアレルとのダブ

ルホモ接合体）であり、△２７はＡアレルの下流に座す

る。先の例外のｌ例にみられたＧアレルと△２７から成

るハプロタイプは組換えの結果である。

耳あか型からみた日本人の成り立ちと移動

数万年前から在住の縄文人と３～２千年前の大陸か

らの渡来系弥生人の混血によって現在日本人が形成さ

れたとする｢二重構造モデル｣が有力である(Hanihara

l991）。これを確かめるため、全国42のSSHの高校

生たちがコンソーシアムを結成しＡアレル頻度に関する

全国地図を作成することになった（SSHConsortium

2009）。各県のＳＳＨ当たり２５名～50名の生徒から計

1,963人分の指爪を採取し遺伝子解析・算出したアレ

ル頻度がハーディ・ワインベルク法則に従うことを確

認後、アレル頻度の全国地図を作成した。Ａアレル頻

度の全国平均は0.88であり、その２乗値0.774(77.4％）

が乾』性表現型をもつ日本人の割合となった。Ａアレル頻

度が最も高値なのは兵庫県～滋賀県にまたがる近畿地

方で、比較的高い（中間）頻度は北九州から東九州、四

国北部の瀬戸内海側であった。逆に、Ａアレル頻度の低

値は沖縄県、九州西南部、中国地方、東北地方東部で

みられた。この分布は国立科学博物館の遺跡データ上

の弥生時代人骨・縄文系人骨の発掘場所と重なる傾向

がみられた。現代におけるＡアレル頻度の高い地域と、

弥生時代の人骨の地域分布が一致することは興味深い。

上記の東アジアにおける耳あか型の地理的勾配および
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Ａアレルの曰本地図

考古学を基盤とした日本の歴史を考慮すると、日本人

におけるＡアレル（乾性）の主な起源は弥生文化をも

った渡来人に由来し、日本人のＧアレルの起源は縄文

文化をもつ原日本人だと思われる。事実、縄文人の多

くの特徴を残していると考えられている沖繩およびア

イヌの人々におけるＡアレル頻度は各々６８３％～733％

および75.9％であり、平均日本人の88％よりも低値で

ある。さらに、過去の平取アイヌ集落における耳あか

型表現型調査では、乾性耳あかをもつ人は13.3％だっ

たのに対して、同一集落の遺伝子型に関する筆者らの

データから算出すると55.2％であり、過去40年間にい

わゆるアイヌの人々と和人（主として乾性）との混血

が進んでいることを示唆する。これに対して、琉球人

集団における乾,性耳あか頻度は変化（66.3％対51.7％）

がほとんどない。この全国地図は、乾'性耳あかをもつ

弥生人が北部九州から瀬戸内海を通り、近畿地方へ、

さらに東Ｈ本へと移動しながら、在来の縄文人と混血

して行ったことを裏付ける重要な資料であり、二重構

造モデルを支持するものである。また各地域における

頻度に差があることは、過去３千年間に日本列島では

集団が未だ未だ均一化していないことを示す。高校生

が作成した耳あか型の全国地図は平成25年度の高校

教科書に記載されることになった。

北海道の古代人骨（オホーツク人骨50体と縄文人骨

35体)ＤＮＡの研究では、アイヌの主たる祖先と考えら

れている北海道縄文人のＧアレル頻度は、現代のアイ

ヌの人々を含めた他の北東アジア人集団よりも高く、

それに対して東シベリア由来と考えられているオホー

ツク人のＡアレル頻度はアイヌ人や縄文人より高い

(Satoら2009)。このことから、オホーツク人（５～１２

世紀にオホーツク海南岸にいた集団）を通して、北東

アジア大陸から北海道縄文人（紀元前３世紀～紀元後

７世紀）への遺伝子流入（混血）があり、それがアイ

ヌの形成につながったことが示唆された。

ABCC11がコードするタンパクと機能

耳あか型遺伝子ABCCⅡ(ＡＴＰcassettesubfamly-

Cmemberll）は１２回貫通型細胞膜タンパクである

ＡＢＣトランスポータ(別名多剤耐性タンパク８，MRP8）

をコードする(Yabuuchiら2001)。ＧアレルとＡアレル

はＭＲＰ８の１８０番目のグリシンがアルギニンに置換

(Gl80R）した機能的多型である。180番目のアミノ酸

はMRP8の第１膜貫通部位にあり、この部分がアルギ

ニンになるとトランスポーター機能が低下する。△２７

部位はMRP8のＣ末部にあり同様に機能を低下させる。

MRP8が輸送する基質として胆汁酸、硫酸塩ステロイ

ド、エストラジオール、ロイコトルエンC4や葉酸、メ
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ＡＢＣCIIが腋窩臭の第一次的決定因子であることは

確かだが、その程度を支配する別の修飾遺伝子が存在

することを示唆している。

カルフォルニア在住日本人の温'性耳あか型が乳が

んの死亡率と発症頻度に関係があるとの報告がある

(Petrakisl971）。一般的に乳がんの発生は東アジア

人が白人や黒人集団に比べて低いから、温'性耳あか型

が少ない東アジア人にとって信懸性があった。しかし

筆者らの女性乳がん患者の耳あか型遺伝子解析では、

患者中のＡアレル頻度（0.862）は一般集団中の頻度

(0.890）と差がなく、エストロゲン受容体陽性乳がん

患者（0.873）と陰`性乳がん患者（0.824）の間にも有

意差がなかった。

おわりに

耳あか型は一重／二重まぶたやフジ額などと同様に

｢曰でみえる」遺伝形質の一つだが、それがたった一つ

の遺伝子で支配されていることが分子のレベルで明ら

かになった初めての例である。乾`性耳あか型は太い毛

髪(みどりの黒髪)と共に日本人を含む北東アジア人を

その他の民族から分ける表現型である。それぞれ３～

４万年ほど前、たった－人の先祖に起きたABCCⅡ遺

伝子およびＥＤＡＲ遺伝子の突然変異が原因である。

偶然なのかＡＬＤＨ2遺伝子の変異による「酒に弱い体

質」も同時期に中国南部の東アジア人集団の－人に起

ったと思われる。酒に強いALDＨ２*Iのホモ接合体は

東北・九州南部に多く、ALDH2wIT／nLDH2＊２ヘテ

ロ接合体やALDH2*２ホモ接合体は中国地方、近畿、

中部日本に多いとされるから、ＬＤＨ2*２も弥生人が

持ち込んだ遺伝子かもしれない。面白いではないか？
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ソトレキセート、５－FＵなどが報告されている（Guoら

2003;Ｃｈｅｎら2005)。MRP8発現は耳垢腺や腋窩線

などのアポクリン腺のほか種々の腺組織にみられるの

で、上記分子が体内輸送基質である可能性は高い。野

生型ABCCⅡ（Ｇアレル）発現細胞は、５－FＵに対して

耐性（速やかに細胞外へ排出）を示す。温`性MRP8は

ｃＧＭＰに対して高い輸送能力を示すが、乾』性MRP8は

基質を排出しないことは乾性個体の耳あか欠損（輸送

・分泌していない）の事実と一致する。薬剤投与の前

に耳あか型を調べることで、薬剤感受`性や副作用の有

無などの予測に役立つかも知れない。湿性MRP8は細

胞小胞体においてＮ結合型グリコシル化された後にゴ

ルジ装置で処理され細胞質内穎粒や空胞膜を形成し、

最終的に基質はMRP8を介して輸送・分泌される。そ

れに対して、乾`性MRP8はグリコシル化が行われない

ために細胞内でユビキチン化され、プロテオソームで

異常タンパクとして変』性・不活化除去されると考えら

れる(Ishikawaら2013）。つまり乾性耳垢腺では分泌

穎粒が欠乏・不足し耳あかが分泌されないのである。

耳あか型とアポクリン腺関連形質

乳腺もアポクリン腺なので、乳腺分泌機能と耳あか

型が関係すると考え解析した。通常の母乳量は経産婦

と初産婦で差が大きすぎるので、分娩24時間後の初

乳量を測定した。その結果、乾'性耳あか産婦からの

初乳量は温』性産婦に比べて有意に少なかった。湿性産

婦からの乳量は0～20ｍlの間に広く分布するのに対し

て、大半の乾性産婦では全く出ない（Ｏｍｌ）（Miuraら

2007)。しかし新生児のその後の病気への易罹患性や

発育には差がみられないので、２４時間以降には量的

にも質的にも差がなくなるのだと考えられる。

腋窩臭と湿性耳あか型との関係は、日本では２０世

紀初頭から研究されている。過去のデータは表現型解

析結果なので遺伝子レベルで確かめることが必要があ

った。腋窩臭治療（腋窩腺除去手術）のため形成外科

受診患者のABCCII遺伝子多型を調べた結果、７８/７９

人はＧＧホモ接合体かＧＡヘテロ接合体（共に温'性）で

あり、１人がＡＡホモ接合体（乾性）であった（ｐ<2.5ｘ

ｌＯ２１）（Nakanoら2009)。もし腋窩臭が完全に耳あか

型遺伝子ＡＢＣＣＩＩ多型で決定されていれば、７９人

全員がＧＧかＧＡ遺伝子型をもっているはずである。

腋窩臭は測定検査法がなく本人の自己診断が基本だか

ら、ＡＡ遺伝子型の１人は腋窩臭以外の体臭であろう。
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ヒト・メタニューモウイルス

発見され、年が経過して

特定医療法人とこはる東栄病院小児科

菊田英明

はじめに

２００１年オランダの研究グループにより、ヒト・メ

タニューモウイルス（Humanmetapneumovirus：

hMPV）が呼吸器感染症を引き起こすウイルスとして

発見され１２年が経過し、このウイルスの重要性が周

知されるようになった。研究のきっかけは、Nature

Medicineに報告されたｈＭＰＶをみて、このウイルス

はＲＳウイルス(respiratorysyncytialvirus:ＲＳＶ)と

似ており、小児科にとって重要なウイルスではないか

と考え、直ぐOsterhaus医師にメールを送りｈＭＰＶ

を入手したことでした。その後、2003年に重症急』性

呼吸器症候群の病原体としてSARSコロナウイルス、

更にその後、乳幼児の喘鳴を伴う呼吸器感染症をひき

起こすウイルスとして、2004年コロナウイルスNL63、

2005年コロナウイルスＨＫＵｌ、ヒト・ボカウイルス

が次々と発見された。その後も、インフルエンザＡ

(ＨｌＮＤｐｄｍＯ９の流行、2012年ＭERSコロナウイル

ス、更に2013年トリ・インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）と

新しい呼吸器ウイルスが次々と発見されている（表ｌ)。

Ｌヒト・メタニューモウイルスの特徴

１．遺伝子

ｈＭＰＶは13.4kbのマイナス－本鎖ＲＮＡウイルスで、

パラミクソウイルス科、ニューモウイルス亜科、メタ

ニューモウイルス属に分類される。メタニューモウイ

ルス属にはトリ・ニューモウイルスがあるが、200年

位前にトリ・メタニューモウイルス、タイプＣがヒト

に感染し、ｈMPVになったと推測されている。遺伝子

は８個の遺伝子から構成され、９個のopenreading

frameが存在する。遺伝子はＲＳＶで存在する２個の抗

インターフェロン(IFN：mterferon）活性のある非構

造蛋白を欠き、遺伝子配列は３，側からN-P-M-F-M2-

SH-G-Lである。遺伝子の系統樹解析から、ｈＭＰＶは

２つのグループに分れ、更にそれぞれが２つのサブグ

ループ(Ａ１,Ａ２Ｂｌ,Ｂ２）に分れる。Ａ２は更にＡ２aと

A2bに分かれてきた。ｈMPVのグループ、サブグルー
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表1．新しい呼吸器ウイルス

プの違いにより重症度に差を認めない。塩基配列から

予想されるＦ蛋白（fusionprotein)、Ｎ蛋白（nucleo-

protein)、Ｐ蛋白（phosphoprotem)、Ｍ蛋白（matrix

protein)、Ｍ２蛋白（matrixprotein2）のアミノ酸の

配列はグループ内でよく保存されているが、ＳＨ蛋白

(smallhydrophobicprotein)、Ｇ蛋白（attachment

protein）はサブグループ間においても差が大きい。

F蛋白はグループ間で94～97％、サブグループで98％

以上のアミノ酸の相同性があるが、Ｇ蛋白はグループ

間で30～35％、サブグループで60～70％と相同`性が

低いl)2)3)。

２．蛋白

ウイルス表面にはＦ蛋白、Ｇ蛋白、ＳＨ蛋白の３個の

糖蛋白が存在する。Ｆ蛋白はタイプ1、Ｇ蛋白、ＳＨ蛋

白はタイプ２の膜蛋白である1)2)。Ｆ蛋白はクラスＩ融

合蛋白で、前駆体FOが合成され、その後Ｆ１とF2に開

裂を起こす必要がある。ｉｎｖｉｖｏでの開裂にヒトでセ

リンプロテアーゼTMPRSS2が働いている4)。Ｇ蛋白

の細胞外ドメインは、細胞のヘパラン硫酸、ヒアルロ

ン酸、コンドロイチン硫酸などのグリコサミノグリカ

ンと結合すると報告された。しかし、ｈＭＰＶはＧ蛋白

が存在しなくとも、感染が成立することからＧ蛋白は

必須のものではない。近年、Ｆ蛋白のＲＧＤｍｏｔｉｆが細

胞のαｖβ1インテグリンと結合するという報告と、ヘ

パラン硫酸と最初に結合する必要があり、その後の効

率のよい感染にαｖβlインテグリンとの結合が重要で

あるという報告がある5)。まだ細胞側のレセプターは

明らかでないが、Ｆ蛋白がレセプターとの結合と融合の

両方の役割を持っていることが明らかになってきた6)。

Ⅱ、病態生理

伝播様式は飛沫感染と手指を介した接触感染がある。

hＭＰＶの感染する細胞は上気道、下気道の上皮細胞、

Ⅱ型肺胞細胞、樹状細胞(DCS:Dendriticcells)である。

潜伏期間は４～６日であり、ウイルス量は発熱後1～４

日に高く、ウイルス排泄はl～2週間持続する。ウイル

ス血症は起こさないとされているが、髄液や脳組織か

らｈＭＰＶが検出された症例が報告されている。

1．気管上皮細胞

ＩＦＮα以外の炎症』性サイトカインの誘導はＲＳＶより

弱いという報告が多い')7)。

２免疫

1）自然免疫

ｈＭＰＶは単球由来樹状細胞（moDCs:monocyte-

derivedDCs）に感染できるが、ウイルス産生はあっ

たとしてもわずかである。ＩＦＮα、ＩＬ－１β以外のサイ

トカインの誘導はＲＳＶと比較して少ない。ＲＳＶでは

moDCsに感染しウイルス産生も見られるが、ＩＦＮα

産生を誘導しない。形質細胞様樹状細胞(pDCs:plas-

macytoidDCs)では、ＲＳＶと同様にIFNαを誘導する

が、他のサイトカインの誘導はRSVより弱い。

ｈＭＰＶに関連する自然免疫のセンサーとして、膜貫

通型センサーであるＴＬＲ(Toll-likereceptor)２，TLR4、

エンドソームのＴＬＲ７と、細胞質型センサーである

ＲＩＧｌ(Retmoicacidinduciblegene-1)が報告されて

いるl)7)。TLR強制発現HEK293細胞の実験では、Ｆ

蛋白を細胞表面のTLR2,TLR4が認識し、細胞内シグ

ナル伝達経路を活性化する。TLR2からのシグナルに

より炎症性サイトカイン、TLR4からのシグナルによ

年 ウイルス 文献
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いが、無症状の造血幹細胞移植患者の鼻咽頭液からｌ

～３カ月と長期にわたりｈＭＰＶが検出されたという報

告がある。これらの患者ではウイルス増殖は続くが、

免疫反応が弱いために症状が少なく、持続感染を示し

ていると推測される。

Ⅲ臨床

1．疫学

ｈＭＰＶの流行時期はわが国では3～６月であり、ＲＳＶ

流行のピーク後にｈＭＰＶが流行することが多い。生

後６カ月頃から感染が始まり、２歳までに50％、５歳

までに75％、遅くとも10歳までに１度は感染する12)。

hＭＰＶの検出された乳幼児患者血清の約半分は急性期

に既にIgG抗体が存在する再感染型、残り半分は急性

期に陰`性で1～2週後の回復期に陽転化する初感染型

であった。ｈＭＰＶ感染症の約半数は乳幼児期において

も再感染である。重症度において初感染と再感染で差

は認めなかった。感染↓性は非常に強く、高齢者施設で

の高齢者の二次発病率は20～30％と推定される。年間

のｈＭＰＶによる入院者数は、小児の人口１０００人当た

り、ｌ～3人と推定され、ＲＳＶより少ないが、インフル

エンザ、バラインフルエンザより多い。年間小児の外

来患者1000人当たり、一般診療所では55人、救急外

来では13人と推測されている13)。

2．呼吸器感染症の中のhMPV

呼吸器感染症における呼吸器ウイルスの検出率は

65～85％であり、低年齢で検出率が高く、大多数の呼

吸器感染症はウイルスが原因と考えられる。従来は、

ひとつの呼吸器ウイルス感染症が流行するとIFNが産

生され、他のウイルス感染は抑制されると思われてき

た。しかし、近年、マルチプレックスPCR法（Multi-

plixPCR：一つのPCR反応系に複数のプライマー対

を同時に使用することで、複数の遺伝子領域を同時に

増幅し－度で複数のウイルス遺伝子を検出する方法）

によるウイルス検出で、呼吸器感染症でのウイルス

の重感染率は１０～30％であり、低年齢や重症患者で

は重感染が多いことが明らかになった。重感染の多い

ウイルスは、Coronavirus、Adenovirus、human

Bocavirus、Rhinovirusであり、重感染が多いという

ことは短い期間にいくつものウイルス感染を起こして

いることを示している'4)。

呼吸器感染症の中でのhＭＰＶの頻度は、年齢、サン

プリング時期、疾患により異なるが、小児のウイルスに

り炎症性サイトカインとI型IFNβの産生を誘導する。

hＭＰＶはmoDCsのTLR4で認識され細胞内シグナル

伝達経路が活性化するが、Ｇ蛋白はこれに抑制的に

働く9)。肺胞上皮細胞への感染実験では、グループＡ

ｈＭＰＶの複製中のdsRNAがRIG-1で認識され、炎症

`性サイトカイスＩ型IFNα/βを誘導する。このRIG-1

を介する経路は、RIG-lの発現しているmoDCsでも起

きていると推測されるl)8)１０)。ｈＭＰＶの一本鎖ＲＮＡ

はpDCsのエンドゾームのＴＬＲ７により認識され、細

胞内シグナル伝達経路を活性化し，炎症'性サイトカイ

ン、Ｉ型IFNαの産生を誘導する10)。この経路はpDCs

に特異的である。

以上のようにｈＭＰＶ感染によりI型IFNα/βが産生

されるが、ｈＭＰＶ感染細胞において、ＩＦＮＡＲ(typeI

IFNreceptor）の発現減少、Ｊａｋｌ（Janustyrosine

kmasel)、Ｔｙｋ２(Tyrosmekmase2)の減少、ＳTAT

１(SignalTransducersandActivatorofTranscnp-

tionl）のリン酸の抑制によるIFNに対する反応性を

低下、ＳＨ蛋白によるNF-kB遺伝子の転写の抑制、な

どのIFNからの回避機構が報告されているl)8)。

2）獲得免疫

中和に関連するエピトープはＦ、Ｇ蛋白に存在する

が、Ｇ蛋白に対する抗体はＲＳＶと異なり、中和活性は

少ないと考えられており、中和に関連する主なエピト

ープはＦ蛋白に存在する。Ｆ蛋白に対する抗体はグル

ープ別に特異性がないため、十分な抗体が存在すれば

全てのグループのｈＭＰＶ感染を防御できるはずであ

るが、一回の感染では十分な抗体ができないため、

hＭＰＶに何度も再感染すると推測される。血清中の

ｈＭＰＶに対する主要な抗体は抗Ｆ蛋白特異抗体であり、

グループ、サブグループ特異』性がなく、Ｆ蛋白の血清

型は1つである。抗Ｆ蛋白特異抗体は初感染1～2週間

後から検出され、その後は持続的に存在する。ｈＭＰＶ

感染症患者のＧ蛋白に対する抗体反応は、各サブグ

ループに特異的なアミノ酸配列がエピトープになって

いると推測され、Ｇ蛋白には4つの血清型がある。抗

Ｇ蛋白特異抗体は感染したサブグループに特異的な

抗Ｇ蛋白特異抗体のみが感染数週後から一過`性に上昇

する'')'2)。

マウスの実験では細胞性免疫に関するエピトープは、

ＧＳＨ、Ｎ、Ｍ２-2蛋白に存在すると推測される。免疫

不全状態の患者では致死的な重症の下気道感染症が多
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よる呼吸器感染症の5～１０％、成人の2～4％はｈＭＰＶ

が原因とされる（表2）。ｈＭＰＶは呼吸器感染症の中

で２～5番目に頻度が多く検出されるウイルスである。

hＭＰＶと他のウイルスとの重感染率は5～20％であり、

hＭＰＶは他のウイルスと重感染が多いウイルスでは

ない。

３．臨床像

ｈＭＰＶ感染症の大部分は上気道炎、いわゆる「かぜ」

と推測される。乳幼児、高齢者、白血病や移植患者な

どの免疫不全状態では、重症の下気道感染症が多くな

る。臨床で問題になるhＭＰＶ感染症の臨床診断は、喘

鳴を伴う気管支炎(いわゆる喘息様気管支炎)、細気管

支炎、肺炎である。肺の聴診所見は、ＲＳＶ感染症と同

様に呼気時の笛様音（wheezes）と吸気時の断続』性ラ

音（crackles）が特徴であり、呼吸困難を示す。臨床

症状は一口で言うと「インフルエンザのような高熱の

持続とＲＳＶのような呼吸器症状が一緒になった症状」

である。発熱が１週間以上続くときは細菌性中耳炎、

細菌の下気道への２次感染を考慮する必要がある。当

院の外来患者で入院が必要となった理由のl/3は呼吸

困難、２/3は２次細菌感染であった。重症度はRSV感

染症と同様との報告が多く、臨床像だけでＲＳＶ感染

症との鑑別は困難である。しかし、ＲＳＶ感染症は特に

６カ月以下に多いのに対し、ｈＭＰＶ感染症は1～2歳に

多く、母親からの移行抗体が感染防御に働いていると

推測される。白血球数、CRPなどの血液検査は、一般

的なウイルス感染症と同様である。胸部レントゲン写

真は、ＲＳＶによる肺炎では両肺対称』性の病変が多いの

に対し、ｈＭＰＶでは片側性の病変が多い。ｈＭＰＶ感染

症の兄弟、両親が一緒に風邪～下気道炎のことをよく

経験する。鑑別すべき感染症はＲＳＶ、ライノウイルス、

ヒト・ボカウイルス、インフルエンザウイルス、バラ

インフルエンザウイルスなど喘鳴を伴いやすい呼吸器

症状を引き起こすウイルス感染症である。

4.診断

臨床的には、乳幼児が春に喘鳴、発熱を伴う呼吸器

感染症で受診し、ＲＳＶ迅速診断キットで陰性の場合、

hＭＰＶ感染症を疑う必要がある。ｈＭＰＶの証明は

Reversetranscription-polymerasechainreaction

(RT-PCR）法でウイルス遺伝子を検出することが最も

鋭敏な方法である。PCR産物の塩基配列を決定し系統

樹解析をおこない、グループ、サブグループを決定す

る。昨年から保険適応はないがｈＭＰＶ抗原迅速診断

キットが販売され、臨床の場で診断が可能となった。

5．治療および予防

重症度に応じた対症療法が基本となる。ｈＭＰＶ感染

症を疑われた場合、ロイコトリエン拮抗薬、気管支拡

張剤、ブデソニドの吸入などの治療をおこなっている。

ステロイドの吸入は議論のあるところであるが、近年、

急性期の症状を軽減できるという報告もあり、早期か

表２呼吸器感染症の中のhMPV検出率

疾患 年齢 検体数 hMPV検出率（％） 弓’用文献

呼吸器感染症

肺炎

細気管支炎

下気道炎

喘鳴を伴う下気道炎

クループ

1歳以下

1歳以下

小児

2か月～5歳未満

小児

3歳未満

小児

小児

1歳未満

2歳未満

2歳未満

乳幼児

新生児

5歳以下

5歳以下

小児

1１２

9９

26,226

220

3,350

３１５

６４９

４３５

３６８

４６５

1１３

2２２

１０８

５５１

2３１

1４４

12.8

25.3

9.7

1３．８

4.7

1１．５

7.2

82

3.5

5.4

1６．８

32.3

3.7

7.9

7.8

０

ＰｅｄｌｎｆｅｃｔＤｉｓＪ２００８；２７：１００－１０５

ＪＭｅｄＶｉｒｏｌ２００８；８０:１４５２－１４６０

Ｖｉｒｕｓｅｓ２０１２；４：２７５４－２７６５

ＰＬｏＳｏＮＥ２０１２；７：ｅ４３６６６

JMicrobiolBiotechnol2013；２３：２６７－７３．

ＪＭｅｄＶｉｒｏｌ２００８；８０：１８４３－１８４９

ＰｅｄｉａｔｒｌｎｆｅｃｔＤｉｓＪ２０１２；３１：８０８－１３

|ｎｆｌｕｅｎｚａＯｔｈｅｒＲｅｓｐｉＶｉｒｕｓｅｓ２０１３；７：１８－２６

ＡｃｔａＰａｅｄｉａｔｒｉｃａ２０１０；９９：８８３－８８７

ＰｅｄｌｎｆｅｃｔＤｉｓＪ２０１０；２９：ｅ７

JMicrobiollmmunollnfect（inpress）

ＢＭＣｌｎｆｅｃｔＤｉｓ２０１３；１３：４１

Ｐｅｄｉａｔｒｌｎｔ２０１３；５５：４９－５３

ＰｅｄｉａｔｒｌｎｆｅｃｔＤｉｓＪ２０１３；３２：ｅ８－１３

ＪＭｅｄＶｉｒｏｌ２００７；７９：１２３８－４３

ＪＰｅｄｉａｔｒ２００８；１５２：６６１－５
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らブデゾニドの吸入を試みてよいと思われる。重症患

者にリバビリンや免疫グロブリンを使用し有効との報

告もある。

ｈＭＰＶは施設内の集団感染（保育園、幼稚園）、院

内感染、家族内感染を引き起こす。感染予防には、感

染経路から、１ｍ以内の感染者との接触を避けるだけ

でなく、患者の皮膚や衣服、玩具、またそれに触れた

手指に接触しないことが重要である。また、ｈＭＰＶ患

児の病院での隔離は、少なくとも１週間が望ましい。
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ず劣らず、各二次病院間の連携ならびに開業医・勤務

医の風とおしがよく、医療が役割分担され、双方の立

場が理解しやすい土壌となっています。これは、現在

函館小児科医会の会長を務められている山田豊先生は

じめ、函館に長く勤務されている諸先輩の先生がたの

積み重ねがあってと存じます。

また当院は、道南唯一の救命センターを有し、３６５日

24時間救急専従医が在住するという恵まれた環境です。

しかし、道南の三次救急医療兼の対象人口は約48万人

をしめ、年間5000件前後の救急車が搬入という厳しい

状況で、しかも札幌からは250kｍほど離れています。

このため、病院全体の「最後の砦」としての意識は、

窓口である救急はもちろん、全科の医師並びに職種に

関わらず非常に高くなっています。

しかし、「最後の砦」であっても、近年の医療の高

度化より、更なる高次施設への搬送も後をたちません。

奥尻島を初めとする近隣町村から当院への搬入の必要

`性とも併せ、道内の他地域で導入されました「ドクヘ

リ」への関心も高く、近い将来の導入が検討されてい

ます。

このように病院全体が、誰よりも元気な院長先生の

下、活気ある雰囲気に包まれています。ベテラン・中

堅医師はもちろんですが、活気に相乗効果をなしてく

れているのは、たくさんの初期研修医の先生です。時

には、当院で初期研修された先生がそのまま大学医局

に入局してもちあがりで当院に勤務したり、数年経て

から再度勤務するなど、多岐にわたり活躍してくれる

こともあります。若いパワーは、病院の貴重な宝です。

研修医の先生の活躍は、医療の場面だけにとどまり

ません。当院はマラソンが盛んです。函館では、毎年

９月に函館ハーフマラソンが開催され、数年前の参加

者は2000人弱でしたが、近年のマラソンブームもあり

その規模は年々拡大し、昨年は3000人を越えるよう

になりました。安全に大会が運営されるにあたり、心

肺停止もしくは重症症例に対し、迅速かつスムーズな

対応を行えるように医師（副院長先生はじめ）・看護

師．事務職・検査技師など他職種あわせた約50人（全

員院内のBLS-AEDもしくはACLSコース受講者です）

で、メディカルサポートチームが結成されています。

昨年はローカルテレビの取材も受けました。「日本一

安全なマラソン大会」を目指しています。このメディ

カルサポートチームにも元気な若手研修医が多数参加

施設紹介

市立函館病院

～keywordはエネルギー～

市立函館病院小児科科長

副院長依田弥奈子

市立函館病院は万延元年（1860年）「箱館医学所」

として、北海道発の官民病院の位置づけで発足し150

年を超える歴史を有しています。当初は、函館山の麓、

弥生坂の中腹に位置していましたが、老朽化に伴い

140年を経て2000年１０月、港町に移転となりました。

現在は、ヘリポートを有する６階建てで、精神科を含

む総病床数は734床となり、総医師数は110名、看護

師数640名、職員総数は１０００名の大所帯となってい

ます。

人口減少の進む函館市ですが、周囲の北斗市（|日：

上磯町）、七飯町など税金が安い市町村には人口流出

が進み増加しています。函館市内では小中学校の統合

が進み、従来の繁華街地だった函館の小学校はｌ～２

クラスとなりつつある一方で、市外の周辺地域の学校

はマンモス化しています。当院の位置する港町は、そ

んな若い町北斗市から僅か数100ｍに位置し、空洞化

する函館と併せ両極端な学校事情を日常診療で感じて

います。

現在の木村純院長は、平成22年春に院長に就任され

ました。大企業の社長或いは大物政治家…を坊佛させ

るパワフルな体型と行動力は、街中で数100ｍ先から

でも一目で間違いなく院長先生とわかる圧倒的な存在

感があります。

木村院長の指揮の下、当院の方針として①救急医

療Ｅ次救急、－定量の二次救急、たらい回しを防ぐ）

②癌診療（地域癌診療連携拠点病院レベルの維持）

③高度・先端医療の提供（標準的治療、診療ガイドラ

インなどをふまえた上で、さらにレベルの高い医療に

向けて取り組む）④民間では守れない分野の維持

(難治`性で時間のかかる疾患。多量のマンパワーの投

入が必要な分野など）、が掲げられています。

この中で、特に小児科の密接な問題である救急医療

ですが、幸い道南地区の小児医療は、他の地域に負け
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しています。

また、研修医の先生達は、毎年12月に開催される病

院の「大」忘年会でも、素晴しい芸の数々を披露して

ご活躍です。優勝すると巨額の賞金がでます。ちなみ

に昨年は、小児科も優勝を狙って２ヶ月も前から準備

したのですが、感染症流行によるアウトブレイク防止

のため中止となり涙しました。今年はリベンジ予定

です。

宴会も人一倍と噂の高い当院小児科ですが、病院全

体の雰囲気の中では、決して当科だけではないことを

お察しください。

以上、拙い文章を最後まで読んでいただきありがと

うございました。機会がございましたら、今年は当院

の大忘年会にどさくさに紛れて参加していただき宴

会の中だけでも当院の「エネルギー」を感じ取ってい

ただけますと幸いです。
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学会案内

第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

北海道小児科医会会長富樫武弘

本年１０月５日(土)、６曰(日)、ニユーオータニイン札幌において、第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

を開催させていただきます。

本総会は、東北６県と新潟県、および北海道小児科医会で構成される連合会として、東北北海道地区の小児

保健医療の充実、連携を図ることとし、毎年持ち廻りで開催しておりますが、ここ北海道での開催は、平成

17年、前会長南部春生先生以来８年ぶりとなりました。

本年度は、「小児救急医療体制一医会・学会・行政の連携一」をシンポジウムのメインテーマといたしまし

た。東北・北海道における小児救急医療提供体制の現状と課題点について、＃8000（小児救急電話相談事業）

の現状や、両地域が抱える小児科医不足と偏在、小児二・三次救急医療機関の体制不備という共通の課題を踏

まえ、地域に担った集約化・重点化を目途とし、各地区の現状と取組、今後の活動の在り方などを情報交換し、

有意義な成果を期待しております。

特別講演では、曰本小児救急医学会理事長市川光太郎先生より、曰本小児科医会、都道府県小児科医会

（開業医）が、これから担うべき役割と方向性につきお話しをいただき、また、南極越冬隊に参加された

西村淳先生からは、極寒ドームふじでの厳しい体験をお話しいただくこととしております。多数の小児科の

先生にぜひご参加いただければ幸いに存じます。

［主なプログラム］

会期平成25年１０月５日(±)、６日（日）

会場ニューオータニイン札幌

〒060-0002札幌市中央区北2条西1丁目ｌ番地

TELOll-222-5522／FAXOll-222-4877

会費５，０００円（懇親会費１０，０００円）

■１０月５日(±）

特別講演Ｉ

「食べること生きること」

南極料理人西村淳

特別講演Ⅱ

「これからの小児救急医療のあり方と方向性」

北九州市立八幡病院救命救急センター・小児科救急センター市川光太郎

■１０月６日（日）

シンポジウムメインテーマ：「小児救急医療体制一医会・学会・行政の連携一」

座長北海道小児科医会山中樹、南雲淳

■日本小児科専門医研修会(4単位)、曰本医師会生涯教育制度(5単位)がそれぞれ認定されます。

お問い合わせ先：北海道小児科医会事務局

〒060-0042札幌市中央区大通西6「目北海道医師会事業第四課内担当中山／工藤

ＴＥＬＯｌｌ－２３１－１７２７ＦＡＸＯｌｌ－２３１－２６３２
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第45回曰本小児感染症学会・学術集会のご案内

札幌医科大学医学部小児科堤裕幸

第45回曰本小児感染症学会・学術集会を今年（平成25年）１０月２６日(土)～２７曰(日)の両曰、札幌市白石区の

札幌コンベンションセンターで開催させていただきます。事務局長は当教室の要藤裕孝講師が担当致します。

本学会・学術集会にて札幌に皆様をお迎えするのは、平成14年に北大小児科の小林邦彦教授が主催された

第34回以来11年振りということになります。今回、学術集会会場は札幌駅から地下鉄で１０分、徒歩7分の札幌

コンベンションセンターとしました。小児の感染症は、小児科の一般診療、特にプライマリーケアにおいて

大変大きな位置を占めています。今回の学術集会のテーマは「宿主と病原体、その関りを様々なレベルで理解

する」としました。感染症については、その病理・病態の解明が自然免疫そして獲得免疫を踏まえて進んでま

いりました。また疫学の知識・集団免疫の理解も同様です。そんな中、今一度、宿主と病原体の関りを遺伝子、

蛋白、組織、臓器、個体、集団と様々なレベルで総合的に理解し、知識を整理することが重要であると考えま

した。そうした観点から、特別講演、多くの教育講演、シンポジウムを選ばせていただきました。

招待講演としては、私の米国留学時代のボスであるPearayLOgra教授に、Theroleofmucosalmicrobi-

omeonthedevelopmentofmucosalimmunesysteminearlychildhoodと題した講演を、更に韓国の

YoungJinHong教授からは、JapaneseencephalitisinKoreaと題した講演をいただきます。

特別講演としては、山西弘一先生（医薬基盤研究所）に、ウイルス発見にまつわる話を、また、佐藤昇志

先生（札幌医大第一病理）に癌免疫の話をお願いしました。

教育講演としては、インフルエンザ（河岡義裕先生）、生体肝移植とＣ型肝炎（武冨紹信先生）、パルボ

B19感染症（要藤裕孝）、小児感染症における抗菌薬の適正使用（尾内－信先生）、タイト結合と感染（澤田

典均先生)、炎症↓性サイトカインから考える小児疾患の病態形成（横田俊平先生)、免疫‘性神経疾患（高橋幸利

先生）、適切な保険診療と審査（豊永義情先生）などを用意させていただきました。

シンポジウムとしては次世代ワクチンの開発、母子感染～それぞれの立場から見えてくる問題点、小児科医

が知っておきたい食を介した感染症、の３つを計画させていただきました。更にIＣＤ講習会を予定しておりま

す。前日の１０月２５曰には例年の如く、若手を対象にした学会主催の教育セミナーも開催致します。

懇親会は札幌アサヒビール園において北海道名物ジンギスカンの食べ放題、ビール飲み放題を用意致しまし

た。空気の澄んだ、札幌そして北海道の秋を十分に堪能していただければと思います。有意義で実りある学術

集会となりますよう、多くの方に参加いただき、振るって演題をご発表いただきます様お願い申し上げます。
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特別講演では、板束徹准教授（京大呼吸器外科）

に新たな臓器保存液であるET-Kyoto液の話を、小林

英司教授（自治医科大学先端技術開発センター）には、

全身にルシフェラーゼ遺伝子を組み込んだtransgemc

ratを用いて、組織や臓器の酸素の供給状態を可視化で

きるという話をしていただきました。いずれの話も臓

器を長時間保存あるいは蘇生させることに繋がること

から、人工酸素運搬体（人工赤血球）の応用と関連す

る有益な話でした。

ランチョンセミナーでは、東信良教授（旭川医科

大学第一外科）に「虚血肢治療の現状と問題点」につ

いてご講演いただきました。会員には、通常の赤血球

では通過できない細血管を通過できる人工赤血球によ

り末梢まで酸素を運搬できるとすれば、一時的である

にせよ、症状の緩和に繋がる可能性が想起されたので

はないかと思います。

トピックスとして講演をお願いした船越洋教授

（旭川医科大学教育研究推進センター）には「再生因

子（HGF）の神経系における機能と神経再生医療への

展開の可能性」というタイトルでご講演をいただきま

した。ＨＧＦの投与で損傷を受けた脊髄が見事に修復さ

れ、損なわれた機能が回復することを動物実験で示し

ていただきました。今後の展開が楽しみな取り組みと

思われました。

人工血小板関連のシンポジウムは「人工血小板開発

の現状」というタイトルで、最近急速に進展したこの

分野の成果が、早稲田大学理工学研究所および熊本大

学薬学部から発表されました。内容としては、人工血

小板の物理的評価、体内動態、そして現在開発中の人

工血小板には動物実験のレベルですが確かに血小板減

少状態下での出血を止血する機能が備わっていること

が示されました。また、大規模災害時を想定して、こ

うした血液代替物を開発しておくことの意義について

の講演もありました。

今回の学会は、我が国で開発されている細胞型血液

代替物（人工赤血球）のヒトへの応用を現実のものと

する為に、数少ない関係者が集うよい機会となったと

思います。

最後に、本学会の準備にあたり、ご援助いただいた

旭川医科大学小児科同門会（－幼会）の諸先生そして

教室のスタッフに心より深謝いたします。

Ａ君

学 報 告

第19回日本血液代替物学会年次大会

旭川医科大学小児科学講座東寛

平成24年１０月２５日(木)、２６日(金)に第19回日本血液代

替物学会を旭川大雪クリスタルホールで開催いたしま

した。１０月末ということもあり、多少肌寒い感はあり

ましたが、無事に二日間の日程を終えることができま

した。

学会のタイトルは「細胞型血液代替物のあらたな展

開」としましたが、「酸素治療薬としての臨床応用を

めざして」という副題をつけました。

人工赤血球に関連する一般演題発表の主なものとし

ては、免疫機能に関する詳細な解析結果、ブタへの少

量投与時の血行動態を検討した結果、人工赤血球の酸

素運搬機能延長を試みた結果、あるいはその胎盤通過

'性の検討結果など新たな切り口での研究結果の発表も

ありました。さらに、ヒトヘモグロビンにヒトアルブ

ミンを共有結合したユニークな酸素運搬体に関する研

究も紹介されました。

シンポジウムＩでは、ヒトでの実効`性についてこれ

まで蓄積されたデータを３人の演者にまとめていただ

きました。堀之内宏久先生（さいたま市立病院呼吸器

外科）には固形腫瘍組織の酸素加による放射線の治療

効果の増強について、田口和明先生（熊本大学大学院

薬学教育部）には、カニクイザルヘの大量投与の結果

の報告をしていただきました。前者は、酸素運搬体の

新たな応用の可能性を示唆し、後者はその安全』性を再

確認した報告として、貴重な講演となりました。惜し

むらくは、スイスから招待していたDrPlock（Uni-

versityHospitalZurich）が急病の為に来日できなか

ったことでしたが、その講演予定の内容は急瀝、共同

研究者である酒井宏水教授（早稲田バイオサイエンス

シンガポール研究所）に解説していただくこととなり

ました。人工赤血球による十分な酸素の供給が損傷部

位の修復過程に良い影響を与えるという内容で、臨床

応用の可能性を示唆するものでした。
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教えていただきました。どちらのご講演も非常に好評

でした。

一般演題は38題応募いただきました。本研究会の特

徴は“新進気鋭の先生がざっくばらんに活発な討議を

重ねることができる場”であり、充分討論時間を確保

するため１２題はポスター発表としました。座長もな

るべく若手の先生に、と思ってお願いいたしましたが

皆様快くお引き受けくださいました。それぞれの演題

につき本当に活発な討論があり非常に盛況でした。

懇親会は生協のご協力で医学部食堂で行いました。

その後公式二次会をすすきのの某日本料理屋さんで行

いましたが、こちらも非常に盛況で楽しい夜でした。

にもかかわらず翌朝は一番のセッションからたくさん

の方にご参加いただいて大変嬉しく思いました。

全演題の中から、最優秀演題賞は北里大学の本田崇

先生（Fontａｎ循環駆動力の解明）、優秀演題賞は福

岡市立こども病院の石川友一先生（酸素投与がGlen、

循環に及ぼす影響～心臓MRIでの検討～)、会長特別

賞は順天堂大学の高橋健先生（三次元超音波による房

室中隔欠損症における左側房室弁閉鎖不全症の原因解

析）がそれぞれ選出されました。

最も危’倶していたのはプレゼンテーション機器の不

具合や、予定の大幅な遅延でしたが、特に大きなトラ

ブルもなく盛会の内に無事終了することができました。

終わってみれば、自分にとっても北大小児科循環器班

にとっても、非常に貴重で有意義な経験であったと思

います。最後に進行いただいた座長の先生方、特別講

演の柿沼由彦先生、教育講演の堀之内孝広先生、そし

て運営会社ニノシス／マイスの皆様、休日にもかかわ

らずお時間を割いていただいた応援業者の方、有賀教

授はじめ医局の皆様、研修医の方など運営にかかわっ

ていただいたすべての皆様に改めて感謝申し上げます。

以上学会報告でした。

第32回日本小児循環動態研究会

学術集会を担当して

北海道大学病院小児科上野倫彦

第32回日本小児循環動態研究会学術集会を、２０１２

年１１月１７日(土)～１８日(日)に北海道大学医学部学友会館

｢フラテ」にて開催いたしました。北大で開催するの

は２００３年以来９年ぶりでしたが、当時は半日で終了

する位の規模であり、ほとんど手作りで運営しました。

しかし年々演題数、参加人数も増加し、内容も多彩に

なってきています。２年前（2010年）の幹事会で北大

開催が決まったのですが、自分にとっては全く初めて

のことでどこからどうしてよいのか手探りでした。１

年前から、日程の調整、招請講演の演者の依頼、懇親

会場の選定など本格的な準備を始めました。２０１２年

に入り、今度は協賛金や広告の依頼を始めたのですが、

これがまた勝手がわからず難題でした。ただ、幸運な

ことに２０１２年５月に医局で日本小児神経学会を主催

することになっていたので、運営をお願いした業者や

事務局担当の先生にご協力いただくことができました。

これがなければ学術集会開催は困難きわまりなかった

と思っています。８月初めより演題募集を開始、演題

も集まるか不安だったのですが、例年と同じくらいの

応募がありなんとか当日を迎えました。

当日はあいにくの悪天候（初雪）でしたが、全国各

地から１０３名の方にご参加いただきました。今回のテ

ーマは、病態の原点ともいえる心不全における血行動

態や、それに対する薬物・非薬物治療、新しい評価法

をメインとしました。招請講演は普段小児循環器の会

ではあまりお話を聴く機会がない方を、と思い、特別

講演は、自分が筑波の大学院時代に同じ研究室で一緒

に仕事させていただいた高知大学循環制御学准教授の

柿沼由彦先生にお願いし、「循環器領域における副交

感神経系の温故知新：細胞内コリン作動系から病態へ

介入する」と題してご講演いただきました。教育講演

は、以前研究会の懇親会で一度お会いしたことのあっ

た北海道大学細胞薬理学分野講師の堀之内孝広先生に

突然お願いしましたが大変｣快くお引き受け頂き、「循

環動態改善薬の最前線：基礎から臨床応用へ」と題し

て、日頃よく使用する循環作動薬や肺高血圧治療薬

について薬理学的立場からその特徴、使い方などを
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委員は最低20例を集計し次回委員会で報告して欲しい。

（別紙については、最終ページ参照）

９．その他：小児科の外来診療において予防接種の占

める割合は増大し、今後もますます拡大することが予

想される。その財源をどこから手当てするかというこ

ととは別に、乳幼児の予防接種の施行に対しての日本

小児科医会としての姿勢をはっきりさせ、コンセンサ

スを作ることが必要ではないか。という意見が出た。

技術評価を含め、接種医の資格を、日本小児科学会・

医会主導で検討する機関の構築を理事会でも審議する

よう働きかけて欲しい。

１０．同時に、予防接種等の消費税については、継続し

て審議することとした。

平成24年度第２回日本小児科医会社会保険委員会報告

日時：平成24年９月３０日（日）場所：和光堂西新宿ビル

議事：

ｌ・長野委員より札幌の乳児健診の九投げ問題の進捗

状況の説明があった。また受診患者数が減っている印

象があるとの報告があった。

２．日本小児科医会理事会報告：小児保健法の動向、

予防接種協力金の全国調査について(議事11)。

３．日本小児科医会社会保険小委員会報告:９月２日（日）

に開催した。

４．日本医師会社会保険診療報酬検討委員会報告：

会長諮問(日）「平成24年度診療報酬改定の評価」

（月）「現在の診療報酬における問題点とその対応」の提

出について。

５．内保連報告：内科系特定疾患診療料の設定につい

てはなかなかうまくまとまらない。小児関連委員会で

小児の鎮静についてのワーキンググループを作り、特

に安全性を担保にした検討を始めた。

６．日本小児科学会社会保険委員会報告：特に在宅に

ついての問題点の整理、原案提示の準備を進めている。

７．「時間外対応加算の届け出の状況と評価」および

「次回診療報酬|改定での小児医療に関する要望事項に

ついての意見」に関するアンケートの集計ならびに記

載内容報告：【時間外対応加算については、８割を超

える診療所が届け出をしていない。】これは、地域医

療貢献加算の届け出をしていなかった診療所の割合と

ほぼ同じである。コメントの内容を分析しても、評価

をしていないものが多い。診療報酬改定での要望につ

いては、内容を分析し、要望が強く多いもの、根拠が

曰本小児科医会委員会

だより

社会保険委員会

常任理事長野省五

はじめに

平成25年度診療所小児科の医業経営実態調査のアン

ケートは８月末でも間に合いますので是非ご協力ください。

平成24年度第１回日本小児科医会社会保険委員会報告

日時：平成24年６月１０日（日）場所：ホテル札幌芸文館

（第23回日本小児科医会総会フォーラム会場）

議事：

１．自己紹介：新委員として、市川正裕、深澤哲、師

保之、横谷進の先生方が入られた。担当副会長として、

富樫武弘、担当理事として、奥村秀定、横山純好の先

生方が留任した。近藤富雄先生は、今期で勇退された。

その他の先生方は、留任。

２．略、

３．各地区報告：奥村理事より、被災地のその後の状

況と現況、市川委員より、大阪の在宅小児医療のポス

ターセッションの発表についての紹介、長野委員より、

札幌市の乳幼児健診九投げの問題のその後の経過の説

明があった。

４．日本小児科学会社会保険委員会報告：大山委員よ

り今回の診療報酬改定の小児医療に関する項目の講評

があった。

５．日本医師会社会保険診療報酬検討委員会報告：

横山理事より。

６．内科系学会社会保険連合（内保連）報告：奥村理

事より。高木委員より、次回改定に向けた技術提案書

の作成の説明。

７．平成24年度社会保険委員会事業計画と委員会活動

について：横山理事より説明。次回の診療報酬|改定に

おける小児医療に関する要望書の作成は、日本小児科

学会と協議をしながらすり合わせをする。

８．診療報酬改定による影響率調査について：今回は、

従来のような点数置き換えによる影響率の算出はしな

い。実地の小児科診療所医師の、今回導入された「時

間外対応加算」に対する評価と届け出の状況をつかみ

たい。そのため別紙のような項目の集計をしたい。各
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リーゾナブルなものについては採用する方向で検討する。

８．次回診療報酬改定における小児医療に関する要望

事項の協議：（議事７）のアンケートで記載された要望

事項についての意見のほか、前回改定時と同様に、各

都道府県小児科医会会長に「次回診療報酬改定要望に

対するご意見について」のお伺いを立ててそれを参考

にする。内保連医療技術評価提案書については、引き

続き検討する。

【予防接種に関する要望の取扱い(特に相談･説明・計

画立案等に対する保険点数の設定)】【乳幼児の発達チ

ェックのチャートの導入とその保険適応【シナジス接種

料の一般診療とは別枠の保険適応【定期的かつ計画的

に訪問診療している在宅医療対象患児へは､マルメをは

ずしてすべて｢在宅医療の診療報酬|｣の算定を適応する

こと】、などが提案意見として出た｡小児医療に関する要

望書は、小児科学会の案が出る１１月末～12月初めをめ

どに作成する。外来医療については、医会がまとめる。

９．日本医師会今村副会長との消費税に関する意見交

換会報告：奥村理事より。

１０．平成25年度診療所小児科の医業経営実態調査の

施行について：前回とほぼ同様に、明年７月発送回収

する。志方委員と松田委員に担当して貰う。

11．「予防接種協力金あるいは手数料」についての全国

調査の実施について：案文を手直しし、（議事８)の｢次

回診療報酬改定要望に対するご意見について」と一緒

に１０月１日付で各都道府県小児科医会会長あてに郵送。

平成24年度一般社団法人日本小児科医会社会保険全国

委員会

日時：平成25年２月２４日(日)会場：東京ステーションコ

ンファレンス

議事次第

１．挨拶

一般社団法人日本小児科医会会長松平降光

２．特別講演

講師：大阪小児科医会在宅小児医療実践小委員会

田中祥介先生

演題：

「在宅小児医療の実態と在宅診療報酬について(仮)」

座長：一般社団法人日本小児科医会副会長富樫武弘

３．報告・協議事項（順不同）

平成26年度診療報酬改定に向けての｢社会保険診療報

酬における小児医療に関する要望書｣の報告および検討

『f戒２６年診療報酬改定要望杏券(鋼６版）２OI3O220
１

平ｂｈ２５年６ノ]吉日

厚生労働大臣

○○殿

社会保険診療報酬における小児医療に関する要望書

社団法人日本小児科学会

会長○○

一般社団法人１１本小児科l彊会

会hを○○

新緑の候、ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。平素より、小児医療へのご理

解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

平成２４年度診療報酬改定に際しては、小児特定集中治療室管理料および児竃・思春期

精神科入院医療管理料の新設をはじめ、小児の在宅医療に関わる多くの項側の新設や見直

しにつきご理解とご高配を賜z大変感謝しております。これにより小児の入|塊医療体系の

大枠が整い、ようやく地域の基幹病院における小児陛療が充実する基礎ができたものと考
えております。

一方、数年来進んでいる'１，児医療の集約化により人１１密集地以外の地域では．安心して

育児を継続出来ないなどの理H1で若年層の流lIlが相次ぎ、過疎化・少子満齢化がさらに進

行しています⑤小児の保健・福祉・医療を一体のものと考える視点から、基幹病院での医

療を支える立場の小規模小児科や地域開業医への施策が立ち後れており、「１本の小児医療

全体を見渡した場合にバランスの悪いものとなりつつあることは極めて憂慮するべき事態

と考えております。あえてこの場で論ずるまでもないことですが、小児は日本の脚力の根

幹を支える大切な人的資源であり、その健全な育成は将来への重要な投資です。ｎ本に住

む子どもたちが､どこにliW住していても安心して|盈療を提供され､正しい暖学|打知識の下、

合理的な養育環境の中で育っていける機会を提供することが必要と考えられます。

次回の診療報酬改定に当たっては、地域でｲ圧宅医療を受けている小児やそれを支える小

規模小児科や地域開業１選を視野に入れた、点ではなく面で支える小児医療の構築に向けて

ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

◎入院小児医療の進化

過去数回の診療報酬改定により．充実した人|院医療を提供できる基盤は作られつつあり

ます。しかし．急速にi止むi闘度の医療を小ﾘ１Jに提供するためには、安全に配慮した手厚い

３

。』'戒26年鯵療雑酬改定要望画業(鯖６噸）2013022.
2

診療体編Iをきちんとlll保することが必要です。また、人11が集中する地域と広範1ｊＩＩに少な

い人口が散在する地域との小児医療の質の格譲を狭めるためには、そｵlぞれの地域に存在

する医療機関同士の需接な終がりが軍要となってきます。これらの地域内の医療機関の連
携を強化するような取り組みが必要です。

（］）小児入院I矢療`管理料’1および５の見直し

過疎地域の地域振興'1､児科において、それが含まれる小児医療圏あるいは隣接する小児

|握療圏内の中核病院小児科あるいは地域小児科センターと連携して、互いの人事交流を行

うことにより、その地域の小児の保健・医療・縞祉を支える取り組みを行った場合に以下

の算定を行えるよう要望いたします。

小児入院医療管理料４を算定する施設地域振興加算６００点（１日につき）

小児入院医療管理料５を算定する施設地域振興加算９００点（１日につき）

（２）小児の深鎮静の新設

医療技術の向上により小児における心臓カテーテル検査、腎臓の経皮的針生検、消化管

内視鏡検査など侵襲的検賓や摘みを伴う外科的処侭などの必要度が増しその症例数も綱え

ています。また、ＭＲＩ検焉査などの長時間の安静が必要な検査の重要性が増しています。し

かしながら、こオ'らを安企に実施するためには特に８歳以下の小児において全身麻酔に準

じるような深鎮静を必婆とすることも少なくありません。小児の深鎮静は、専任の監視者

のもとで十分な監視装橿を駆使して安全に配慮して実施することが必要です。

LOOl-3小児の深鎮静，つ○○点（新設）

◎外来小児医療の強化

地域の小児医療を支える小児科診療所への施策のIrち後れから、外来への手当が薄くな

り、小児科診療所の経営状態の鵬化が見られます。このままでは、閉鎖に追い込まれる小

1,U科診療所も少なからず現れ、地域の小児|蛋療が根幹から崩壊することが危IjLさｵTます゜

外来小児医療の充実・強化は急務で特に下記の点の見而しを饗望します。

６歳未満の乳幼児の診察に際しては、成長・発達・育児・栄養等に格段の注意と配慮【が

必要で「小児科外来診療料」と「乳幼児育児栄養指導料」の対象年齢を６歳未満まで拡大

するここを要望します。また、近年外来での診療に１１１１総する高額な検査・治療薬剤が墹川Ｉ

し、包括診療では賄いきれず必要な医療行為が十分に行える体制がとりにくくなってきて

いるのが現状です。「小児科外来診療料」の増点は是が｣l：でもお願いしたいところです。「,l、

児科外来診療料」の包括除外項１１として、｜可一[11｣j鯵は乳幼児では、病状の噸愁存伴い新

たな処置や高次の医療機関への蛎送などを要することが多く、その重要性と煩雑さを湾え

ると何としても認めて頂くよう饗望します。また灰旅機関間の役割分担．ｆ]｢機的連携を明

Ｉ
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ＷＬｌ１[26年Ｒｂ嬢輔醜改定要望言案(第Ｄ版）20230220

【最重点要望事Ｉ賞】

Ｌ入院小児医療

（１）Ａ307′｣、児入院医療管理料４，５加算の新設

（２）LOOI-3，｣、児の深鎮静の新設

平成2【i手診療報酬改定要望谷案(第６版）20130220
３

磁化し、機能的に運用するためには診療情報提供は、通常の診療とは別個の独立した診療

行為とみなすべきで、診療情報提供料（Ｉ）は、（Ⅱ）と同様に包括除外項、に加えること

を要望します。現在、小児科外来診療料の算定は小児科を標傍するだけで可能ですが、他

科をＩ０ｌ時に標傍する場合、小児科を担当する医師が診療した場合に算定出来るように基準

の見直しを婆殿します。′I、児科外来診療料の休日・時間外加算等の算定する場合の減点特

ﾙﾘについての兄１１lしの検討も要望します。

，｣､児のアレルギー疾患は、家庭においても学校等集団生活においても、継続したきめの

細かいケアが必要です。慢性のアレルギー疾患で指導管理が特に愈鍵と考えられる、小児
■ヨー､

アトピー件皮１台炎、食物アレルギーについては、そのことが正当にjiW価されていません.

「小児アレルギー疾患療養指導管理料」の新設と上記二疾患の導入を要望します。

５

2.外来/｣、児医療

（１）ＢＯＯ1-2′j､児科外来診療料の年齢拡大、増点、除外特例項目の見直し、体１１．時１M］

外､Ⅱ算算定における減点特例の見直し、および算定基準の見直し

（２）BOOI-2-3乳幼児育児栄養指導料の年齢拡大、および増点

（３）BOOＩ小児アレルギー疾患療養指導管理料の新設

（４）BOO９診療情報提供料（１）の照会先の対象拡大

3.在宅小児医療

（１）BOO４退院時共同指導１加算の新設

重症児・超璽症児加算を算定している在宅支援診療所の保険医、看濃師、訪問

看讃ステーシＦ１ンの訪１%1看護師、訪問薬局の薬剤師、指定相談支援事業所の相

談貝、小児ケアマネージャーのいずれか３者が入院中の病院に赴き共|可で退院

後の計画書を作成した場合、２０００点を加算する。

（２）BOO5-2地域連携診療計画退院時指導料の新設

超璽症児・準超取症児（地域連携パス）

（３）BOO5-3.BOO5-3-2地域連携診療計画退院後指導料の新設

地域連携診澱退院１時指導料算定の患者であって、小児の成長発達を視岬に退院

後の地域迩携パスの検討（退院後６力川に３回まで）

（４）ＣＯＯ２任宅時隆学総合管jlM料算定要件の見直し

「強化！$！」で小児の在宅医療を行う場合には、年間２例以上の看取りの代わり

に小児の在宅人工Iljlz吸管理症例を２例以上とする。

（５）COO２在宅時医学総合管理料算定要件の見直し

「強化ﾉlU」で小児の在宅医療を行う病院に２００床以上の病院を加える。

◎在宅小児医療の充実

小児の在宅医療においては成人のそれと異なり、（１）医学的管理を必喪とする複数の病態

を抱える子どもが多い、(2)地域で学び育っていくための支援が必要である、(3)同胞や家

族の轆活の質を縮保するための社会資源が乏しく家族や主治医の犠牲の下に成り立ってい

るなどのＩ１ｌ１題点があります。従来より獲備されてきた成人の在宅医療のための社会基盤

は、小児のケアマネージャーに相当する職種の新設や小児の作宅移行のための地域連携パ

スの作nｌｂなど、わずかな工夫で小児にも提供可能であると考え固れます。小児から成人ま

で一貫した社会資源の利用が可能になるように改善するため、以下の提案をお願いする次

第です。

（１）小児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

小児の任宅l賎療への移行を妨げている要因の一つとして、関述する鏑機関との(Ｍ１節の性l

iiitさ、行政から提供される様々な補助制度の理解が難しく*|け１１できる資鯨が少ないなどの

問題点が挙げ喝れます。自立支援法における相談専門員の医療側の受け皿として、これら

の制度に糖通した人材（病院に勤務するMSW）を在宅医療を開始する施設に配置すること

により、それぞれの医療機関が抱える長期入院児の在宅医療への移行がスムーズに行える

と考えます。

BOO４退院時共同指導1加算の新設

BOO5-2地域連携診療計画退院時指導料の新設

BUO5-3・BOO5-3-2地域連携診療計画退院後指導料の新設

（２）「強化型」在宅支援診療所の算定要件の見直し

平成２４年度診療報酬|改定により新たに設けらオ'た｢強化塊!｣在宅支援診療所／病院は、

５ ７

平成26年診療報酬改定要望香案(第f)版）２(ﾉlJo22(）
４

，｣､児科を樺楠する施設の参加が得られれば、その多くが小児の任宅医療の受け1111になるこ

とが【'１能と思われます。小児の在宅医療においては、その対象者が少ない上に在宅で死亡

する小児の数も絶対的に少ないことから「強化型」の算定要件にある年間２例以上の看取

りが達成できません。そこで、小児の在宅医療を行う場合には、年間２例以上の看取りの

条件を撤廃することを姿望します。

COO２在宅時医学総合管理料算定要件の見直し

「強化咽」で小児の在宅医療を行う場合には、年'１１１２例以上の看取りの代わり

に小児の在宅人工呼吸管理症例を２例以上とする。

平成2ｈ年診療報酬改定要望寄案(第６版〕2,130220
６

【要望事〕項】

１基本診療料

AOOO乳幼児地域連携救急外来加算の新設

A**＊入院中の他医療機関受診による入院基本料の減算の廃止

AOOO夜間早朝加算の土曜日午前中への対象拡大

AOOlネプライザー処置を行っても、外来管理加算の算定を可能にする。

シナジスの外来での包括適応除外

AOO2小児外来診療料の新設(200床以上の医療機関）３００点(新設）

ＭＯＯ人I院基本料の乳幼児加算、幼児加算の増点

乳幼児加算

病ﾙビ３３３点----＞６３３ﾉili（

病院(特別入|院基本料を算定）２８９点一一＞５８９点

診擁所２８９点一一一〉５８９点

幼児ⅢⅡ算

病院２８３点－－－＞５８３点

病院(特別入院基本料を算定）２３０点－－－＞５３９点

診療所２３９`点一一＞５３９点

A200母体搬送後に院内で出生した新生児を紹介患者として取り扱う

A**＊長時間救急外来診療処置加算[乳幼児］３００点(新設）

救急外来で、乳幼児・重症心身障害児・高度行動障害児・救急搬送された在宅抜

養児に、４時間以上にわたり点滴治療等や症状観察のための安僻保持・経過観察を

行った場合に加算する。

A212超重症児(者）・噸超重症児(者)入院診療加算の年齢制限の撤廃と増点

超重症児(者）６才未満８０()点一一一＞１４００点

６歳以上 ４０()点一一一＞１４００点

準超頭症児(者）Ｉ()０点－－－－＞Ⅱ)００点

A２２１－３１院内学級管理)〕Ⅱ算３００点(新設）

施設内に病弱学級を開設している場合に、通級者を対象に算定する。

A**＊診療録長１１１１保存川l算１入院につきｌｉＯ点(新設）

新生児期、小児l0lに高度の専門医療を受けた患者の予後の観察は砿煙である。ま

た、成人して発ｿI1そする疾患に対して適正な医療を行うためには、′｣､児!U1の診療情報

の活用が必要である。10年以上の長期にわたる診療録の保管を行う必鍵があるため、

加算を墾望する。

A**＊救急搬送乳幼児診療加算３００点(新設）

救急車で医療機関に搬送されてきた患者を診察した場合に算定できる。

（３）「強化li1u在宅支援ｿ両院の算定要件の見直し

小児の在宅医療への移行を妨げる要因の中に，急変時の受入体制の不備が強調されてい

ます。「鹸化型」の在宅支援を行う施設の中に、このような急変時の受入を行える施設とし

て中核病院′,､児科や地域小児科センターなどの２（）()床以Iでのり閥|塊を)｣Ⅱえることを要望し

ます。これらの施設が在宅医療を行う小児への責任を分拙し強lIJilな迎撫を橘蕊することで、

円滑な小児の在宅医療への移行が推進されるものと考えられます。

ｃＯｏ２在宅時医学総合管理料算定要件の見直し

「強化lWl」で小児の在宅医療を行う病院に２００床以上の病院を加える。

６ ８
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連障害、学習陣害、注意欠陥多動性障害などの発達障害、二分脊椎、鎖肛、ヒルシ

ュスプルング病、ヒルシュスプルング病類縁疾患、食道閉鎖症、短鵬症候脈、間食

道逆流症、肺低形成症、先天'健気管異常症、胆道閉鎖症、奇形症候群、’1Mk体霞１，

５００９未満の新生児を対象疾患とする。また、月２回までの算定を可能とする。

BOOl-5小児科療養指導科の;(、1象年齢の拡大１５歳----＞２０歳

ＢＯＯｌ周産期部門・小児病棟および小児科外来・診療所で勤務する臨床心理ｌ:カウン

セリング料の新設３５０点(新設）

BOOl吸入補助器具（スペーサー）及びスペーサーを用いた吸入ステロイド療法指導管
理料新設

B**＊発達障害児指導管理料新設

発達障害の児に対して、専門家が十分な診療時|川をかけて適切な評ｲII1iや検査およびそ

れに基づく適切な指導を外来で行い社会生活での適応障害や二次的な糖神疾患の発ｿj龍
を予防する。

８００１(9-11)食事指導料

(1)入院時食事療養（１）における特別食加算の対象拡大

小児食物アレルギー食

(2)食事指導料の対象疾患の拡大

「低栄養｣、肥満度２０％以上の,1,児肥満

(3)外来栄養食事指灘料および入院栄養食事指導料の増点１３０点－－－＞３８０点
B**＊ケトン食による栄養食事指導料新鋭

B**＊ケトン食（特別食）新設

BOO］てんかん指導料の増点２５０点一一一＞５００点
BOO９診療情報料(1)の紹介先対象の拡大

紹介先の対象に、保健・福祉・教育機関を含める

BOO４退院時共同指導１加算の新設

BOO5-2地域連携診療計lIlll退院時指導料の新設

BOO5-3．BOO5-3-2地域連携診療計画退院後指導料の新設

BOO１－１３小児入院医療管1111科を算定していても、イ]÷宅療養指導料(退院時を含む)は包括と
せず、加算を可能にする。

平成26年診療慨蜘改定NY■谷案(笛6版）20130狸０
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A238′1,児退院調整加算１，０００`点(新設）

医療的ケアを日常的に必婆とするなど、退院困難な要因を有する入院中の小児で、

在宅での療養を希望するものに対して退院,獅整を行った場合に、退院時に１回に限

り、所定点数に加算する(他の保険医療機関または福祉施設に転院した場合も対象に

含まれる)。

A302ＮＩＣＵ管理料の算定日数の延長

A307小児入院医療管理料の算定条件の緩和

柾院11数の算定方法の見直し

A307小児入院医療管理料算定要件の見直し

心臓カテーテル検査料、無菌治療室の算定は'j､児入院医療管理料に含めない。

小児入院医療轡fM1料を算定していても、在宅療養指導料(退院時を含む)は包括とせず、

加算を可能にする。

A307小児入院医療管理料１，２の増点

A307有床診療所における小児人院医療管理料の算定を可能にする。

A307小児人院医療管理料４．局加算の新設

小児入院医療管理料４を算定する施設地域振興加算６００点（１日につき）

小児人院医療管理料５を算定する施設地域振興加算９００点（１日につき）

A**＊在宅療養重症児（者）入院医療管蝿料新設

在宅で生活する超重症・準超重症児（者）が入院した場合の入院医療管畷料とし

て新設する。１ヶ月につき、’０１１間、算定できる。

２指導管理料

BOOl小児アレルギー疾患療養指導管理料の新設

対象疾患：（１）アトピー性皮膚炎（２０歳未満）

（２）食物アレルギー（２０歳未満）

療養指導管理料：２５０点ノ１２回に限り算定

８００１－２小児科外来診療料の年齢拡大、増点、除外特例項目の見直し、体l」・時間外加算

の算定における減点特例の見直し、および算定基準の見直し

年齢拡大：３才未満－６歳未満

増点：初診５６０点＝６５０点（処方せん交付の場合）

再診３８０点‐４２０点（処方せん交付の場合）

初診６７０点＝７６０点（それ以外の場合）

再診４９０点＝５３０点（それ以外の場合）

除外特例項１１の見直し：(1)同－１丁1再診(2)診療情報提供料（１）(3)シナジス

３在宅医療

COOO小児在宅人正呼吸開始時訪問指導料（１回に限り）１０，０００点(新設）

在宅人ｒ呼吸を始めるまでに、その環境を確認して事故等のないように整える準備が

必要である．そのために医師、看護師、臨床_L学士、メデイカルソーシアルワーカーな

11９

平成26年診療報酬改定要望毎秦(鮪I；級）２()H30n2(）
１０

どが事前に患者宅を訪問して環境をチェックし、体制を整えるためのものである。
COO２在宅時陛学総合管Hll料算定要件の兇i断し

「強化JW1」で小児の在宅医療を行う場合には、年間２例以上の看取りの代わり

に小児の任宅人工呼吸管理症例を２例以上とする。

COO２在宅時医学総合管理料算定要件の見直し

「強化型」で小児の在宅医療を行う病院に２００床以上の病院を加える。

COO２小児在宅時医学管理料の新設

COO４救急搬送診療料の墹点１，３００点－－－－＞２，６００点
oQ

新生児加算１，０００点一一一〉２，０００点

６歳末滴川1算５００点----〉１，０()()点

COO4-2新生児救急搬送診縦料の新設10,000点(新設）
COO7-2介護職員等喀頬【吸引等指示料適応の拡大（学校を対象とする）

CIO２在宅自己腹膜潅流指導管理料現行点数に小児加算（１５歳未満）１０５０点を追加
Ｃ103小児在宅酸素療法指導管理料

チアノーゼ型先天性心疾患とその他の場合を変更して．持続的に使用する場合と発作
時に使用する場合とに分ける。

持続型２，５００点(見直し）１発作型１，３００点(見直し）

Ｃｌ0３′|、児在宅無Ⅱ乎吸発作指導管理料600点(新設）

乳幼児の無呼吸発作に対し、在宅管理をした場合に算定する。

Ｃ１１４小児在宅腸痩管理指導料３，８００点(新投）

Ｃｌｌ５小児作宅膀胱摸管Hll指導料３，８００点(新設）

Ｃ163小児間飲導尿用ディスボーザプルカテーテル小児｣111】算1,000点(新設）
Ｃ164在宅人工呼吸器増点

在宅人工呼吸器の地域の診療所へ普及拡大することにより入院を減らす

Cl7０経皮的酸素モニター使川加算600点(斬殺）

在宅人工呼吸指導管埋料(()l()7)、在宅酸素療法摘叫管噸料(C]03)、在宅気管切開患者

管理指導料(Cll2)、小児在宅無呼吸発作指導管理料(新設)を算定する患者において、経

皮的酸素モニターを'二1常的に使用して管理した場合に加算する。

Cl7０排痩補助装置DII算増点

排疲補助装置の普及拡大することにより、在宅での呼吸状態を改善し入院を減らす。

C**＊小児在宅中心胖脈カテーテル留置指導管蝿料３，０００点(新設）

（埋込式カテーテルを含む）

平成邑6年験FIF報酬改定要領谷案(策行版）２１)l3p22(）
８

体lル時ｉｌＭ外加算の算定における減点特例の見直し

算定基準の見直し：「小児科･を標楠する保険医療機関であって・・・」

→「小児科（小児外科を含む）を標傍する保険医療機関のうち、他

の診療科を併せ標傍するものにあっては、小児科のみを専任する医

師が診療を行った場合に限り算定する。ただし、アレルギー科およ

び、内科を併せ担当する場合はこの限りではない｡」

BOOl-2-3乳幼児育児栄養指導料の年齢拡大および増点

年齢拡大：３歳未満－６歳未満

増点１３０点－２５０点

BOO１乳児予防接種計llhi・指導料の新設：ワクチンの接種とは切りMMlして、１歳未満の

ワクチン未接種の乳児に対し､接種を進めることを前提に､文書を持って指導、

接穂計画の立案を行ったときにl1m1に限り算定出来る。

BOO１小児特定疾患カウンセリング料の２年以内の制限撤廃と年齢拡大(２０歳未満）

BOO１学校感染症管理指導料の新設(証明書料、登園・登校許可証料を含む）

１５０点(新設）

BOOＩ集団生活管理指導料の新設(証U]書料、生活管理基準などを含む）

１５０点(新設）

感染症に限らず、学校関係の:文醤やｲⅡ談、技術指導等については、現在料金設定

はされていない。しかし、病状の変化や、年度替わりごとに、学校側からljij談や文

書作成を求められている。面談や文書作成にはかなりの時間を要するため、それぞ

れ要件別に管理指導料の新設を要望する。

′I、児循環器疾患、小児腎疾患、アレルギー疾患、神経・筋疾患等が対象

BOOl-2特定薬剤治療管理料算定要件の見直し

月に３回（３樋）以上の抗てんかん薬の血中濃度測定の新設

８００１－４小児特定疾患カウンセリング料算定要件の見直し

対象年齢の拡大、年数制限の廃止、家族に対するカウンセリングも算定、

診療にかかる時間と初診からの年数で点数を変更する。

８００１小児特定疾患カンセリング料の対象算定拡大と見直し

ｌ）対象年齢の上限を２０歳未満に

２）家族関係が当該疾患の原肉また墹悪の要因とされる際には、家族に対するカウン

セリングも算定可能に

３）算定基噸は、３０分以卜の場合４００点３０分未満の場合３３０点初診から

１年以内は２００点加算に変更

BOOI-n小児科療養摘鱒料の対象疾患の拡大と算定要件の緩和

小児'腿`桃特定疾患の対象疾患をすべて対象にする。さらに[llV1ﾘI楯などの広汎性発 ４検査
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D**＊免疫クロマト法によるヒトメタニニューモウイルス抗原定`性検査新設

D**＊ＥＢウイルス（EBV）ＤＮＡ定量検査新設

DOO6杭ⅡＬＡ抗体卿ｌ定４．７５０点(新設）

ＤＯＯ７血中力ルーチン分析（タンデムマス法）新設

ＤＯＯ７血禰セレン（原子吸光法）新設

､**＊血消セレン測定新般

ＤＯＯ７極艮鎖脂肪酸分析（血中）新設

DOO8血清２５水酸化ビタミンＤ測定７００点(新設）

DOO8ＤＮＡメチレーション試験2,800点(新設）

､**＊ＤＮＡメチレーション誠験新設

DOO6-4DNAメチレーション試験新設

DOlO先天性代謝異常検査(尿中有機酸分析)の算定要件の_見直し

対象医療機関の拡大

DOlO-8先天性代謝異常検査（尿中有機酸分析）算定要件の見直し

有機酸代謝異常症などの承篤な疾患の迅速な診断が必要であり、患者が検査を実施

する当該保険医療機関に受診できない場合が多く、検査実施機関以外でも算定が可

能となる様にする。

DOlO-8先天性代謝異常検査（有機酸、脂肪酸、カルニチン、ムコ多糖分析）

算定要件の見直し

ガスクロマトグラフイーマススペクトロメトリーを用いて有機酸及び脂肪酸等の分析、

タンデムマスを用いた血中力ルーチン分析又はムコ多糖体分Ⅱ１１１の定量検査等を行う

D**＊フィリピン染色新設ニーマン・ビック病Ｃ型診断のために必要な検齋。

DOl2ＲＳウイルス抗原定性の対象年齢の拡大

１歳未満の乳児→６歳未満の乳幼児

DOl2ヘルペス属ウイルスＤＮＡ定量２，０００点(新設）

DOl4血清TSBAb(TSHﾚｾﾌﾞﾀｰ抗体[阻害型]）測定３５０点(新繊）

DOI４TSBAb（TSHレセプター抗体[阻害型]）新設

1)014１ｇＧサプクラス分1１１１１６００点(新設）

D**＊ＩｇＧサプクラス分Uhl新設

D200乳幼児気道過敏`性試験１，０００点(新設）

D200気道過敏性検査新設

D215-3イ小児心エコー

複雑な先天性心疾患などの専門的な知識を唾する診断技術に対する小児加算

D235デジタル脳波判読の遠隔診断加算４００点(新設）

D235脳波検査埴点

平成211年除鞭概ＮＩｌ改定要鰻密案(第(1版）20130220
1３

､412小児の静脈麻酔下腎生検１，６００点一一一＞４，３００点(増点）

D412宵生検（経皮的針生検法）４７９７点に増点

D419その他の検体採取に対する乳幼児加算100点(新設）

診断穿刺・検体採取料(D400-419)では、ほとんどの項目で、６，歳未満の乳幼児の

場合に１００点の加算が認められているが、「その他の検体採取」には、乳幼児加算が認

められていない酊他の検体採取と同様に技術と人的資源を要するため、加算を要望す

る。

|)**＊ディスボ呼吸炭酸ガス感知装置の気管挿管時の使用への拡大100点(新設）

５画像診断

EOO2エックス線．核医学．コンピュータ断層撮影診断料の小児加算の年齢群による増点

６投薬

F**＊調剤料の']、児加算の新設６歳末ｈＭｉ５０点(新設）

F**＊計量混合鋼剤加算の新設

散剤５０点水剤５０点外用剤３０点(新設）

F100F400処方料、処方菱料乳幼児加算６歳未満まで年齢拡人

F**＊小児のヘリコパクタピロリ繭の除菌療法

F**＊亜鉛欠乏雌に対する亜鉛製剤の投′j・新設

７注射

ＧＯＯＩＧＯＯ４ＧＯＯ５締脈内注射、点滴注射、中心静脈注射乳幼児川1算の哨点

[iOO4点滴注射の６歳未満における腰件緩和

１歳米澗では、１１]分の輸絞lAlOOmL以｣二を２０Ⅲ１以上にする。

９精神

１００２通1虎・在宅輔神療法注３の加算算定要件のjLIflし（適応拡人）

２０歳未満の患者に対して通院・在宅糟神療法を行なった場合［初診の｢1か角起算して１

年以内（１６歳未満の患背に関して行った場合は２年以内）の期間に行なった場合に限る］

1３ 1５

平成816年診磯鰍酬改定薯望杏案(窯6版）２０】30220

は、）所定点数に２００点を加算する。

[()0２精神科デイ・ケア増点児竜．思春期加算

1008-2精神科.ショート．ケア増点児童．思春期加算

Ｗｚ戒Ｚ６Ｉｌ.診蕨幡酬改定要望吝竃(第６版）201308】2０ 12

,235-3長期1脳波ビデオ同時iiu録検査1W１点

D**＊ａＥＨＧ(amplilude-intcgrilledEEG)による健期脳波記録検森新設

D**＊ａEEG(amplitude-iIltegraledEEG)による長期脳波記録検査新設

D236-3脳磁図１，３００点一一一〉２，６００点

D236-3脳磁図５，()()０点－－－－>8.000点（墹点）

D237終夜111K鵬ポリグラフイーの塘点と小児加算の新設３，３()０点－－－>6.000点（増点）

小児､11算Ｌ８００点（新I没）

D285-1,3認知機能検査その他の心理検査の算定要件の見直し

操作が容易なものに．特異的読字障害(発達性ディスレクシア)を対象とした音読検

査を加え、操作と処理が極めて複雑なものに学習障害、注意欠陥多動障害、広汎性発

達障害等の認知障害を呈する疾患(５歳0ケ月から’７歳１１ケ月）を対象としたDN-CAS

認知秤価システムと、広汎'性発達|潭害を対象とした'｣､児自閉症評定尺度を加える。

Ｄ285－’'１、学生の読み書きスクリーニング検極（STRAW）新設

D285-l標準抽象語理解力検査（SCTAW）新設

D285-IPVT-R絵画語い発達検査新設

Ｄ２８５－Ｉ新生児行動評価（neonatalbehavioralass(,ssmenlsMII）N-BAS新設

D285-lパールソン児童用抑うつ性尺度（DSRS-C）新設

Ｄ２８５－ｌ小児の特定不安検査STAI-C（児童ﾊ]）新設

Ｄ285-2思春期解離体験尺度A-DES新設

DZ85-2子どもの解離調査表ＣＤＣ新設

D285-3K-ABC（Ⅱ）新設

D285-3PARS（広汎性発達障濟１１本自閉症協会iiijIi定尺度）新設

l)**＊神総心理士による心jJilテスト新設

D287内分泌分泌刺激試験の算定要件の見直し

月２Ｍの成長ホルモン負荷拭験を行なった場合４，８００点(増点）

D287内分泌負荷試験算定用件の見Ir【し

Ｉ）１月に３，６００点を限度として算定する。ただし、当該月に２回以上の成長ホルモン

（GI1）負荷試験を行った場合には、１月に４，８００点を|限度として算定する。

２）小児入院医療管理料の包橘から外して外付け（拙来高請求）できるようにする。

0291-2小児食物アレルギー負荷検査の年齢制限のＩ！i'１除

９歳末瀧‐（削除）

D306,307,308,310,312,313小児内視鏡検交の算定要件の見直し

現行の'１、児内視鏡検査の加点基準(新生ｿＬ６０%、３歳未満３０%)から、新生児３０()%、

３歳米iii崎100%、１２歳米nM160%とする。

D()３６－８小児内視鏡検査小児加算のl1LiITし

1４

10処置

j**＊小児検衝および処置におけるIljl【|鵬導入法２００点(新設）

j**＊障害児の検査における睡眠導入法２５０点(新設）

JCCC小児救急外来での処置における加算の新設

新生児100/100

３歳未満８０/１００

３歳以上６歳未満６０/１０(）

１０４２腹膜潅流

導入期のｌ４Ｉ１に限り５００点を追加する、のところを乳幼児（６歳未満）については1000

点に増点し６０日までに導入期間を延長する

１１手術

K552-2両室ペースメーカー移植術の施設基準の緩和

心臓電気生理学的検査年間５０例以上一一一一〉１０例以l

K570経皮的肺動脈弁穿通術新設４１２８０点

K570-3経皮的肺動脈形成術K615m管塞栓術のｎ時拭行時の合算を可能とする。

1<574-2経皮的心房中隔欠損閉鎖術の特定保険脹療材料の鯖求の見直し

Ｍ1５血管塞栓術使用コイル算定の緩和

１２麻酔

L100神経ブロック（ポツリヌス毒素使用)の適応疾臓の拡大

小児脳性麻蝉の尖足が対-象600点

LＯＯｌ小児において心臓カテーテル検査法やカテーテルインターペンションなどを行う

場合は、全身麻酔を必要とすることから、麻酔管FM料の算定を､l能とする。

LOOl小児における薬物鎮静を要する検査の管理料の新設２００点(新設）

LＯＯ１小児の深鋲静の新設

I)**＊小児消化鵜内視鏡検査/処置における鎮静新設

LＯＯ１ＭＲＩ検査における小児の深鎮榊新設

11 1６
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事）、オブザーバー及川予防接種委員会理事

（２）日本小児科学会予防接種委員会報告峯理事

・ヒブワクチン追加接種の接種間隔７～13か月の

１３ヶ月の部分の削除を求めている。（厚労省は

地方自治体の判断で延期かとしているが実際は

行われていない。）

・ワクチン同士の接種間隔については、厚労省へ

の要望書に応えてくれるものと考えていたが、

実現していない、

・各種ワクチンのキャッチアップスケジュール作

成を作成しており、近々小児科学会ホームペー

ジにアップ予定。

（３）予防接種推進専門家協議会報告

峯理事・片岡委員

・米国ファルマとの予防接種体制推進についての

意見交換

ロビー活動は、予防接種推進専門協議会などの

アカデミアがきちんとした'情報・データを提示

する必要がる。さらに予防接種・ワクチン分科

会に対しても同様に客観的なデータをもとに意

見を提示することが大切である。

（４）「ビジュアル予防接種」 片岡委員

「ビジュアル予防接種」（仮称）は「ビジュアル予

防接種マニュアル」と正式名が決定。

８月２５日発売予定、定価3000円

（５）予防接種情報の日本小児科医会ＨＰへの掲載

近委員担当

１）《予防接種法が４月１日から変わりました》

（2013年４月１日更新）

これまで補正予算により実施してきたヒブ、小児用

肺炎球菌、子宮頸がん予防の３ワクチンの予防接種が

定期接種として行われます。

また、定期接種による副反応の報告が義務付けられ

ます。報告の基準や様式もすべて変更され、従来のよ

うに市町村に報告するのではなく、厚生労働省に直接

ファックスで報告する方式に変わります。

改正内容についての関係資料は、厚生労働省ホーム

ページの下記URLをご参照ください。

http://www､mhlwgojp/topics/bukyoku/soumu／

houritu/183.hｔｍｌ

２）《結核及び日本脳炎の定期接種の対象者が４月１日

から変更されました》（2013年４月１日更新）

平成２６千診療報餌改定■西谷室(第６版）20130220 １５

小児の検査、Ｉ、像診断、処置、手術時には深い麻酔が必要となる。安全に鎮静を行うた

めに必要な体制をとるためには小児深麻酔としての医療技術が必要とされる。

LOOl小児探鉱静新設

LOOl小児の検査／処置時の深鎮静管理料新設￥

小児のＭＲＬＣＴ、心臓カテーテル検雀、寄生検、ＲＩシンチグラフイーなどで安全に鎮

静を行うためには、パイタルサインのモニタリング、蘇生の準備など、麻酔管理と同様の

準備と管理を行うため、新たに管理料の新繊を希望する。この小児の隙脈および経口薬に

よる鎮静は3才以下を対象とし、小児関連学会共同のガイドラインを作成して行う。

LOOl小児の静脈麻酔F深鎮静（小児腎臓病学会）新設

充分な安全管理のもとで行いとして、２時間未満を１０７０点、２時間を超えるものを

19890.5点に変更する

１３放射線治療

MOOl陽子線治療 ４１５，４００点(新設）

１４薬剤、他

N**＊輸血時のＫ除去フィルター

1１０２通院・在宅精神療法の小児､Ⅱ算の児111{し

900点(新設）

200点(増点）

薬剤は、別欝類に記載して要望いたします。

15

1）

2）

3）

4）

その他

小児給付率及び年齢の引き上げ９割給付と対象年齢の２０歳までの拡大

小児独Ｆ１の診療報酬体系の構築

病(後)妃保育への保険適用

［'～Ⅱ、Ｉ小児区分別加算率の統一

1７

［註：本資料は、学会・医会より提供不可とのことか

ら当会通知を転写したため、文字等不鮮明であること

をご理解願います］

●●●●●●●●●●●●●●●●

予防接種委員会

高 橋 豊常任理事

平成25年度第１回予防接種委員会は第23回日本小児

科医会総会フォーラム期間中の６月９日(日)リーガロイ

ヤルホテル大阪で開催され、以下の議題が報告・審議

された。

１．報告事項

（１）理事会報告及川理事

小児科総合医の問題

予防接種リスクマネージメント委員会

参加者委員長辻祐一郎先生、その他伊藤

隆一先生（総務）、峯委員（予防接種委員会理
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結核の定期接種の対象者が、「生後６月になるまで」

から「生後1歳になるまで」に延長されました。

また、平成７年４月２日～５月３１日生まれの方も日本

脳炎の特例措置の対象となりました。これで、平成７

年４月２日～平成19年４月1日生まれの人(平成25年度

で高校３年生相当年齢から小学校１年生）は、２０歳に

なるまでは日本脳炎の定期接種を受けることができ

ます。

３）《麻しん及び風しんの第３期・第４期の定期接種

が３月３１日で終了しました》（2013年４月１日更新）

平成20年度から５年間の予定で実施されてきた麻し

ん及び風しんの第３期(中学１年生)･第４期（高校３年

生相当）の定期接種は、多くの未接種者がいるにもか

かわらず、国の制度としては３月３１日をもって終了し

ました。

http://www・ｍｈｌｗｇＱｊｐ/bunya/kenkou/mashin-

yobou／

４）風しん啓発ポスター

（６）｢風しんにかかる臨時の予防接種の実施に関する

要望書」 藤岡委員

提出したが、政務官の回答は「水痘、おたふくかぜ

に比べると患者数が少ない。予算の制約もあり、優先

順位を考えて検討する」であった。現状では実施され

る可能性はないと思われる。

（７）薬食審医薬品第二部会は５月27日、承認した。

プレベナー13水性懸濁注(沈降13価肺炎球菌結合型

ワクチン、ファイザー)：「肺炎球菌（血清型１，３，４，

５，６Ａ、６Ｂ、７Ｆ、９Ｖ、１４，１８０１９Ａ、１９Ｆ、

２３Ｆ）による侵襲性感染症の予防」を効能・効果とす

る新有効成分含有医薬品。再審査期間８年。海外１０９

カ国で承認済。

２．協議事項

（１）調査

１）予防接種広域化調査（桑原副会長）

３２都道府県で行われており、３５都道府県に拡大予定

２）インフルエンザ菌・肺炎球菌全身感染症調査

（中山）

名称を「全身感染症」から｢侵襲性」へ変更について

参考厚生科学審議会感染症分科会（Ｈ24.1015）

ヒブ・肺炎球菌ワクチン接種に伴う患者サーベイラ

ンスの変更等について

全数報告化の中で、侵襲性インフルエンザ菌感染症

・侵襲性肺炎球菌感染症の用語を用いている為。

それぞれが全数把握疾患となったこと及び、公費補

助で明らかに患者数が減少したことより、本年度調査

で最後にしたい。

３）予防接種自己負担状況の調査。藤岡委員担当

従来のような各県小児科医会を通じの調査とはせず、

全国1750市区町村に対して直接調査を行う。併せて任

意接種への公費助成の状況も調査する。質問内容等に

ついての原案を作成し、予防接種委員会のメーリング

リストで検討する。

（２）予防接種リスクマネージメント委員会との協同

岐阜の予防接種事故で、日本小児科医会として援助

することができなかったことの反省に基づき設立。（異

常死として最初に警察が介入しマスコミの報道につな

がった。）

構想（会議後の辻委員よりのメールより）

「何か会員に事故が起こったら、すぐに事務局の事務

員と、会長と私（辻）が現地入りし、当事者の先生を

サポートして、初期対応に当たろう。初期対応さえで

きたら、後は地元医師会、地元小児科医会に引継ぎを

して東京に戻ろう。期限は、当日と翌日の原則２日間

としよう。３日以上は現地にとどまることはしないこ

とが原則である。」

峯理事意見

予防接種の副反応報告が担当医から直接厚労省へと

変わった。その｣情報が厚労省から市町村に戻ってくる

ためタイムラグが生じる。このことが問題の解決を難

しくするので、国に報告すると同時に市町村にも報告

する必要があろう。

（３）市町村で異なる予防接種予診票（用紙の色の違

いが、誤接種につながる事例が存在）

時田委員

予診表に限らず、料金や接種間隔等市町村で差があ

る。予防接種実施主体が国から市町村に移行されたの

で副統一するのは難しいが今後検討することにする。

（４）保育所での風しんについて
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第１のポイントは、適応障害や周産期障害の発見

（先天異常の存否も含む）

第２のポイントは、生理機能の発達の確認

第３のポイントは、母子結合に関する配慮

３）１か月健診の意義と問題点(産婦人科医の立場から）

松田母子クリニック松田秀雄

１．母子保健法：母子健康手帳とlか月健診

２．母子健康手帳の重要』性・健診の重要性は妊婦健診

を通じて理解される

３．１か月健診の重要`性一養育者の健康状態・新生児の

健康状態のみならず、養育環境や養育状態を把握分析

し助言を行なう場でもある

４．診療現場における課題と今後の展望

産科医・小児科医・助産師・保健師などが、それぞ

れの立場でエビデンスやノウハウを理解・共有し、診

療所・病院・行政の各レベル間で共通認識を確立した

上で役割分担するのが望ましい

4）小児科医による“1か月健診”の重み

－小児科医のアイデンティティー－

金子小児科金子淳子

山口県では、公費助成によるｌか月健診が、すべて

の市町で小児科医で行なわれている。自身の病院や診

療所でおこなうというスタイルで、このような１か月

健診が全域で実施しているのは全国でも山口県だけ。

lか月健診を小児科医がおこなうメリットは、専門,性

を生かした診察や、ワクチン接種の早期からの啓発が

可能なこと等である。

ランチョンセミナー

大分県におけるペリネイタルビジット11年間の経験から

～現状とその方向性・「へルシースタートおおいた｣へ～

とうぼ小児科医院東保裕の介

5）総合小児科医における院内出生新生児を対象とした

１か月健診

一育児不安への対応と予防接種啓発への取り組み－

横浜南共済病院小児科成相昭吉

母親のlか月健診時予防接種認識調査とlか月乳児

健診における母親の「育児不安」調査の結果について。

6）産科施設に隣接する小児科の立場から

愛育こどもクリニック門井伸暁

産科病院と連携した小児科を開業して以来、１４年間

で２万１千人余の健診をおこなってきた。その経験から、

魅力ある健診をおこなうために不可欠なものは、１か

乳幼児・学校保健委員会

常任理事長谷直樹

平成24年度第１回乳幼児学校保健委員会

日時：平成24年６月１０日（日）

場所：ホテルさっぼろ芸文館

協議事項

ｌ）第２回学校保健研修会について

２）調査研究について

平成24年度第２回乳幼児学校保健委員会

日時：平成25年１月６日（日）

場所：和光堂西新宿ビル

協議事項

ｌ）第２回乳幼児学校保健研修会について

総合討論の進め方、研修会役割分担等

２）調査研究

ｌか月健診アンケート調査について

医師用アンケート調査集計報告

保護者用アンケート調査について（等委員会委員の

医療機関で行なう）

学校医アンケート調査について

調査結果を６月のフォーラムで発表

３）乳幼児健診についての意見書

松平会長が日本医師会周産期・乳幼児保健検討委員

会の委員長になり、

委員会で意見を述べる機会があることから、松平会

長に意見書を提出することとした

４）第３回乳幼児学校保健研修会について

形式：学校保健のみとする

内容：「いじめへの対応」もしくは

「いじめ問題を考える」

日程：平成26年２月９日を第一候補とする

第２回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会

開催日時：平成25年２月１０日（日）

会場：全国町村会館

一プログラム－

１）ビデオ供覧１か月健診の実際

加賀谷こども医院小松和男

２）１か月健診の意義（小児科医の立場から）

新津小児科新津直樹
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公開シンポジウムを市民公開講座とする予定である

が、公開講座は総会フォーラムと別会計であり、独立

した企画と分かるようにする方がよいのではとの意見

がだされた。

３）第25回総会フォーラムの開催地について

盛岡市に決定した。

４）第８回生涯研修セミナー（岡山）の進捗状況

平成24年１０月８日、岡山コンベンションセンターに

て開催。プログラムは完成した。抄録集の作成に着手

した。

５）第９回生涯研修セミナーの進捗状況

平成25年１０月１４日に金沢都ホテルで開催予定。

協議事項

ｌ）教育委員会の今後の活動方針について

①日本小児科学会専門医の資格継続に関する問題点

について

研修会や講演会に対する日本小児科学会専門医の研

修単位が厳しくなる。都市部の小児科医にはあまり問

題とはならないが、地方の小児科医にとっては大きな

問題となってくる。地方における研修単位の取得につ

いて検討する必要がある。インターネットの利用など

小児科学会へ提案してはどうか。

②小児科総合医について

新設された地域小児科総合医検討委員会と連携をと

りながら活動していく必要がある。保健、福祉や疾病

予防など地域医療における実践活動を若手小児科医に

どのように教育していくか等の課題もある。

従来の総会フォーラムと生涯研修セミナーに加え、

上記２つの問題が今後の教育委員会の活動に加わって

くる。次回の教育委員会ではこの問題を取り上げる。

２）次回の教育委員会について

平成24年１０月７日１６：００～１８：００、岡山で開催する

ことになった。

第２回委員会

日時：平成24年１０月７日１６：００～１８：００

場所：岡山コンベンションセンター４Ｆ401号室

報告事項

ｌ）第23回総会フォーラム（札幌）の最終報告

参加者数は637名であった。市民公開講座の参加者

数は982名、その内市民は729名と盛会であった。収

支は黒字となった。約1年前にプログラムを選定しな

くてはならないため、タイムリーな演題を選ぶのに苦

月健診問診表、産科｣情報、スタッフとの連携、それに

母親の気持ち質問表である。

7）虐待予防は周産期から

－１か月健診での産後うつ病スクリーニングを用いて－

佐賀大学文化教育学部藤田一郎

虐待予防につながる母親のメンタルヘルスチェック

には、エジンバラ産後うつ病質問表が有用である。母

親のうつ病が母子の愛着形成そして子どもの人格形成

にも影響するので、小児科医は母親のうつ病にも気を

配るべきである。

8）総合討論これからの１か月健診を考える

健診マニュアルがないので統一したものが必要。

健診について、集中して討議する機会は少なく、ｌか

月健診については今回が初めてかもしれない。費用、

制度の問題を含めて地域で話し合う必要がある。

●●●●●●●●●●●●●●●●

教育委員会

常任理事古賀康嗣

平成24年度の教育委員会は計２回開催されました。

その内容について報告いたします。

第１回委員会

日時：平成24年６月１０日１３：００～１５：００

場所：ホテルさっぼろ芸文館４階「鶴の間」

報告事項

ｌ）第23回総会フォーラム（札幌）の開催状況

参加者数は約650名と思われる。内訳は道内１/３，

道外2/3である。道内への案内が遅かったためか、道

内の参加者が少なかった。

道民公開講座は約９８０名の参加者があり盛会であ

った。

収支は赤字にはならないと思われる。

２）第24回総会フォーラム（大阪）の進捗状況

平成25年６月８日、９日の両日、大阪市中央公会堂で

開催予定。特別講演２題、教育講演１～２題、シンポ

ジウムｌ～２題、サテライトミーティング３題、公開

シンポジウム（公開講座として）、ポスターセッショ

ンで構成する予定である。特別講演に京都大学iＰＳ細

胞研究所の山中教授を招聰することができた。
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結果的に地域の小児医療の崩壊へつながる可能性が

ある。

上記の意見をもとに、日本小児科医会を通して日本

小児科学会へ以下を要望することが提案された。

1．小児科専門医として地域医療に必須である乳幼児

健診、予防接種、学校医・園医、小児救急医療への参

加などの実績を単位として認めてほしい。

2．地域における研修システムを構築・維持するため

に日本小児科学会や主だった学会、研究会にはサテラ

イト会場を設けて、本会場にいかなくても参加できる

ようにしてほしい。

3．日本小児科医会生涯研修セミナーはその実績から

基本単位として認めてほしい。

労した。

２）第24回総会フォーラム（大阪）の進捗状況

平成25年６月８日、９日の両日に大阪市中央公開堂

にて開催される。メインテーマは“子どもから学ぶ！

聴く！そして育む－熱く語ろう子どもの未来ｉｎ

Ｏｓａｋａ－”･特別講演２題、教育講演２題、シンポ

ジウム１題、サテライトミーティング２題、公開シ

ンポジウム（公開講座として）、ポスターセッション

で構成されている。特別講演にiPS細胞研究所の山中

教授を招聰することができた。

３）第25回総会フォーラム（盛岡）の準備状況

平成26年６月１４日､１５日の両日、盛岡市民文化ホー

ル（マリオス）で開催予定。メインテーマは“復興を

担う子どもたちのために－小児科医の温故知新一”

とした。

４）第８回生涯研修セミナーの経過報告

明日、当会場にて開催。前登録319名、当日参加を

含めると約350名の参加が見込まれる。

５）第９１回I生涯研修セミナーの進捗状況

平成25年１０月１４日にホテル日航金沢３Ｆ孔雀の間

で開催予定。

協議事項

１）第26回総会フォーラムの開催地について

九州ブロックを推薦。ブロック内で開催県を決めて

もらう。

２）第１０回生涯教育セミナーの開催地について

奈良県小児科医会に内定。

３）第１１回生涯教育セミナーの開催地について

関東ブロックを推薦。

４）日本小児科学会専門医資格更新のための研修集会

の承認基準と研修単位基準について

①研修会や講演会に対する日本小児科学会専門医の

研修単位が厳しくなり、各都道府県主催の単位数が大

幅に削られ、研修単位が認められなくなった小児科医

会もある。

②単位取得は都市部の小児科医にはあまり問題とはな

らないが、地方の小児科医にとっては都市部で開催され

る集会への参加は困難であり喫緊の課題となっている。

③現状の小児科専門医制度は研究専門医か臨床専門

医かいずれを目指しているのか釈然としない。現在進

められている方針では、地方で保健・福祉・小児医療

に貢献している小児科医が専門医を維持できなくなり、

●●●●●●●●●●●●●●●●

広報委員会

常任理事高室基樹

広報委員会は医会ニュース、会報の企画・編集を主

たる業務としている。加えて近年の委員会では会員数

増を企図する活動について継続して議論されている。

平成24年１１月１８日(日)に東京・品川で平成24年度

第２回全広報委員会が行われ、以下の委員会報告があ

った。

l）８月３１日にニュースN0.54が6800部発行された。経

費は28頁で税込み613,425円であった。

2）１０月３１日に会報第４４号が7000部発行された。

経費は258頁で税込み4,310,714円であった。大阪小

児科医会より会員増に用いるため譲渡の要請があり、

200部を増刷し無償で提供した。会員に送付した際、

同封した小児保健法のポスターについて同封の趣旨が

分からず戸惑ったという意見が会員から寄せられた。

3）広報活動の一環として、９月２９日(士)に医会会報第

43号とニュースN０．５４を同封にて大学、厚生労働省な

どに献本として169件発送した。

協議事項は会報の企画編集など以下のとおり議論が

もたれた。

1）医会ニュースNo.５５編集企画について

2）医会報４５号編集企画について
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3）東日本大震災特集号の発行編集について

表紙の選定や原稿収集状況の確認を行い、会員への

販売価格などを決定した。

4）会報の内容をＰＤＦ化して会員用ホームページに掲

載することについて広報委員会としては承認し、理事

会の承認を待つこととなった。

5）会報誌の紙質についてコストパフォーマンスの点

から変更の可否について検討したが、従来通りの方針

となった。

昨年に引き続き、会員増を図るため第116回日本小

児科学会総会にブースを開き入会申込書を配布した。

北海道小児科医会会員各位にも広報活動について広く

意見を頂ければ幸甚である。

を頂戴できれば幸甚である。

一般用ホームページＵＲＬ:http://jpa・uminjp／

会員用ホームページURL：

http://www・jpeda・orjp/index・hｔｍｌ

●●●●●●●●●●●●●●●●

｢子どもの心」対策部研修委員会・

子どもとメディア委員会

常任理事氏家武

昨年度より渡辺徹先生の後任として「子どもの心」

対策部研修委員会・子どもとメディア委員会の担当理

事を務めさせていただいております。

簡単に「子どもの心」対策部研修委員会と子どもと

メディア委員会の活動や事業内容について紹介させて

いただきます。

「子どもの心」対策部研修委員会は、昨今の子ども

の心の問題の増加への対応として、それを専門に診療

する子どもの心相談医を育成するために発足した委員

会です。この委員会が立ち上がり、子どもの心相談医

の研修システムが構築され、現在は日本全国で300名

を超える小児科医が子どもの心相談医の資格を有する

までになっています。

委員会では子どもの心相談医のための研修会を前期

と後期に分けて年に２度の２日間の研修会を継続的に

行っています。時代の流れと共に子どもの心の問題も

変遷するため、常に新しい知識と診療技術を身につけ

る必要があります。委員会では毎年その時代に相応し

い講師を招聰し、研修会がより充実したものになるよ

う配慮しながら企画運営を行っています。また近年は

若い小児科医に子どもの心の問題について興味関心を

持ってもらい、子どもの心の診療医を少しでも増やす

狙いで、若手医師のための研修会も別枠で企画するよ

うに工夫しています。さらに、最も対応の難しい思春

期に入った子ども達の心の問題への理解と対応を深め

るために、思春期の臨床講習会も企画しています。他

にも、子どもの心の相談医の先生方を対象にした、カ

ウンセリング実習も毎年全国各地で開催されています。

昨年度は東京、山口、鹿児島、石川、京都、仙台、札

●●●●●●●●●●●●●●●●

ホームページ委員会

常任理事高室基樹

ホームページ委員会は日本小児科医会ホームページ

（ＨＰ）の運営、編集を主たる業務としている。

平成24年度の活動を以下に記す。

l）新委員長に泉田直已先生、副委員長に平山健二先

生を選出した。

2）ＨＰの紙媒体に対する優位性は即時性であり、一般

用ＨＰに総会フォーラム、生涯研修セミナー、「子ども

の心」研修会などのバナーを新設し開催日などを早期

に掲載するようにした。

3）従来事務局や理事にまちまちな形態でＨＰ掲載申し

込みがあり、事務作業の滞りや掲載漏れが見られた。

これを解消するためＨＰ掲載申し込み用紙の体裁を整

え、以後申し込み用紙を用いない依頼は原則として受

け付けないこととした。間接的に即時性の促進につな

がると期待している。

4）一般用ＨＰに社会的活動（震災への支援、小児保健

法制定への取り組みなど）を掲載した。

5）会員用ＨＰはアーカイブを充実するため、会報の

ＰＤＦ化とＨＰ掲載を広報委員会、理事会に提案した。

Ⅱ本小児科医会ホームページのコンテンツについて

はもとより、その在り方についても広く会員から意見
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幌で開催され、札幌市では北海道こども心療内科氏家

医院２階ホールでペアレントトレーニングに関するカ

ウンセリング実習が実施されました。今年の前期研修

会は５月２５．２６日に神戸で開催され、250名以上の方

が受講されました。今年の後期研修会は７月２７．２８日

に神戸で開催されます。また、思春期の臨床講習会は

11月２３日に東京で開催されます。詳細につきましては、

日本小児科医会のホームページをご覧ください。

「子どもとメディア委員会」はメディア漬けの子ど

も達の心身への悪影響を懸念する会員から、その実態

を把握して子どもをメディア漬けから解放するキャン

ペーンを行う必要`性が訴えられたことから始まりまし

た。この委員会の全国調査により、特に２歳未満の子

どもに必要時間以上にメディアに曝すことにより、子

どもの言葉の発達に悪影響が及ぶことが明らかにされ

ました。そのため、委員会では子どもとメディアに関

する注意事項を訴えるポスターやパンフレットを作成

しています。それらは全国の会員に配布されておりま

す。現在、委員会ではテレビやビデオ、ゲーム機など

の子どもへの悪影響にとどまらず、携帯電話やスマー

トフォンなどの悪影響についても調査し、その結果に

ついて会員を介して全国の子どもに関わる人々に啓発

を行っていく活動を展開しています。また、委員の中

には校医を務める学校の教師や生徒に対し、メディア

漬けの悪影響と対策（ノーメディアデイキャンペーン）

について講演をされている熱心な先生もおり、今後会

員の皆様にその時に用いている教材を共有できるよう

に準備を進めているところでもあります。来年度は会

員の皆様のお手元に届くことになると思いますので、

どうぞご期待下さい。

国際委員会

常任理事岡敏明

国際委員会の活動状況や情報は、「日本小児科医会

のホームページ」からも、国際委員会ホームページに

リンクしています。お時間のある時に、是非、チェッ

クして下さい。以下に昨年の国際委員会活動に関して、

ご報告いたします。

Ｌ医療相談・国際貢献・海外交流

ｌ）海外邦人家庭へのオンライン医療相談

海外在留および海外渡航予定の日本人の子どもに関

する医療や健康に関するインターネット医療相談事業

を、引き続き行っています。本年度は平成25年２月末

までに30件の対応を行っています。

昨年は海外でランゲルハンス細胞性組織球症に罹患

されたお母様からのご相談があり、北海道の方でした

ので帰国時に受診して頂いたり、北大小児科血液グル

ープの先生への橋渡しなども行いました。

また、海外渡航時の予防接種に関する相談が多いの

で、渡航時の予防接種に関連した相談があったとき、

インターネットで過去の相談例を確認して頂き、参考

にしていただければ有り難いと思います。

２）海外予防接種情報

世界各国のワクチン・スケジュール情報などが国際

委員会ホームページに掲載してあります。海外に行か

れるご家族を指導される際にダウンロードしてお渡し

するなどして、ご活用頂きたいと思います。また、海

外渡航小児に対する特殊な予防接種などの国内支援医

療機関`情報も、ホームページに掲載しています。北海

道は市立札幌病院が支援機関になっています。

３）韓国小児科医会との国際交流

平成24年１０月６日から８日まで、国際委員会委員

と日本小児科医会会員の計１０名が仁川市を訪問し、韓

国小児科医会と共同でシンポジジウムを開催し、国際

交流を行いました。

４）ベトナムへの小児医療協力事業

平成25年３月３日から１０日まで、国際委員会の田中

康彦委員と森一博委員、日本小児科医会会員１名が

ベトナムに渡航。ベンチェ省グエン・ディン・チュー

病院を拠点に、心エコー実習を含め先天性心疾患の診

断と管理指導、新生児医療に携わる現地スタッフへの
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教育・指導などを行った。ベトナムの小児医療は、こ

こ数年で進歩が著しく、今後は専門性を上げた支援・

協力事業に転換していく段階に来ているようです。参

加希望のある方は、岡までご相談下さい。

５）インドでのポリオ撲滅活動への支援

平成25年２月２３日から２５日、関場国際委員会委員が

インドを訪問。ポリオワクチン投与事業に参加した。

インドのポリオ患者数は、2011年１月以降は新規発症

例が無く、インドではポリオ撲滅に、限りなく近づい

ている。ポリオ撲滅活動に関心のある方、参加希望の

方は、国際委員会委員の岡か関場委員まで、是非ご相

談下さい。

ている北海道の研修会開催のノウハウを具体的マニュ

アルとして、事業希望の県小児科医会へ提供すること

にした。

（４）小児救急トリアージシステム導入による小児一

次救急診療体制の質の向上については、どの様なタイ

ムスケジュールで推進すべきか今後とも調査・協議が

必要である。

（５）大阪の「第３回全国小児救急協議会」では「家

庭看護力向上のため日本小児科医会は何が出来るか、

小児科医の役割」というテーマで協議する予定である。

現在アンケート調査を実施中。

以上が簡単な「まとめ」で、具体的な報告を以下に

述べる。

（１）＃8000小児救急電話相談実施体制の充実

・平成16年にスタートした＃8000は、平成22年度４７

都道府県で実施されるようになったが、多くの地域

の相談対応が準夜帯に限られ回線数が少ないため、

必要な時に利用出来ないという欠点があった。平成

２１～23年の3年間実施された厚労省「#8000小児救

急電話相談の実施体制の充実に関する研究班」にお

いて、＃8000の深夜帯への対応拡充、電話相談員へ

の研修体制整,備によって均一で質の高い電話相談対

応を全国に普及していく対策を検討した。

・平成24年度は、日本小児科学会が新しくスタートさ

せた厚生労働省科学研究費補助金地域医療基盤開発

推進研究事業「小児救急医療体制のあり方に関する

研究：こどもの急病モバイルサイトの構築と小児救

急電話相談事業（#8000）,情報の有機的活用の研究」

班（松裏班）に参加し、＃8000の深夜帯への拡充と

全国`情報センターの設立〔仮称〕を目指す活動を実

施した。しかし研究班は25年度で廃止され頓挫した。

・全国情報センター設立の目的は、電話相談対応に関

する情報収集と提供、相談対応の検証、相談員の養

成と教育研修、全国の小児救急医療機関に関する情

報提供を行うことであり、電話相談実施体制の地域

格差を解消し、均一な相談サービスを全国に提供す

ることである。日本小児科医会内に国’情報センター

設置が可能か、検討中である。

（２）小児一次救急診療体制の効率化

・平成23年６月、岐阜市で開催した第１回地域小児救

急全国協議会で、同一都市で同じ時間帯に時間外診

療する小規模急患センターと病院小児科医の時間外

●●●●●●●●●●●●●●●●

小児救急医療委員会

常任理事太田八千雄

小児救急医療委員会は、平成２４年度６月１０日、９月

１７日、１月１３日の３回会議を開催した。

平成24年に各都道府県小児科医会の救急医療担当

者によるメーリングリストが整備され、情報伝達と議

論が活発に行われるようになった。本委員会が抱えて

いる課題の現状と今後の方針について報告する。

（１）＃8000厚労省班会議は小児科学会と連携してス

マートフオンで検索できる「Online子どものＱＱ」と

機能統合をめざしたが頓挫した。全国情報センター設

置構想も困難な状況であり、今後は電話相談員の養成

と対応向上を推進する。

（２）地域連携方式による病院併設型急患センターへ

の統合を進める。

小規模急患センターの時間外診療を病院小児科へ統

合することは、出務する開業医の負担軽減と小児一次

救急診療体制の効率化に役立つため実現すべき課題で

あるが、短期的に解決することは困難である。統合を

阻む要因や地域情勢が何であるのか、今後も調査分析

していく予定。

（３）小児救急地域医師研修事業を推進する。

各都道府県が「小児救急地域医師研修事業」を活用

し、小児救急研修会を開催するためのガイドラインを

作成した。更にこの事業が導入され８年間継続実施し
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実態調査では、調査した急患センターの１割、地域

連携方式による病院小児科の３割で院内トリアージ

を実施していた。

･今後は小児一次救急診療施設においても院内トリア

ージを導入・普及し、他科医師を含め誰が小児救急

患者を診療しても重症患者を見落とすことなく、適

切な医療を提供できる一次救急診療体制を整備する

必要'性がある。

･小児一次救急診療施設における院内トリアージシス

テムの必要性、普及の取り組みを調査し、インセン

テイブをつけた実効性のあるシステムとして工定表

を明らかにしていく必要がある。

（５）第３回地域小児救急全国協議会

･都道府県の小児一次救急診療体制を強化し、都道府

県小児科医会と日本小児科医会小児救急医療委員会

の連携を図るため、全国協議会を平成23年に設置

した。

･平成23年と24年に地域小児救急全国協議会を開催し

たが、平成25年度大阪で開催される第24回日本小児

科医会総会フォーラムで第３回地域小児救急全国協

議会を開催する予定である。

･第３向地域小児救急全国協議会では、「家庭看護力

向上のため日本小児科医は何が出来るか、日本小児

科医会の役割」というテーマで日本小児科医会、都

道府県小児科医会の役割、取り組みについて協議す

る。その目的は、子どもの疾病やケガの救命率を向

上させるためには、小児救急医療機関の機能向上だ

けでは不十分であり、子どもが日常生活する家庭や

保育園・幼稚園・学校などの生活環境下における急

病や事故に対し保護者や養育者が子どもの緊急度を

正しく判断し、適切な対応をとれるような家庭看護

力の向上が必要である。

すなわち病院前トリアージ機能を向上させる活動

が重要である。

このような家庭看護力向上に関する知識の普及に

関しては、これまでＲ本小児科医会の会員である開

業医が、Ｈ常診療や園医や学校医活動、乳幼児健診

における育児指導、医師会などが主催する家庭医学

講座など参加して、保護者や教育関係者への啓発活

動が行われてきた。日本小児科医会は、小児科医の

善意のボランティア活動として実践されてきた家庭

看護力向上の取り組みを、更に内容を充実させ、全

診療の統合が必要であることについて協議したが、

短期的に統合を進めることは困難であるという結論

になった。今後は統合を阻む要件や地域』情勢などを

明らかにするとともに、時間外診療体制を統合した

事例についても調査研究を行うこととした。

、都道府県の医療情報システムの評価

都道府県が公表している救急医療情報システム

（Web情報）を第１群（小児夜間休日診療所リスト

子供救急ガイドブック、＃8000などの情報が簡単に

探せるか、小児救急．子ども救急の検索で#8000情

報が得られるか）、第２群（医療機関案内の電話相

談サービス、携帯サイト薬局を探す，助産所リス

トの有無）、第３群（救急医療体制、救急医療適正

利用の啓発、保健医療計画、搬送受け入れ基準、救

急蘇生法、中毒''0番、隣接県リンク、在宅医療、

感染症状法の有無）に分類し、都道府県の整備状況

を評価してみると、地域によってサービスの提供状

況に大きな差異のあることが認められた。地方行政

が今回の評価結果を参考にし、より充実した救急医

療提供体制を整備するよう働きかけていく必要が

ある。

（３）小児救急地域医師研修会開催による医師不足地

域の小児一次救急診療体制の補完．強化

小児科医不足地域で小児救急患者を時間外診療する

他科医師や、小児救急医療に従事する看護帥、救急隊、

行政関係者などに対し小児救急地域医師研修会を開催

し、医師不足地域の小児一次救急診療体制を補完・強

化する事業である。

・平成24年６月、札幌市で開催した第２向地域小児救

急全国協議会で研修会開催に関する具体策を協議し

た。現在研修会を開催している都道府県の情報を収

集するとともに、国の「小児救急地域医師研修事業」

を活用し、事業を普及することとした。

・平成24年度に都道府県単位で小児救急研修会開催の

普及を図るため、研修会開催に必要な実施要綱ガイ

ドラインを作成した。またマニュアルとして、８年

間研修事業を行っていた北海道のテキスト講演次

第、スライドなどをマニュアルとして準備した。希

望する地域に情報提供する。

（４）小児救急トリアージシステム導入による小児一

次救急診療体制の質の向上

・平成20年実施の小児一次救急診療施設に対する全国
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国へ普及させ、家庭看護力向上に一層貢献すること

が重要と考えており、この活動により病院前トリア

ージ機能が強化され、子どもの急病や事故の救命率

向上につながるものと考えている。

各県において小児科医会や医師会が中心となり、

どの様な家庭看護力向上の取り組みが行われている

のか、あるいはこれまで行われてきたのか、実態調

査を行い協議する予定である。

動経過、日本の社会保障制度のあり方を考えるうえで、

大変有益なシンポジウムであった。その概要を報告する。

２主催者挨拶

（１）松平会長挨拶

小児保健法制定に関し、今後日本小児科学会、日本

小児保健協会、日本小児科医会は連絡協議会（三者協）

を形成し日本医師会と一体となり推進する考えである。

小児保健法制定の趣旨や活動のあり方を広く会員に理

解してもらうため、全国４箇所でシンポジウムを開催

することとし、仙台では東北および北海道小児科医会

会員を対象としたシンポジウムを開催する。

（２）奥村秀定宮城県小児科医会会長挨拶

平成６年日本小児科医会は、こどもの成長発達を総

合的に支援するため「小児保健法」の制定が必要であ

ることを提言、平成10年には小児保健法制定のための

答申書を作成した。平成15年には日本小児科学会、日

本小児科医会、日本小児保健協会の三団体による小児

保健プロジェクトチームを発足させ、小児保健法制定

に関する報告書を作成した。

平成19年６月には超党派議員による小児保健法制定

の活動が開始され、平成19年８月には日本医師会会長

諮問の「小児保健法検討委員会（師委員長）」が設置

された。平成20年１月地域格差是正のため小児医療費

助成制度の全国一律化、予防接種の公費負担導入、乳

幼児健診の充実などを柱とする最終答申案を唐澤日本

医師会長へ提出したが、政権交代により超党派議員立

法による小児保健法成立は見送られることになった。

平成24年８月民主党政権下で、こども子育て支援基

本法が成立、将来の消費税増税分の社会保障充実のた

めの財源１％(2.7兆円）のうち、約7000億円を子育て

支援のための財源にすることが決まった。しかしこの

案は、待機児童解消や保育に重点配備されており、一

歩前進ではあるが医療関連項目が殆ど入っておらず、

小児科医会が目指す小児保健法には程遠い内容で

あった。

平成24年の自民・公明両党への政権移換と日本医師

会の執行部体制の交代により、再度日本小児科医会は

日本医師会と連携し厚労省や関係議員へのロビー活動

を展開することにした。著しく高齢者へ偏った日本の

社会保障給付費を是正し、こどもの成長・発達を総合

的に支援する制度を作る必要があると考えている。

３基調講演川渕孝一東京医科歯科大学大学院教授

●●●●●●●●●●●●●●●●

東北・北海道小児科医会連合会

シンポジウム

小児保健法制定に向けて

日本の社会保障制度と小児保健法を考える

副会長山中樹

１シンポジウム開催の趣旨

少子高齢化は、日本の経済発展や社会保障問題に大

きな影響を及ぼす。

少子化に歯止めをかけるには、小児保健法を制定し

子どもを産み育てやすい環境を整備していく必要があ

る。東北・北海道小児科医会連合会は、小児保健法制

定に関する会員の理解を深めるため、平成25年４月１３

日仙台市において「小児保健法制定に向けて－日本の

社会保障制度と小児保健法を考える－」というテーマ

でシンポジウムを開催した。

奥村秀定宮城県小児科医会会長と富樫武弘北海道小

児科医会会長・日本小児科医会副会長の司会で、川渕

孝一東京医科歯科大学教授が「日本の医療制度と社会

保障」というテーマで基調講演を行い、松平隆光日本

小児科医会会長が「小児保健法の制定に向けて」とい

うテーマで小児保健法制定の意義につき講演を行った。

更に今村定臣日本小児科医会常任理事が「小児保健法

制定に向けての日本医師会の取り組み」というテーマ

で日本医師会の考え方を紹介し、桜井充参議院議員は

「将来の社会保障制度」についてというテーマで講演

し、日本が医療や介護産業に注力することにより内需

が拡大し雇用が促進され、日本の経済発展に寄与して

いくと述べた。小児保健法制定の目的やこれまでの活
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小泉政権による聖域なき財政再建政策により医療費

が削減され、医師不足、医療提供体制の不備、医療格

差などの社会問題が深刻化した。新に政権を担うこと

になった民主党政権により医療費削減政策の修正が図

られたが、抜本改革に結びつく改革案にはならなかっ

た。すなわち平成22年度の改定率は0.1％(700億円)の

アップに留まり、平成24年度改訂でも僅か＋０．００４％

（14億円）の上昇率に過ぎなかった。小児医療関連で

評価可能な施策としては、新生児特定集中治療室管理

料が１日8600点から１００００点に引き上げられた結果、

新生児特定集中治療室管理料の届け出医療機関数が平

成20年度の75施設から平成22年度には85施設へ増え、

ベッド数も781床から992床へ27％増加した程度であ

る。平成23年度国が実施した診療部門別収支調査結果

では、外科、脳神経外科、泌尿器科は辛うじて黒字で

あったが、内科、循環器科、小児科、整形外科、皮膚

科、産婦人科、眼科、耳鼻科、放射線科は全て赤字で

あった。

国は社会保障と税の一体改革を目ざし平成24年度診

療報酬と介護保険の同時改定を行い救急、産科、小児

科、外科などの急』性期医療を適切に評価し、病院勤務

医の負担軽減と待遇改善を図るとともに、地域医療再

生と患者の地域生活への早期復帰を図る観点から在宅

療養への早期移行を目ざし、医療と介護の機能分化と

連携・強化を図ろうとした。しかし厳しい国の経済状

況により本体で1.379％のプラス改訂、即ち5500億円

(医科：4700億円、歯科：500億円、調剤：300億円）

の増額を行ったが、一方で薬価や材料費の引き下げを

行ったため診療報酬本体と薬価改定を併せた全体の改

定率は＋0.004％アップ(14億円）に留まった。改革を

進めようにも財源確保が難しい現状では、発想の転換

が必要である。

持続可能な日本の社会保障体制を築くには、先ず産

業発展による雇用を創出し、税収や社会保険料の増収

を図り、社会保障体制整備により国民の未来に対する

社会不安を払拭することが必要である。それにより投

資や消費が活性化され更なる経済成長が期待でき、産

業や雇用の発展につながるという好循環を生み出して

いく必要がある。以下今後の日本経済に影響を与える

要因につき検証する。

（１）少子化について

日本は今後急速な少子高齢化社会を迎え、Ｈ本経済

の発展に大きな影響が生じてくる。昭和60年(1985年）

には、5.9人で１人の高齢者を支えていたが、平成62年

（2050年）には1.2人の若者が1人の高齢者を支えな

ければならなくなる（騎馬タイプ社会から肩車タイプ

社会へ移行）。

給付と負担の関係をライフサイクルでみていくと、

０歳から15歳の小児期には、出産一時給付金支給や育

児休業補償費、子ども手当の給付などがあるが、一方

保育園や幼稚園の通園費用負担や教育費負担、疾病時

の医療費自己負担が大きく、給付よりも支出が大きく

なる世代である。更に20歳から６０歳までの子育て世

代にとっては、公的年金保険料や医療保険料、雇用保

険料の本人分負担、所得税、消費税負担、子どもの教

育費などが大きな負担になり、社会的な助成は最も少

なく、この世代への負担軽減策を考えない限り子ども

を産み育てようというインセンテイブが働かなくなっ

ているのが日本の現状である。一方６０～65歳以上に

なると介護保険料や介護自己負担料はかかるが、負担

は少なくなり、逆に医療保険給付や雇用保険、老齢年

金、厚生年金、介護保険料支給額が大幅に増えるよう

になる。

スウェーデンやデンマークにおける社会保障費と医

療費の国民負担率は70％程度にも達するが、ロ本はま

だ43.5％と低く、日本は今後北欧をモデルとして子育

て世代にかかる負担を軽減し、代わりに国民負担率を

引き上げ、社会全体で子育てを支援していく施策が必

要と考える。

（２）危機的状態の国家財政

平成２年（1990年）の国の歳入66.2兆円のうち税収

は58兆円（87.6％）で、国債発行額は5.8兆円（８８％）

であった。歳出は社会保障費が11.6兆円（17.5％)、地

方交付税が15.3兆円（23％）、国債償還費が14.3兆円

(21.6％)であった。しかし平成23年度（2011年）には、

歳入が92.4兆円に達し、経済不況により税収は40.9兆

円（44.3％）に留まり、不足分の382兆円（41.3％）は

特例国債を発行して凌がなければならなくなり、国の

財政状況は危機的状態に陥っている。歳入減にもかか

わらず支出を減らせない要因は、社会保障費が287兆

円（31.1％)、国債償還費が21.5兆円（23.3％）に拡大

しているためであり、社会保障費と国債償還費の増大

が主因である。特に社会保障費は21年間で11.6兆円か

ら28.7兆円へと１７兆円も増加した。
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（３）GDPと国民医療費の関係

昭和53年（1978年）から平成７年（1995年）まで

の18年間は､ＧＤＰと国民医療費の伸び率はほぼ並行し

て上昇してきたが、その後は医療費の増加率がＧＤＰ

の伸び率を大幅に上回るようになった。日本の経済の

成長率は、昭和31年(1956年)から昭和48年(1973年）

までは年率9.1％で成長したが、昭和49年（1974年）

から平成２年（1990年）までは年率4.2％に鈍化し、

平成３年（1991年）から平成21年（2009年）までは

年率0.8％に低下した。

（４）今後の日本の医療改革について

日本の医療費は現在の37兆円から平成47年（2035

年）には３倍の85～92兆円（対GDPの12.2～13.8％）

にまで増大するであろうと予測されている。原因は高

齢化、医療技術の進歩、経済成長の３つが考えられる。

医療費増加は日本だけの問題ではなく世界的に共通の

課題であり、平成17年(2005年)から平成47年(2035

年）までの医療費の伸び率は、米国では2.4%、フラン

スは2.8％、オーストラリアは2.7％、カナダ1.8％、日本

2.1％、英国2.0％と試算されている。将来必要な医療費

を賄うためには、現在の医療保険料と消費税率を引き

上げる必要,性がある。

（５）北欧をモデルとした日本の社会保障体制

日本企業の公的負担水準を国別に比較するとフラ

ンスやスウェーデンより低くドイツと同レベルである。

また日本の家族関係社会支出を、対GDP比（2007年

ＯＥＣＤデータ)で欧米諸国と比較してもスウェーデン

や英国は３％を越えているのに対し、日本はアメリカ

(0.65％）についで0.79％と低いのが現状である。更に

主要国の付加価値税（消費税率）を比較しても社会福

祉制度の完備している北欧諸国ほど付加価値税は高く、

高福祉・高負担になっている。

（６）共通番号制度の導入の必要性

北欧の社会保障モデルを参考にして社会保障制度の

充実をはかるには、社会保障・税に係わる番号制度を

整備する必要がある。共通番号制度（マイナンバー）

関連法案が再び国会に上程されたが、システム構築に

2000億円を要し、利用が始まるのは早くて2016年１

月からになる。

（７）小児保健法検討委員会の答申案に対するlll渕教

授の感想

小児保健法制定の目的は子どもの健やかな発育のた

めの理念法と記されているが、何故子どもを特別扱い

しなければならないのか疑問である。国会へ上程され

ている医療保険法改正案では不十分なのか。また地域

格差の拡大が問題であるとされているが、乳幼児医療

費助成制度の格差解消のために地方交付税制度を是正

することで解決出来ないのか、むしろ首長のやる気度

によって格差が生じているのではないか。ヒブワクチ

ンや肺炎球菌ワクチン、子宮頸ガンワクチンの任意接

種問題も定期接種化で問題が解決されるのではないか

と思われる。

（８）社会保障と税の－体改革を進める上での)Ⅱ渕教

授の解決策

児童手当と年金・介護の連携をはかる解決策として、

３つの解決策を提案した。第一案は育児年金制度の創

設、第二案は育児年金と介護年金制度の併設である。

１）育児年金制度の創設（第一案）

現金給付である児童手当に上乗せまたは併給の育児

年金を創設する案である。財源は今まで介護保険の被

保険者でなかった20～39歳を対象とし、介護保険料に

相当する額を保険料として徴収する。具体的には20歳

から39歳の平均年収2834万円（20～24歳男性）から

588万円（35~39歳男』性）に就業者総数2578万人を乗

じると総収入額は１０７兆円になる。この総収入額に平

成15年度（2003年）の政管保険料率0.59％を乗じると

9547億円の保険料収入が得られる。9547億円を766

万人（０～小学校就学前）で除すると10380円/月の給

付上乗せが可能になる。ちなみに現在の児童手当は、

第１子と第２子は5000円/月、第三子以降は10000円／

月になっている。

２）介護給付（障害者支援）制度と育児年金制度の併

設案（第二案）

上記の新財源をＯ～３９歳の介護給付に使用してはど

うか。ちなみに20歳未満の在宅の重度障害児に対する

障害児童福祉手当は14610円/月、２０歳以上の特別障

害者手当は26860円/月である。仮に両手当の対象者

が介護給付制度の要介護５に該当すると仮定すると、

必要な財源は年間4533億円と試算される。

この額は9547億円の半分にも満たないので、残額

5014億円を育児年金に充当すれば一子につき5450円／

月を支給することが出来る。２００６年４月から障害者

自立支援制度が施行されたが、介護保険と障害者支援

制度の統合は、市町村と障害者団体との思惑が－致せ
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齢層においても育児の経済的負担を第一の理由にあげ

ているが、若い層ほどこの理由を選ぶ割合が高く、２０

歳代では８割を越えている。

「小児は大人のミニチュアではない。小児科学は単な

る年齢区分では済まされない発達成長に係わる独自の

課題を抱え、医療、保健、福祉、教育にまたがる広範

な取り組みが必要な分野であり、今後も分化と統合が

図られていくに違いない。にもかかわらず医療システ

ムの中では薬や検査を多用できない小児医療が撤退の

方向を余儀なくされている。小児の救急にしても、と

もすれば三次救急センター整備のみに目が向けられ、

－次、二次救急医療レベルの問題が暖昧にされがちだ

が、大人の場合と同様に両者を連動して考えない限り

解決も困難であろう」と上林茂陽氏の診療科目の歴史

と医療技術の進歩（日本医療規格）からの一文を紹介

し基調講演を終えた。

４シンポジスト１松平隆光日本小児科医会会長

（１）戦後日本の出生率と合計特殊出生率

昭和22年（1947年）前後の第一次ベビーブームと

昭和49年（1974年）の第二次ベビーブームでは、２７０

万人と209万人の出生数を記録した。しかし昭和50年

から６０年には150万人、昭和６１年から平成１０年には

年間出生数は130万から１１０万人レベルに落ち込んだ。

合計特殊出生率は昭和22年の4.32、昭和48年の2.12

人から平成21年には1.3人にまで低下した。

（２）日本の長期人口趨勢

江戸時代以前の日本の総人口は１０００万人程度とさ

れ、社会が安定した江戸時代から増加に転じ3000万

人程度となり、明治33年（1900年）には4384万人、

平成16年（2004年）には１億2768万人と史上最大値

に達した。人口予測調査によれば、2004年以降は減少

に転じ、2100年の中位推計では6413万人、低位推計

では4645万人になるとされている。

（３）年少人口の急激な減少と高齢人口の増加

０歳から１４歳までの年少人口の総人口に占める割

合は、大正から第２次世界大戦までの間は35％以上を

保っていたが、Ｈ本人の寿命が戦後著しく延長し、平

成に入り６５歳以上の老年人口が20％を越えるとともに、

年少児人口は１０％台に低下した。１５歳から６４歳まで

の生産年齢人口をみても、昭和35年から６３年までは

最も高く日本の高度経済成長を支えてきたが、平成

2004年以降人口減社会に突入した日本の労働生産人

ず先送りとなった。介護保険をベースに障害者制度

を上乗せすれば、両者の懸念は払拭可能になるはず

である。

３）育児年金と介護年金の併設の意義（第三案）

上に提案した新制度では、保険料徴収対象は20歳以

上としたが、若年層の支払能力を十分に検討した上で

１８歳以上とすることや、学生は保険料免除とすること

も考えられる。他方給付は従来高齢者に滞りがちだっ

たものを若年層にも広げ、０歳以上つまり全国民を対

象にしてはどうか。ここで明らかに保険料を負担し得

ない乳幼児や児童などの年少者を加入者とするのは保

険制度として不自然と考えられるが、従前の老人保健

制度では被用者保険の被保険者、被扶養者など国民健

康保険の被保険者を加入者としているが（老人保健法

第６条第３項)、年齢要件は求めていない。また国民

健康保険では世帯の所得に応じた保険料（所得割）な

どの他に、世帯人員数に応じた保険料（被保険者均等

割）が算定され、０歳以上の全世帯員に保険料が賦課

されている。０歳以上の全国民を加入者に位置づける

ことは、国民皆連帯の理念浸透を図る狙いがある。

４）長期的な出生率向上に向けて

２０歳以上に介護保険料相当の拠出を求めることは、

比較的短期間に実現可能な施策であり、約１兆円規模

の歳入増を期待出来る。それによって若年層への給付

増を実現し、共助の精神の浸透と不公平感の緩和を図

ると共に、育児年金充当により長期的に出生率を向上

させ、将来の生産年齢人口の増加を図るという意味で

大きな意義がある。これこそまさに次世代育成支援に

なるのではないか。国立社会保障・人口問題研究所の

第１２回出生動向基本調査によると夫婦にとって理想的

な子どもの数（理想子ども数）は2.56人だが、実際に

持つこどもの数（予定子ども数）は2.13人である。理

想子ども数は1977年以降横ばいで推移しているが、

予定子ども数は1987年以降、特に結婚後１５年未満の

比較的若い夫婦で減少している。本当はもっと子ども

が欲しいと考えているにもかかわらず、出産意欲が低

下していることが判る。同調査では、予定子ども数が

理想子ども数を下回る理由について、第一番の理由は

子育てや教育にお金がかかりすぎること(62.9％)、以

下高年齢で産むのは嫌だから（332％)、これ以上育児

の心理的、肉体的負担に耐えられないから（21.8％)で

あると報告している。母親の年齢別に見ると、どの年
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口は益々減少し、今後日本の経済活動に大きな影響を

及ぼすことが危愼されている。

（４）日本の社会保障給付費の現状

日本の社会保障給付費は、平成2012年で109.5兆円

であり、対GDP比22.8％になった。日本の社会保障費

は国の一般会計である90.3兆円を遙かに上回る額に到

達している。国の一般会計において社会保障関係費

26.3兆円は、全省庁予算で最大である。ちなみに公共

事業費は4.6兆円、文教及び科学振興予算5.4兆円、防

衛費4.7兆円である。

国民所得（GDP）に占める社会保障給付費の推移を

みると、昭和45年（1970年）のGDPは61兆円に対し

社会保障給付費は3.5兆円で､対ＧＤＰ比で5.77％に過ぎ

なかった。しかし昭和55年（1980年）にはGDP203

兆円に対し社会保障給付費は24.8兆円に増加し対ＧＤＰ

比で12.2％に達した。平成２年（1990年）にはＧＤＰ

348兆円の13.56％に相当する47.2兆円の社会保障給

付費が支払われ、１０年後の平成12年（2000年）には

GDP371.6兆円の21％に相当する78.1兆円にまで増大、

平成18年（2006年）にはGDP367.7兆円の26.8％に相

当する98.7兆円に達した。社会保障給付費は国民総生

産の３割、年間100兆円を越える時代となった。

（５）今後も進む高齢化と生産労働人口の減少

日本の年間出生数は、平成22年(2010年)には107.1

万人であったが、平成42年（2030年）には74.9万人、

平成52年（2050年）には55.7万人に減少すると推計

されている。平成22年（2010年）の15歳以下の小児

人口は1684万人であったが、平成42年（2030年）に

は1204万人に減少し、平成52年（2050年）には939

万人にまで減少する。

一方65歳以上の人口割合は、平成22年（2010年）

には2948万人、平成42年（2030年）には3685万人、

平成52年（2050年）には3768万人に増加するとされ

ている。生産労働人口である15～64歳の人口は､平成

22年（2010年）には8174万人であったのが、平成４２

年（2030年）には6773万人、平成52年（2050年）に

は5001万人に減少する。

（６）小児保健法制定の必要｣性

女'性の合計特殊出生率は昭和49年（1974年）から

人口維持に必要な水準の２を下回り、平成23年には

1３９（年間出生数：１０５万698人）になった。出生数

低下と平均寿命の伸長は、超少子高齢化社会をもたら

しつつある。

出生数低下は社会構造の変化や国民の多様な価値観

と深く関わり、子育てが精神的、身体的、経済的に個

人の負担の限界を超えるレベルにまで到達しているこ

とを示している。ヨーロッパでは、これまで年齢や性

別、障害による差別を改善し、女性の就労と子育て環

境を整えてきた。子育ては次世代育成のための社会全

体の問題と考え、母子保健から医療まで広くその権利

を親に保障している。

子どもを１人の人格を持った権利主体として認める

と共に、より良い環境で育てられる権利を保障してき

たが、我が国では急激な少子化のために社会的施策が

立ち遅れ、女性が産みにくく育てにくい家庭、職場、

社会環境を作ってしまった。子どもの権利を認め、子

ども自身が健全に成長していくためのより良い環境作

りと、それを社会全体で支えるシステムを制度化する

ために、小児保健法を指定する必要がある。

（７）小児保健法の理念

日本の子育て環境を改善し親にとって安定した生活

を保証するため、多様な経済的、身体的、精神的な支

援が必要である。小児保健法に包含すべき内容として；

①基本理念として新生児期から思春期まで一貫し

て扱える、小児を中心とした保健、医療、福祉の法

律とする。

②小児の保健では、疾病に罹患しないことだけでは

なく、精神的身体的により健全な状態確保のための手

段であるべきとした。

③小児の福祉では、これが社会的身体的精神的に恵

まれない小児を救済することに加え、全ての小児によ

り良い社会生活環境を提供するための施策であるべき

とした。

④小児の医療では、これが従来の医療保険から独立

し、あらたに老人保健法に対応した医療保険制度の確

立を提言している。

⑤日本小児科医会では、子どもの権利を守ります、

子どものための国の予算を増やします、子どもの家庭

省の設置を実現します、全ての予防接種を無料化しま

す、という内容のポスターを作成し全国の日本小児科

医会会員へ配付した。

小児保健法を目指した活動については、平成16年と

18年にだされた日本小児科医会乳幼児保健検討委員会

の答申を受けて、子ども支援のための日本医師会宣言
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が採択され、その中に小児保健法制定が明記され、日

本小児科医会の主要事業として法案成立に向けての活

動が始まった。フランスではGDPの３％が子育て対策

に使われているが､我が国では１％にすぎない。子ども

を大切にし、子育てと仕事が両立出来る社会にするた

めには、更にGDP比２％（約１０兆円）の子育て支援費

用を確保することが必要である。

５シンポジスト２今村定臣日本医師会常任理事

平成20年１月、「日本医師会小児保健法検討委員会

（プロジェクト）」は小児保健法制定の答申案を提言

した。小児保健法は日本の次１１t代を担う小児を心身共

に健やかに育成していくため、保護者、｜工|、地方公共

団体及び医療関係者の責務を明らかにし、小児の健康

を保持増進するための施策に関する計画案を策定、小

児の保健の保持及び増進に関する施策を総合的且つ計

画的に推進することを目的としている。

小児保健法は基本法であり、同法の趣旨に則り個別

法で関連施策を充実普及することを目標としている。

日本医n1j会は国会議員にロビー活動を展開し、自公民

超党派議員による小児保健法制定の活動を展開した。

その後具体的法案作成に際し、議員側から小児保健と

医療に関する実態を更に明確にする必要があるという

指摘があり、日本医師会は全国の小児医療費助成制度

などに関する実態調査を行った。その結果医療費助成、

乳幼児健診、予防接種などの各制度において地域間格

差の存在することを明らかにし、その結果を厚労省関

係部局へ報告し、更なる活動を展開しようとした矢先

に、平成21年８月の衆議院議員選挙によって歴史的な

政権交代が起こり、ロビー活動の中断を余儀なくされた。

しかし小児保健法制定を望む関係者の声は強く、今

期(平成24年、２５年度）の日本医師会「周産期乳幼児

保健検討委員会」において、改めて法制定の可能性を

含めた検討を再開した。同委員会では平成20年の小児

保健法検討委員会の答申を踏まえ、「成育」をキーワー

ドに胎児から始まり新生児期、小児期、思春期を経て

次世代を産み育てる世代までを一つのサイクルとして

捉え、「保健」に留まらず障害児対策を含むより幅広い

施策を視野に入れ鋭意検討中である。小児保健法の足

らざる部分を補足してあるべき姿が提示されることを

期待している。

６シンポジスト３桜井充参議院議員

アベノミクスにより日経平均株価の上昇、円安が進

展し、輸出産業にとっては景気回復が期待されるが、

燃料費の高騰、エネルギー料金の上昇により中小企業

や地方経済には影響が生まれつつある。この現状を打

開していくためには、医療を成長産業と捉え発展させ、

内需拡大により雇用創出につなげていくことが重要と

考えている。医療や介護産業などの社会保障関連産業

は、公共事業より経済波及効果や雇用誘発効果が大き

く景気に左右されにくい。また製薬産業の育成は今後

の日本の基幹産業になり得る分野と考えている。

日本は健康達成度調査で世界一の評価を受けていな

がら医療崩壊という状況に直面している。小泉政権時

代の医療費大幅削減によるもので、医療費を各国の

ＧＤＰ比で見るとアメリカは17.4％、フランスやドイツ

は１１％もある。

これに対し日本は僅か8.5％しかない。これまで国の

医療費を増大させることは国の財政悪化の大きな原因

になりうると考えられてきたが、英国のブレア政権は

１０年間で医療に係わる予算を２倍に増やしたが、財政

状況は悪化しなかった。これは医療対策の充実が国の

経済に与える波及効果が大きいことを示しており、医

療を充実させることは景気回復に貢献すると考えている。

平成25年４月３０日

北海道小児科医会からのシンポジウム出席者（４名）

会長富樫武弘

副会長稲川昭、渡辺徹、山中樹

●●●●●●●●●●●●●●●●

平成24年度第４回理事会

(1)日時平成24年９月９日(日)13:00～16:００

(2)場所和光堂西新宿ビル204会議室

(3)出席者理事27名監事２名オブザーバー２名

欠席者理事２名

(4)審議事項（第１号から第17号議案まで審議）

ｌ）第１号議案日本小児科学会に対する専門医資格

更新の手引きの改定願い(案）

提出の件

・日本小児科学会の専門医資格更新に関する説明があ

り、新しい専門医資格認定案は中央の学会に出席出来

ない過疎地域の医師にとって不利な制度であり、専門
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医資格を放棄する医師が多くなっている。今後「総合

医の問題と併せて日本小児科学会の中で議論が必要で

あること」を決議し要望書を学会へ送ることとし承認

された。

2)第２号議案日本小児科連合会への地域小児科総合

医委員会設置の件

・総合医の問題を協議する場を小児科医会連合会の中

に新たに設置し、日本小児科学会、日本小児科医会、

外来小児科学会などが参加して研修医が総合的な小児

医療を学ぶことが出来るような研修の場を確保する仕

組みを整備して行く必要があるため委員会設置の要望

書を連合会へ提出するとの提案が承認された。

3)第３号議案予防接種にかかる費用に関する啓発ポ

スター作成に関する件

・神川副会長からの提案で、予防接種を実施する地方

自治体は予防接種に必要な費用を負担している。予防

接種に必要な費用は地方交付金などとして国から交付

される交付金などを利用しているほか、平成24年６月

から国が年少扶養控除を廃止したことでその分が地方

政府の税収増となるとともに、また今後消費税が増税

された場合にその内の数％が（現在は1.56％）は地方

が独自で自由な事業に活用出来ることになっている。

日本小児科医会は、そのような地方政府が独自に自

由に活用出来る資金を子ども達の事業（予防接種）に

使用して貰いたいという趣旨の考え方を住民に啓発す

るポスターを作成する必要があると考えている。ポス

ター作成には医会の活動基金を取り崩す必要があるた

め理事会の承認を得たい。全員の賛同が得られた。

4)第４号議案小児保健法推進のための地域での集会

開催に関する件

・松平会長は、日本小児科医会は15年前から小児保健

法制定の取り組みをおこなってきたが、その内容や趣

旨に関し、医会会員や国民は十分理解していないこと

を危愼、北海道東北ブロック、関東ブロック、近畿中

部ブロック、中国四国九州ブロックの４地域で小児保

健法制定に関する公開の政治集会を開催したいと提案

承認された。

５)第５号議案関連団体への委員推薦基準の件

・伊藤理事から、最近厚労省や小児科連絡協議会など

の外部機関の委員会への委員推薦が増えて来ている。

これまで外部委員会への委員就任に関する規定がなか

ったので、今回外部委員会委員等就任内部規定を作成

した。第1条から３条で目的、委|属依頼、報告につい

て規定し、第４条で審査は総務会で行うこととした。

外部委員会という文言が紛らわしいため、名称を再検

討するということで承認。

6)第６号議案地区医師会予防接種課徴金について都

道府県医師会へのお願いの件

・松平会長が横倉日本医師会会長に会って地方医師会

が予防接種事業への協力名目で予防接種医療機関へ課

徴金をかけている問題の善処を求めた。日本小児科医

会から都道府県医師会へ善処のためのお願い文書を送

付することについては了承して貰った、地区医師会は

会員の高齢化などで会員の減少が進み会費収入減問題

に直面している。－部地区医師会では地区医師会へ委

託された予防接種事業や健診事業に－部課徴金をかけ

るところが増えて来ている。一方予防接種の価格も１

万円を超えるものが出現し、全てのワクチン接種事業

に３～１０％の課徴金を地区医師会から徴収されると地

区医師会の会費が10万円の地域ではワクチンによる地

区医師会の課徴金が年間100～200万円、多いところ

では300万円にも達し、小児科医療機関の経営を圧迫

し、このため医師会を脱退、廃業した小児科医も出て

いる。小児科医の経営を圧迫するような課徴金を徴収

するようなことはしないよう改善を依頼する文書を送

付することにした。全員の承認を得た。

・平成25年９月３０日の社保委員会で全国の実態調査を

行うことが決まれば１０月の早い時期に全国の小児科医

会会長へ実態調査を委託していきたいと奥村社保担当

常任理事からの発言があった。社保委員会の実態調査

結果が出てから要望書を送ることにしたいとの松平会

長の発言があった。

7)第７号議案委員会委員の承認の件

・伊藤常任理事から本会の委員会委員並びに外部委員

の委員名紹介があり昇任した。

8)第８号議案子どもの心相談医（新規・更新）承認

の件

・新規相談医は71名、更新者は100名であった。後期

研修を行っていてもかなりの数の医師が申請してい

ない実態がある。厚労省に報告している登録医数は

1500名になっているが、登録医が余り増えないとい

うことがネックになっている。

9)第９号議案医学生、研修医をサポートするための

会を大阪小児科医会で開催の件
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・国の委託事業として日本医師会が平成20年から受け

都道府県医師会が１箇所30万円の補助金を受けて、医

学生、研修医をサポートする会を組織してきたが、日

本小児科医会も窓口になり参加することになった。東

京都医師会の他に大阪小児科医会でも開催するよう依

頼した。大阪では研修医を対象とした病院ネットワーク

というシステムがあり勉強会を開催してきたので、今後

は大阪小児科医会と日本小児科医会の共催で研修医と

小児科医会が接する機会を作りたいとの回答があった。

10)第10号議案ﾎｰﾑページ掲載申し込書の承認の件

.新しい情報を早く掲載したいという情報があれば連

絡を期待している。その際の申し込み連絡様式を作成

した。その内容に付いて承認を求め承認された。

11)第11号議案海外医療相談アドバイザー（仮称）

に関する規定（案）承認の件

・岡田国際部常任理事から、国際部作成の海外医療相

談アドバイザー（仮称）に関する規定（案）について

承認を求める提案が有り承認された。国際部のホーム

ページには海外から多彩な相談が寄せられる。国際部

のメンバーだけで対応出来ないケースもあるため、役

員、委員以外でも海外医療相談に適切に対応出来る人

材（国際部関係者で退任後事業の任務を担当するに相

応しい人材）に対して相談アドバイザーになっていた

だき、登録協力してもらうための規定案を委員会で検

討し作成する考えである。この相談事業は医療行為で

はない旨の免責事項を明記する考えである。

12)第12号議案福島の被災地・避難地域の子ども達

および自主避難の子ども達への任意予防接種補助

事業への支援依頼の件

・福島県医師会主導で被災地あるいは避難地域の児童

にワクチン接種事業を実施することについて松平会長

から危愼の念が示された。宮城県では宮城県小児科医

会と日本小児科医会が全て主導して被災児童にロタウ

イルスワクチンを接種した経緯がある。松平会長から

は会員から寄せられた貴重な義援金なので日本小児科

医会が主体性を持って援助事業を行いたいという意見

を述べ、日本小児科医会が支援しているという名前を

きちんと県民に判る形で進めてもらいたいという付帯

条件付で承認した。

13)第13号議案乳幼児学校保健委員会アンケートの件

・河野理事からアンケート調査を行う内容についての

承認を求める提案が有り了承した。

その他、第１４号議案会員表彰の件、第15号議案会

員の入退会の件、第16号議案今後の会議予定の件、

第18号第２回乳幼児学校保健研修会で研修医と学生を

無料にする件を承認した。

(5)報告事項

1)会長報告

・平成24年６月２８日、横倉日本医師会会長に面会し小

児保健法､予防接種､＃8000について要望書を提出した。

・平成24年７月１８日、厚労省雇用均等・児童家庭局保

健課、健康局結核感染症課、保険局医療課の３課長に

面会し医会の事業について説明した。

2)委員会報告（重要な内容のみ報告）

①地域小児科総合医検討委員会（佐藤常任理事）

・平成24年６月１０日札幌市で第１回委員会を開催、こ

れまでの経緯と医会としての総合医のあり方について

説明と意見交換を行った。第２回委員会は９月９日和光

堂ビルで開催、８月に開催された厚労省専門医のあり方

委員会の中間まとめと日本小児科学会の地域振興小児

科医ワーキンググループの協議内容について検討した。

．第２回委員会では、今後⑪日本小児科医会が考える

「地域小児科総合医」と他の組織の考える総合医の内

容の違いをよりはっきりさせる必要性があること、

②日本小児科医会あるいは小児科医自体が地域小児科

総合医を認知出来るような啓発活動を推進すること、

③国民に対して子どもが病気の時は先ず小児科を受

診する必要があるということをアピールしていく、

④日本小児科連絡協議会の中に総合医のあり方検討委

員会を設置し小児総合医という専門分野を認知される

ように努力していく。

②予防接種委員会（及川常任理事）

・日本小児科学会予防接種委員会委員を及川から峯理

事に変更した。

・予防接種推進専門協議会委員を保科前会長から片岡

副委員長と峯理事に変更した。

・日本小児科医会の予防接種委員会委員に保坂シゲリ

先生に就任していただいた。

・厚労省不活化ポリオワクチンの円滑な導入に関する

検討委員会委員を保科前会長から保坂シゲリ先生へ交

代した。

・厚労省集団予防接種等によるＢ型肝炎感染拡大の検

証および再発防止に関する研究班会議に及川理事が就

任した。
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③社会保険委員会（奥村常任理事、横山理事）

委員会委員長に高木先生が就任

・日本小児科学会社会保険委員会の報告

ＤＰＣについて：肺炎が成人肺炎、小児肺炎、誤嚥』性

肺炎に分類され、小児の場合は平均在院日数が１週間

以下（成人は２０日）となり点数が下がった。

在宅小児経管栄養指導管理料が新設された。

予防接種等の消費税について日本医師会との意見

交換

平成24年８月２２日今村日本医師会副会長と意見交換

した。

・日本医師会から現行５％の課税取引を非課税にする

ことは無理であるという回答があった。９月２日の日本

小児科医会社保委員会小委員会で検討した結果、日本

医師会と歩調を合わせて現行課税取引のままゼロ税率

あるいは軽減税率を要望していく方針に決定した。

・予防接種に関しては殆どの市町村は予防接種料金に

消費税を上乗せして支払う外税方式を採用しているが、

この場合は損税が発生しない。しかし外税方式でない

地域では消費税が接種料金に上乗せされていない場合

もあるので、これを上乗せする方向で検討中である。

・予防接種に関して地区医師会が非常に高額な事務手

数料を課徴しているケースがあり小児科の医療経営を

圧迫しているケースがある。好ましくないケースにつ

いては医師会を通じて是正勧告を行うことも考慮した

い。各医師会が徴収している手数料の実態を各都道府

県小児科医会会長に精査するよう要請していきたい。

2)委員会報告

①地域小児科総合医委員会（佐藤常任理事）

ア第２回委員会（平成24年９月９日）

・厚労省の専門医のあり方検討委員会の中間まとめが

平成24年８月に発表された。

その内容は、基本領域と専門領域に分けられており、

基本領域に小児科専門医と同格で総合医が並列した形

で認められている。基本領域の上には専門領域があり、

小児科関係では小児神経と小児循環器など幾つかの部

門しか認められていない。この専門領域へ地域小児科

総合医を入れることは出来ない状態になっている。

このような中間報告を受け、地域小児科総合医とい

う制度を強くアピールして行かなければ、将来の小児

科診療、特に開業医の立場やアイデンティティが失わ

れると危愼している。今後は日本小児科連絡協議会で

地域小児科総合医について検討する考えである。

イ第３回委員会（平成24年１２月２日）

・日本小児科連絡協議会に地域小児科総合医を検討す

る委員会を設置することになり、平成25年２月に委員

会を開催することとなった。

・日本小児科学会の総合医に対する考え方

日本小児科学会が推進する小児科専門医制度の中に、

地域小児医療を扱う部門を設け地域振興小児科という

部門を既に設置している。その地域振興小児科という

形で小児医療を提供して行く中で日本小児科医会が提

唱する地域小児科総合医が目指す医療を位置づけてい

けるという考え方である。

・日本プライマリ・ケア連合学会の考える総合医の考

え方

老人医療を中心とした家庭医という概念で、子ども

に対する医療提供という部分が欠落していることを危

倶している。プライマリ・ケア学会とも意見交換し小

児科医会の考え方を理解してもらう努力が必要である。

・日本小児科医会の考える地域小児科総合医について

日本小児科医会が提唱する地域小児科総合医は、日

本小児科学会の小児科専門医との差別化を図るという

コンセプトであり、それを実現するために研修カリキ

ュラムの原案を作成した。カリキュラムには日本小児

科医会が現在進めている子どもの心の相談や教育委員

会が各セミナー、フォーラムで計画実施している研修

内容、公衆衛生部の乳幼児保健、学校保健あるいは予

防接種についての研修内容を担当委員に相談しながら

平成24年度第５回理事会

(1)日時平成24年１２月２日(日)１３:００～１５:４５

(2)場所和光堂西新宿ビル204会議室

(3)出席者理事27名監事２名オブザーバー2名、

欠席者理事４名

(4)報告事項

1)会長報告

平成24年９月２０日財務省の厚労省担当主計官に小児

保健法制定の必要性について意見交換した。厳しい財

政状況の中で財源を増やすことは非常に難しいという

財務省の回答があった。またワクチンの無料化につい

ては地方財政に財源が移譲されているのでその財源を

活用して欲しいという回答であった。
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・診療報酬改定交渉における都道府県小児科医会の要

望事項

都道府県小児科医会の診療報酬に関する要望事項を

調査すると、一番多い要望事項は初診・再診料の引き

上げ（７害'１）、その次に小児科専門医を評価する制度

の導入という事項が多かった（この項目については日

本医師会が反対しているため実現が難しい課題)。その

他医学管理料、投薬、注射、検査、在宅に関して４％

の地域から要望があった。

・予防接種協力金及び手数料（課徴金）について

全国47都道府県小児科医会に対してアンケート調査

を行い37都道府県から回答があった。手数料や課徴金

を取っていないところが37.8％、徴収しているところ

が62.2％あった。定率で徴収しているところが24％、

定額が18.9％、定額及び定率の市町村を抱えている県

が18.9％であった。定率でみると接種料金からワクチ

ン代を引いた接種手技料の20％という高率で徴収して

いる市が６市存在した。手技料を４０００円とすると２０

％の場合８００円の手数料になり、高率で徴収している

所は17市町村であった。５％の200円を妥当な手数料

とすると、大多数はこの範囲に入っていた。

・医業経営実態調査について（横山理事）

社会保険委員会は診療報酬改定が行われた翌年に医

業経営実態調査を行ってきた。平成24年に診療報酬

改定が行われたので、平成25年に小児科診療所の医業

経営実態調査を実施する予定である。平成25年７月１

日にＡ会員の半数にアンケート調査用紙を郵送すると

の報告があった。大阪小児科医会の社保委員会の調査

では自由診療の害'1合が20％に達しているとの報告があ

る。ワクチンが４混になってから１人の子どもが２６～

27回予防接種を行うと計算し、１回の接種料金を１万

円と設定し、年間出生数１００万人、全てのワクチンを

公費で接種するとすれば年間2500億円になる。小児

科標傍診療所は全国で5000箇所なので、全ての予防

接種を小児科標傍医療機関立てで行うとするとｌ医療

機関年間5000万|']の予防接種収入になる。予防接種

は小児科以外でも実施されているので、実際にはこの

ような予防接種収入にはならないと思うが、次ｌＬ１Ｉの社

会保険委員会の医業収入実態調査では予防接種収入が

医療機関でどの様になっているか調査項目に加えて貰

いたいという提案があった。

①教育委員会（武知常任理事、平成２４年１０月７日

包含するようにして、地域小児科総合医を目指した生

涯教育内容として実施したいと考えている。

・カリキュラム作成のために日本小児科医会会員が日

常どの様な研修を受けているのか、その内容について

も実態調査をしたいと考えている。過去３～５年間に

会員向けにどの様な内容の研修会が各都道府県で開催

されてきたのか都道府県小児科医会に調査を依頼、そ

の内容が地域小児科総合医の目指す方向`性に一致する

ものであれば採用させて貰い、小児科医会の生涯研修

の一部として若い医師へ提供しサブスペシャリテイと

しての地域小児科総合医を養成していきたいと考えて

いる。

・質疑として、奥村常任理事から「子ども病院の小児

総合診療科には賛成であるが、小児科総合医はすなわ

ち小児科医であり、新たな資格認定は慎重であるべき」

という意見があった。日本医師会の中でも総合医に対

して非常に強い反対意見がある。日本小児科医会が小

児総合診療医とせず総合医とした理由についての質問

があった。

・松平会長から日本小児科医会が考える総合医や総合

診療医は、恐らく日本医師会や厚労省の考える総合医

と意味合いが異なる。日本医師会の小森担当理事と意

見交換すると、日本医師会としてはスペシヤリテイを

持った地域の開業医を尊重したいということであり、

総合医は包括制とか人頭払いに繋がるということで非

常に危機感を持っていること、日本医師会は総合医と

か総合診療医という言葉の問題ではなく総合医構想そ

のものに反対しているため、小児科医会の次元とは異

なるものと考えられるとの回答があった。

②社会保険委員会（奥村常任理事、横山理事）

・鎮静に関する点数

内科系学会社会保険連合会で小児の鎮静の点数化を

検討する。日本小児科学会社会保険委員会は鎮静の点

数化と在宅についての問題点の整理を進める。

・地域医療貢献加算

地域医療貢献加算を算定する届け出医療機関は増え

つつある。平成23年８月に実施した時間対応加算算定

届け出施設数は約14％であったが、平成24年７月では

163％が届け出、更に今後l～2年間に届け出したいと

いう施設は15.7％あることが判った。

地域医療貢献加算はより算定しやすくなったと考え

られる。
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第２回委員会開催）

・日本小児科学会専門医資格更新のための研修会の承

認基準と研修単位基準について

委員会で議論した結果、「都道府県によっては総会を

含めた研修会の単位点数が大幅に削られたが、郡部や

過疎地域の小児科医にとっては研修会の開催や参加が

困難なので研修単位の基準をどのようにするかは重要

課題である。専門性の高い知識を持った医師だけが専

門医なのではなく、診療的技量を身につけた医師も専

門医であるべきであり、過疎地域で頑張っている医師

達が専門医を維持出来なくなれば地域の小児医療の崩

壊に繋がる」という結論を出した。以上の考え方に基

づいて、日本小児科学会へは以下の要望事項を提出す

ることにした。

①乳幼児健診や予防接種、学校医、園医、小児救急参

加への実績を小児科専門医の取得単位に認めて欲しい。

②過疎地での研修システムを担保するため日本小児科

学会や主要研究会にはサテライト会場を設けて欲しい

（実際には予算的には不可能であろうということで、

ＷＥＢを利用した研修セミナーを企画しているのでそれ

を利用して欲しいとのことであった）。

⑧日本小児科医会の生涯研修セミナーの参加を基本単

位に認めて欲しい。

④地区小児科医会を代表する研修会の研修単位を上

げるための施策として大学病院や中核病院からの報告

を研修会の演題に入れるなどの工夫をして単位の復活

を目指す。

(5)審議事項(第１号から第１０号議案までを審議）

1)第１号議案要望書提出の件

日本小児科医会から国へ要望書を提出する。ヒブワ

クチン肺炎球菌ワクチン子宮頸ガンワクチン定期接種

化への要望、公的乳幼児健診の回数増加、１か月健診

は小児科医が関与する仕組みにすること、５歳児健診

を公的健診とすること、小児救急電話相談事業＃8000

の都道府県連携と全国情報支援センター設立、母子健

診などの公費助成に関する要望、子宮頸ガンワクチン

平成25年度以降の公費助成接種に関する要望、日本小

児科医会生涯研修セミナーを基本単位化することに関

する要望、等である。

2)第２号議案依頼要請の件

集団予防接種などによるＢ型肝炎感染拡大の検証お

よび再発防止に関する研究班からのアンケート調査の

依頼があり受けることとした。

日本小児科学会から「継続できる質の高い小児医療

提供体制へ向けて」の取り組みに対する日本小児科医

会の協力要請があり協力することとした。

日本医師会予防接種推進専門協議会の７つのワクチ

ンの定期接種化に向けて一刻も早い予防接種法改正の

実現に向けての署名活動への協力依頼に協力すること

とした。

3)第10号議案日本小児科医連名の会員増強について

日本小児科医会会報44号に日本小児科医会連盟への

加入お願いの文書を同封、5900部を発送し５１名の新

入会員の加入があった。平成25年１月発行の医会ニュ

ース５５号にも再度入会のお願いを同封する件を提案、

承認された。

平成24年度第６回理事会

(1)日時平成25年３月２４日(日)１３:00～１６:００

(2)場所和光堂西新宿ビル204会議室

(3)出席者理事27名監事２名オブザーバー２名

欠席者理事2名

(4)報告事項

l）委員会報告

①第３回地域小児科総合医検討委員会

（平成24年12月２日）

・日本小児科連絡協議会の中に地域小児科総合医検討

委員会を設立することが承認され平成25年２月１０日午

後４時に第１回委員会開催予定となった。日本小児科

医会からは神川、田原、佐藤委員が出席。

・日本プライマリ・ケア連合学会との調整について

五十嵐日本小児科学会会長から日本プライマリ・ケア

連合学会の提案する総合医と小児科学会、小児科医会

の総合医との整合性を検討するための意見交換会を行

うことになった。

・日本小児科医会からは地域小児科総合医認定のカリ

キュラムを研修方法、到達状況の評価方法、認定制度、

認定の更新方法などについて議論することとし、研修

テーマとしては初期救急医療（子どもの疾病、傷病の

トリアージ、初期対応）、母子保健、乳幼児健康診査、

新生児マススクリーニンング、予防接種等疾病予防策、

保育所、幼稚園、園医としての幼児保健、学校医とし

ての学校保健、障害児、発達障害、子どもの心の問題
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どの関連学会などが協力して第三者機関において作成

すべきである。

イ日本小児科医会からの意見、要望、質問事項

・小児科医は本来総合医でありＧＰとして機能してき

ている。更にこれからの地域小児医療として病気の子

どもに質の高い医療を提供するだけでなく、子どもの

成長を支え、育み、更に障害児のケアをすることが出

来ることが必要と考えている。

・日本小児科医会は平成20年度から子どものための小

児総合医について検討し、すでに到達目標、研修プロ

グラムなどを提唱してきている。

・日本小児科学会でも小児科専門医の研修プログラム

の中に総合小児医療の必要性を鑑み研修プログラムに

反映している。

・国の専門医ありかた検討委員会で協議された総合診

療専門医は主として高齢者を念頭に置いた診療体系に

端を発しており、小児、特に乳幼児について少しの研

修で実際に何処まで子どもをみることが可能か、疑問

がある。

・小児科専門医を取った上で更なる地域での研修を積

んで地域小児科総合医をサブスペシャリティー領域の

一つとした認定制度について、日本小児科連絡協議会

で協議をしているところである。

・小児科専門医は地域医療の中の総合診療専門医であ

り、そのためにも小児科専門医である必要もあると考

える。今回の専門医制度の中の総合診療専門医との整

合性を取らなければ、将来子どもを診ることの出来る

総合医は育たなくなることが危愼される。

・日本小児科学会が提唱する小児科専門医は主に大学

病院や中核病院での研修を基本としているため、地域

医療を十分に経験していない。従って地域小児科総合

医の研修プログラムを別建として研修したものを認定

する制度が検討されている。

ウ厚労省からの回答

・地域小児科専門医という認定制度の構築は全く問題

ないが、専門医とは一線を画し、広告やその他の公的

な扱いは異なるものである。

・総合診療専門医の研修プログラムの作成に是非Ｈ本

小児科学会、日本小児科医会も参加、関与して、患者

さんの目線から見える地域医療の担い手として専門医

資格に育てて欲しい。

報告山中樹

への対応、養育者への援助、子どもの虐待の対応、地

域の医療、保健、福祉、行政スタッフとの連携などの

項目を考えている。地域小児科総合医の概念について

の認知度を高めるには日本小児科医会、都道府県小児

科医会での講演会や各種研修会の実態調査を行い小児

科医会全体として地域小児科総合医認定のための取り

組み実績を内外にアピールして行く考えである。調査

結果を大阪フォーラムでポスター報告する。

・専門医のあり方に関する厚労省訪問記録

（平成25年３月６日）

神川副会長と佐藤常任理事が厚労省を訪問、国光医

政局医事課医師臨床研修専門官他２名と意見交換した。

厚労省の専門医あり方検討会は平成23年１０月から１６

回開催、平成25年３月７日に１７回目の委員会を開催し

最終報告書を作成する。

ア厚労省の考える総合医の概念

・専門医の養成については中立的第三者機関を設置し

運営に当たる。

経験すべき症例数を設定し、予め研修プログラムを

用意する。複数の医療機関［研修病院群］で専門医研

修を行い訪問調査などで評価する。

・各地域の人口構成、患者数、医師不足の状況、専門

医の定着状況、病院の研修体制、地域の実情を総合的

に勘案し、地域（へきち）の病院診療所を含め、一定

期間地域の病院診療所で専門医研修を行う養成プログ

ラムを支援することで地域医療の安定的確保を目指す。

・総合的な診療能力を有する医師を総合診療専門医と

して第19番目の基礎領域の専門医に加える。他の専門

医との重複した取得は既定の諸条件（研修プログラム

に沿った研修などを行うこと）を満たせば可能とする。

・総合診療専門医は、日常的に頻度の高い疾病や傷害

に対応出来ることに加えて、地域の医療ニーズに的確

に対応出来ることも必要で、地域を診る医師としての

視点が必要である。総合診療専門医は他の領域別専門

医や他職種と連携して地域の医療、介護保険などの

様々な分野においてリーダーシップを発揮し多様な医

療サービス（在宅ケア、緩和ケア、高齢者ケア）を包

括的かつ柔軟に提供すると共に、地域における予防医

療、健康増進活動などを行うことにより地域全体の健

康向上に貢献することが期待される。

・総合診療専門医の養成プログラムの基準については

プライマリ・ケア連合学会、内科学会、小児科学会な



北海道小児科医会会報(46）平成２５年９月１２日 第２９号

９月１９日（水）

北海道小児救急地域医師研修会(江差町）

出席者：富樫会長
平成24年度庶務・事業報告

◎会員数（平成25年５月１１日現在）

Ａ会員137名、Ｂ会員９６名計233名

９月２４日（月）

北海道小児科医会会報(第28号)発行

平成24年

４月２７日（金）

第23回日本小児科医会総会フォーラム第８回実行委員会

９月２７日（木）

北海道小児救急地域医師研修会(富良野市）

出席者：山中副会長

５月１８日（金）

第23回日本小児科医会総会フォーラム第９回実行委員会

９月２９日(土）

｢子育て支援フォーラム」後援

（日本医師会・SBI子ども希望財団・北海道医師会）

６月２日(土）

第23回日本小児科医会総会フォーラム第１０回実行委員会

平成24年度第１回全理事会・平成24年度第１回総会

１０月２日（火）

北海道小児救急地域医師研修会(帯広市）

出席者：富樫会長

６月９日(土)・１０日（日）

第23回日本小児科医会総会フォーラム

会頭富樫武弘（北海道小児科医会会長）

会場ホテルさっぼろ芸文館

１０月３日（水）

北海道小児救急地域医師研修会(釧路市）

出席者：富樫会長

６月２１日（木）

「子育て応援電話ママパパライン⑧ほつかいどう」

事業後援

（特定非営利活動法人こども･コムステーション･いしかり）

１０月１０日(zk）

北海道小児救急地域医師研修会(紋別市）

出席者：富樫会長

１０月１１日（木）

北海道小児救急地域医師研修会(岩見沢市）

出席者：渡辺副会長

６月２２日（金）

第23回日本小児科医会総会フォーラム第１１回実行委員会

７月１８日（水）

北海道小児救急医療地域研修事業協議会

（北海道・北海道医師会・北海道小児科医会）

１０月１３日(土）

「第４回北海道小児科男女共同参画会議「第４回北海道小児科男女共同参画会議（エゾモモン

ガ会）定期講演会」後援

（北海道小児科男女共同参画会議・杏林製薬㈱）

９月１２日（水）

第１回常任理事会 １０月２０日(土）

「北海道小児健康フォーラム」後援

（旭川医大小児科学講座．北海道小児先進医療研究会）９月１５日(土）

｢アステラス製薬札幌ワクチンフォーラム2012｣後援

（北海道小児科医会・札幌市小児科医会後援） １０月２７日(土)・２８日（日）

第32回東北・北海道小児科医会連合会総会
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会場青森国際ホテル(青森市）

出席者富樫会長、渡辺・山中両副会長

シンポジウム北海道小児科医会・札幌市小児科医会

川村信明先生

１１月７日(Zk）

北海道小児救急地域医師研修会(伊達市）

出席者：稲Ⅱ|副会長

１１月１８日（日）

「道央圏周産期医療研修会」後援

（北海道・市立札幌病院）

２月２日⑰

小児救急電話相談員研修会(札幌市）

出席者：富樫会長、山中副会長、太田常任理事

２月３日（日）

北海道小児救急地域医師研修会(札幌市）

出席者：太田常任理事

３月５日（火）

小児救急医療体制整備推進協議会(道主催）

出席者：富樫会長、山中副会長、太田常任理事

３月２７日（水）

北海道医師会との小児救急地域医師研修事業に関する

打合せ会

出席者：富樫会長、稲川・渡辺・山中各副会長、

太田常任理事
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が「救急部の創設」であったと思います。組織を活性

化し後継者の育成に繋げていく上でも、若い人たちに

機会を提供することが必要です。自ら動いて新しい局

面を切り開いていくことも可能となります。

その意味で新しい先生達に理事になって頂き救急部

を立ち上げることが出来たのも、北海道小児科医会の

皆様のお蔭と感謝いたしております。

４事業については、各責任者を決め調査・報告を適

時行うようにしました。

救急部は山中副会長、太田部長、南雲常任理事、

梶井常任理事、横澤理事、提嶋理事、中島理事、乙井

理事など8名体制でスタートいたします。

以下４事業の今までの経緯．まとめと今後の課題に

ついて整理します。

（１）小児救急電話相談事業

平成15年厚労省は、保護者の不安軽減、受診の適正

化、子育て支援、地域小児医療育成などを目的とした

小児救急電話相談事業（＃8000）開始の指示を都道府

県に出しました。北海道は道医師会・道小児科医会へ

協力を要請してきましたので、医会は平成16年６月、

会員272名へ本事業に関するアンケート調査を行い５７

％の賛成と37名の協力医を得、平成１６年12月２０日よ

り運営を開始しました。電話相談システムは厚生労働

省の「医師の在宅携帯電話方式」ではなく、継続可能

な北海道独自の「相談センター方式」としました。以

降センター方式が全国の主流になりましたが、最近は

民間委託する県が増加しております。

①事業概要：平成16年１２月より開始し、当初は月～

金曜日の１９:００から23:００まででしたが、２０年４月か

ら土曜日まで拡大され、２３年から365日体制となり相

談件数が増加しました。

②実施体制：現在の委嘱者数は医師32名（昨年36名)、

看護師20名（昨年14名）です。

③相談実績：

北海道小児科医会「救急部」創設に

当たっての方針・課題について

常任理事太田八千雄

平成25年３月１２日に、会長、副会長、常任理事を中

心とした「北海道小児科医会の組織改革、活性化委員

会」が開催されました。組織が停滞し、事業を後継す

る人材不足が目立ちはじめており、今後の北海道小児

科医会の元となる大規模な組織改革を実施することに

なりました。

私たちにとって大変重要な点は「救急部」が初めて

設置され、多数の新しく入会した常任理事・理事で構

成することになったことです。北海道小児救急医療の

将来展望を切り開く意味でも、多数のパワーある先生

達の参加は大変有難いことです。４月１０日、第１回の

救急部会議を開催し、今後の方針・現在の課題を検討

いたしましたのでご報告いたします。

救急部は①小児救急電話相談事業（＃8000）②小

児救急医療地域研修事業③北海道医療搬送情報シス

テム(ＤＭTIS）整備推進事業④北海道小児救急医療体

制整備推進協議会（道庁、三大学小児科・救急部教授、

７病院小児科、道医師会、道看護協会、消防長会、道

小児科医会などで構成）への参加など４事業を進めて

いくことになります。

救急部の設置により、小児救急に関連した業務を展

開するという明確な意識を維持し易くなること、また

他の都道府県、日本小児科医会小児救急医療委員会と

共通認識・連携がスムーズになる点を強調したいと思

います。モチベシーヨンを維持し、遂行能力を高くす

るためには「目的意識が鮮明で、具体的・実践的」で

あることが重要であります。今後の北海道小児救急医

療体制を支えていくのは、個人ではなく組織であり、

公的な合意形成を作り上げていく立場を明確にしたの

※何らかの意味で医師に相談するのは３日に１件です。

平成19年度平成20年度平成21年度平成23年

実施日数246日293日293日366日

相談件数2,966件4,968件5,983件8,201件

１日平均 12.1件１７件20.4件22.4件

対応者

看護師のみ2,871件(96.8％）4,821件(97％）5,846件(97.7％）8,078件(98.5％）

医師が対応２６件(0.9％）１９件(０４%）１９件(０３％）１９件(０２％）

医師に相談６９件(2.3％）128件(2.6％）118件(2.0％）104件(1.3％）
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が札幌圏に集中し、過疎と過密の問題が顕著に現われ

ている地域といえます。超過密地域である札'幌市の救

急医療問題解決には、小児科学会が提案した中核病院

へ集約化することが基本的な方向と考えています。

しかし過疎地域の問題こそが北海道の主要な問題であ

り、「＃8000電話相談事業｣と「小児救急地域研修会に

よる医療ネットワーク形成」が短期的には実行可能な

事業と思っています。

私達はそのような共通合意のもと、平成１７年から

北海道８ヶ所で地域基幹病院小児科医の２名による

「小児救急地域研修会」を開催してきました。対象は

地域医療を支えている他科医師・看護師・行政・救急

隊で、毎年600名以上の参加があり、道庁・道医師会・

道小児科医会の共同事業として推進してきました。私

達は過疎地域における共同医療システムの構築を主要

な目的とし、小児を診療する他科医師と小児科二次救

急病院の医師の顔つなぎの場、病診連携体制を築く場

として研修会を位置づけました。参加者の事業評価は

高く９６％が継続を希望しています。

８年間に延べ１００名以上の小児科医が講演をしたこ

とになりますが、私達はそのスライドを蓄積し整理し

てきました。救急医療体制を整備・構想する場合、最

初から枠組みを決めた結論は今後避ける必要がありま

す。地域救急医療を個別・具体的に検討すると、違い

が多すぎて調整が困難となり普遍化できなくなります。

各地域の実』盾に合わせその地域の先生が講演する北海

道形式は、地域医療改革の高い評価を受けることにな

りました。

以下、事業報告と今後の課題について述べます。

「北海道小児救急地域研修会報告」

平成17年度から北海道医師会・道と「小児救急地域

研修会」を開催し、平成19年度には看護師・保健師・

救急隊まで対象を拡大し、平成20年度には研修医へ拡

大し訂年々その参加者は増加しております。

平成24年度は釧路市、帯広市、伊達市、紋別市、岩

見沢市、江差町、富良野市、札幌市で実施

平成24年度実績：８地区767名（昨年617名）

医師134名；24.6％（昨年236名-38％）

（研修医22名）

看護師；173名；31.8％（昨年111名）助産師；７名、

保健師；３１名、薬剤師；２名

救急隊；１９９名；36.6％（今年198名）行政；２６名

④対応内容：救急車を呼ぶ（10件）、即診（686件)、

翌診（1,329件）、様子（1,418件）、助言（3,585件）

医師へ転送（18件）

＃8000は当初24都道府県で開始されましたが、平成

22年に47都道府県、３６５日実施する体制となりました。

北海道は相談事業の開始は早かったのですが、士・日

実施は遅れてしまいました。

「#8000の位置づけ」

厚労省の小児の救急医療提供体制の全体像では、

その救急医療提供体制のトップには全国に２３箇所の

PICUを整備し、更にその「へ三次医療、二次医療、

一次救急医療体制という体制が描かれ、そのスキーム

の基礎部分に＃8000が描かれています。この国の考え

方は既に全国の県行政に提示されており、その案にそ

って県の医療計画を策定することになっています。

「今後の課題」

⑪＃8000の最初のコンセプトは、必要な時に何時でも、

何処からでも、電話をすれば相談出来ることでした。

現在は単線のため、電話してもなかなか通じません。

今後複数回線へ、また深夜帯へ拡大が北海道でも可能

か調査する必要があります。

マンパワー不足であれば、－部民間委託を選択する

などの選択を議論する必要があります。

②相談内容の助言に、質的向上をはかるため研修体

制を整備する必要があります。

国はこの問題に取り組むため、平成24年１月に相談

員指導者講習会を開催し全国の相談員を対象にした研

修会を開催しました。北海道も独自に研修会を行って

きましたが、２月の北海道講習会で提案された｢相談員

同士で顔を合わせて話し合う、参加医師もできれば出

席して事例検討会などを開いてほしい」といった点に

ついて具体化する必要があります。

南雲常任理事が担当責任者となって事例検討会の準

備を進めることになりました。

③北海道の場合、地域事情をよく理解した相談員に

今後も対応して頂くことが重要と思います。しかし近

くに適切な病院がない地域もあり、トリアージ機能の

充実化は他の地域より重要課題であると思います。

（２）小児救急医療地域研修事業

北海道は面積が日本の20％を占め、人口は560万人

で人口密度は全国平均の１/５です。札幌市近郊に半数

近く居住しており、小児科医師も600人のうち270人
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保育士；３名、理学療法士；1名、看護助手；１名、

看護学校教員・学生；１名

参加者の95.8％が来年度以降も研修会を継続してほ

しいと要望しました。道小児科医会は今後も北海道医

師会・道庁の全面的な援助のもと、事業を続けていき

たいと考えております。

各地で使用したスライドを疾患毎に整理・蓄積し、

現在は250枚を越えました。貴重で教育的なスライド

が多く、解説書も完成しました。

〈今後の課題、日本小児科医会の取り組み〉

日本小児科医会は地域の小児初期救急体制を強化す

るため、小児救急地域医師研修会開催を事業課題にし

ました。

①他科医向けの小児救急研修会の事業費は国と県か

らｌ/2ずつ支給されるよう施行細則が定められており、

単年度ではなく継続事業となっています。この周知徹

底が必要で、医師会・自治体と協議会を設立し厚労省

へ要望書を提出するガイドラインの作成とマニュアル

を作ることにしました。

②研修会受講のインセンティブは県知事・医師会長名

の受講証明書などの他にも、地域医療関係者と顔の見

える関係になり、地域の小児初期救急医療の底上げに

は有用性が高いと思います。

③講習会の対象者は小児科医・他科医師に限らず、

看護師・救命士など広げて行った方が良いと思われま

すが、施行細則で他科医師の小児救急医療研修となっ

ているので、「他科医師のための研修会」という文言

は外さないほうが良いと思います。

「北海道小児救急医療研修会の今後の課題」

⑪北海道の研修会では救急隊などの参加が多く、

PALSに近い救命処置研修などを希望しています。現

段階ではクレジットの問題で正式なPALS講習は難し

いと思いますが、より実践的な研修会のあり方を作り

上げていく必要があります。

救急医療の先頭に立って実践している先生達のご協

力が不可欠と思います。

提嶋理事、中島理事が担当責任者となってプランを

作成し、横沢理事、乙井理事も協力する予定です。

②市川光太郎先生が推進しようとしている「トリアー

ジ評価」を診療所においてもインセンテイブがつけら

れるように努力していきたいと考えています。そのた

めにもこの研修会を評価の1つとして認められる内容

を持ったものとしてレベルアップさせていく必要があ

ります。

③平成18年に作成した「北海道小児救急マニュアル」

は研修会で配布されておりますが、医療の進歩と変化

から少し遅れているようです。改定版を１年間かけて

作成したいと考えております。

山中副会長、太田部長が担当責任者となって実行し

ます。

（３）「北海道医療搬送情報システム」推進事業

北海道では「重篤な小児救急医療連携体制の整備に

向けた道央圏ネットワークシステム」が平成24年８月

９日に立ち上げられ、２回の会議を開催いたしました。

これは地域医療再生計画の第三次医療圏を対象とし

た事業で、道内6圏域ごとにそれぞれ計画が検討され、

北海道がとりまとめて国に申請し認められております。

「重篤な小児救急患者受入れ」を円滑に行う目的で、

まず道央圏の救命救急センター：北大病院、札幌医大

病院、市立札幌病院、北海道医療センター、手稲渓仁

会病院、コドモックル（北海道小児医療センター）、

砂川市立病院に北海道小児科医会が加わって会議が行

われました。

小児科学会の「重篤な小児患者に対する救急医療体

制の検討会」報告書で提案されている、搬送・超急性

期の段階におけるネットワーク整備です。最初はＷＥＢ

を使って三次病院の空床状態をいつも救急隊が把握で

きるシステムにし、その後は急'性期、’慢'性期へと時間

的広がり、北海道全体への空間的広がり、科を越えた

広がりに繋がっていく方向性をめざしています。

今回の事業は、手稲渓仁会病院への補助金事業です

が、まず可能な所から－ということで札幌市の三次病

院６カ所の整理と空床状況を救急隊とオンライン化が

３月２２日から開始される予定です。２月２０日の「札幌

市小児救急医療合同会議」で市内総合病院小児科へ

「操作マニュアル」を配布し、病院間搬送のオンライ

地区釧路市帯広市富良野市江差町紋:|I市岩見沢市伊達市札幌市

参加者１１４(92）１１５(72）６７(72)旭)'’６９(67)函館１０６(48)網走７６(80)砂)'’８７(70)新ひだか128(90）
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ン化も試験運用したいとの中島先生から提案がありま

した。

「今後の課題」

①次に道央圏（札幌、岩見沢、砂川、日胆）の整備を

行う方向へ推進するよう道庁と交渉する必要がありま

す。前回の小推協（北海道小児救急医療体制整備推進

協議会）では、手稲渓仁会病院を中心として行われて

いるネットワークの結果次第で決めたいという発言が

ありました。

②更にこの試験運用が成功すれば、道東、道南、道北、

オホーツク地区などの整備を行い、最終的にl～2カ所

の小児救命救急センターへ集約する構想を提案してい

きたいと考えています

③医会が本事業に関わっているのは、北海道小児救

急医療体制整備が重要な事業であり、ネットワークオ

ンライン化体制作りは全国で未だ実行されていない初

めての試みだからです。従って非常に困難で、うまく

機能できるよう協力体制を作っていく必要があります。

中島理事が担当責任者として推進していきます。

（４）北海道小児救急医療体制整備推進協議会におけ

る「今後の小児救急医療体制整備の検討」

医会は、北海道小児救急医療体制整備推進協議会

(道庁、三大学小児科・救急部教授、７病院小児科、

道医師会、道看護協会、消防長会、道小児科医会など

で構成）へ参加しています。

今後の小児救急医療体制整備で、二次救急医療体制

については平成22年度から拠点病院により確保されて

いた地域についても、「小児救急医療支援事業」で対

応することになりました。

三次救急医療体制では、地域医療再生基金を活用し

て、２圏域（道央、道北）の救命救急センターで小児

救急患者用の病床を整備しました。ＰＩＣＵを準備する

ため現在３病院（旭川医大、手稲渓仁会病院、天使病

院）が認定され、平成２２，２３，２４年に予算処置され

ております。

「地域連携情報ネットワークシステム」が手稲渓仁会

病院を中心として試験運用が開始され、道庁はその成

果を見定めて次の事業展開を考えています。

「今後の課題」

重要な案件・データが小推協で提出・議論されてい

ますが、医会の関わり方を「救急部」として独自に検

討し、さらに提案していくことも必要と思っています。

（５）その他

小児科学会との連携は梶井常任理事より、適時'情報

提供して頂く予定です。

日本小児科医会小児救急医療委員会とは山中副会長、

太田部長を通して連携します。

日本小児科医会の中でも、北海道小児科医会は救急

問題を継続的に取り上げ実施している地域として認知

されています。北海道から更に発信を続けていきたい

と考えておりますので、皆様のご協力．ご支援のほど

何卒宜しくお願いいたします。

Ｆｓ;iｉ
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平成24年度北海道小児科医会会計収支決算
平成25年３月３１日現在

単位（円）
く収入の部

●■

●■ 「７１８０００７１８０２９０７１８０２９２９

▲

■■ ２９３７０００２５６５２４０２００()００２７６５２４０△１７１７６０

＜支出の部＞

１イム務費１２０()()０１３１８５０１３１８５△１０６８１５

２学flJ研修費１５００()００００△１５００００

］地域侶動費ｌＯＯＯＯＯＯＯＯ△１０００００

４１F]沓研究費1400()(）１２９６５４0129654△］０３４６

．．会報発行二－300000０()000Ⅲ△３００

８．￣暦日日当 ５００００３６７２△１３２７５

役務費100000900ＵＯｏ４△８４３６

１０事務委託費’50000150000０１５０００

１１繰出金１００００△１００

１２雑費５０００００００△５００()(）

１３積ﾕﾛﾃ１００００△１０００

１４予備費377000■■■■■■■Ｏ△377000
△■

２９３７０００２０００２４２９４９３６２０９５１７８口

収入合計

支出合計

2,765,240円

2,095,178円

収支差額（剰余金） 670,062円

科目 予算額 ２月27日執行額
２月278～３月

ⅢUVWii

31日
決算額 比較増減（△） 説明

１．本年度会費 1,864’０００ 1,696,000 ０ 1,696,000 △1６８，０００ 212名×８，０００円

2.過年度会費 1，０００ 56,000 ０ 5６，０００ 55,000 2名×16,000円(22年度･23年度分)､３名×8,000円(23年度分）

3.会報広告料 1,000 ０ ０ ０ △1,000

４助成金 １，０００ ０ ０ ０ △１，０００

5.繰入金 1，０００ ０ ０ ０ △１，０００

6.負担金 150,000 95,000 ０ 9５，０００ △55,000 総会懇親会負担金＠5,000×19名

7.雑収入 201,000 2１１ 200,000 200,211 △７８９ 小児救急地域医師研修事業協力金

預金利息

8.前年度繰越金 718,000 718,029 ０ 718,029 2９

合計 2,937,000 2,565,240 200,000 2,765,240 △171,760

科目 予算額 ２月27日執行済額
２月278～３月31日

執行額
決算額 比較増減（△） 説明

1.総務費 120,000 13,185 ０ 13,185 △106,815 慶弔費

2.学術研修費 1５０，０００ ０ ０ ０ △150,000

3.地域活動費 1００，０００ ０ ０ ０ △１００，０００

4.調査研究費 140,000 129,654 ０ 129,654 △10,346 小児のビロリ菌胃炎と関連疾患(ＤＡなど)除菌治療に関する調査研究

5.会報発行費 300,000 270,000 ０ 270,000 △３０，０００ 会報(第28号）

6.会議費 888,000 673,044 35,536 708,580 △179,420 総会（１）

全理事会（１）

常任理事会（２）
その他（２）

7.旅費 510,000 637,590 57,880 695,470 185,470 日本小児科医会各種委員会旅費

第32回東北・北海道小児科医会連合会総会旅費

8.需用費 5０，０００ 36,725 ０ 36,725 △13,275 封筒作成費、手数料

9.役務費 １００，０００ 90,044 1,520 91,564 △8,436 郵送料

１０.事務委託費 1５０，０００ １５０，０００ ０ 150,000 ０ 北海道医師会委託費

11.繰出金 1，０００ ０ ０ ０ △1,000

12.雑贄 50,000 ０ ０ ０ △50,000

13.積立金 1，０００ ０ ０ ０ △1,000

14.予備費 3７７，０００ ０ ０ ０ △３７７，０００

合計 2,937,000 2,000,242 94,936 2,095,178 △841,822
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平成25年度北海道小児科医会会計収支予算

＜収入の部＞

８：.：凸：「 ００００７１８００△４８０００

８８８０（．、０００１９５１０(）

＜支出の部＞

８８８００００００９５１０〔〕

科目 本年度予算額(円） 前年度予算額(円） 比較増減(円)△:減 説明

Ｌ本年度会費 1，８６４，０００ 1，８６４，０００ ０ 233名×8,000円

２．過年度会費 1,000 1，０００ ０ (科目存置）

3．会報広告料 1，０００ 1，０００ ０ 会報

４．助成金 1，０００ 1，０００ ０ (科目存置）

5．繰入金 2，０００，０００ 1，０００ 1，９９９，０００

６．負担金 1５０，０００ 1５０，０００ ０ 懇親会会費＠５，０００円×30名

7．雑収入 2０１，０００ ２０１，０００ ０ 小児救急地域医師研修事業協力金、預金利息

８．前年度繰越金 6７０，０００ 7１８，０００ △４８，０００

合計 4，８８８，０００ 2，９３７，０００ 1，９５１，０００

科目 本年度予算額(円） 前年度予算額(円） 比較増減(円）△:減 説明

1．総務費 1００，０００ 1２０，０００ △２０，０００ 慶弔費、会長交際費等

２．学術研修費 6７０，０００ 1５０，０００ 5２０，０００ 第24回日小医フォーラム参加費(大阪／演者3名）４２０，０００円

各種学会・研究会助成金190,000円

研修会諸経費60,000円

３．地域活動費 5０，０００ 1００，０００ △５０，０００

４．調査研究費 1４０，０００ 1４０，０００ ０

5．会報発行費 3００，０００ 3００，０００ ０ 会報第29号発行費270,000円

北小医会ニュース発行費（２回）30,000円

6．会議費 8８８，０００ 8８８，０００ ０
総会（１回）

全理事会（１回）

常任理事会（２回）

三役会（２回）

各種諸会議（5回）

240,000円

280,000円

198,000円

74,000円

96,000円

7．旅贄 2，２００，０００ ５１０，０００ 1，６９０，０００ 日本小児科医会各種委員会旅費補助1,980,000円
東北北海道小児科医会連合会シンポジウム（仙台）220,000円
第33回東北・北海道小児科医会連合会総会旅費０円

8．需用費 ５０，０００ ５０，０００ ０ 封筒、手数料等

9．役務費 １００，０００ 1００，０００ ０ 郵便料

１０．事務委託費 １５０，０００ 1５０，０００ ０ 北海道医師会委託費

11．繰出金 1，０００ 1，０００ ０ (科目存置）

12．雑費 ３０，０００ ５０，０００ △２０，０００

13．積立金 1，０００ 1，０００ ０ (科目存置）

14．予備費 2０８，０００ ３７７，０００ △1６９，０００

合計 4，８８８，０００ 2，９３７，０００ 1，９５１，０００
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が決定され（きっと多くの学会、医会の担当者のご努

力があったと思います）、順調に接種が進みました。

その結果、７月の生後４か月の子を最後に髄膜炎の発

生は収束いたしました（2013年５月現在)。この間の

外来のヒヤヒヤ、ドキドキ感は会員の皆様にはご想像

に難くないと思います。また富樫先生に伺ったところ、

北海道での発生も激減しているとのことですので、海

外のデーターでなく、ワクチンの素晴らしさ、予防医

学の大切さを今さらながら実感しているところです。

今回の定期接種化に際し、副反応の報告も義務付け

られ、日本人のデーターがしっかり得られると思いま

す。面倒くさがらないでみんながしっかり協力するな

ら、信頼できる情報が集積され、海外のデーターでは

という周回遅れのワクチン行政から離脱できるのでは

ないでしょうか。

水痘、おたふく、ロタ、Ｂ型肝炎なども付帯決議が

なされ定期接種化の方向とのことですが、何とか早く

進んで欲しいものです。特に、口夕に関しては、小児

救急医療地域研修会などで、小児科医のいない地域で

は点滴すらままならない現状を知るにつけ、何とか医

療過疎地だけでも早く無料化が進むといいな、と感じ

ている次第です。

ようやくＭＲワクチン２回接種が順調で念願の麻疹

排除に近づいたと思ったら、風疹の流行です。今回の

流行では現在の所１２例のＣＲＳの発生が報道されてお

ります。小学校入学前のＭＲ接種率は95％前後ですの

でもう小児の風疹は見ることが無いのではないでしょ

うか。今後は大人の病気であることを再確認し、内科

医をターゲットにしたＣＲＳ対策を練らなくてはなら

ないのでしょう。縦割り行政では対策が素早く構築さ

れない現状で、包括的な小児、胎児の健康を考えてい

く小児保健法という基本理念法を成立させなくてはな

らない必要'性も納得されます。医会や学会で中心的に

活動されている先生方には中央官僚との交渉で、縦割

り行政、法律の壁など嫌というほど経験され、悔しい

思いをされているのだと思います。北海道小児科医会

に入会されている先生方には更に、日本小児科医会に

入会していただき、国レベルでの小児医療の充実の活

動に精神的にも経済的にも援助していただきたいと思

う次第です。

随 竈

ワクチン雑感

いな川こどもクリニック

稲川昭

多くの方々の長きにわたる活動で、ＨｉｂＶやＰＣＶの

定期接種化が実現し、喜んでおります。今回の決定は

いつもと違い感'慨深いものがあります。ワクチンで防

げる病気はワクチン接種を、そして公費負担を！と昔

から言われ続けて、もっともだなと思いながら、一方

で医療経済効率や副反応に対する過剰報道などからな

かなか進まないのはしょうがないやと、何となく過ご

してきた感があります（あの麻疹の２回接種ですらど

れだけの努力が費やされたことでしょうか）。

ＨｉｂやＰＣに関しても、細菌性髄膜炎の年間の発生

頻度が５歳未満人口（新生児を除く）で約１万人に１

人という事で、西胆振の５歳未満人口５千人とすると

２年に１人位の発生頻度だなと軽く考えておりました。

室蘭市のある婦人団体から、Ｈｉｂワクチンの無料化の

署名運動依頼を医師会に提案されましたが、発生頻度

の問題から室蘭市、登別市に予算措置の依頼はできな

いとお答えした記憶がありました。それを無料化する

なら、おたふくの難聴対策の方がもっと重要という認

識がありましたがそのおたふくの問題もなおざりにし

たままでした。そのような中、２０１０年３月当地域で

Hib髄膜炎が発生いたしました。その後８月に２例目、

１０月に３例目が発生し、３例目の子は残念ながら、ラ

ッシュに進行し死亡いたしました。その後も室蘭、登

別、伊達に発生し、2011年の７月までの１年４か月間

で、Hib髄膜炎７名ＰＣ髄膜炎１名発生してしまいま

した。どこの保育所、どこの地区といったはっきりし

た要因や小児医療体制の変化なども無く特段の流行の

原因は見つかりませんでした。私の関与した子は全員

兄、姉のいる子供たちでした。そのような中、2011年

４月より無料化が始まり、ワクチン接種の重要性を海

外のデーターなどから引用し、ローカル新聞の全面的

な協力記事やポスターなどを医療機関、保育園、幼稚

園等に配布いたしました。同時接種の死亡例などの報

道があり、一時接種が中断されましたが、素早く再開
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｢稚拙な芸？で笑いを取る＝笑われるタレント」の芸？

とははっきりと違う。「笑わせてくれる喜劇人」として

さらに活躍してほしいと思っている。

高校時代、一時脚本家になろうかと考えたことがあ

る。中学～高校時代、黒沢明監督作品に傾倒した挙げ

句、血迷った。監督は無理そうだが、脚本家なら何と

かならないかな？と安易に考えた。シナリオ集を集め、

読みふけった。勉強そっちのけでシナリオ修行に勤し

んだ。が、良いアイデアが浮かばない、うまく書けな

い。だんだん何がいけないのか何が欠けているのか

徐々に解ってきた。それは、芸術に必要なのは「創造

力と想像力」の両方であると。これが、私の初めての

青春の蹉鉄。今でも映画の終わりに流れるクレジット

で脚本家の名を探す。好きな監督の作品であれば探し

出して次々に観るように、脚本家も気に入れば検索し

て探し出す。インターネット無しにはこの作業は不可

能だろう。現代だからこそ可能になった事だ。

脚本家として飛び抜けた作品を残した人と言えばや

はり黒沢明、橋本忍、今井正、水木洋子、和田夏十。

そして忘れてならないのは新藤兼人。彼は99才まで作

品を撮り続け、書き続けた。信念の人新藤は自分が撮

りたい作品を制作するために仲間と近代映画協会を創

立し、監督兼脚本家として社会'性のある反骨精神旺盛

な重い作品を多く残した。そのために脚本家としては

外部から注文に応じて、ほとんどの大手映画会社の作

品にも実に幅広いテーマの脚本群を驚くほど多く書き

残しているのだ。

監督としては、黒沢明、今井正、小林正樹、チャ

ン・イーモー（中国）、チェン・カイコー（中国）コ

リーヌ・セロ－（仏），ルイ・マル（仏）、フランソ

ワ・トリュフォー（仏）ピーター・グリナウエイ（英）

などが好きで、いずれも強烈な印象を残した作品群を

残している。

俳優では、古い人ばかりだが、三船敏郎、小林桂樹、

高峰秀子、イザベル・アジャーニコン・リー、ジェ

ラール・フィリップ、ジェラール・ドパルデュー、

ジャン・リュイ・トランティニアン、ジャン・レノ、

チャン・ホンイーがお気に入り。

最も好きな作品は、迷わず『七人の侍」。私の世界

の中ではこれを超える作品は今のところ無い。参戦す

ればいつも負ける側で出世には縁の無い７人の侍たち

が、その中で人間味あふれる魅力的なリーダー勘兵衛

映画の記憶、想い出

川口小児科医院

眞 男川口

映画というものに出会ったのは４～５才の頃だろう

か？両親に連れられて映画をよく観に行った。戦争が

終わって５～６年後の昭和20年代後半はようやく食べ

ることの心配がなくなり余裕ができてきた時代。庶民

の最大の娯楽は映画だった。当時住んでいた東京郊外

では砂利道も当たり前、自動車も少なく、オート三輪、

黄色い牛に引かれた大八車も国道を行き来していた。

そんな時代、かなりの距離を歩いて映画館に行った。

映画の記憶は、断片的なシーンだけで内容は全く覚え

ていない。でも映画を見終わっての帰り道の`情景は、

モノクロだが満ち足りた幸せな気分とセットになって

記憶に残っている。映画館から帰る人々の流れの中に

混じって、私は父に手を引かれ２才下の眠った妹は母

に抱かれて４人で家路をゆっくりたどる。夏は、浴衣

を着て下駄を履いて、舗装されていない暗い夜道をカ

ラコロと提灯や懐中電灯の灯りをたよりに進んで行く、

という満ち足りた記憶だ。この刷り込み現象が私を|決

画大好き少年にし、現在の映画老人を作り上げた大き

な原因かもしれない。

映画の記録をパソコンで整理し始めたのは40才近く

なってからなので、ほぼ30年近い記録しかない。これ

まで題名のはっきりしているもので4000本ほどの映

画を観て、多くはビデオテープかＤＶＤとして保存し

ている。ビデオテープに保存した映画はＴＶ放送、ほ

とんどはＮＨＫかＮＨＫＢＳ放送時代のもの。なるべく

ＤＶＤにダビングし直したり、再放送があればＤＶＤ化し

ている。

社会人になる以前に観た映画の記録は残っていない。

ほとんどは映画館に行って観たものであり、数として

は多くはないであろう。全体の数％以下であろうか？

少年時代～中学くらいまでは映画館で主にモノクロの

Ｈ本映画を時代劇やドラマ、喜劇中心に観た。現在で

も好きなジャンルはドラマと喜劇であるが、喜劇はこ

の少年時代にみた軽演劇タッチのものの影響が大きい。

現在では、伊東四朗、三宅裕司、小倉久寛、渡辺正行

らが正統派？軽演劇の後継者として生き残って頑張っ

ているのは嬉しい。その鍛え抜かれた芸は、最近の
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を軸にまとまって、立身出世と関係ない野武士との壮

絶な戦いをやり遂げるストーリー、何回観ても面白い。

アフレコでないために台詞が聞き取れない部分が多い

が、レンタルＤＶＤには日本語の字幕版があるので、モ

ヤモヤがとれてスッキリする。

五味川純平の原作を読んで映画「人間の条件」を観

たくなった。大学に入ってｌ～２年目の夏休みか春休

みに、池袋の名画座で全六部９時間半をぶつ通しで観

た。途中休憩もあったはずなので１０時間は映画館の

椅子に座っていた事になる。誠実な日本人青年がその

誠実さ故に官憲に迫害され、中国大陸では被支配民族

から侵略者の手先として敵視、疎外され、孤立してい

く重苦しいストーリー。映像化されてみると戦争の恐

ろしさ、悲しさ、残酷さが、より迫真的であり、小説

よりずっと神経にこたえた。重～いが、文句無く素晴

らしい作品。心身ともに疲れて映画が終わっても暫く

立てなかった。

映画「人間の条件」は、衛星でも放送され、録画し

たが、もう一度観直すことが出来ないままだ。「七人

の侍」は、７～８回も観ているのに。

私が初めて出会ったヌーベル・バーグはゴダールの

｢勝手にしゃがれ」だった。作品が公開されて６～７年

後、高校２年か３年生頃にこれを名画座で観た。その

斬新さは驚きだった。後頭部をいきなりガーンと殴ら

れたようなショックだった。あの素晴らしい脚本と演

出、テンポの良いメリハリの利いた台詞、場面転換の

素早いモノクロの締まった映像、瑞々しい初々しい

ジーン・セバーグと小気味好い』・Ｐ・ベルモンドの演

技は、それまでのどんな作品をも陳腐に感じさせてし

まうほどだった。楓爽と登場したゴダールトリュフ

ォーたちが巻き起こしたヌーベル・バーグは、あっと

いう間に世界の映画界を席巻し、刺激し、既成の観念

を破壊して、映画の芸術`性を一段と高めることになっ

た。その後もフランス映画の脚本の質、演出のレベル

の高さは際立っているが、さらに映画音楽を合わせた

総合芸術としてのフランス映画は他の追随を許さない。

まだまだいろいろ書き足りないのですが紙面が尽き

てしまいました。最後に私の物語を続けましょう。

エンドロールには、

～私の映画のＤＮＡは、５人の子どものうち、３番目、

５番目の二人の娘に受け継がれました。３番目の次女

は映画好きが嵩じて放送局に就職し、映画番組を主と

する番組編成部門で働き、そこで知り合った演劇青年

と結婚。彼は芸能プロダクションの映画製作部門に移

り、アシスタントプロデューサーの仕事をこなし、修

行を積み、漸くプロデューサーに昇格。温めていた構

想を映画作品として昨年に完成。ようやく編集作業を

終えて、遂に今年後半に一般公開されることになりま

した。～

メデタシ、メデタシＴＨＥＥＮＤ

出遅れ医者の戯J海と

感謝のひとりどち

－１０yearsbehindを振り返って－

製鉄記念室蘭病院小児科

田原泰夫

「先生、実は…、先生は去年の４月で定年でした。」

「？？？…、クビ…ですか？給料も返せと…」

「イヤイヤイヤー、些少ですが、退職金を受け取っ

て戴きたくて．．」

事の由来は、医者関連の事務手続きは医師免許取得

時から起算されることが多く、それからすると、（頭

は相当薄いが…）まだ、５３～54歳のハズという先入

観から起こった事のようでした。

１．Ａ君へ

申し訳ない、の一言です。

若くて、能力もあって、将来を嘱望され、医学部に

入って○○を研究したいという純粋な目的をもって頑

張っていた君の換わりに、私が同世代から落ちこぼれ

て、お邪魔虫のように君達の世代に迷い込むように入

ってしまうなんて・・・火事場の馬鹿力が出たような

私に対して、君は試験に場慣れしていない、あせりが

出てしまっただけだったと思う。十年も違えば、医者

としての寿命も、貢献度もきっと君のほうが上だよね。

でも、君の同世代と仲良くすること、若いブリをする

こと、くらいは出来そうなので見ていてほしい。

２．千鳥足の出発

入学当時、“訳あり組”は６人で、－番年長の方は

しっかり社会人、子供さんも二～三人はいるだろう…

の落ち着いた雰囲気、若めの方は他学部を卒業したて
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の再入学組、まだ学部学生さん然とした“若者”で年

齢だけから数えると真中あたりに位置していました。

そんなクラスの中での、数少ない存在価値は、運転免

許をもっていた事、話しかけやすい？教養部経験者で

あった事の二つでした。運転免許は、引っ越しレンタ

カーの運転、近郊へのレンタカードライブの時にお声

がかかり、教養部経験については、このドイツ語のテ

キストは絶対訳本があるはずだと古い岩波文庫を発掘

したり、といった程度の貢献でした。しかし、この存

在価値は学部移行とともに雨散霧消しました。運転

免許はほぼクラス全員が取得しており、学部の専門科

目になると、目先は全く効かず、日頃の不勉強、出席

率の悪さも票って“再試の常連”になっていました。

"訳あり組”は皆、出席率抜群で授業が終わると、淡々

として塾講師の仕事へ、家庭へ戻られるなかで、教養

部時代に形成された、運動好き、イベント（お祭り）

好きグループの中の“変なとっつあん”になっていま

した。

しかし、このグループのおかげで“60期の奇跡”が

起こりました。“なぜ、とつつあんは留年しなかった

のか，，と。－人、二人を除いてグループ内の殆どは出

席率を“代返”に依存していましたが、一見頼りなさ

げに見えたグループの結束は、最低出席率をカバーし

ていました。

また、グループ内で行われた手強い科目の試験直前

泥縄合宿も、奇跡を生んだ源の一つでした。この合宿

もとつつあんにとっては厳しいものでした。“ココ、

九暗記スレバエエ、ユータローガー，,、理解を伴わな

い暗記はlOyearsbehindのとつつあんには、泥縄で

クリアーするには質、量ともに限界を超え、“再試の

常連”になっていました。それでも、泥縄合宿で勉強

のとっかかりができた事、気にかけてくれているグル

ープの不名誉挽回のプレッシャーが、ともすれば沈没

しそうになる“再試の嵐”を乗り越えさせてくれまし

た。

そんなレベルでも、まじめ、優秀組が主体で、既に

１１人の入局が決まっていた小児科はとつつあんの入局

を拒むことはありませんでした。

「ミズボーソウです。お父さんは、病院にお務めのよ

うだから、熱が続いたら病院の小児科の先生に診ても

らいなさい」朝の出勤前に娘に発疹がでて皮膚科を受

診し、云われた言葉を、つれあいは今でも嬉しそうに

持ち出します。臨床の場にでて３年目も、そんなイカ

サマ小児科医でした。

純粋にlOyearsbehindがメリットになったのは、

救急外来に子供さんを連れて、居丈高にはいってきた

お兄さんも、本当は“イカサマ小児科医”なのをベテ

ラン小児科医と見誤って、“アシ、ドーモ、夜遅くに”

となることや、受験に失敗して引きこもりがちになっ

てきた浪人生に“イチロー、ニローなんて何でもない、

クローを通り越してジューローだぞ，,と変な励ましを

云えることくらいでした。

そんなメリットもあり、お母さん、お父さんとお話

をすることがあまり苫にならなかったお陰で、夜中の

救急外来に呼ばれて気分はヨタヨタでもお話をするう

ちに目が覚める、を繰り返しているうちに、見える景

色が変わってきました。

３．再びＡ君へ

暫くは君が夢の中にでてきて困ったよ。「あまり悪

い人じゃないと思って見ていたけど、やはりダメです

ね。ガッカリしました。僕が医者になった方が良かっ

た…」でも、今は君の厳しい視線を感じる日がとても

少なくなってきました。

毎日がうれしくてしょうがないのです。子供さんは、

まさに日の出ずる国の住人で、とてもきれいです。そ

んなきれいな人と、毎日お付き合いができるなんて。

お陰で、今までは１０年を埋めようとして若いふりをし

てきたけど、あまり年を感じなくなってきました。今

は胸を張って云えるよ。君も小児科医になって欲しい。

４．終わりに

そろそろ医者としても、人生でも終着駅が近づき

荷物整理をしてみても諸兄の皆さんにお見せできるも

のなどありませんでした。医者というより小児科医に

ならせて戴いたお礼が少しでもできればと恥ずかしい

拙文を寄せさせて戴きました。

小児科医故にadditionaltimeが戴けたに違いない。

声を出して、最後まで走ろう。ただ、additionaltime

にpenaltykickをとられるようなｐｌａｙ（老害）だけ

はしないように…と自戒する毎日です。
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見ることができるようになりました。興味をもたれた

方がいたら検索してみてください。私はどちらの蝶も

所有していませんが、あなたは蒐集家の道に迷い込む

かもしれません。アポロチョウの仲間のウスバシロチ

ョウは北海道にもいて、数年前、千歳市の国道脇の林

で多数のこの蝶をみました。まるでたくさんの大きな

白い花びらがふわふわと漂っているようでした。ただ

残念なことに赤い紋はありません。このような林が伐

採されないよう願うばかりです。

「神聖な糞虫」の節ではスカラベがでてきます。エジ

プトに行ったことがある方なら（私はいったことはあ

りませんが）石で作ったお土産用のスカラベのアクセ

サリーをご存知だと思います。古代には地面から自然

に生まれてくる生命の新生の象徴だったそうです。動

物の糞を丸めて団子にして幼虫の餌にしているのを知

っていれば、アクセサリーとして身に着けるのは蹟曙

するでしょう。この仲間は北海道にもいて、緑色に輝

くセンチコガネや、カブトムシのような角のあるダイ

コクコガネがいます。牧場周辺に多いらしいので、そ

の方面の方は探してみてはいかがでしょうか。

このエッセイは当時の多数の少年（今は大人）に影

響を与えたことは明らかで、昨年、北杜夫氏の出身

校である東北大学（彼は東北大学医学部卒の精神科医）

で「追悼．北杜夫どくとるマンボウ昆虫展」が開

かれています、本に出てくる185種類の昆虫全てと彼

にまつわる多くの物が、全国から集められ展示された

そうです。本棚から古い本を探し出して読み返してみ

ると、現代でも通用することがたくさんあることに驚

かされます。今の若者はどんな本を読んで想像力をか

きたてられ、大人になっていくのでしょうか。若い人

にこんな古い本を読めというのは無理かと思いますが、

昔の人がどんなことを考えていたか、覗いてみるのも

いいことではないでしょうか。

｢どくとるマンボウ昆虫記」を

ご存知ですか

室蘭市はざま小児科クリニック

間峡介

「どくとるマンボウ昆虫記」という本をご存知でしょ

うか。斉藤茂吉の次男である北杜夫氏の50年ほど前

のエッセイです。私がこの本を初めて読んだのは中学

の時で、昆虫に興味をもって間もない頃でした。

この本の中に「高山の蝶」という一節があります。

本州の日本アルプスに住む蝶のことが書かいてあるの

ですが、この中に「クジャクチョウ」がでていました。

北海道では普通にみられ自宅近くで採ったことがある

蝶でした。赤いビロード地に大きな真珠色の眼状紋を

もった綺麗な翅をしています。この蝶の学名がイオと

いい、ギリシヤ神話に出てくる少女の名前に由来して

いることを知りました。ゼウスに見初められた少女が、

ゼウスの妻の嫉妬を買い異国を放浪させられ、ある朝、

目覚めたときに足元に一匹の蝶が舞い降り、少女の大

粒の涙が翅にこぼれた。それ以来、この蝶の翅に涙の

あとが真珠色に光るようになった。という話が記憶に

残っています。

また「詩人の蝶」という一節では、アポロチョウが

でてきます。白地に赤い紋をもったアゲハチョウの仲

間です。「ホメロスの蝶」という小説が引用されてい

て、高齢になって小さな島に乞食として流れ着いた哀

れな老人が、実は詩人のホメロスで、いまわの際に老

人の口元に止まった白い蝶の翅に真っ赤な血のような

斑点があった、とあります。外国の蝶など全く知らな

い自分には、強く想像をかきたてるものでした。さら

に、アポロチョウの仲間の「パルナシウスノミオン」

という蝶がでてきます。蝶の蒐集家同士がお互いのコ

レクションを自慢し合い、最後には決闘に至る。とい

うばかげた話ですが、蒐集家とはそんなものなのかと

思わせられました。この蝶は当時日本語の名前はなか

ったようですが、今は和名で「オオアカボシウスバシ

ロチョウ」といい、決闘の原因になったモンゴルにい

る亜穂「アンナ」と中国の亜種「リクトオフェニ」は、

どんな綺麗な蝶なのか、当時は想像するしかなかった

のですが、今ではインターネットで、簡単に、誰でも
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北海道小児科医会役員名簿
(任期平成24年４月１日～平成26年３月３１日／※２５年５月１１日一部改正）
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Iuqb・ロユ△
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中央

会

ロ

田 会

〃

ﾉノ

長

長

常任理事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

理事

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

富樫武弘

稲川昭

渡辺徹

中樹

古山正之

堀野清孝

長谷直樹

岡敏明

太田八千雄

田村正

菊田英明

高橋豊

梶井直文

古賀康嗣

高室基樹

今野武津子

長野省五

氏家武

母坪智行

島野由美

南雲
、面■-

得

飯塚進

田島敏広

堀田智仙

高橋 |吾

服部司

)||村信明

提嶋久子

多米
、_■－

i(旱

安田一恵

東舘義仁

古田博文

060-0011

050-0082

006-0831

003-0022

062-0935

062-0004

064-0914

004-0041

062-0904

004-0041

007-0841

062-0931

067-8585

003-0825

006-0041

060-0034

001-0907

065-0043

060-0061

006-0852

006-0811

065-8611

060-8638

060-8543

078-8305

060-0011

060-8604

060-0011

064-0821

003-0006

004-8618

063-0831

札幌市中央区北11条西13丁目1-15

室蘭市寿町1丁目5-14

札幌市手稲区曙1条1丁目1-25

札幌市白石区南郷通11丁目南3-9

札幌市豊平区平岸5条6丁目4-5

札幌市豊平区美園4条3丁目2-19

札幌市中央区南１４条西18丁目4-3

札幌市厚別区大谷地東1丁目1-1

札幌市豊平区4条3丁目3－１０

札幌市厚別区大谷地東4丁目１－２

大谷地ターミナルメディカルビル

札幌市東区北41条東１６丁目3-14

札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40

江別市若草町6番地

札幌市白石区菊水元町5条2丁目2-4

札幌市手稲区金山1条１丁目240-6

札幌市中央区北3条東8丁目５

札幌市清田区美しが丘3条2丁目

札幌市東区苗穂町3丁目2-37

札幌市中央区南9条西20丁目1-13

札幌市手稲区星置2条1丁目1-23

札幌市手稲区前田1条12丁目1-40

札幌市東区北12条東3丁目

札幌市北区北15条西7丁目

札幌市中央区南1条西１６丁目

旭)||市緑が丘東2条1丁目1-1

札幌市中央区北11条西13丁目

札幌市中央区北11条西13丁目

札幌市中央区北11条西13丁目

札幌市中央区北1条西21丁目ﾌｼﾞﾀﾋﾞﾙ1階

札幌市白石区東札幌6条6丁目5-10

札幌市厚別区厚別中央2条6丁目

札幌市西区発寒１１条1丁目10-75

札幌市立大学看護学部

いな川こどもクリニック

わたなべ小児科･アレルギー科クリニック

山中たつる小児科

古山小児科内科医院

美園産婦人科小児科

はせ小児科クリニック

徳洲会札幌徳洲会病院

豊平おおたこどもクリニック

たむら小児科医院

特定医療法人とこはる東栄病院

ＫＫＲ札幌医療センター

江別市立病院

みんなのこどもクリニック

北海道立子ども総合医療･療育センター

JＡ北海道厚生連札幌厚生病院

ながの小児科

医療法人社団北海道こども心療内科氏家医院

ＮＴＴ東日本札幌病院

しまの小児科

手稲渓仁会病院

天使病院周産期母子センター

北海道大学

札幌医科大学

旭)||医科大学

市立札幌病院

市立札幌病院

／

市立札幌病院救命救急センター

円山ため小児科

札幌北楡病院

札幌社会保険総合病院

ふるた小児科クリニック

科

Oll-726-2612

0143-43-2640

011-699-1000

011-866-5555

011-811-5417

011-824-0303

011-532-5151

011-890-1110

011-815-2525

011-893-2288

011-782-0111

011-822-1811

011-382-5151

011-876-1717

011-691-5696

011-261-5331

011-881-1505

011-711-3450

011-623-7240

011-694-2511

011-681-8111

011-711-0101

011-706-5954

011-611-2111

0166-68-2481

011-726-2211

011-726-2211

011-726-2211

011-623-5755

011-865-0111

011-893-3000

011-671-1188
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地区 職名 氏名 郵便番号 勤務先住所 医療機関 電話番号
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Ｊ
Ｊ

７
１
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ｊ

ｊ

ｌ
ｊ

Ｉ
ｊ

ｊ
ｊ
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ｊ

Ｊ
ｌ

ｊ
Ｊ

ｌ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｊ

ｊ
ｌ

ｊ
Ｊ

Ｊ
ｌ

ｌ
ｌ

Ｊ

畉
赫
、
鯏
酢
酬
豊
耐
罰
瀞
献
康
二
貴
人
明
幸
直
一
朗
一
晃
誠
透
弥
治
司
明

謙
正
秀
昌
貴
正
晃

竜
勝
政
仁
公

川
島
澤
川
井
田
田
澤
村
妻
原
田
藤
原
丼
下
西
野
野
木

田
河
岡
月
嶋
智
竹

皆
中
横
十
永
津
山
萩
市
我
田
永
佐
藤
乙
田
小
牧
室
高
金
士
三
石
卯
貝
越
植

006-0041

006-8555

006-0041

061-1121

046-0004

047-0032

040-0011

040-0012

059-1261

053-8567

050-0076

072-0031

068-0851

073-0034

073-0196

078-8237

070-0029

097-0022

096-8511

070-0034

078-8238

070-0832

099-0872

099-0404

085-0821

084-0906

089-0533

080-0016

札幌市手稲区金山1条1丁目240-6

札幌市手稲区前田1条12丁目

札幌市手稲区金山1条1丁目

北広島市中央6丁目3-1

余市郡余市町大ｌｌｌ町20丁目5-8

小樽市稲穂4条2丁目2１

函館市本町33-2

函館市時任町23-10

苫小牧市ときわ町5丁目18-5

苫小牧市清水町1丁目5-20

室蘭市知利別町1丁目４５

美唄市西2条北1丁目1-1

岩見沢市大和１条9丁目

滝)||市空知町2丁目5-21

砂)||市西4条北2丁目l-l

旭)||市豊岡7条2丁目1-5

旭)||市金星町１丁目1-65

稚内市中央2丁目2-8

名寄市西7条南8丁目１

旭Ill市3条通2丁目右1号

旭)||市豊岡8条4丁目7-18

旭111市旭町2条10丁目128-50

北見市北6条東2丁目

紋別郡遠軽町大通北3丁目l番地

flll路市鶴ケ岱2丁目2-8

釧路市鳥取大通5丁目8-11

中)||郡幕別町札内新北町4-1

帯広市西6条南8丁目１

北海道立子ども総合医療･療育センター

手稲渓仁会病院小児科

北海道立子ども総合医療･療育センター

医療法人社団北広島小児科

ながい小児科医院

医療法人社団つだ小児科

011-691-5696

011-681-8111

011-691-5696

011-373-7331

0135-23-6881

'0134-32-1744

函館中央病院0138-52-1231

はぎさわ小児クリニック

いちむら小児科医院

苫小牧市立病院

製鉄記念室蘭病院

市立美唄病院

さとうキッズクリニック

医療法人滝)||こどもクリニック

砂)||市立病院

歓生会豊岡中央病院

市立旭)||病院

じけい小児科内科医院

名寄市立総合病院

高木小児科医院

医療法人社団豊岡小児クリニック

医療法人社団土田こどもクリニック

北見赤十字病院

JＡ北海道厚生連遠軽厚生病院

シロアムこどもクリニック

悟啓会中沢医院

おち小児科医院

JＡ北海道厚生連帯広厚生病院

0138-33-1122

0144-67-llll

Ol44-33-3131

0143-必-4650

01266-3-4171

0126-20-0310

0125-26-lOOO

Ol25-54-2131

0166-32-8181

0166-24-3181

0162-22-5427

01654-3-3101

0166-22-7831

0166-35-3303

0166-55-0202

0157-24-3115

0158-42-4101

0154-41-5385
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0155-56-5522

0155-24-4161
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昭
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浩
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脇
藤
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米
脇
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門
齋
菊
多
門
三

063-0033

060-0032

078-8315

063-0002

063-0033

004-0８４１

札幌市西区西野3条8丁目6-1

札幌市中央区北2条東8丁目8６

旭)||市神楽岡5条5丁目1?2７

札幌市西区山の手2条1丁目6－１４

札幌市西区西野3条8丁目6-1

札幌市清田区清田1条4丁目5-30

清田総合医療センタービル１Ｆ

斎藤医院

きくち小児科医院

ため小児科医院

清田小児科医院

011-662-8168

011-231-5507

0166-65-3100

011-611-3718

011-662-8168

011-881-5018
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曰本小児科医 会 役員名簿（北海道選出）

任期：平成24年４月～平成26年3月（※代議員・予備代議員は、平成25年４月～平成27年3月

役職名 氏名 所属 備考

曰本小児科医会北海道支部

副会長

(社会保険・国際部担当）

常任理事
(/］ 、 児救急）

代議
￣

貝

富樫武弘

富樫武弘

山中樹

渡辺徹

稲川昭

￣－－１

－１

立大学看護学部

学看護学部

小児科

わたなべ小児科アレルギー科クリニッ

いな川こどもクリニック

支部長

予備代議員

社会保険委員

予防接種委員
※組織再編により、２２年度より

公衆衛生委員会が二つに分れる

乳幼児・学校保健委員

地域小児総合医検討委員

教育委員

広報委員

裁定委員

子どもの心対策部研修委員.

子どもメディア委員

国際部委員

ホームページ委員

小児救急医療委員

古賀康嗣

高室基樹

長野省五

高橋豊

みんなのこどもクリニック

･療育セ

ＫＫＲ札幌医療センター

￣￣￣１

氏家武

岡敏

■－

局 室基

太田八千雄

北海道こども心療内科氏家医院

療育センター

豊平おおたこどもクリニック
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北海道小児科医会会則 ２常任理事は、会長が指名し総会の承認を得る。

第７条役員の任期は２年とする。

２役員の任期の起算は、その選挙が行われた年の

４月１日からとする。

３任期満了後であっても後任者が選任されるまでは

その職務を行わなければならない。

第８条会長は、本会を代表し、会務を総理する。

２副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時その

職務を代行する。

３理事は、会務を掌理する。

４常任理事は、会長の定めるところにより、会務を

分担して、常時会務を掌理する。

５監事は、会務及び財産状況を監査する。

第９条本会に顧問を置くことができる。

２顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

第１０条本会に参与を置くことができる。

２参与は、理事会に諮り、会長が委嘱する。

３参与の任期は、役員の任期と同じとする。

第６章会議

第１１条会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、

会長が招集し、その議長となる。

第１２条総会は毎年１回定期的に開催し、必要ある

時は臨時総会を開催する。総会の議決は出席者の過

半数をもって決するものとする。

２次の事項は総会の議決を受けなければならない。

（１）予算及び決算

（２）事業計画

（３）会則の変更

（４）その他理事会において必要と認めた事項

第１３条理事会及び常任理事会は、理事及び常任

理事過半数の出席により成立し、出席者３分の２

以上の賛同を得て議決する。

第７章会計

第１４条本会の経費は会費、寄附金及びその他の

収入をもってこれにあてる。

第１５条本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、

翌年３月３１日に終わる。

第１６条本会の財産は、会長が管理する。

第８章附則

1本会則は平成１４年５月１８日より施行する。

※会費年額８，０００円

昭和54年４月２２日設立総会議決

平成６年８月２７日総会において－部改正

平成７年５月１３日総会において一部改正

平成８年８月２４日総会において－部改正

平成12年５月２０日総会において－部改正

平成14年５月１８日総会において－部改正

第1章名称及び事務所

第１条本会は北海道小児科医会と称する。

２事務所を北海道医師会館内（札幌市中央区大通西

６丁目）内に置く。

第２章構成

第２条本会は北海道在住の小児科医で本会の主旨に

賛同するものをもって組織する。

第３章目的及び事業

第３条本会は北海道在住小児科医が密接な連携を保

ちつつ、臨床医学の水準を高め、地域医療の発展に

努め、且つ会員相互の親睦を図ると共に、日本小児

科医会、日本小児科学会を支援することを目的とし、

次の事業を行う。

（１）会員の専門知識の研修

（２）地域医療問題への対応と情報の交換

（３）保険医療に関する研修並びに指導

（４）会員相互の親睦と福祉の増進

（５）その他本会の目的を達成するため必要な事業

第４章会員

第４条本会に入会しようとする者は、本会に所定の

届出をしなければならない。

２届出事項に変更を生じた場合又退会しようとする

場合は、その届出をしなければならない。

３理由なしに１年以上会費を納入しない時は、退会

したものとする。

第５章役員

第５条本会に、次の役員を置く。

会長１名

副会長３名

理事若干名（うち常任理事若干名）

監事３名

２会長及び副会長は理事とする。

第６条役員は、総会において会員の中から選挙する。
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●編集後記 先生のお考えを述べていただきました。

学術コーナーは北海道医療大学学長、新川詔夫

先生に「耳あか型と個体差」の題名で耳あかの詳

細な遺伝子型解析について解説していただきま

した。

東栄病院の菊田英明先生には「ヒト・メタニュ

ーモウイルスの最新の知識」について解説してい

ただきました。共に難しい内容ですが、ゆっくり

と時間をかけて御覧になっていただきたいと思い

ます。

施設紹介は道南の一大拠点病院、市立函館病院

を依田弥奈子先生に紹介していただきました。施

設、設備、人材のそろった優秀病院で楽しそうに

働いておられる様子が伺われます。

学会案内は第33回東北・北海道小児科医会連合

会総会を担当される富樫武弘先生に、第45回日本

小児感染症学会・学術集会を会頭をされる堤裕幸

先生に紹介していただきました。

共に札幌で1ｏ月に開催されますので、会員の先

生はぜひ、参加されますようお願い申し上げます。

（文責堀野清孝）

今年の夏、日本列島は異常気象が続きました。

西日本を中心として猛暑日が続き、多くの人が熱

中症で病院に搬送されていました。

山形市が長い間持っていた日本の最高気温

40.8℃の記録は６年前に埼玉県熊谷市が40.9℃で

更新しましたが、今年高知県四万十市が41.0℃と

塗り替えています。

また、雨の日も多く、集中豪雨、ゲリラ豪雨は

多くの場所で崖崩れ、何の氾濫など甚大な被害を

宵しています。被害に遭遇された方々には心から

お見舞い申し上げます。

また９月２日には埼玉県越谷市、千葉県野田市

は巨大な積乱雲「スーパーセル」により発生した

竜巻に襲われ、甚大な被害が発生しております。

１日も早い復旧をお祈り申し上げております。

さて、少し遅くなりましたが、北海道小児科医

会会報、第29号をお届け申し上げます。

今回巻頭言は北海道立子ども総合医療・療育セ

ンター長に就任された鈴木信寛先生に「少子化を

考える」という題のもと、少子化に対する日頃の


