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iI害｢重長者におけるVPD対策一思春期や成人にも予防接種を_」

■偶｢こいぼれた…ﾎﾞﾝ亭｣か＆

際
～今月の表紙によせて～

秋田の小安|峡温泉を訪れた時、近くの111原毛地獄まで足を伸ばしま

した。灰、色の溶岩に覆われた山肌からは煙が立ち昇り、硫黄の匂い

が立ち込めていました。ここは青森県の恐山・富山県の立山と並んで、

日本三大窯:地の一つと言われています。夏のぬけるような青空の下で、

爽やかな'1寺を過ごしました。（｢1丼由紀子）
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巻頭倉

｢いわての母子保健」

岩手県立大船渡病院小児科渕向透

曙躍進躍進塵進進躍進躍進躍進躍進墜墜躍進進墜躍進曙進進

「いわての母子保健」という報告書が岩手県保健福祉部児童家庭課から毎

年発行されているのを皆様ご存知ですか。岩手県の小児保健統計（出生率、

乳児死亡率等)、岩手県が行う母子保健事業（先天'性代謝異常等検査実施状

況、小児1慢性特定疾患治療研究事業給付状況等)、市町村が行う母子保健事

業（１歳６か月児および３歳児健康診査実施状況等)、健やか親子21指標と

岩手県の現状等が年度毎にまとめられています。この報告書をみると岩手県

の母子保健事業について最新の実施状況がわかるようになっており、岩手県

等がさまざまな施策を検討するための基礎資料となっています。出生率、乳

児死亡率、乳幼児健診等の統計は２次医療圏、市町村毎にも算出され、その

ほか市町村が独自に行っている事業についても記載していますので、母子保

健に対する地域毎の力の入れ具合も推測することができて大変参考になりま

す。しかし現時点では内容的に不足していると思われる部分があり、個人的

には市町村毎の小児人口、曰本が欧米に比べて高いとされる乳幼児死亡率

(５歳未満死亡率）の統計、市町村毎の定期予防接種の接種率と任意予防接

種に対する公的助成制度の有無、市町村毎の小児医療費助成制度の内容とそ

の適応範囲、病児保育の実施状況、こども救急相談電話（＃8000）の実績等

です。この中には個々の情報として別の形で報告されているものもあります

が、子どもに関係した情報を年度毎にひとつの報告書としてまとめておくこ

とは大きな意義があると考えます。「いわての母子保健」をより素晴らしい

内容にして、これをみると岩手県および市町村毎の子どもに関わる統計と母

子保健事業について最新の実施状況がわかり、それをもとに皆で岩手県の母

子保健や子育て環境等を高めていく方策を考えることができればとてもすば

らしいと思いますがいかがでしょうか。ご賛同いただけますか？

４岩手県小児科医会報第84号
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(児科医会談話会・講演会第60回岩手県

なくした子ども家庭省の創設です。今年４月

には、仙台で東北ブロックの説明会ならびに

シンポジウムが開催されますので、どうぞご

参加頂ければと思います。

本曰はよろしくお願い致します。

§談話会

１．会長挨拶

２．報告

（１）事務局より

（２）県医師会より話題提供

（３）各郡市医師会より

（４）各委員会より

（５）その他

３．協議

（１）保険診療問題について

（２）その他

§エピベン講習会

§特別講演

座長：赤坂徹（岩手県小児科医会理事）

演題：「小児気管支喘,自の治療・管理

～温故知新～」

講師：西牟田俊之

（独立行政法人国立病院機構

下志津病院名誉院長）

（１）事務局より（小林有一）

１．会員消息

人会

８月７曰石川健(岩手医科大学小児科）

８月15曰古川ひろみ(岩手医科大学小児科）

浮津真弓(岩手医科大学小児科）

草野修司(岩手医科大学小児科）

松下翔子(岩手医科大学小児科）

那須友里恵(岩手医科大学小児科）

塩畑健(岩手医科大学小児科）

水間加奈子(岩手医科大学小児科）

白澤聡子(八戸赤十字病院小児科）

２．会員数（2012.12.21現在）

・日本小児科医会岩手県内会員103名

・岩手県小児科医会会員112名

二蜀塁 (三浦義孝会長）

明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します。

曰本小児科医会の目標のひとつに小児保健

法の制定があります。我が国の子どもたちが

全て平等に、保健・医療・福祉に対する国の

恩恵を充分に受けることができるような社会

環境作りが必要です。

具体的には、子育てと仕事が両立できる社

会、全ての予防接種の無料化、貧困家庭の解

消、待機児童の解消などであり、これらの問

題に総合的に対応でき、縦割り行政の弊害を
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第60回岩手県小児科医会談話会・講演会

3．今後の談話会・講演会曰程

・平成25年度岩手県小児科医会総会

並びに講演会

平成25年４月６曰（士）

・第61回岩手県小児科医会談話会・講演会

平成25年７月27日（士）

4．学会参加報告

・平成24年こどもの健康フォーラム（盛岡）

平成24年10月18日（木）

テーマ｢いじめを考える：

いじめのない学校にするには」

・第32回東北北海道小児科医会連合会総会

（青森）

平成24年10月27曰（士）～２８曰（日）

メインテーマ

「予防接種現状とこれからの課題」

シンポジスト；渕向透

「岩手県気仙地区におけるロタウイル

スワクチン無料接種事業について」

参加；菅野Ｉ恒治、大沼一夫、三浦義孝、

白井由紀子、根本薫、渕向透、

伊東宗行、金濱誠己

・第43回全国学校保健学校医大会（熊本）

平成24年11月１０日（士）

参加；山口淑子、臼井由紀子

５．これからの学会予定

．第２9回岩手県学校保健・学校医大会

（盛岡）平成25年１月20口（日）

・東北北海道小児科医会連合会シンポジウム

（仙台）平成25年４月13口（士）

－日本の社会保障制度と

小児保健法を考える－

・第116回日本小児科学会学術集会（広島）

平成25年４月19日（金）～２１日（日）

．第２3回日本小児科医会総会フォーラム

（大阪）

平成25年６月８曰（士）・９日（曰）

テーマ：北の大地から未来の子どもたちへ

－私たちが今できること－

・平成26年第25回日本小児科医会総会

フォーラム（盛岡）

平成26年６月14日（士）・１５曰（曰）

6．共催・講演・医院の依頼

・盛岡市医師会｢禁煙フォーラム2012｣の共催

平成24年11月１０曰（士）

7．震災関連

・東北地方太平洋太平洋沖地震の被災地へ

の今年度の対応について

①陸前高田市の（学校・保育園）・乳幼

児健診の支援について

学校・保育園の健診は地元で対応する。

乳幼児健診の支援は今年度までは岩手

県小児科医会派遣で行っていたが、来

年度からは地元で行う。

②岩手県医師会高田仮設診療所への支援

について

来年度も継続して行う。

8．その他

・平成24年度IBCラジオ放送（平成25年２

月）の出演

菅野｣垣治先生へ依頼。

・看護師による小児救急電話相談マニュア

ルの手直しについて

学術委員会へ一任

・児童扶養手当および特別児童扶養手当審

査医の推薦について

米沢俊一先生へ依頼

・岩手県小児科医会講演会の曰本小児科学

会認定研修集会更新について

獲得できる単位数が本曰の会から３単

位に変更になった（以前は８単位)。

・日本小児科医会社会保険全国委員会

三浦義孝先生が出席の予定

・岩手県小児科医会30周年事業について

岩手県小児科医会30周年記念誌を作成、

本会で配布。

・岩手県小児科会会員名簿の作成について

岩手県小児科医会30周年記念誌に掲載

６岩手県小児科医会報第84号



第60回岩手県小児科医会談話会・講演会

（２）県医師会より話題提供（山口淑子）

学校保健は本年度から地元で行っている。

来年度は気仙医師会小児科部会で全面的に

行うことになった。

高田診療所は一昨年の８月７円に開所し、

２年間は今まで通りの診療を続ける。それ

以降のことは検討中。

社保審査委員より

今年度はマイコプラスマが流行しオゼッ

クスが多く使われた。オゼックス小児用細

粒には適応が中耳炎、肺炎、コレラ、炭痕

病の4つしかない。注意して使わないと病

名漏れになってしまう。「マイコプラスマ

肺炎」の病名では適応外となるので「肺炎」

とだけつけた万がよい。オラペネム小児料

細粒も肺炎、中耳炎、副鼻腔炎の３つしか

適応がないので同様に注意してほしい。

質問

オゼックスについて質問します。小学校

高学年くらいで体格のよい子は大人と同じ

くらいの体重になりオゼックスの錠剤など

を処方することもあります。錠剤と細粒と

は適応病名がちがってきますがこのような

場合錠剤の適応病名でとおるのでしょうか。

回答一社保審査委員より

年齢や体重などを分かるようにすれば認

めないわけではないと思う。錠剤には錠斉Ｉ

の適応病名があるのでそれに従えばとおる

と思う。

質問

ホクナリンテープは気管支炎には適応が

ありますが「喉頭気管気管支炎」のような

病名をつけた場合「気管支炎」が入ってい

るので適応と考えていいのでしょうか。

回答一社保審査委員より

薬剤と適応病名については厚生労働省で

は非常に厳密に考えているようである｡｢気

管支炎」でも「喉頭気管気管支炎」でもど

ちらでもいいように思われるが病名は適応

症にあるものを厳密につけなければならな

いという考えのようだ。したがってその薬

剤の説明書にある適応病名をつけるのが基

本となる。例えばホクナリンテープを肺炎

に使った場合、肺炎があれば当然気管支炎

もあることは推測されるがホクナリンテー

プには肺炎の適応はないので気管支炎の病

（３）各郡市医師会より

なし

（４）各委員会より

３０周年記念誌作成委員会より（臼井由紀子）

岩手県小児科医会30周年記念誌は、本来

は30周年である2011年に発行する予定だっ

たが、震災の影響で発行が遅れ本年の発行

となった。本曰ご参会の方には本日お配り

します。

爵

鴬

（５）その他

なし

（１）保険診療問題（根本章）

司会

今回はあらかじめ寄せられた質問はあり

ません。審査員の先生方から審査していて

気になる点、アドバイスなどありましたら

お願いします。

岩手県小児科医会報第84号７



第60回岩手県小児科医会談話会・講演会

名がないと返戻、場合によっては査定され

ることもあり得る。私たち社保の審査委員

３人は査定ということはまずしないように

しようとしている。どうしても査定しなく

てはならないのは保険者から戻ってきたも

のである。再審査の場合医療機関に戻して

再提出してもらうことができないので、決

められた適応病名がないときは査定せざる

おえない場合も出てくる。使用した薬剤の

適応病名をそのとおりつけることが最もい

い方法だと思う。

質問

肺炎であれば痕もでるのでたいていの人

は気管支拡張剤も出すと思います。ですか

ら私はマイコプラスマ肺炎のとき「気管支

肺炎」「マイコプラスマ感染症」と病名を

つけています。肺炎では気管支拡張斉llは使

えないので「気管支肺炎」としていますが、

そのような病名でよろしいでしょうか。

またトランサミンの適応症は咽頭炎、喉

頭炎となっていますがそのとおりの病名で

なければだめなのか、あるいは鼻咽頭炎や上

気道炎という病名でもよろしいのでしょうか。

回答一社保審査委員より

レセプト病名を使わざるを得ないことも

あるかもしれないが極力レセプト病名は避

けるべきとされている。実際には能書の適

応症にない病気に対していろいろな薬を使

うこともあるとは思うが、審査員の立場と

してそれに対してＯＫを出すことはできない。

トランサミンについても基本的には能書

にない病名は使われないことになる。上気

道炎という病名に関しては上気道炎が何を

指しているのか、抗生斉||が適応になるか問

題になったこともあったが今は上気道炎に

抗生剤を使ってもとおしている。

質問

以前から病名を整理するように指導を受

けています。肺炎、気管支炎・マイコプラ

スマ感染症などというように分けて病名を

つけた方がいいのでしょうか。そうすると

病名が多くなってしまいます。

回答一社保審査委員より

診断した時点で実際にその病気があるの

であれば病名が多くなることはかまわない。

以前につけた病名がずっと残っているよう

な場合は整理してほしいということである。

長期入院の場合など30くらいも病名がつい

ているケースがあるので、治ったものに関

しては「治癒」「中止」などとし整理して

ほしい。

質問

気管支肺炎も気管支炎、肺炎と分けて能

書の病名のとおりにすればいいのでしょうか。

回答一社保審査委員より

気管支肺炎でよいか悪いかは審査員の立

場で何とも言えないが、基本的には能書に

ある適応病名をつけることになると思う。

質問

肝硬変では凝固異常やアンモニアの上昇

をきたすわけですが、肝硬変の病名で凝固

検査、アンモニア測定をすると凝固異常、

高アンモニア血症をつけるように指導され

ます。しかしそれに従うと非常に多くの病

名がつくことになってしまいます。審査側

で病気のことをよく分かっていないと思わ

れる例があります。その病態として高アン

モニア血症をきたす疾患においてアンモニ

アの検査をすることは当然です。病気の本

質にかかわる検査であるにもかかわらずそ

の検査の一つ一つに病名をつけているとお

びただしい病名がつくことになってしまい

ます。

回答一社保審査委員より

アンモニアの測定に関しては検査の側か

らみると適応となる疾患は３～４つしかな

い。したがってアンモニア検査の適応症に

その病名がなければ高アンモニア血症をき

８岩手県小児科医会報第84号



第60回岩手県小児科医会談話会・講演会

たす疾患であっても事務方や保険者にチェッ

クされてしまう。

質問

その件で指導が１回で終わると思ったら

３カ月連続でされました。多数の病名を毎

月つけなければならないのですか。

回答一社保審査委員より

毎月のレセプトにアンモニア測定の適応

となる病名がなければ何度でも戻ってくる

ことになる。

質問

支払基金よりICD10についての指導があ

りました。症病名にICD10のコード番号が

ついていますが、将来レセプトにコード番

号をつけるようになるのか、また審査にお

いてもコード番号に基づいて審査するよう

になるのでしょうか。

回答一社保審査委員より

現在DPC病院の場合は必ずレセプトにI

CD10のコード番号をつけることになって

いる。これをすべての医療機関対して適応

するか否かは我々も情報を持っていない。

本来はICD10に載っている病名を明細書に

つけることになっている。先ほどの「気管

支肺炎」などがICDlOに載っているかここ

では分からないが現在のところそれでよし

としている。しかし本来はICDlOに載って

いる病名をつけるのが支払基金の本来の姿

なそうである。ICD10については現在話題

になっていないのでかなり先のことだと思

われる。

社保審査委員より

・インタール細粒についてアトピー｣性皮盧

炎の病名がありそれからⅡ寺間の経過があっ

たのち食物アレルギーの病名がついている

ものがあった。これは本来の「食物アレル

ギーに基づくアトピー,性皮盧炎」とは違う

と考えられる。アトピー性皮盧炎と食物ア

レルギーが別個のものと半'|断されるので戻

した例があった。

・シングレアとキプレスの細粒、チュアブ

ルは適応年齢が決まっている。多少の幅は

認めるようにしているが保険者から適応年

齢の違いを理由に戻ってくことがある。適

応年齢からはずれていても査定したことは

ないが支払いが何か月か遅れることになる。

適応年齢をしっかり確認したうえで処方し

てほしい。

.ＲＳウィルス迅速診断の適応は外来では１

歳未満と決まっている。１歳以上では適応

にならない。またノロウィルスは３歳まで

である。

.ＲＳウィルス感染後オノンなど抗アレル

ギー剤を使用しているケースが見受けられ

る。抗アレルギー剤にはＲＳウィルス感染

に対する適応はないので注意してほしい。

・インフルエンザが流行してきているがイ

ンフルエンザ疑いで抗インフルエンザ薬を

処方されているケースが見られる。疑い病

名では薬の処方はできない。

・薬によっては同じ成分でも適応症がちが

うものがある。能書をもう一度しっかり確

認してから使用するようにしてほしい。

国保審査委員より

．エピペンは高額で在宅自己注射指導料な

どもとれるが、病名が「アレルギー」で保

険者側から戻ってきたケースがあった。正

確には「アナフィラキシ_」である。アナ

フィラキシ_もアレルギーの一種であり一

応とおしたが、できれば長い病名ではある

が「蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナ

フィラキシ－」とつけてほしい。

・病名漏れのため請求書の内容とコメント

の内容が一致しないものがあった。せっか

くの医療行為が報われない結果にならない

ようにしてほしい。

・同じ検査を複数'。おこなっているなど病

名のみでは治療者の意図が伝わりにくいと
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思われるものにはコメント、症状詳記をつ

けてほしい。

・査定に納得できないときは小額であって

も再審査に回すようにお勧めする。およそ

半数は再審査で復活している。我々は査定

するためではなくみなさんの苦労が報われ

るように審査しているつもりである。

・ミヤＢＭを処方する場合腸炎などの病名

が必要か否かについては審査の医師の側で

も意見が分かれている状況である。県によっ

ても対応がちがうようである。

・現在縦覧チェックがおこなわれており数

か月前まで事務方によりチェックされる。

傾向検査や同じ検査を繰り返す場合はコメ

ントなどをつけてほしい。

・能書をきちんと見ることは実際にはあま

りないかもしれないが－度は適応病名の確

認をおこなってほしい。

・突合によりいつ何をやったかがすっかり

わかる。先に投薬がありそれより後の日付

で病名をつけると診断より前に治療をおこ

なっているとのことで再審査請求が来る。

また薬局に出した処方菱の一覧と診療所や

病院の明細書が同時にみることができるよ

うになった。診療所、病院のレセプトに処

方内容が記載されていなくても適応のない

薬が処方されていると査定されることがあ

る。

・ナウゼリンなど同じ薬でも、g数がちが

うと適応病名がちがうものがあるので注意

してほしい。

§エヒヘン冒譜＝

§忌后l＝７

座長：赤坂徹（岩手県小児科医会理事）

演題：「小児気管支喘息の治療・管理

～温故知新～」

講師：西牟田俊之

（独立行政法人国立病院機構下志津病院

名誉院長）

1992年のInternationalConsensusReport

に端を発し、国内外で喘息の診断・治療に関

するガイドラインが刊行され、改訂を繰り返

しその充実が図られてきました。気道`慢性炎

症の改善を中心に据えた治療管理の普及は、

喘息発作による入院や死亡を減じ、患者・家

族のＱＯＬの向上をもたらしました。1968年

に久保教授の門下生となり、４５年の歳月を小

児喘息の臨床を中心に過ごしてきた現在、昨

今の治療・管理の進歩に眼を見張るものがあ

る半面、喘息の診断や喘鳴疾患の考え方など

入門当時に活発な議論があったテーマが再び

脚光を浴びたり、また、最近の医療者は発作

の経験が乏しくなり症状観察が不得手になり

つつある状況もあるように思われます。

病態解明や臨床検査の手立てが格段に進歩

し、個々人の病態・症候に応じた治療・管理

が可能となる時代を迎えつつありますが、そ

の根底にあるものは先達が培ってきた喘息の

診断、発作の強度、喘息重症度に関する考え

方であり、現在の喘息治療管理ガイドライン

もその延長線上にあると認識しています。

私が医学部に入学した頃、既に多くの先人

達の業績があり、その一つに昭和医大の杉原

仁彦教授による「気管支喘息の最効療法」と

いう著書が発刊されており勉強させていただ

きました。この著書は、わが国の喘息ガイド

ラインの創始ではないかと思われる章建て構

（２）その他

なし
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成されており、今日のガイドライン作成で話

題となった諸問題が多く記述されております。

また、私が入局して師事いたしました千葉大

の久保教授からは、喘息の治療管理はもとよ

り、乳幼児の喘鳴疾患の考え方や、それを検

証する臨床研究について学ばせていただきま

した。

研究手法の進歩と新薬の開発があいまって、

喘,息ガイドラインは改訂を重ね充実してきま

した。ガイドラインに沿った治療管理が遂行

されれば、ほとんどの症例で喘息症状をコン

トロールすることが可能になってきました。

しかし、地域における喘息の実態調査によれ

ば、完全コントロールは20%以下で、コント

ロール不良が30%を越えており、まだ十分と

はいえません。その原因は、医療側の治療不

足と、受療側のアドヒアランス不良が考えら

れます。小児喘』息コントロールを評価するツー

ルであるＪＰＡＣやＯＡＣＴなどを活用するこ

とにより、医療側と受療側がコントロール状

態を共有し完全コントロールを達成、維持す

ることが当面の課題と思います。JPGL2008

より治療目標に寛解・治癒を掲げていますが、

気道炎症治療だけでは限界があると考えられ、

免疫療法の重要性が意識されております。嘗

て入局当時に盛んに行われていた減感作療法

が、有効性と安全性を増して治療管理に参入

する曰も遠くないかも知れません。
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三蜀聖
(三浦義孝会長）§総会

１．会長挨拶

２．報告

（１）事務局より

（２）曰本小児科医会社会保険全国委

員会報告

（３）県医師会より話題提供

（４）各郡市医師会より

（５）各委員会より

（６）その他

３．議事

（１）平成24年度庶務報告および決算

につき承認を求める件

（２）平成25年度事業計画案および予

算案につき承認を求める件

４．協議

（１）保険診療問題について

（２）その他

§教育講演

座長：米沢俊一（岩手県小児科医会理事）

演題：「EBMを目指した子どもの便秘治療：

小児１慢性機能性便秘症

診療ガイドラインから」

講師：佐々木美香

（岩手医科大学小児科学講座講師）

§特別講演

座長：菅野'疸治（岩手県小児科医会顧問）

演題：「予防接種を取り巻く最近の知見」

講師：及川鑿

（島根県出雲市灘分町及川医院院長）

予防接種の定期化に伴い、全額公費負担と

いう動きがあります。厚労省は、９割は公費

で、１割は患者負担でもいいという考えなそ

うですが、実際、市町村では全額を公費にな

るように進んでいます。ただ、各市町村では、

予算が無いということで、我々小児科医の意

見が通らず、安く設定されている所が多く見

受けられます。算定基準となる栄養指導料は、

予防接種に栄養指導はいらないというのがそ

の理由の一つですが、正式には乳幼児育児栄

養指導料で本来の技術料と考えて当然のこと

と思います。小児科医の専門性・技術料が十

分に反映されるような料金設定になるように、

各郡市医師会である程度の妥当な額を示して

欲しいと思っています。

また、内科・外科・耳鼻咽喉科など他科で

の接種料金と小児科医の接種料金が同じであ

るというのもどうも納得がいきません。

同時接種では、初診料の１回分を削る市町

村も出始めています。これには、同時接種加

算料などの項目をつけて戴きたいものです。

曰本小児科医会としても、これだけは他科に

譲れないという設定金額を示して欲しいと思っ

ています。

曰本小児科医会の設立は、社会保険研修会

から始まったと伺いました。曰本小児科医会

は、小児科医の生涯教育、診療所経営の安定

の２つを軸に活動していますが、今、ワクチ

ンバブルで診療報酎}|が少なくなっていること

に多くの先生は気がついていません。予防接
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種の収入が下がったときに診療報ＷＩＩが少なく

なっていることに気づくと思いますが、その

ときではもう遅いのであります。早く予防接

種を診療報酎||の中に組み入れることも必要と

思っています。

平成26年１月18日（士）

4．学会参加報告

．第２9回岩手県学校保健・学校医大会(盛岡）

平成25年１月20日（日）

内田暎子

「小学６年Lj三への授業「脳と心を育てる

～体内時計のリズムに沿って」」

上原充郎

「2012年．１月～４月・当院における

インフルエンザ感染症．特に抗インフ

ルエンザウイルス剤''ベラパビル水和

物注射液川の使用経験について」

・第51回岩手県小児保健学会並びに総会

（需岡）平成25年２月６日（士）

5．これからの学会予定

・東北北海道小児科医会連合会シンポジウム

（仙台）平成25年４月13曰（士）

－日本の社会保障制度と

小児保健法を考える－

・第116回口本小児科学会学術集会（広島）

平成25年４月19日（金）～21曰（日）

．第２4回曰本小児科医会総会フォーラム

（大阪）平成25年６月８曰(土)・９曰（日）

テーマ：子どもから学ぶ！

聴く！そして育む

．第２5回東北学校保健・学校医大会（盛岡）

平成25年７月20曰（士）・２１曰（日）

．第２5回曰本小児科医会総会フォーラム

（盛岡）平成26年６月14日(士）・１５日（日）

6．その他の報告

・平成24年度IBCラジオ放送｢健康で長生

きするために｣に出演～菅野'恒治

・岩手県医師会小児救急電話相談マニュア

ル検討会平成25年３月28日（木）

「看護師による「こども救急相談電話｣」

から「こども救急相談電話」に名称変更。

・日本小児科医会社会保険全国委員会～三

浦会長が出席平成25年２月24曰（日）

・予防接種後健康状況調査実施医療機関の

（１）事務局より（小林有一）

１．会員消息（平成25年１月20曰以降）

人会

平成25年３月25曰和田泰格

異動

平成25年４月１曰前多治雄

開業前多小児科クリニック

〒020-0034

岩手県盛岡市盛岡駅前通９番10号

丸善ビル５Ｆ

ＴＥＬ６０１－７４７８・FAX601-7479

退会

平成25年２月12曰小笠原雄

２．会員数（2012.4.1現在）

・曰本小児科医会岩手県内会員107名

・岩手県小児科医会会員112名

３．今後の談話会・講演会曰程

・第61回岩手県小児科医会談話会・講演会

平成25年７月27口（土）

特別講演：講師帆足英一

（世田谷子どもクリニック院長）

・第62回岩手県小児科医会談話会・講演会

岩手県小児科医会報第84号１３



平成25年度岩手県小児科医会定時総会並びに講演会

推薦：DPT-IPVワクチン根本小児科医院

7．震災関連

・東北地方太平洋沖地震の被災地への今年

度の対応について

岩手県医師会高田仮設診療所への支援

について

１）診療所の支援は７月までは現ｲ了の体

制。８月から変わる見込み。

２）乳幼児健診の応援は､昨年度３月で終了。

･岩手県教育委員会と岩手県医師会

及び岩手県予防医学協会との懇談会

･発達障がい者支援体制整備検討委員会・

広域特別支援連携協議会

･平成24年度学校保健課題解決支援事業

連絡協議会

･曰本スポーツ振興センター仙台支所

業務運営委員会

･第４3回全国学校保健・学校医大会

･岩手県療育センター整備検討委員会

･第４8回岩手県学校健康教育研究大会

･第２9回岩手県学校保健・学校医大会

･小児１慢性特定疾患対策協議会

･子育てにやさしい環境づくり推進協議会

･曰本医師会学校保健講習会

･曰本医師会母子保健講習会

･岩手県教育委員会就学指導委員会

（２）曰本小児科医会社会保険全国委員会報告

小児科に関わる最近の保険診療・保険点数

の動向について、三浦会長から説明があった。

（３）県医師会より話題提供

各出席会議等については、常任理事会で

報告し、いわて医報に掲載しております。

ご一読ください。

3．平成25年度に開催予定となっている医

師会関係の大会等

・平成25年７月20日、２１曰

第25回東北学校保健・学校医大会（盛岡）

今年度は岩手県学校保健・学校医大会

の開催はありません。

・平成25年11月10日

第44回全国学校保健・学校医大会（秋田）

・平成26年２月

曰本医師会学校保健講習会・

母子保健講習会

1．平成24年度岩手県医師会常任理事（学

校・乳幼児保健）としての仕事

・定例的な会議

・毎月２回開催の常任理事会

・偶数月開催の理事会

・毎月１回の小児救急電話相談事業事例検討会

・２月、６月の代議員会

2．平成24年度出席した会議等

・子どものこころのケア推進プロジェクト会議

・学校医部会幹事会

・岩手県学校保健会評議員会、研修会

・新ワクチン導入説明会

。第２4回東北学校保健・学校医大会

（４）各郡市医師会より

気仙医師会（渕向透）

昨年度まで高田地区の乳幼児健診にご協力頂

きましてありがとうございました。今年度から

は地元の医師で乳幼児健診を行って参ります。
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私たち気仙地区は、震災後口本小児科学会

から診療支援を頂いておりましたが、現在は

福島県、宮城県、岩手県の被災３県の行政が

主体となった「東曰本大震災小児医療復興新

生事務局」が立ち上がり、ホームページを通

じて支援医師の公募が継続されています。岩

手県の場合は気仙地区以外にも支援エリアを

広げ募集していますが、全国から多くの先埖

に支援頂いております

本年３月より大分大学小児科から気仙地区

への月１回、被災地支援のための医師派遣が

始まっています。全国的には医療過疎地対策

として医療機関の集約化で対応しようとして

いますが、大分大学小児科はこの考えと異な

る試みを行っています。小児医療は地域にとっ

て重要な社会基盤のひとつであるとの認識の

もと、「子どもを産み育てられる街、元気な

子どもの育つ街｣となるには少数でも小児科

医の存在が必須であるとの考えです。大分大

学小児科が地域へ小児科医を派遣し任意予防

接種の無料化や５歳児健診をすすめることで、

小児救急患者数と不登校児が減り、出生率が

上がった実績があります。この大分地域医療

支援システムを被災地再生の方策として取り

入れられないかを検討中です。

（日）第８回日本小児心身医学会東北地方

会（需岡アイーナ）が開催されます。皆

様のご参加をお願いします。

その他２（前多治雄）

震災の後、岩手県により、宮古、釜石、

気仙地区の３か所に「こどもの心ケアセン

ター」が設置されていましたが、これらの

管轄が今年度から岩手医大の災害医療講座

の中の災害精神医療講座に移りました。ま

た私は昨年から気仙地区のこどもの心ケア

センターに赴いて、渕向先生をはじめとす

る先生方と協力して子ども達に関わってき

ましたが、それに伴いまして今年度から岩

手医大矢巾キャンパス内に出来た災害精神

医療講座内にあります｢いわてこどもの心

ケアセンター｣で、毎週水曜午後に診療す

ることになりました。沿岸から転居した方

にかかわらず、こころの問題をかかえた方

がいらっしゃいましたら御紹介下さい。

ニーコー

ロ２． (議長前多治雄）

（１）平成24年度庶務報告および決算につき

承認を求める件

原案通り承認された。

監査報告書

「平成24年度（平成24年４月１曰～平成

25年３月３１日）岩手県小児科医会歳入歳
出決算」につき監査した結果を次のとお

り報告いたします。

記

適正と認めます

平成25年４月３日

岩手県小児科医会会長

三浦義孝殿

監事上原充郎印

驍事寺井泰彦印

（５）各委員会より（金濱誠己）

来年度開催される、第25回曰本小児科医

会総会フォーラムの委員会を立ち上げます。

ご協力をお願いします。また、今後は通常

の県小児科医会事務局を小林が、第25回口

本小児科医会総会フォーラムの事務局を金

濱が担当します。

（６）その他１（赤坂徹）

６月15曰（士）第27回東北小児喘息アレ

ルギー疾患研究会（福島市)、８月24Ｈ旧）

第３回いわて小児アレルギー疾患研究会

（盛岡ホテルメトロポリタン)、１０月６日
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（２）平成25年度事業計画案および予算案に

つき承認を求める件

原案通り承認された。

ロップは２歳以上とういことになっていま

すが、その年齢は厳密に守らなくてはなら

ないのでしょうか。間もなく２歳になる子

や６歳以上でも錠剤を嫌がる子などに細粒、

ドライシロップを出してはダメなのでしょ

うか。

回答一社保審査委員より

基本的には能書に記載されている年齢ど

おりにしてほしい。しかしながら適応年齢

からはずれていたとしてもそのことにより

査定したことはない。適応年齢をはずれて

処方している例があまりにも多い場合は注

意がいくかもしれない。審査運営委員会と

いう組織があるが、社保ではその子の飲め

る剤型でよいとしてとおしている。私個人

としても適応年齢による注意はしたことが

ない。

社保審査員より

・強ミノＣの40ccがでた。今まで強ミノＣ

は篝麻疹に対し20ｃｃｌアンプルまでしか認

められていなかったが20ｃｃ２アンプルも認

められることになった。不思議なことに今

までだめだったことが解除になった際社会

保険からは発表しない。なかで秘密裏にお

こなわれているような印象をお持ちの方も

いると思うが私は努めて皆さんにお知らせ

するようにしている。

・ヒルドイドソフトはアトピー'性皮膚炎あ

るいは湿疹に加え皮脂欠乏症という病名を

つけなければならなかったが今回より皮脂

欠乏症はつけなくてもよいことになった。

・オゼックス小児用細粒は最高量2.49であ

る。それを超えると査定される。体重だけ

で投与量を計算すると２．４９を超えること

があるので注意してほしい。

（１）保険診療問題について（根本薫）

司会

今回はあらかじめ提出されている質問事

項はありません。会場の皆さんからは質問

ありませか。

質問

ナウゼリンの座薬、錠剤に関して質問し

ます。以前は感染性胃腸炎あるいは嘔吐症

と病名をつけていましたが、能書にはその

ような病名は書いていません。「上気道炎

に伴う嘔吐」「乳幼児下痢症に伴う嘔吐」

などとなっています。レセプトには能書ど

おりの病名を書かなければならないのでしょ

うか。それとも上気道炎、胃腸炎だけでも

よいのでしょうか。また大人と子供では適

応症がちがい、大人には上気道炎、胃腸炎

の適応はありません。大人を診察し冑腸炎

に対してナウゼリンを使った場合どのよう

な病名をつけたらよろしいでしょうか。

回答一社保審査委員より

基本的には能書のとおりの病名をつける

のがよいと思う。しかし今までのところ上

気道炎あるいは胃腸炎でもとおしている。

ただし座薬の60ｍｇだけは抗癌剤使用時の

嘔吐に対してのみ適応となっている。６０ｍ

ｇを半分にして30ｍｇとし上気道炎、冑腸

炎に対して使ってもとおらない。

質問

社保からの親書として「突合審査の結果

次のことに注意するように」とのことで、

キプレスの細粒の適応年齢をよく考えて使

用するようにとの文章が入っていました。

キプレス細粒の適応は１歳以上６歳未満で

す。またアレロックやジルテックドライシ

１２年間の長きにわたり社保審査委員を務

められました上１１〔充郎先生がこのたび定年

で審査委員の役職を退くことになりました。
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おいても国内では初めてのものである。今回

はその内容を踏まえて便秘の診療について解

説する。

まず便秘の診療は、便秘を疑い丁寧な問診

をとることから始まる。便回数の減少や（週

に２回以下）硬便があると診断は容易である

が、毎曰排便があっても兎糞状の便が少量だ

け出ている場合や巨大な便塊の周りから便が

漏れて下痢と間違われている場合もあり、ブ

リストルスケール（図１）などを用いて具体

的に便の性状を聞き取ったり、おむつや下着

が絶えず便で汚れていないかどうかを確認す

る必要がある。

便秘診療で大切なことは器質的疾患を見逃

さないこと（表１）と、便塞栓fecalimpac‐

tionの有無を確認することである。肛門の視

診では肛門の前置肛門など位置異常を、直腸

指診では肛門狭窄の有無を確認する。１歳以

上の症例では95％が器質的疾患のない機能性

便秘であるが、年齢が小さいほどHirschspr

ung病などの器質的疾患の割合が高くなり、

特に生後３か月以前の便秘には注意が必要で

ある。１歳以降でも全身疾患を見据えて、成

長や発達の評価や全身の診察を怠らないこと

は言うまでもない。また必要があれば血液検

査で甲状腺機能や高カルシウム血症の有無、

ＭＲＩで潜在性２分脊椎を確認する。牛乳不

耐症の診断は牛乳の制限を２週間程度行い便

秘が改善するかどうかを確認する。改善した

表１便秘を症状とする器質疾患

上原先生には多くの質問に適切に答えてい

ただき、また貴重な’情報提供やアドバイス

をいただきました。岩手県小児科医会会員

一同心より感謝申し上げます。

（２）その他

§．a万二=」FZE

座長：米沢俊一（岩手県小児科医会理事）

演題：「EBMを目指した子どもの便秘治療：

小児慢性機能性便秘症

診療ガイドラインから」

講師：佐々木美香

（岩手医科大学小児科学講座講師）

便秘とは長時間便が体内に留まり排便に苦

痛を伴う状態で、治療を要する場合を便秘症

という。急性と層‘性、器質』性と機能性に分け

られ、長期の治療を要する大多数は'慢性機能

』性便秘の症例である。ありふれた疾患で堆命

予後に関与しないため研究論文が少なく、ま

た海外のガイドラインは食生活や生活習』慣、

薬剤が異なりそのまま適応できないため、施

設や医師個人の経験的治療が行われているの

が現状である。今年秋頃に小児科医と小児外

科医から構成される小児消化器機能研究会の

メンバーが中心となり、エビデンスに基づい

た小児の,慢性機能性便秘症のガイドラインが

発表されることになった。これは成人領域に

》一一一・参一》
溌
・
函
「
厩
溌
口
悶
・
・
囚
・
鰯

硬くてコロコロの兎糞状の(排便困鰯な)便

肛門疾患

肛門狭窄、前置肛門、低位鎖肛(痩孔あり)、鐘肛術後
消化管神経･筋の異常

Hirschsprung病､Hirschsprung病類縁疾患､崖性偽性腸閉塞症
脊椎･神経疾患

二分脊椎、多発性硬化症､GuiIIain-Banre症候群
代謝･内分泌疾患

低カリウム血症、高カルシウム血症、糖尿病、甲状腺機能低下症、
尿崩症

消化管疾患

ミルク(食物)不酎症､消化管狭窄
膠原病

全身性エリテマトーデス、強皮症､アミロイドーシス
心因性･精神疾患

被虐待児症候群、拒食症

薬物･中毒

抗コリン薬､オピオイドなどの麻薬､フェニトイン、抗うつ薬､抗癌剤
ビタミン､坦剰、鉛中毒、ボツリヌス毒素(乳児）

ソーセージ状であるが硬い便

表面にひび割れのあるソーセージ状の便

表面が慾めらか看軟らかいソーセージ糧、あるいは

蛇のようなとぐろ鞍巻く便

はっきりとし殖しわのある軟らかい半分嵐形の

(蜜圏に排便てきる)便

境界がほぐれて、ふにゃふにゃの不定形の小片便、

泥状の硬

水様で、固形物を富まない液体状の便

図１ブリストルスケール

(LongstrethGH;Gastroentenology,２００６から引用）
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場合、症状が便秘だけであれば家族には時々

牛乳を休む程度でよいと説明し必要以上の除

去は避ける。非虐待症候群では便秘を伴って

いることも多く、生育環境や全身の外傷の有

無についても注意を払う。

肛門から排出できないような巨大な便塊す

なわち便塞栓fecalimpactionは下腹部正中

(左側腹部ではない）に触知し、直腸指診で

硬く大きい便塊を直接触れることができる。

しかし慢性便秘の症例は、淀腸など排便に関

して恐'怖を感じているため、便塊の確認だけ

に直腸指診を繰り返すべきではない。診断に

最も有用なのは腹部エコーで恥骨上での直腸

径を測定することが大切である。

便秘の治療は便塞栓の解除と維持療法に分

けられる。便塊除去fecaldisimpactionはわ

が国ではグリセリンl完腸が一般的であるが不

十分な場合には用手的な摘便が行われる。摘

便は苦痛を伴うえ肛門損傷をきたし、肛門痛

のために摘便後も排便を我’侵してしまうよう

になり、維持療法への移行が困難になる。私

たちは早産児の胎便イレウスの標準的治療法

であるガストログラフィンの注腸で痙痛を軽

減した便塊除去を行っている。今後他施設で

その安全性と効果について前向き調査を行う

予定である。維持療法としては、薬物療法と

生活習慣の指導があげられる。薬物療法では

薬を飲まなければ排便できなくなるというこ

とはなく、むしろ早期に薬物療法の介入を行

いを開始すれば経過が良好なることが報告さ

れている。酸化マグネシウムやラキソベロン

などが使用されるが、治療は長期間継続する

必要があることを伝え、定期的に受診しても

らうのが良い。また、マグネシウム剤を長期

に使用する際には、開始後に血中Ｍｇと腎機

能をチェックする。生活習'慣の是正、例えば

１曰の生活リズムや食生活は、強いエビデン

スはないが、小児のすべてにおける基本であ

るので、是非推奨するべきである。しかし、

家族の負担になるような指導は避けＱＯＬの

改善を目指した治療を心がけるべきである。

§．：后l：〉

座長：菅野I恒治（岩手県小児科医会顧問）

演題：「予防接種を取り巻く最近の知見」

講師：日本小児科医会予防接種担当常任理事

及川馨

（島根県出雲市灘分町及川医院院長）

本年４月よりＨＰＶ（子宮頸がん）・ヒブ

(Hib)・小児用肺炎球菌ワクチンが定期接種

化され、予|坊接種に対する関心が高まってお

ります。このような時期に講演の機会をいた

だき、岩手県小児科医会会員の先生方に感謝

いたします。

今回は、定期接種化のワクチンに係らず、是

非ご紹介したいワクチンの最新の知見を含め

た話題を紹介させていただきます。以下がそ

の内容の要約となります。

１有害事象と副反応

予防接種後副反応報告制度では、ワクチン

と因果関係が無いものや報告基準から外れた

ものなども全て記載されており、報告された

有害事象がすべて副反応であるとの誤解を生

む。予防接種リスクマネジメント委員会（日

本小児科医会会長諮問委員会）では岐阜での

日本脳炎接種後の死亡例を教訓にして、今後

医会会員に予防接種後の事故で適切な対応が

とれるような体制を構築していく。

２風疹

・2013年の曰本での風疹の流行の状況と対策。

・風しんの免疫を持たない年齢層：２０～３０

代の男性が問題。

・感受性者への接種の勧奨、ワクチンの増

産など先天性風疹症候群対策が必要。
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３□夕.□タウイルスと腸重信の関連

・因果関係が確立しているのはアデノウイ

ルスだけであり、曰本では腸重積が疑わ

れる場合はすぐに受診するので、海外ほ

ど問題にはならないのではないか。

・２種類のロタウイルスワクチンの比較。

４ポリオ・不活化ワクチン情報とスケジュール

５麻疹・曰本の新たな排除目標

平成27年度までにＷＨＯの排除認定を受け、

その後も排除を維持すること。

６Ｂ型肝炎

①出生後の父子感染、②水平感染、③輸入

ウイルスで大人の水平感染、④denovo肝炎

の問題を示し、ユニバーサルワクチネーショ

ンの必要性を提示。
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ンポジウムが行われました。パネリストの前

多治雄先生からは発達障害といじめについ

て、盛岡市立松園中学校工藤寿夫先生から

は学校現場でのいじめについて、盛岡市ＰＴ

Ａ連合会上野理恵子会長からはいじめと家

庭教育について、それぞれご講演を頂きまし

た。引き続き、会場全体で討論を行いました。

会場は満席で「いじめ」への関心の高さがう

かがわれ、活発な意見交換が行われました。

２時間半のシンポジウムは盛会のうちに終了

致しました。

（文責石川健）

十十十十十十十十十十十十十十十十÷十十

童平成24年度こどもの健康週間関連事業掌
十「こどもの健康ﾌｫｰﾗﾑ」章。◇◇

曰時：平成24年10月１８曰（木）
◇ｒ

会場：いわて情報交流センター
十

十。←アイーナ（盛岡）
÷十
十十十十十÷十十十十十十十十十十十十十

曰本小児科学会は毎年10月の１週間を「こ

どもの健康週間」と定め、キャンペーン活動

を展開しています。これは「こどもの健康と

は何か」「健やかな成長とは何か」を問題提

起し、広くこどもの健康について関心を高め

るための活動です。平成24年度は10月７円

（日）～14曰（曰）を「こどもの健康週間」

と定め、この前後にｎ本小児科学会の各地方

会が主体となり、こどもの健康相談などの一

般の方々に向けた行事が開催されました。日

本小児科学会岩手地方会でも、下記の内容で

｢こどもの健康フォーラム」を開催致しまし

た。

平成24年度の「こどもの健康フォーラム」

は平成24年10月18日（木）に、いわて｣情報交

流センターアイーナで、盛岡市PTA連合会

の共催、岩手県医師会、岩手県県央保健所、

岩手県教育委員会の後援で開催されました。

テーマは『いじめを考える：いじめのない

学校にするには」で、シンポジウム形式で行

われました。はじめに、こどもの健康フォー

ラム実行委員長の岩手医科大学小児科学講座

千田勝一教授から開会のご挨拶を頂いたあ

と、基調講演として盛岡市教育委員会伊藤

茂美先生に盛岡市のいじめの実態調査につ

いてお話を頂きました。その後、岩手県立中

央病院小児科前多治雄医療研修部長と、も

りおかこども病院米沢俊一院長を座長にシ

十十÷十十・;｡十十・:。十十十十十十十十十十

重第130回Ｂ本小児科学会章
÷ 岩手地方会÷

f二薑j鮒翫±館,盛岡,寡
十

十÷十十十十十十十十十十十十十十十十十

特別講演

｢小児科領域におけるゲノム医療」

東京女子医科大学統合医科学研究所

山本俊至准教授

受賞講演（曰本てんかん学会最優秀論文賞）

｢脳室周囲白質軟化症における点頭てんかん

の発症予測因子」

岩手医科大学小児科学講座

曽我菜海助教

帰朝講演

｢小児病院で経験できたこと」

岩手医科大学小児科学講座

和田泰格助教

２０岩手県小児科医会報第84号



11）肺動脈閉鎖を伴う総肺静脈還流異常症の

診断

外舘玄一朗、他

（岩手医科大学小児科）

12）当科における周産期医療連携について

村上洋一、他

（北上済生会病院小児科）

13）当科における重篤小児患者の動向

石川健、他

（岩手医科大学小児科）

一般演題

１）マイク□アレイ染色体検査で診断に至っ

たjuvenilepolyposisofinfancyの症例

塩畑催、他

（岩手医科大学小児科）

２）側頭葉てんかん疑いで紹介されたインス

リノーマの15歳女子

亀井淳、他

（岩手医科大学小児科）

３）ジャカイモのソラニン、チャコニンが原

因と考えられる集団食中毒の事例報告

佐々木敦美、他

（岩手県立大船渡病院小児科）

４）再発を認めた大腿骨骨髄炎の１１列

曽我菜海、他

（北上済生会病院小児科）

５）一過性の肺炎と蚊アレルギーを認めた好

酸球増加症候群の５歳男児|列

昆能元、他

（岩手県立中央病院小児科）

６）平成24年上半期当科にて経験した百曰咳

３１列の検討

遠藤泰史、他

（博愛会一関病院小児科）

７）低力価寒冷凝集素症の１１列

越前屋竹寅、他

（岩手県立中部病院小児科）

８）有痛性リンパ節腫脹で発症した悪性リン

パ踵の症例

浅見麻耶、他

（岩手医科大学小児科）

９）特発性若年性関節炎の治療

遠藤幹也、他

（岩手医科大学小児科）

10）完全大血管転位症術後の遠隔期に冠動脈

バイパス術を施行した症例

遠藤正宏、他

（岩手医科大学小児科）

今回の特別講演はいよいよゲノム医療関連

の講演であった。1990年にヒトゲノム計画が

着手され2003年に全解読が終了すると、医療

の現場にも変化が現れはじめた。今まで「症

候群」としてくくられていた疾患群がより正

確な染色体や遺伝子異常として認識され、疾

患概念や分類が再検討されるようになったの

である。今まで目視的に検者によって行われ

てきた染色体検査も、最近では多数のＤＮＡ

チップを用いたマイクロアレイ法によってデ

ジタル化し、網羅的に微細な欠失や重複を検

出できるようになった。演者の山本先生は小

児神経医であるがこの領域の第一人者で、マ

イクロアレイ染色体検査を用い精力的に研究

をなさっている。先生はこれまで、病因が不

明であった先天異常や発達障害児の染色体や

遺伝子の責任領域をいくつか解明された。ま

た最近では患者の血液細胞をiPS細胞にして

研究に応用しているという。また、従来の染

色体G-band法では分からなかった染色体異

常を研究としてではなく、個々の患者の診断

に用いられるよう「ＮＰＯ法人染色体・遺伝

子コンシェルジュ」を東京女子医大内に立ち

上げ、ｌ検体88,000円でマイクロアレイ染色

体検査を行っている。悩んでいる患者さんが

いたら、http://www・zbem-net､nejp/~chr

omosome／にアクセスすることをお勧めす

る。
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受賞講演は岩手医大小児科曽我先生の講

演で、内容は本学会で以前発表されたもので

ある。発表の前にご尊父の医師としててんか

ん患者に取り組む姿勢にひかれこの領域に志

を立てたこと、現在の状況などをお話しされ、

取るべくして獲得した賞であることが分かっ

た。

帰朝講演は東京都立小児総合医療センター

で内分泌を３年間勉強ざれ2012年10月から復

帰した和田先生の報告であった。本年７月に

は待望の第１子も生まれ元気に成長している

写真も披露してくれた。今後、岩手の内分泌・

代謝疾患を担っていくホープとして活躍を期

待している。（文責佐々木美香）

成24年度の活動報告、平成25度学校保健・乳

幼児保健計画（案)、予算（案)などについて

協議を行った。

午後１時からは４階ホールで総会が開催さ

れ、幹事会で協議した前述の項目について承

認を得た。

一般演題、話題提供、特別講演は以下のと

おりである。

一般演題

｜整形外科

座長岩手県医師会学校医部会副部会長

山口淑子

１．二戸市における児童運動器検診試行報告

岩手県臨床整形外科医会菅栄一

二戸市学校保健会の事業として、日本学

校保健会制作の「学校の運動器疾患・障害

に対する取り組みの手引き」に従い、平成

２２年より内科検診時に運動器検診試行を行っ

てきた。検診内容とその結果、合わせて学

校と医療機関の連絡票について報告があっ

た。

十十十十十÷＋十十十十十十十十十十●十

章第29回岩手県学校保健．二
学校医大会÷〈１．

$二騨鰯具灘-ﾙｮ盛岡ﾛ：
十十十十十十十十十十十十つ;･十一十十十十÷

Ⅱ精神科

座長岩手県医師会学校医部会副部会長

山口淑子

２．遊びによる心の発達

岩手県精神医会山家健仁

言語によって自分の考えや感'情を十分に

表現できない子どもたちに対して、遊びを

主な表現、コミュニケーションの手段とす

る心理療法として「プレイセラピー」があ

る。今回人災や自然災害によって深刻なト

ラウマをうけた子供たちに遊びを通して癒

しと力を与えるためにアメリカで開始され

た「プロジェクト・ジョイ」について紹介

し、遊びを通した被災地の子供たちの心の

ケアについて報告があった。

１月20曰（日）午前１０時より岩手県医師会

館4階ホールで開催された。石川育成岩手県

医師会長の挨拶、菅野洋樹岩手県教育長の祝

辞に引き続き、一般演題10題が発表され、そ

れぞれについて活発な討論が行われた。

正午に第２回学校医部会幹事会が行われ、平
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日本耳鼻咽喉科学会岩手県地方部会

小岩哲夫

鼻すすり型耳管開放症は耳管開放症の類

似病態である。両者は時間がゆるい（時間

閉鎖障害）ということで共通した病態であ

るが、比較的最近まで認識が十分でなかっ

た。患者本人の訴えや自覚が少ない小学生

ではさらに診断がつきにくいと考えられる。

今回、惨出性中耳炎の診断で治療していた

小学生の鼻すすりをやめるよう指導したと

ころ、鼓膜の内陥が改善した小学生の２症

例について報告があった。

Ⅲ産婦人科

座長岩手県医師会学校保健担当常任理事

吉田耕太郎

３．学校における思舂期教育に対するいわて

思舂期研究会のアブ□－チ

岩手県立二戸高等看護学院副学院長

奥寺三枝子

（岩手県産婦人科･医会推薦）

いわて思春期研究会は、岩手県で思春期

保健に携わる人たちの』情報交換や学習活動、

ネットワークの確立強化、一般の方々への

’情報、思春期保健に関する調査･研究、講

師派遣などを行っている。設立までの緑過

と果たす役割、学校における思春期教育に

対する「いわて思春期研究会」からのアプ

ローチについて報告があった。

V｜眼科

座長岩手県医師会学校医部会副部会長

谷藤泰寛

６．幼稚園・保育園の保護者へ無料啓発紙配

布の効果としての弱視受診者の増加

岩手県眼科医会鈴木武敏

２年程前から、無料の医療啓発紙を作製

し、奥州市内の幼稚園・保育園の保護者に

配布してみた。その啓発効果を推測するた

めに、配布前後における弱視による受診者

を比較して見た。幼稚園・保育園の保護者

への情報紙の配布が非常に有効な啓発活動

であると報告があった。

|Ｖ皮膚科

座長岩手県皮盧科医会会長森康記

４紫外線と皮盧－皮盧の老化と皮盧がん、

紫外線との危険な関係一

岩手県皮盧科医会小野寺英恵

近年、高齢化社会や環境汚染などの影響

により、皮盧がんは増加の一途をたどって

おり、日本も例外ではない。一方で、ｎ本

は欧米諸国に比べて紫外線についての知識

が少なく、紫外線防御に対する認識が低い。

幼小児期からの適切な紫外線防御は、将来

における皮盧rの老化や、皮1言がんの発生率

を低下させる効果があると考えられており、

保育所や幼稚園、学校での紫外線対策は重

要である。紫外線の皮盧に対する作用を説

明し、紫外線が原因で発症する皮盧がんや、

紫外線対策について報告があった。

7．中学校におけるコンタクトレンズ利用者

への保健指導

～危機意識を高めさせる指導の取り組み

を通して～

岩手県学校保健会養護教諭部会

岩崎紀子、他

運動'1寺や学習時のみにコンタクトレンズ

を利用する生徒が多いが、中学生の１日の

生活リズムをみると、日々の学校生活や部

活動の忙しさに追われ、手入れを怠ったり

起床から就寝時刻までコンタクトレンズを

つけっぱなしだったりする傾向の生徒も見

Ｖ耳鼻咽喉科

座長岩手県医師会学校医部会副部会長

齋藤達雄

５．舅すすり型耳管開放症の２１列
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られる。そこで、生徒一人一人の生活スタ

イルに合わせた指導を工夫した取り組みに

ついて報告があった。

診療に携わる医師に情報提,供することがで

き外来対応がスムースになった。また、心

身症として受診に至る要因は、学校環境の

問題や家族関係の変化や複雑さ、転居等の

環境の変化が絡み合い、それらがこどもの

心に大きく影響していることについて報告

があった。

Ⅵ｜内科・小児科

座長岩手県小児科医会会長三浦義孝

８．小学６年生への授業『脳と心を育てる～

体内時計を24時間リズムに合わせよう～」

岩手県小児科医会内田瑛子

脳の前頭葉を中心とする出力と、手で触

れたり胸に抱いたりした時に、その入力が

脳のどの辺になるかを、実践してもらう授

業を劇を通じて行っている。体内時計を２４

時間リズムに合わせることが成長にいかに

大事か、ゲームの見過ごせない問題点及び

脳と心を育てるのに運動がいかに大事か生

徒が気づくことに大切さについて報告があっ

た。

話題提供

｢学校安全に関する|胄報の提供について～独

立行政法人曰本スポーツ振興センターの災害

給付状況より～』

岩手県医師会学校医部会副部会長

山口淑子

独立行政法人日本スポーツ振興センター

(JapanSportCouncil)は、スポーツの振

興と児童生徒等の健康の保持増進を図り、もっ

て国民の心身の健全な発達に寄与することを

目的として設置されており、災害共済給付業

務及び学校安全支援業務を行なっている。加

入者は全国の小学校、中学校、高等学校、高

等専門学校、幼稚園、保育所の子ども達であ

り、加入者数は少子化の影響で年々減少して

いる。このうち、小、中、高等学校だけをみる

と、平成23年度に災害給付した発生件数は全

国で医療費24万４千人、障害見舞金給付件数

は373件、死亡見舞金給付件数は75件であっ

た。岩手県ではそれぞれ、9956件、８件、３件

であった。また災害発生場所別件数でみると、

小学生は遊びや体育の授業での発生が多いが、

中学化・高校生ではクラブ活動、体外試合で

の発生件数が多い。次に負傷の種類でみると

全国も岩手県もそして小・中・高校生とも同じ

傾向で１番、２番の差は殆んどなく挫傷・打撲

と骨折であり、３番目が捻挫であった。心臓

検診の充実により心疾患、不整脈の早期発見、

対処により心臓死が減少したのに対し、熱中

症のような環境現象が死亡につながっている

ことがうかがわれるデータであると考える。

9.2012年．１月～４月・当院におけるイン

フルエンザ感染症.

特に抗インフルエンザウイルス斉Ｉ''ペラ

ミビル水和物注射液'，の使用経験について

岩手県小児科医会上原充郎

インフルエンザの治療はタミフル、リレ

ンザ、イナビルなどが主流であったが、今

回新たに開発された''ペラミビル水和物注

射液､を使用することによって、インフル

エンザの病期をより短くできることを経験

について報告があった。

10．当院での心身症外来受診相談の状況

一初診時の電話受付業務を担当して－

もりおかこども病院看護部長

鶴端チエ、他

（岩手県小児科医会推薦）

これまで不特定の職員で対応していた心

身症外来予約担当を専任の看護師にしたこ

とにより、初診時の動機やＨ的を、事前に
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２．震災後の発達障がい児・者の変化：家族

向けアンケートから

長葭康紀、他

（岩手県立療育センター）

３．震災後の発達陣がい児・者支援の課題：

支援者向けアンケートから

長葭康紀、他

（岩手県立療育センター）

４プレイルームを利用する惠児家族の現状

と課題

吉田綾子、他

（岩手医科大学小児科病棟）

５．病児保育所の問題点

葛西良子、他

（岩手愛児会・病児保育所たんぽぽ）

６．５歳児発達支援事業5年間を振り返って：

親子支援の契機の視点から

中里早苗

（軽米町健康福祉課）

７．小児肥満治療における指導内容の充実：

他職種間での協働と連携の強化

舟山弥生、他

（川久保病院小児科外来）

８．行政栄養士が保育現場で栄養指導を行う

ことでコント□－ルが改善したフェニル

ケトン尿症の１１列

田村順子、他

（八幡平市役所健康福祉課）

９．脳出血術後、４か月で独歩を獲得した１１列

中村久江、他

（岩手県立療育センター）

10．陣がい者乗馬を経験した脳性まひの１１列

風祭総子、他

（岩手県立療育センター）

11．股関節脱臼ハイリスク児に対する早期脱

臼予防の試み

北川由佳、他

（岩手県立療育センター）

特別講演

座長岩手県医師会学校医部会部会長

岩動孝

｢児童生徒のスポーツ障害・運動器の障害を

防ぐために』

講師東京大学政策ビジョン研究センター

武藤芳照教授

教育からスポーツ、そして学校保健につい

て幅広い内容での講演であった。これからの

学校検診では、運動器検診も非常に重要であ

ることを教わり、整形外科医との連携のもと

進めていかなければならないと考えた。

Ｔ“

霞

(特別講演武藤芳照教授）

(文責山ｕ淑子）

十十十十÷十十十十十十十,十十十十十十十

章第5,回岩手県小児保健学会章
÷十
十曰時：平成25年２月２曰（±） 十
十会場：いわて県民情報交流センター（盛岡）十
十十
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

一般演題

１．支援を必要とする子ども達の震災時実態

調査

田中房恵、他

（岩手県立大船渡病院）
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÷十十十十十十十二参十十十十十十十十十十

章第４う回岩手周産期研究会寡
÷十
十曰時：平成25年３月16曰（±）十
十会場：ホテルルイズ（盛岡）十
十÷
÷＋÷十十十÷十十十十十十十十十十十÷

特別講演

「CTGの読み方と脳性麻瘻について」

講演者：池田智明

（三重大学産婦人科教授）

12．乳幼児の結核接触者健診の問題点

小西峯生

（葛巻病院小児科）

13．脳室周囲白質軟化症児における学齢期の

自尊心評価

内出希、他

（岩手医科大学小児科）

第26回若生實

受賞者藤村

高山

裕子

忍

保健師

保健師

一般演題：９題

１）｢当院における羊水過多症１列の臨床的検討」

塩畑健、他

（岩手医科大学小児科）

２）｢新生児状態適応型パスシステムによる管理」

大津修、他

（岩手県立大船渡病院小児科）

３）｢肺静脈閉塞を伴う総肺静脈還流異常症の

診断」

外舘玄一朗、他

（岩手医科大学小児科）

４）｢母児間輸血症||昊群の11列」

千田英之、他

（岩手県立宮古病院産婦人科）

５）「巨大胎盤血腫（Breus,mole）が原因と

考えられた子宮内胎児発育遅延の３１列」

村上一行、他

（岩手医科大学産婦人科）

６）｢当院における18trisomyの出生前診断・

母児管理の現状」

金杉知宣、他

（岩手医科大学産婦人科）

７）｢妊娠時からの虐待予防に向けて

－岩手県全体で取り組む妊産婦メンタル

ヘルス支援一」

秋元義弘、他

（岩手県産婦人科医会）

特別講演

演題：「小児在宅医療実技講習会とその構想」

演者：江原伯陽

（エバラこどもクリニック院長、

兵庫県小児科医会副会長）

最近、在宅医療に関心がもたれているが、

訪問診療の教育機会がない。昨年、小児科医

を対象に在宅医療の実技講習会を行った。今

後、中核病院小児科･や地域小児科センターに

はレスパイト入院の受け入れを期待し、地域

の小児科診療所には訪問診療を行ってもらう

のが理想である。そのために双方の技術向上

と退院前からの｣情報共有が重要である。上記

内容を北米での実例を紹介しながらご講演い

ただいた。（文責和田泰格）
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8）「□－リスク分娩（経膣分娩）と出生児の

状態―特にI齊帯動脈ｐＨ，ＢＥが低かっ

た症例の検討一」

ＩｌＬｉ島光茂

（医療法人緑生会西島産婦人科医院）

9）｢分娩||期における胎児機能不全に母体へ

の炭酸水素ナトリウム投与は影響を与え

るのか」

葛西真山美、他

（岩手県立中央病院産婦人科）

普及するまでにはいたってないようである。

また、管理指針の有用』性に関して検討した結

果、緊急帝〒切開率や吸引分娩率を上昇させ

ず、Ｉ齊帯動脈IiHのアシドーシスを有意に減少

させるなど、本祁でのガイドラインが有用だっ

たことを詳細に解説していただいた。

(文責松本敦）

特別講演は分娩監視モニタリングである胎

児心拍数陣痛図（CTG）に関するものであっ

た。ＣＴＧは発明から半世紀を経ているが、

現在わが国での分娩のほぼ100％で使用され

ており、もっとも普及した産婦人科診療の検

査法であると同時に、同じく近年画期的に進

歩を遂げている超音波検査と共に、妊娠・分

娩管翻において臨床で実用しうる数少ない検

査方法である。その他、胎児心電図や胎児心

磁図などの研究・開発がすすんではいるが、

まだ実用化にはいたっていない。しかし、Ｃ

ＴＧの評価とそれに対する臨床的対応に関し

ては、世界的にみてもいまだに標準化された

ものはなく、モニタの判別と対応には苦慮し

ているのが現状である。今回は、今世紀に入っ

て欧米各国で相次いで発行されたガイドライ

ンに引き続いて2008年に我が国でも学会から

提案されたＣＴＧを用いた分娩時胎児管理指

針についてと、その再現性、妥当'性、有効』性

の検証について講演いただいた。管理指針に

ついては、基線細変動、基線および一過』除徐

脈の３要素の組み合わせから５つのレベルに

分類し、それぞれの標準的対応、処置につい

て解説していただいた。また基線細変動の判

読は主観的な要素が強く、ＣＴＧ判読のコン

ピュータ化への取り組みを行い、現在市販さ

れるにいたった経緯についてもお話いただい

たが、まだ改善の余地があるとのことで広く
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第13回岩手県小児科三者協議会議事録

曰時：平成25年６月１３曰（木）１９時

出席者：三者協議会会員（敬称略、順不同）

岩手県小児科連絡協議会会長

曰本小児科学会岩手地方会会長

岩手県小児保健学会会長

岩手県小児科医会会長

理事

事務局

盲幼会会長

岩手県医師会理事

岩手県立中央病院三上仁

もりおかこども病院米沢俊一

場所：北ホテル

野
田
田
浦
林
林
浦
□

菅
千
千
一
一
一
小
小
一
一
一
山

恒治

勝一事務局古Ⅱ|ひろみ

勝一事務局和田泰格

義孝副会長臼井由紀子、根本薫

有一、三上仁、米沢俊一、山口淑子

有一

義孝畠Ⅲ会長米沢俊一、小山耕大郎

淑子

報告事項 (よ札幌で開催予定である。例年学術集会は４

月中旬に開催している。札幌は４月中旬では

まだ寒く、５月になれば早春の景色となり参

加者の増加を望めるため５月の開催案が承(認

された（資料配布)。

日時：平成28年５月13曰(金)～１５，（日）

会頭：堤裕幸（札幌医科大学）

場所：ロイトン札幌

（札幌市中央区北１条西11丁.Ｈ）

および

ホテルさっぼろ芸文館

（札幌市中央区北１条12丁目)を予定

１．風疹ワクチンについて

去年から関東、近畿地方での風疹の報告数

が増えている。これを受けて、県は６月、市

町村が行う成人への風疹予防接種助成の一部

を負担する方針を固めた（資料配布)。

２．母子家庭の母および父子家庭の父の就業

の支援に関する特別措置法について

平成25年３月１日に施行された「母子家庭

の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する

特別措置法」に基づき、国は地方公共団体に

対し優先的に雇用するなど就業促進の協力を

要請することとした（資料配布)。 ５．小児科専門医関連

小児科専門医試験の症例要約について、２０

１７年度の試験から分野別に作成した指定疾患

を含むことになった。指定疾患については20

13年中に発表し、告示する予定である（資料

配布)。

３．母子感染対策について

風疹ウイルス、サイトメガロウイルス、Ｂ

型肝炎ウイルス、トキソプラズマによる母子

感染に関する啓発を目的に、日本周産期・新

生児医学会は「赤ちゃんとお母さんの感染予

防対策５か条」をまとめた（資料配布)。 ６．第25回曰本小児科医会総会フォーラム

第251LIlLI本小児科医会総会フォーラムが、

平成26年６月１４日（士)、１５曰（日）に盛岡

で開催される。

（文責古川ひろみ）

４．第119回曰本小児科学会学術集会の開催

時期について

2016年の第119回日本小児科学会学術集会
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被災地応援：会員の出動状況報告

陸前高田市乳幼児健診

１歳６カ月健診 ３歳児健診

二言村上淳子（北上）

＝言ハロ・徹（岩手）

五味郁子（奥2０１３

岩手県医師会高田仮設診療所

村井かほり(奥'Ｍ）

金濱誠已（盛岡）

￣甫義孝（盛岡） 石橋春美（北上）

藤井裕（石手）

金濱誠已（盛岡）

菅原久江（奥ｿ）

鈴木徹郎（一関）

山口淑子（岩手）

鈴木徹郎（割

村田厚（盛岡）

伊東亮助（北上）

山田わか子(右手）
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鱗ｉｉｉ鱗ilillliiiiii灘 ;ｉｉ灘灘灘鰄口熱蕊蕊懲il蕊i鰯!：
;iiilHiiliiii:lljiiH鰯鱗 村井かほり(奥州）

灘■:iiiiiijiiiiiiill蝋iiii1iii 吉田信一(盛岡） 金濱誠己(盛岡） 山口淑子(岩手） 本多聡(－関）

ｌｉｌｉ鱗！;蝋ｉｌｌｉ鍵 根本薫(北上） 三浦義孝(盛岡） 川嶋治(花巻） 石橋春美(北上）

鱒iliiiiiiiliilliiiiii1l1ｌｉｌ鍵 板倉紀子(奥州） 村上淳子(北上） 山口淑子（岩手） 藤井裕(岩手）

灘灘iiiiii灘： 臼井由紀子(盛岡） 三浦義孝(盛岡） 鈴木徹郎（一関）

ｉ鵜!;iI:iii;ilii1l;;蝋(;ｉｌｉｌ 鈴木一彦(岩手） 金濱誠己（盛岡） 山口淑子(岩手）

i;:|灘jiiiiii;ii鱗;！ 吉田信一（盛岡） 三浦義孝(盛岡） 小野寺典夫(北上）

iiiii:i:iiiilii鱗iiiii灘聿Ｉ 加藤卓(一関） 中辻幸恵(盛岡） 蒔苗剛（盛岡）

鶴灘iiiiiiii灘： 和田博泰(盛岡） 森田友明（盛岡） 鈴木徹郎（一関） )||嶋治(花巻）
’ｺﾁ．￣

辮琳
譲鍛
謹鍵ｉ 鰯k鶏j鱸iii鑿i;'1'１ 板倉紀子(奥州） 伊東亮助(北上） 石橋春美(北上）

:;liil鱗ijiiiiiiiliiliii鱗;|： 臼井由紀子(盛岡） 金濱誠己（盛岡） 高砂子祐平(盛岡） 大沼一夫(花巻）

篝iii蝋繍鍵 村田淳(盛岡） 菅原久江(奥州） 田金順弘(紫波）

鍵;iili;iiiilljfiiiiiiiii1l1l1ii鍵 藤井裕(岩手） 鈴木徹部(一関） 本多聡(一関）

llii;iiilii1lli灘iilliiijili鱗！ 小林有一(盛岡） 三浦義孝(盛岡） 山口淑子（岩手）

鈴木一彦（岩手） 金濱誠已（盛岡） 板倉紀子(奥州）

１１iiiiiliiIii1ii灘iiiii1i鱗 根本薫(北上） 佐藤陽子(盛岡） )||嶋治(花巻）

藍鰄繍iimj11i1j鑿:iiiii鑿； 三浦義孝(盛岡） 森田友明（盛岡） 山田わか子(岩手）

il1i灘iiii1miiiil1ilii鱗iｉｉ 臼井由紀子(盛岡） 金濱誠已(盛岡） 鈴木徹郎（一関） 本多聡(一関）

i蝋;lliiiiii1iiii11i1li;｝灘： 石橋春美(北上） 村井かほり(奥州） 高橋肇(花巻）

蝋i蝋iilii灘！ 藤井裕(岩手） 中辻幸恵(盛岡） 吉田信一(盛岡）

'1鱗;iiiilji1j1illiiliii;|;蝋 菅野恒治(盛岡） 伊東亮助（北上） 田金||漬弘(紫波）

蝋蝋|iii灘;！ 菅原久江(奥州） 高砂子祐平(盛岡） 板倉紀子(奥州）

iii111iilijii1lj;lilil1lillliil鱗;lii;！ 和田博泰(盛岡） 小野寺典夫(北上）

iiiiliiiijliiliiil1灘i綴！ 鈴木一彦(岩手） 三浦義孝（盛岡） 村田淳(盛岡）

Iiijiiiiii1i鰯i鰯liiljlii1 加藤卓(一関） 金濱誠己(盛岡） )||嶋治(花巻）

灘蕊;:;iiiiiiiii鱗！ 根本薫（北上） 吉田研一（盛岡） 田金順弘（紫波）

:鰯繍jiii鱗！;ii1増 三浦義孝(盛岡） 中辻幸恵(盛岡） 伊東亮助（北上） 藤井裕(岩手）

臼井由紀子(盛岡） 本多聡(一関）

ii1il;Iiiiliii灘iiiiii鱗i;１ 山口淑子(岩手） 三浦義孝（盛岡） 山田わか子(岩手）

iilill1ii:iii蝋jiiiiililii;ii鍵 菅野'|亘治(盛岡） 金濱誠已(盛岡）

1鱗ii1i;iii:i:iiiiiii;iiiiiiii鱗11： 和田溥泰（盛岡） 三浦義孝(盛岡）



岩手県医師会高田診療所
開設経緯と利用状況、今後の応援態勢について

開設経緯

平成23年３月11曰の東曰本大震災そして大

津波により、陸前高田市に大きな被害がもた

らされた。医療機関においても岩手県立高田

病院を始めとし８医療機関が流失し、気仙医

師会武田健会長、村上靜一副会長がお亡く

なりになり、石塚晴夫理事は今だ行方不明と

なっている。そして県立高田病院、鵜浦医院、

鳥羽医院、国保広田診療所が仮設診療所を開

設し診療をはじめたものの陸前高田市全体の

医療に関しては不足といわざるをえない。こ

れは岩手県、陸前高田市当局も考えているも

のの、開設運営する力が出てこないのが現状

であった。高田病院が米崎地区に移転し、ま

た日本赤十字社の撤退も間近にせまり、この

地に改めて診療施設を開設する必要が生じ、

岩手県、陸前高田市から岩手県医師会に強い

要請があった。日本医師会からのトレーラー

ハウス２台、及び県庁プレハブ１台の設置許

可も下り、上下水道敷設工事、地盤安定工事、

電気工事等を行い７月21日大船渡保健所長か

ら開設許可がおりた。そして７月26曰岩手県

知事から岩手県医師会長へ正式に仮設診療所

の管理・運営が依頼されスタートした。

曰曜曰１１時から16時

祝祭曰、年末年始、お盆は休診

臨時職員の雇用その他

経費については岩手県の事業として予算化、

派遣医師等はＪＭＡＴ岩手で出動、基本は肋

骨対応で北上医師会、奥州市医師会、一関市

医師会があたる。小児科、耳鼻咽喉科、眼科、

皮蘆科、泌尿器科等医師の不足している診療

科については各診療部会に県医師会長からの

依頼にて応援を行う。

その後、曰本心療内科学会の支援を得て心

療内科が加わり、また九州大学特任教授吉田

敬子先生のご助力による「こどもの心のケア

診療室」も加わり全科|順調に運営している。

利用状況

開所後、平成25年３月までの患者数の表

(表１）をお示しします。

来院患者数はのべ11,223名、小児科は23～

70名で､基本診察曰は水､木､士､曰曜曰、小児

科の患者はコンスタントに来所しています。

今後の応援態勢について

曜曰別受診患者数のグラフを(図１）にお示し

しますが、水曜日、木曜日の受診は多くない

こと、陸前高田市の医療機関が着実に復興に

向かっていることより、開所２年を迎える平

成25年８月より、士、日、祝日の診療とする

開設形態：岩手県医師会で運営する仮設診療所

名称：岩手県医師会高田診療所

開設者：岩手県医師会会長石川育成

管理者：気仙医師会会長代理大津定子

開設場所：陸前高田市立第一中学校内

診療開始曰：平成23年８月７曰

診療科：可能な限り全科を網羅する

（支援に行く医師によって、診療

科は曰替わり）

診療曰：水曜曰、木曜日、土曜日、日曜曰

診療時間：水、木、土曜曰15時から18時

こととし、６月の岩手県医師会定例理事会で

承認を得、郡市医師会長会議でも報告しまし

た。小児科医会の先生方には大変お世話になっ

ており、開設者の石川育成会長、運営にあた

る常任理事、事務職員共々感謝しております。

今後とも岩手県医師会高田診療所への診療

支援を、切にお願いする次第です。

（文責山口淑子）
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表１開所後、平成25年３月までの患者数

※心療内科は平成23年10月１５日診療開始

※子どもの心のケアは平成24年７月７日診療開始

※皮膚科遠隔診療は平成24年７月１８日診療開始

曜曰別受診患者数図１

0人，

'１[団祝日(6)
人,１

土,27.7人，
１７％

日７９．７

５１％

＊肺炎球菌ワクチン･予防接種患者数除く

岩手県小児科医会報第84号３１

平成23年

8月 9月 1０月 1１月 1２月

平成24年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1０月 11月 1２月 1月 2月 3月
合計

内科系 5８ 7０ 1４１ 1０９ 1２５ 9４ 8４ 8５ 1１０ 4３ 6２ 8３ 5７ 6４ 8７ 1０２ 7８ 9５ 9９ 8３ 1,729

外科系 3６ 3８ 2８ 2８ 1５ ７ 1６ 2４ 1５ 2９ 2９ ９ 6４ 1５ 2４ 1７ 4１ 2７ ７ 1２ 4８１

小児科 5３ 9０ 1３５ 1１１ 1６２ 1０４ 1４７ 1３４ １３８ 1０４ 9０ 8５ 1０１ 9８ 1３８ 1３３ 1６０ 1３２ 1３８ 1１７ 2,370

耳鼻咽喉科 2０ 5６ 5６ 4４ 3７ 5６ 6４ 6６ 9２ 5５ 5６ 7０ 3７ 5５ 5２ 4５ 3３ 4４ 5３ 9３ 1,084

眼科 3６ 5０ 5１ 4０ 3７ 5４ 5９ 3８ 6６ 4８ 5５ 6０ 5３ 6９ 3１ 4３ 3８ 4２ 5８ 7４ 1,002

皮膚科 ８７ 1３５ 1４３ 8６ 1３５ 1３５ 1２８ 9６ 1２１ 1１６ 1０５ 1７２ 1６９ 203 1１５ 1０４ 1２６ 1１７ 1１４ 1６０ 2,567

泌尿器科 ２ ９ 1０ ８ 1１ 1２ ５ ４ 1２ ８ 1０ 1１ 1０ ８ 1４ ２ 1２ ６ ４ ６ 1６４

婦人科 ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４

心療内科 1６ 3３ 3２ 3９ 4３ 5５ 4８ 3９ 4６ 5３ 4４ 5５ 4０ 3９ 4７ 4６ 5４ 5８ 787

予防接種 1２９ 1０９ 1９ １ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ０ 6７ ２１４ 1３８ 2５ ０ ０ 709

高齢者肺炎球菌 6０ 8８ 5２ 3６ 6２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 298

子どもの心のケア ５ ２ ４ ２ ２ ３ ４ ２ ４ 2８

合計 292 452 580 648 751 572 583 564 609 442 453 548 537 ５７１ 570 7０１ 676 538 529 607 11,223
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神経系合併症などの重い合併症が小児と同程度

に生じるため、個人の感染予防に加え、高いワ

クチン接種率などで、早期の麻しん排除が望ま

れる。

百曰せきは大学生を中心としたアウトブレー

クや、感染症発生動|可調査における小児科定点

からの患者は、2008年以降、１５歳以上の患者割

合が多くなっている。思春期や成人での患者の

確定診断による患者把握や、思春期・成人への

百日せきワクチン接穂により、感受性者を減少

させることで流行を抑え、特に重症化しやすい

乳児への感染を防ぐことに大きな意義がある

(文献２）。

近年、思春期・成人のワクチン未接種や接種

歴不明の男,性を中心に、風しんの流行が起こり、

2012年１月～2013年４月までに、８例の先天性

風しん症候群（ＣＲＳ）の児が出生している

(文献３）。現在も流行は収まらず、免疫を保有

しない妊婦の夫、子どもその他の同居家族は積

極的に風しんワクチンを接種し、妊婦への感染

を防いで欲しい。それを促すようにワクチン接

種費用を助成する自治体が増えつつあるのは心

強い。また、最近の麻しん患者やＣＲＳ児を出

生した妊婦の中には海外での感染者も報告され

ている。

このように、思春期・成人に予防接種を行う

ことには、社会活動の制約の回避や重篤な合併

症予防だけでなく、周囲の者への感染防止目的、

流行地への渡航での感染による国内持ち込み防

止など、多くの意義があることを十分に理解す

る必要がある。

はじめに

ワクチン接種はほとんどが乳幼児期から学童

期において予防接種法の下に接種が行われてい

る。そして年長者への予防接種は老人のインフ

ルエンザワクチン接種以外は、予防接種法によ

る接種は存在しない。さらに乳幼児期に「規定

の接種」を済ませていると、その効果は生涯に

わたり持続するとの思いこみがある。最近の年

長者のＶＰＤ（VaccinePreventableDisease：

以下ＶＰＤ）の流行を契機とし、思春期や成人

のＶＰＤ対策の認識が希薄であった事が認識さ

れていた。それを裏付けるが如く2007年の学生

における麻しん流行、2000年頃から思春期や成

人での百日せき罹患の増加、2012年から成人男

性における風しん流行が生じ、１戊人への予防接

種の必要性がしっかりと認識され、その対策が

急務となっている。

日本での思春期・成人のＶＰＤ感染・流行を

受け、そのワクチン接種の必要性とその対策に

ついて、以下に私見を述べる。

思春期・成人ＶＰＤ関連疾患の流行

いわゆる乳幼児期に定期接種を規定の回数を

行えば、その疾病に関する感染防御が一生可能

であるとの思いこみが－部に存在する。しかし

ながら、ワクチンと自然感染による免疫の比較

では、前者が持続｣性の点に於いて劣っていると

考えられる。それにより、思春期や成人でのア

ウトブレークが日本でも報告され、この年代で

のワクチン再接種の必要性が次第に認識されて

きた。曰本でも2007年から思春期、成人を中心

に多く認められた麻しんが流行したが、2008年

から麻しん排除に向けて、乳幼児への２回接種

と中学１年生相当の者、高校３年生相当の者の

２回目のキャッチアップ接種が行われると、２０

１２年には、239人（人口100万対2.32人）で排除

の定義である１未満には達しなかったものの２

回接種の効果が顕著に認められた（文献ｌ）。

思春期や成人の発症においても脳炎などの中枢

思舂期・成人に必要なＶＰＤ対策

2013年の米国の予防接種スケジュールによる

と、１８歳以上に、インフルエンザワクチン（毎

年１回)、成人用ＤＰＴ：Tdapワクチン（18～６４

歳に１回、６５歳以上で１回)、ヒトパピローマ

ウイルスワクチン（思春期に３回基礎免疫)、

帯状萢疹ワクチン（65歳以上で１回)、肺炎球

３２岩手県小児科医会報第84号



菌ワクチン（65歳以上で１１ｆｉＤが勧奨されてい

る（文献４）。

曰本では、2013年４月からヒトパピローマウ

イルスワクチンは思春期の女Ｉ性を対象に法定接

種となり、公費で接種することができるように

なった。しかしながら、高齢者への肺炎球菌ワ

クチンは現時点に於いて任意接種であり、成人

用ＤＰＴ、帯状庖疹ワクチンは曰本で薬事承認

されておらず、早期に開発導入され法定接種化

されることを期待する。

一方で、世界スタンダードとともに、日本に

おける独自の感染症対策も必要と考える。たと

えば、日本脳炎は、小児期に３回、小学４年生

に１回法定接種され、小児や成人への感染者が

激減している。しかし数例ではあるが、毎年高

齢者を中心に患者発生が認められている。成人

から高齢者において、適切な接種年齢や回数な

どを、科学的エビデンスや費用対薑効果も考慮し、

追加接種を検討の遡上に挙げることも必要と考

えられる。

おわりに

今年４月から、予防接種法改正で、予防接種

施策全般について、中長期的な課題設定の下、

科学的な知見に基づき、総合的で'恒常的に評価・

検討を行い、厚生労働大原に提言する機能を有

する「予防接種・ワクチン分科会」が発足した。

予防接種施策が透明性をもって、多くの意見が

採り入れられ、小児へのワクチン接種による感

染症対策に加えて、思春期・成人での感染症対

策も震り込みで議論が進むことを願っている。

なお、感染症対策は国民の健康保持に欠かせな

い重要な対策であり、これらは国レベルによる

公費負担で自治体の財源に左右されない、接種

対象者全てに平等な接種機会が与えられること

も付け加えたい。

謝辞

当論文を終えるに当たり、種々ご指導を戴い

た、宇野信吾氏（一般財団法人化血研）に深

甚なる謝辞を申し上げます。

思舂期・成人のＶＰＤ対策に何が必要か

思春期や成人への接種の必要性を判|新するに

は、しっかりした患者把握や病原体診断が必須

であることは、異論のない事と考えられる。

しかしながら、個人毎に接種の可台を判断す

るには、個人の罹患歴、ワクチン接繩歴、加え

て抗体保有状況を記録する「母子千||辰」の延長

線上に位置し、年齢が長じても記録(1)来る「予

防接種手帳」なるものの導入が必要と考える。

アウトブレークが生じた際には、その記録から

緊急ワクチン接種の要否、２次感染の拡大の程

度など即座に有益な対策への‘情報が得られる。

また、思春期では入学時や就職時、成人では定

期健康診断の際にも「予防接種手帳」を元に、

地域の感染症流行状況を勘案し、必要なワクチ

ン接種を促す機会を設ける事ができると考える。

このように「予防接種手帳」は、感染症対策に

役立つとともに、個人の抗体保有状〃,lを含めた

記録が可視化できることで、個人レベルでの感

染症への理解が深まると考える（文献５）。自

ら予防接種を受け感染症罹患を防止する、各種

検診への動機付けとなり受診率が向上すること

につながればありがたい。さらにはﾈ'二会で感染

症流行を防止するとの意識の高まりを期待した

い。

引用文献

1）ＩＡＳＲＶｏＬ３４ｐ２１－２３：2013年２月号麻疹
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／measles-iasrtpc/l942-tpc396-jhtml
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１７日咳2008～2011年

http://www､nihgojp/niid/ja/pertussis-

m/pertussis-iasrtpc/3001-tpc394-jhtml

3）国立感染症研究所ＨＰトピックス風しん

http://www・nihgojp/niid/ja/rubella-m-

111/2132-rubella-tophtml
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｢老いぼれたクラムボン＝」から

奥小|'|市総合水沢病院半井潔

７年前、初めて妻と二人きりで,憧れのフィレ

ンツェに１週間、そして昨年はミラノ＋ヴェネ

ツィアに同じく１週間滞在しました。この２回

の小旅行では、それまでの旅行代理店任せのグ

ヴォイルに与えられる名称）とまではいかなく

とも、香りが強い高級品を選ぶのがベターです

し、イタリア料理に必須の食材であるアンチョ

ビやケイパーは絶対に輸入物を選ぶべきだと思

います。それに反してこれまたイタリア料理の

主要な食材である千ダラ（バッカラ（塩漬け）

またはストッカフィッソ（塩なし)）は三晩も

水につけてもどす必要がある上に、ガシガシと

した食感でおいしく思えないので、生タラを使っ

てみたら、こちらの方が圧倒的においしい。以

来レシピにバッカラまたはストツカフィッソと

あれば必ず生タラに替えて料理しています。そ

もそもイタリアではクラが獲れないために北欧

から輸入した千ダラを使用せざるを得ないこと

が理lllなので、イタリア人に生タラのうまさを

教えてあげたら悔しがるのではないでしょうか。

毎週イタリア料理のシェフ気取りで台所に立

つ小生にとって残念なのは、ここ奥11,|市では他

ループ旅行とは全く 異質の「食」の世界が待つ

いました。とりわけヴェネツィアでア ドリア

る心地

て

海の海の幸を堪能できた時には天にも昇

がしました。フィレンツェ旅行でかなりディー

プなイタリア料理を味わってからというもの、

毎週末にイタリア料理（と少なくとも自分では

思っている）を作って食べることが小生の最大

のストレス解消になりました。

Antipasto（前菜）・Primopiatto（第一の

Ⅲ。パスタやリゾット）・Secondopiatto（第

二のⅢ。いわゆるメインディッシュ）の３種類

を２時間かけて作り、更に２時間かけて赤ワイ

(当然イタリア産。シチリアのネロ・ダーヴォン

ラ種のブドウから作られたものが小生にはベス

の重要な食材の入手がとても不自由なことで、

例えばヴィテッロ（仔牛肉）は豚ヒレ肉で代用

せざるを得ませんし、ペコリーノチーズ（山羊

乳から作ったチーズ）はパルミジャーノチーズ

で代用とします。カルチョーフィ（アーティチョー

ク）やフィノッキ（フェンネル）も手に入りま

せん。ポルチーニ茸も乾燥ものしか手に入りま

せんし、トリュフに至っては知人に頼んでイタ

リアみやげにしてもらうしか手立てがありませ

ん。東京ならば状況は全然違うだろうに、と切

歯t厄腕することしばしば。

それでも毎週末のみ開店し、小生と家内2名

で満席となる我が家は人呼んで（誰も呼びませ

んが）TrattoriaCrambonoVecchio（老いぼ

れたクラムボン亭)。クラムボンとは我が家の

同居人、もうじき16歳になるアメリカンショー

トヘアの去勢オス猫の名前です。酔狂な方がい

ればお－人様五万円（消費税別）で料理を提供

してみようかなあ゜…（調子に乗るのもいい加

減にしろよ！）

卜）と共に食べ、いつしか酩酊して夢の世界に

入って行きます。夏から秋にかけては庭にテー

ブルを引っ張り出してノーテンキに過ごすこの

土曜の午後から夕方にかけてが小生の至福の時

間です。現在作ることのできるレシピはパスタ

類が約20種、メインディッシュは約30種ですが、

歳と共に肉より魚を素材とすることが多くなっ

ています。料理の基礎を学んでいない私にとっ

ての鬼門は実はDolce（デザート）で、悲しい

かなデザートはほとんどレパートリーがありま

せん。最近お気に入りのメニューは、マグロの

タルタル。昨年ヴェネツィアのリストランテで

食べて感激したものを、舌の記'億によって再現

を試みたもので、生マグロ（解凍ものはダメ）

を細かく刻み、塩・胡椒・オリーヴオイル・バ

ルサミコ酢・レモン汁および醤油を加えて混ぜ

合わせるといういたって簡単なものですが、こ

れが実においしくて、ほぼ隔週の割合で作って

前菜にしています。

ハマるほどに奥深さが実感できるイタリア料

弾ですが、やはり素材が決め手です。オリーヴ

オイルは、ラウデミーオ（最高ランクのオリー
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石川健先生 古川ひろみ先生

出身：岩手県

所属：岩手医科大学小児科学講応

略歴：

平成３年曰本大学医学部卒業

平成３年岩手医科大学小児科学講座入局、

岩手医科大学大学院入学

平成７年岩手医科大学大学院卒業

平成７年岩手県立久慈病院勤務

平成12年岩手県立久慈病院退職

岩手医大学小児科学講座助手

平成18年岩手医科大学小児科学講座嘱託講師

平成19年メルボルン大学

ハワード・フローリー研究所留学

平成22年帰任、岩手医科大学小児科学講座

特任講師

出身：秋田県

所属：岩手医科大学小児科学講座

略歴：

平成17年３月岩手医科大学卒業

平成17年４月岩手県立大船渡病院で初期研修

平成19年４月岩手医科大学小児科学講座入局

腎臓グループに所属しています。よろしく

お願いいたします。

岩手の子どもたちのために少しでも役に

立てるように、働いていきたいと思っており

ます。
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浮津真弓先生 草野修司先生

出身：宮城県石巻市

所属：岩手医科大学小児科学講座

略歴：

平成18年岩手医科大学卒業

平成18年岩手県立大船渡病院にて初期臨床研修

平成20年岩手医科大学小児科学講座入局、

岩手医科大学大学院入学

平成24年岩手医科大学大学院卒業

岩手医科大学小児科学講座

消化器グループ

出身：北海道

所属：岩手医科大学小児科学講座

略歴：

平成21年岩手医科大学卒業

平成21年岩手医科大学附属病院で初期研修

平成23年岩手医科大学小児科学講座入局

平成25年北上済生会病院小児科に勤務中

趣味：サッカー

新且三児科医を目指して修行中です。まだま

だ未熟ですが誠心誠意頑張りますので、ご支

援ご鞭燵のほどよろしくお願いいたします。小児科に入局して６年がたちました。様々

な疾患に、日々悩み、勉強しながらの毎日で

す。今後もより一層頑張っていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

３６岩手県小児科医会報第84号



松下翔子先生 那須友里恵先生

朋身：北海道札幌市

所属：岩手医科大学小児科学講座

略歴：

平成20年３月岩手医科大学卒業

平成20年４月岩手医科大学臨床研修センター

初期研修医

平成22年４月岩手医科大学小児科学講座

大学院生

平成24年４月岩手医科大学小児科学講座

専門研修医

出身：岩手県奥州市

所属：岩手医科大学小児科学講座

略歴：

平成21年岩手医科大学卒業

平成21年岩手県立胆沢病院初期研修医

平成23年岩手県立磐井病院小児科後期研修医

平成24年岩手医科大学小児科学講座専門研修医

小児科医として働き始めて３年目になりま

した。大変なことも多いですが、自分なりに

精一杯やっていきたいと思っています。皆様

これからも御指導宜しくお願い致します。現在は血液腫瘍分野を中心に勉強させてい

ただいています。まだまだ小児科医としても

人間としても未熟であり、時には心が折れそ

うになる毎曰ですが、周りの先輩後輩、スタッ

フに支えてもらいながら仕事をしています。

また、患者さんたちから学ぶことも多く、一

人一人の患者とその家族に誠実に接し、経験

していきながら成長したいと思っています。

今後とも宜しくお願い致します。
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水間加奈子先生塩畑健先生

出身：岩手県宮古市

所属：岩手県立宮占病院

略歴：

平成20年３月岩手医科大学卒業

平成20年４月岩手県立磐井病院

（初期研修、後期研修）

平)成24年４月岩手医科大学小児科学講座

（専門研修医）

平成25年４月岩手県立宮古病院

出身：東京都江東区

所属：岩手医大小児科学講座、

岩手医科大学大学院４年

略歴：

平成21年３月曰本大学卒業

平成21年４月岩手県立大船渡病院で

初期臨床研修開始

平成22年４月岩手医科大学大学院入学

平成23年３月初期臨床研修修了

平成23年４月岩手医科大学小児科学講座入局、

消化器グループ

今回新入会させていただきました、水間加

奈子と申します。現在は地元宮古に勤務して

おります。今後も岩手県内の小児医療に少し

でも貢献できるよう頑張りたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願い致します。

縁あって岩手にお世話になり始めて５年日

となりました。医大から盛岡駅までカーナビ

を使用していたことを!懐かしく感じます。昨

年は長男も生まれました。北海道出身の妻と

ともに、家族みんなでこれからどんどん岩手

の魅力を知っていけたらと思います。御指導

の程、何卒よろしくお願いいたします。
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白澤聡子先生

出身：岩手県盛岡市

所属：岩手医科大学小児科学講爬

略歴：

平成18年３月埼玉医科大学卒業

同年４月岩手県立中央病院初期研修

平成20年４月岩手医科大学小児科学講座入局

岩手医科大学大学院入学

平成24年３月岩手医科大学大学院修了

同年４月八戸赤十字病院小児科常勤

所属：岩手県立胆沢病院小児科

略歴：

昭和44年名古屋大学医学部入学

１年半留年して、昭和51年９月卒業

２１，１落っこちた後、昭和52年秋に

［K|家試験合格

ずっと小児科でやっておりましたが、平成

18年末に、大阪で勤務先の小児科が閉鎖され、

その後内科を５年ほどやりました。寝たきり・

冑ろう・遷延`性意識|潭害等の患者さんを治療

することに疑問を抱き、つらい気持ちが続い

ていました。

平成24年４月、胆沢病院に就職でき、やっと

小児科に戻れたことに喜びを感じております。

劣等生の私ですが、どうぞよろしくお願い致

します。

平成25年７月岩手医科大学小児科学講座

任期付助教

入局６年目になります。振り返るとあっと

いうまに時が過ぎ、気づけば医局のなかでも

中堅どころになっていました。診療では悩む

ことも多いですが、曰々成長できるよう頑張

りたいと思います。
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平成25年８月

８月24口（土）

第３回いわて小児アレルギー疾患研究会

盛岡市ホテルメトロポリタン

10月

10月５円（士）～６曰（曰）

第33回東北北海道小児科医会連合会総会

札幌市ニューオータニイン札幌

10月６日（曰）

第８回曰本小児心身医学会東北地方会

盛岡市アイーナ

８月３１曰（土）

第48回岩手県周産期研究会

盛岡市 ホテルルイズ

10月１０曰（木）

こどもの健康フォーラム

８月３１曰（士）～９月１円旧）

第23回日本外来小児科学会年次集会

福岡市福岡国際会議場 盛岡市アイーナ

11月

11月911（ｔ）～１０Ⅱ（日）

第44回全国学校保健・学校医大会

秋田市秋田キャッスルホテル

9月

９月22曰（日）

第65回北日本小児科学会

仙台市江|湯グランドホテル

９月28日（士）～２９日（日）

第19回1]本保育園保健学会

札幌市藤女子大学北16条キャンパス

12月

12月14日（十）

第132回日本小児科学会岩手地方会

盛岡市ホテルメトロポリタン盛岡

平成26年１月

平成26年１月18日（士）

第62回岩手県小児科医会談話会

盛岡市ホテル東日本

会員消息 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

和田泰格（岩手医科大学小児科）

太田栄理子（岩手県立胆沢病院小児科）

前多治雄（開業前多小児科クリニック盛岡市）

福盛田修（開業ふくもりたこどもクリニック－戸町）

小笠原雄

〈二入

平成25年２３月25曰

上平成25年４月６１１

平成25年４月１Ｕ

平成25年７月16日

平成25年２月12日

異動

（云退
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岩手県小児科医会入会・異動・退会届
(いずれかに丸印をつけてください）

Wz成ｆ'三n日

王）二１ｍ

ｕ本小児科医会、耶市医師会に入会済みであることが入会の条件となっております。

会費は卜記のようになっております。

岩手県小児科医会会費Ａ会員25,000円

Ｂ会貝20,000円

Ｃ会員6,000円

．Ａ会員は医療機関の小児科医の代表者（開業、勤務医を問わない）

．Ｂ会員は医療機関の小児科医の代表者以外の小児科医又は医院を閉院した開業医

.Ｃ会員は岩手医科人学医局iｌ（助教以下は会費免除）

日本小児科医会人会申し込み先：〒160-0023束京都新宿区西新柄5-25-ll-2F

TELO3（5308）７１３１ＦＡＸＯ３（5308）７１３０

日本小児科医会会賀Ａ会員20,000Ｉｌｌ

Ｂ．Ｃ会員8,0001リ

ホームページhttp://jpa・uminjp／

(ホームページをダウンロードして申し込み川紙をコピーして使Ⅱ]してください）

岩手県小児科医会事務局：020-0851盛岡市三本柳11-12-4（小林小児科クリニック内）

TELO19-638-0404FAXOl9-638-0407

岩手県小児科医会報第84号４１

ふりがな

名前 男・女年月ロ生

勤務先名

住所

病院・'兎院科

〒

電話ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

自宅住所

Ｔ

電話ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

所属学会

n本小児科医会に入会 しているしていなし、

各部市医師会に入会 しているしていな（、

略歴



曰本小児科医会入会申込届

記入曰西暦２０年月曰

社団法人曰本小児科医会会長殿

害会 申込入

※略字等を使わず桔害にてご記入ください。

･

※Ａ会員：開業および小児科の責任者・管理者として勤務されている先生

Ｂ会員：上記以外の病院等に勤務されている先生

（社)曰本小児科医会事務局まで郵送でお送りください。

〒160-0023

東京都新宿区西新宿５－２５－１１－２Ｆ

ＴＥＬＯ３－５３０８－７１３１

※事務局使用欄

４２岩手県小児科医会報第84号

入会円 西暦２０年月円

ご所属の都道府県小児科医会をご記入下さい。

都道

府県
小児科医会

フリカ'ナ

氏名⑳医籍番号：

生年月曰西暦１９年月曰性別男.女

自宅 Ｔ

ＴＥＬ ＦＡＸ

フリカ：ナ

勤務先名

所在地 〒

ＴＥＬ ＦＡＸ

会報等送付先（どちらかに○を記入）

勤務先・自宅

会員種別※

Ａ会員。Ｂ会員

Ａ会員の先生に限り、

ホームページに掲載希望

有 ● fmE
Ｊｂ、、



会費納入のお願い

平成25年度の会費を郵便振込にて納入してくださるよう宜しくお願い致します。

郵便振込０２３００－９‐３９３２岩手県小児科医会

不明な点は匹i島浅香（会計担当）までご連絡卜・さい。

関東地方では例年より２週間も早い梅雨明

けとなりましたが、岩手県小児科医会報８４

号を皆様が手にする頃には岩手も夏木番を迎

えていることでしょう。小児科医にとって夏

は「ゆとりの時期」ですので、本誌をじっく

りとご覧いただけるのではないでしょうか。

本号も多くの先生方に御執筆を頂き、すぐに

役立つ岩手の小児科情報が満載です。談話会

や総会の詳報・学会報告などは参加できなかっ

た先堆方にもよく判る内容となっています。

また、この分野の第一人者である菅野先生か

らご寄稿頂いた「年長者におけるＶＰＤ対策」

はまさにタイムリーで示唆に富んでいます。

さらに、「新人会員口己紹介」では小児科医

不足と言われる中で、次１１t代を担うであろう

多くの新会員から寄せられた心強いメッセー

ジに小児科医療の|三川るい将米を感じ取ること

ができました。

昨年、編集委員を依頼された際の「遠方な

ので無理のない範囲で．.」という言葉に完

全に甘えていた私は、「８４号の編集後記を

担斗iせよ」の命を受けて今回（７月５曰）初

めて編集会議に参加させて頂きました。本誌

が発行されるまでの過程を垣間見て、その膨

人な仕事量に驚くと同時に本誌発行に関わる

方々のご苦労に頭が下がる思いでした。他人

事の様にこの文章を書いているＨ分が情けな

い限りですが、今後は会員の－人として微力

を尽くしたいと考えています。

（小野寺典犬）

(表紙の題字|ｊ岩手県小児科医会顧問小川英治先生による）

岩手小児科医会報

発行責任者

事務局

第84号

会長三浦義孝〒020-0816儒岡巾中野一丁曰16-10

〒020-0831需岡市三本柳１１－１２－４

小林小児科クリニック内Ｂ（019）638-0404

吉田研一

需岡共li-T1印刷Ｂ（019）623-2455

編集委員長

印刷所
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編集委員長吉田研

編集委員大和田毅、小野寺典夫、小西雄、菅原久江

田金｜||頁弘、高橋明雄、中村富雄、平野浩次

編集顧問菅野’|亘冶、大沼

事務局金浜誠已、小林有

夫、三浦義孝
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