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小児科医のアイデンティティ

と小児医療の将来像

山口県小児科医会副会長

田原卓>告

わが国は“人口減少時代”に突入しました。これま

でも戦争などで一時的に人口が減少したことはありま

すが、この‘人口減少’は変わることなく加速してい

く点がこれまでとは大きく異なっています。特に地方

都市とその周辺では地域社会の様々なしくみが変わり

始めることは容易に想像できます。

医療体制も例外ではありません。医療サービス提供体制のみならず医療サー

ビスを受ける側からのニーズもより速いテンポで変化するため、その対策（舵

取り）は喫緊の課題です。

現在論議されている「総合専門医」「総合診療科（仮称)」の問題もその－つ

です。まだまだ遠くの‘火，に見えるかもしれませんが、これからの世代の感覚

にフィットするとその‘火，を消し止めることはできなくなります。医療の基盤

となる医学教育を振り返ると、「医科学（Science）を基盤とした教育」→「診

療課題（problem）を基盤とした教育」→「医療制度（system）を基盤とした

教育」へと変遷してきています（TheLance上３巧：１脚-,581〃の。このこと

はわが国に限らず、これからの医療が、医療提供の様式や機能と地域のニーズ

とのバランスの上に成り立つことになることを示唆しています。現状と同じと

思われるかも知れませんが、前述の「総合診療科（仮称)」の基本構想の中で、

`基礎診療科，として登場している『小児科』が`専門診療科，には入っていな

いことに注目する必要があります。「医療制度（system）を基盤とした教育」

に基づいた医療とは医師ならびにメディカル・スタッフからなる医療チームの

能力を基準にするという意味ですので、年齢層を意識した従来の小児科・内科

という標楴は不要となる可能性を秘めています。つまり、小児科医という資格

に関係なく‘子どもを診ることのできる医療チーム，が、いわゆる小児医療を担

当する時代が到来することを視野に入れる必要があるということです。

幸い山口県では、小児科医による‘ｌか月健診（公費）,がおこなわれており

ます。子どもと家族に寄り添う医療を提供するためには極めて重要な財産です。

これからの地域社会の動向に沿った小児医療を提供し続けるために欠かせない

次世代の小児科医の育成はわれわれ山口県小児科医会会員のミッションの一つ

と言えます。‘小児科医のアイデンティティ，をより強く社会にアピールするこ

との重要性と医学生・研修医教育にも参画することの必要性を皆様と共有でき

ることを願っております。
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平成24年山口県選奨を受章して

－－画－
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砂川小児科医院

砂１１１功（山陽小野田市）

このたび保健衛生・環境功労者として、山口県選奨

を受章いたしました。この県選奨は、自治功労者、芸

術・文化・スポーツ功労者、社会福祉功労者など７分

野でそれぞれ功績を認められた方々が表彰されます。

今年は個人57名、団体４団体が受章されました。山口

ｌｉｉ
ｒ

Ｍ１Ｉ

県選奨は、県が行ういろいろの表彰事業の中で最高章であるということは知っ

ておりましたが、昨年の保健衛生・環境功労分野で木下前県医師会長が受章さ

れておられましたので、私などはまだまだという気持ちがありました。小野田

市医師会でも医師会長をされた先生方が、市医師会長を辞任されて後にこの県

選奨を受章されておられました。私も今年平成24年３月で小野田市医師会長を

辞任しましたが、今、山陽小野田市の教育委員会委員長をしておりますのでま

だまだ現役であるという自覚で過ごしておりましたのでこのたびの受章はびっ

くりもし、素直にありがたく思っています。私どもは県医師会の推薦を受けて

受章するのですが、そのためには履歴書を含めていろいろの書類を書かされ、

県に提出して審査されます。しばらくは何の音沙汰もなかったのですが、１０月

の初めに県庁人事課から受章内定と１１月19日（月）午前10時30分から県庁で

受章式をするとの連絡がありました。その通知書には、このことはマスコミ発

表があるまでは一切口外してはいけないと書かれてありましたので、私と家内

だけが知ることとなり、私の子どもたちにも一切伝えていませんでした。１１月

19日の受章式の模様をお話します。受章式には平服でくること、配偶者同伴が

望ましいとなっていましたが、木下先生などは一人で出席されたと聞きました

ので、私も一人で出席しました。ただ受章者のl/3は奥様同伴でした。県庁の

第３駐車場が受章者の専用駐車場と指定され、駐車場の入口にはガードマンで

はなくスーツ姿の県庁職員の２名が立って車の出入りを管理しておりました。

県庁正面入口には県人事課の職員がずらりと並んでおり、受章者と確認します

と－人々々に－人の人事課職員が案内にたち受章式会場の県庁４階の正庁会議

室まで連れていってくれます。受章式後の県庁正面玄関前での記念撮影が終わ

るまで手荷物を持って下きり案内してくれました。受章式は受章者60余名でし

たので、各分野の代表者に賞状が授与きれると思っていたのですが、受章者が

座っている前にこのたび新しく山口県知事に就任された山本繁太郎知事が立た

－４－
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れて、司会者が各自の業績を簡単に報告した後に一声かけて賞状を－人々々に

授与されました。やはり県選奨は県表彰の最高位であることを実感しました。

今回の私の県選奨受章について思うことは、私は開業して４年目から小野田

市医師会の理事になり、小児科医の理事として妊産婦乳幼児保健担当理事、学

校保健担当理事、小児救急医療担当理事を命じられ、結果的に市医師会長に

なっても代わりの小児科医理事がいなかったので市医師会長を辞するまでの

26年間上記の担当理事として県医師会の会議に出席しておりました。その間、

下関の神田亨先生が県医師会の理事に就任され、２年後には常任理事に就任き

れて上記の担当理事として取り仕切っておられ、県医師会での小児科医の立場

をしっかりと築かれました。その後、神田亨先生が山口県公安委員・公安委員

長に就任されましたので、その後任として小郡の浜本史明先生が県医師会の理

事に就任され、そして常任理事、現在は県医師会副会長になっておられます。

このように県医師会の中で小児科医がしっかりと意見を言える環境を作られた

ことが、予防接種の全県内での広域化、小児救急医療・電話相談事業、山口県

の小児医療の集約化・重点化など、全国でも山口県方式として注目されていま

す。県医師会も、小児医療に関わる種々の事業は県小児科医会の考えを尊重す

るということが定着しております。

このように小野田市医師会、山口県小児科医会とも周りの皆さんのおかげで

会長職もつとまり今回の受章となりました。このことは皆さんで頂いた章と深

く感謝しお礼を申し上げます。

－５－



下関小児疾患カンファレンス

代表世話人

）可里子祥二（下関市立市民病院小児科）

下関市地域において子どもに関する多方面の方々との研修会は、山口県小児

科医会現会長の金原洋治先生が沢山作られています。それらとは別に小児科医

が毎日の診療について気楽に且つ真剣に話し合えるカンファレンスを紹介しま

す。

昭和60年９月より、下関市立中央病院（現下関市立市民病院）小児科では開

業の先生方と毎月勉強会を行っていました。昭和62年１０月からは小児外科も加

わり、小児科・小児外科合同カンファレンスとして長く続けられましたが、平

成11年７月に第132回で終了となりました。当時市内には、済生会下関総合病

院、下関厚生病院、国立下関病院（現関門医療センター)、下関市立中央病院

と４つの公的病院にそれぞれ小児科があり、済生会病院でも開業医向けの勉強

会をされていました。済生会の小児科科長であった尾内_信先生（現川崎医大

小児科主任教授）のご提案で、４つの病院の合同カンファレンスをしようとい

うことになり、市立中央病院の小児科・小児外科合同カンファレンスは発展的

解消となったわけです。

平成11年９月から、下関小児疾患カンファレンスという名称で市内４病院

(済生会、厚生、国立、市立中央）の持ち回りで、当番病院を会場として勉強

会を行ってきました。ところが、平成14年１月に尾内先生が川崎医大の教授に

なられ、済生会下関病院を退職されました。同年７月には下関厚生病院小児科

が急に閉鎖となりました。済生会病院が市内北部の安岡地区に移転することが

決定し距離的に遠くなるなど、色々な事情でこのカンファレンスも平成16年９

月に５年間第30回で終了せざるを得なくなりました。このまま市内の小児科カ

ンファレンスがなくなってしまうのは寂しいというか、マイナスだと思いまし

た。市立中央病院小児科部長の永田良隆先生、小児外科の住友健三先生と私が、

下関市小児科医会の先生方にアンケートを行ったところ、何らかの形でカン

ファレンスは残したいという希望が大半でした。以前の小児科・小児外科合同

カンファレンスの流れがありましたので、下関市立中央病院小児科が幹事で小

児疾患カンファレンスを再開することを提案いたしました。参加される先生方

の多くの賛成を頂き、平成１７年１月に第１回目を行いました。会場は下関市立

市民病院のカンファレンス室、年４回（１，４，７、１０月）の予定で、①下関
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の小児医療のざらなるレベルアップ、②毎日の診療に生かせる内容、③基本的

内容の再確認ができる会でありたいと当時の記録に残っています。

だいたい当初の計画に沿ってカンファレンスは開催されています。毎回、演

題が３～５題（市立市民病院、済生会下関病院からの演題が多い）あり、時に

開業医の先生や市立豊浦病院からの発表もあります。開催は水曜日の１９時～

20時30分くらいのことが多く、自由に討議しています。済生会病院の若手の先

生に学会で発表するほどではないが、興味ある症例をプレゼンテーションして

もらうこともよくあります。市民病院からは小児外科も含めて１題は演題を出

すようにしてきました。参加される先生からの希望もあり、数年前からは、最

近問題になることの多い発達障害関連の話題が入るように気をつけています。

臨床心理士の先生からカウンセリングのノウハウを聞いたり、市役所の担当の

方からの話、あるいは医療ネグレクト症例検討の場に児童相談所の方や市のこ

ども課の保健師に同席してもらって討論したこともありました。

平成23年９月に日本小児科学会専門医研修集会の申請をさせて頂き、「下関

小児疾患カンファレンス」として登録できています。平成24年１月の開催から、

２単位の点数が取れるようになりました。また、日本医師会生涯教育制度のカ

リキュラムコードもプログラムの内容を確認して、後日医師会に報告し、参加

された先生に点数がつくようにしています。

平成24年10月17日の第３２回下関小児疾患カンファレンスのプログラムとその

時の集合写真を掲載しています。５年くらい前から、秋のカンファレンスは医

師会看護学校で行い、終了後近くの居酒屋に移動して、美味しい魚と生ビール

で英気を養っています。
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下関小児疾患カンファレンス

平成24年10月17日（水）１９時より

下関市医師会看護学校４階教室

第３２回

日時

場所

プログラム

(1) クラインフェルター症候群の２例

下関市立市民病院小児科河野祥二

精神科・保健所と連携して支援を行った産後うっの１例

かねはら小児科金原洋治先生

ＳＭＡＩ型（ウエルドニッヒーホフマン病）について

(2)

(3)

済生会下関総合病院小児科岩井崇先生
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宇部市小児科医会の研修会について

とみた小児科医院

富田 茂(宇部市）

宇部市での定期的な研修会についてあげてみます。

宇部市では30年以上前から、開業医を中心に活動をし

ている会として「おねしょの会」があり、毎月第３火

曜日に懇親会を開き、ｌＩ１方山話を交えて忙しい日常の

診療の合間にのどかな？ひと時を過ごしています。ただし、８月と12月はオフ

にしています。このようにのんびりとした「おねしょの会」は、今現在も連綿と

続いていますが、これとは別に平成12年に学術を中心とした会として、「宇部市

小児科医会」を立ち上げました。会長に鈴木英太郎先生が就任きれ、不定期なが

ら講演会を年に数回開催しています。内容は小児科に関連する学術的なものを中

心とした演題を選んできました。この会が発足する前年、平成11年９月より宇部

市保健センターの保健師と小児科開業医、勤務医との「母子保健事業意見交換

会」が始まっており、第５回からは田中駿先生の発案で「ポテ懇」と名称を改め

ました。内容は予防接種・子どもの事故・乳幼児健診・虐待・５歳児健診など多

岐にわたっています。この会は１年に２度ほど開き、２年に１回くらいのペース

で懇親会も開かれています。次に平成22年度から「宇部・小野田地域小児科サー

ベイランス研修会」を年に１回開いています。この研修会は保健師、小児科医、

行政の担当者、保育園、幼稚園の先生が参加され、感染症の最近の話題などが

中心となっています。さらに、山口大学小児科の先生方と宇部・小野田市の開業

医・勤務医との「宇部・小野田臨床懇話会」が３～４ケ月に１回あります。この

会は前教授の古川先生の発案で始まり、平成12年度には一旦休止していましたが、

市山教授就任を契機に平成22年より再開されています。山口大学に紹介きれた症

例を中心にプレゼンテーション・ディスカッションがあり、私たち開業医にとっ

て大変実りある会となっています。この他に宇部市医師会主催の「市民と考える

医療フォーラム」を小児科担当で、過去２回開いています。一般市民が参加す

る研修会ですので、市民の目線にあった内容を心がけ、小児救急医療・絵本の読

み聞かせ・予防接種の推進などについて講演をおこないました。また、「乳幼児

保健協議会」は平成20年から始まり、園医・保健センター・園の先生を中心とし、

年２～３回会議を開き、他に年１回の総会で「子育て」中心の講演をおこなって

います。最後に、宇部市では「学校保健連合会」があり学校医・教育関係者・学

校の先生・保健センターとの合同の研修会を、総会を含め年３回開催しています。

内容は学校現場の問題についての講演が中心となっています。以上、これだけの

研修の場がある宇部市では各先生とも忙しい中にも充実した毎日を送っています□

－９－



宇部小野田臨床小児懇話会

山口大学大学院医学系研究科小児科学分野

鈴木康夫

山口大学附属病院小児科では、近隣の開業医、関連

病院の先生方と約３か月に１回、臨床懇話会を火曜日

夜19時より開催しております。開催日程は登録して頂

いている先生に適宜連絡させて頂いております。当院

へご紹介頂いた患者さんの中から、稀な疾患や重要な疾患を毎回２～３症例ず

つピックアップしプレゼンテーションとディスカッションを行っております。

質問がしやすい和やかな雰囲気で、活発な討論が行われています。また開業医

の先生からも外来での感染症等に対するレクチャーをして頂くこともあり、是

非都合があえば、ご参加してみてください。
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山口市小児科臨床懇話会

鍵蝋■､蝋 山ロ赤十字病院小児科

filiiiiiilIFljL
山村泰

膿剤
現在、毎月１回市内で開業されている先生方に山口

赤十字病院に集まっていただいて紹介,患者についてそ

の後の経過の報告をおこなったり珍しい症例の紹介を

し、また小児科医会の活動などについて話し合いをお

こなっていますが、この会の始まりのころのことを書いてほしいとのことで古

い記憶をたどって書いてみましょう。

私が就職したのが昭和45年１月でしたがその少しあと位から当時市内の小児

科医の重鎮的存在であった小泉忠雄先生（故人)、城島宏行先生（故人)、田原

暁先生たちから症例検討会をおこなってほしいとの話があったのですがなかな

か実現しませんでした。

始まりの正確な時期は分かりませんが昭和59年に当病院が発行した「病院百

年の歩み」のなかで当時の小児科部長門屋昭一郎先生の小児科紹介の文に「月

に１回開業の先生方とカンファレンスをおこなっている」との記載があります。

また永田萬年先生が当病院に就職されたのが昭和56年３月で先生の話ではその

ころにはすでにあったということで多分そのあたりが始まりでしょう。当時の

メンバーは開業では前述の３人のほかに野瀬橘子先生や小郡の浜本猪勇夫先生

(故人)、病院側では前述の門屋、山村、永田のほかに高橋保彦先生（現九州厚

生年金病院)、三戸博志先生（当時済生会山口病院）といったところでした。

出前の弁当を食ぺながら皆で和気あいあいと過ごしましたが勉強をするだけ

でなく親睦にも役立ったとおもいます。

個々の症例については殆ど'憶えていませんが気管支喘息、ネフローゼ症候群、

ＭCLS（川崎病）などがおおく、また異物誤飲（タバコが多く他に薬物、まれ

に灯油）などがありました。また時代は相前後しますが当時画期的だったとお

もうのは、ひとつは急性リンパ球性白血病の改善率のアップ（当時九大小児科

講師のちの愛知医大教授藤本孟男先生のプロトコールによる)、もうひとつは

早産児のＲＤＳ（当時IRDS）にたいする人工肺サーファクタン卜補充療法によ

る救命率の著明な改善でした。

自分が関わった分ではうまくいかなかった症例ばかりが目にうかびます。と

ても「わが人生に悔いはない」などと言うつもりも歌うつもりもありません。

今後、会員の皆ざんの尽力で子供達やご家族が安心できる世のなかになれば

いいなと思いますが、子育てにおける驍けと同じように教育も大事だとかんが

えます。（平成24年10月22日）
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山口市小児科臨床懇話会

山口市小児科医会会長

松尾清巧

山村先生の後に続いて、蛇足ながら現在の状況を書

きます。

平成８年の秋頃に私が開業の挨拶に当時ちまき屋近

くにあった小泉小児科医院に挨拶に行くと、市小児科

医会会長であった小泉忠雄先生が、「毎月第四水曜日に日赤病院小児科外来で

症例検討会をやつとるから、あんたも出ん言い｡」と言われました。小泉先生

は、毎月定例日前の月曜昼に決まったように電話かけてこられ、出欠をとられ

ました。特別な用事がない限り出席するようにしていました。小泉先生は、こ

の会を、山口市小児科臨床懇話会、通称日赤水曜会と呼んでおられました。私

は、当時は日赤と同門の先輩である三戸先生がおられる済生会病院小児科の両

方に患者ざんを紹介していたので、この会で全ての症例を網羅していた訳では

ありませんが、紹介した患者さんの確定診断や治療経過を直接訊〈機会がある

のは良いことです。その後、済生会病院小児科の入院が中止になり、紹介患者

はほぼ日赤病院にお願いするようになりました。現在、症例検討会に参加する

常連は、日赤病院勤務医以外では、鮎川、小泉、近藤、田原、野瀬、永田、濱

本の各先生と私です。紹介した患者について、流行中の病気、研究会や催し物

の企画などや小児保健に関係することなどを話し合っています。

私自身が紹介した患者ざんで、記憶に残っているのは、①発熱と背中が痛い

といって受診し血液検査で異常細胞があった女児、②ＤＰＴ接種に来て出血斑

と顔色が悪かったので血液検査したら、異常白血球が見つかった女児、いずれ

も白血病でした。前者は寛解治癒し高校生までは予防接種に来ていました。後

者は残念ながら亡くなられました。③早発陰毛・陰茎増大・成長スパートあり、

テストステロン高値の思春期早発で紹介した３歳男児は、視床の過誤踵でした。

④－ヶ月乳児が嘔吐を主訴に受診、ぐったりして顔面蒼白で、母子手帳をみる

とｖｉｔＫ投与記録がありませんでした。その他、数多くありますので省略します。

日曜診療をやっていると、日に一人、二人は二次病院に紹介を必要とする患

者がいるので、引き受けてくれる二次病院があるというのは、非常にありがた

いものであります。

この会の意義については、日赤病院に勤務された綿貫先生が２年ほど前に福

岡に帰任する言いに挨拶された「こういう開業医と勤務医が定期的に集まって、

患者さんやいろんなことについて話し合っているところは今まで私が行った地

区や病院ではなかった。非常に良いことを山口市の小児科医はやっていると思

う。」という言葉で代えさせていただきます。
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やまぐち小児科・耳鼻咽喉科臨床検討会
(ＹPOT：YamaguchiPediatrician-OtorhinolaryngologistTalk）

たはらクリニック

田原卓>告（山口市）

小児科医と耳鼻咽喉科医とは中耳炎・副鼻腔炎・聴力障害などの医療におい

て協働する立場にある。子どもと家族を中心にした医療提供体制を基軸にする

と各々の診療方針には大きな差がないことが望ましい。

しかしながら、地域医療を展開する中で、異なる医療機関が相互に緊密な連

携をとることは至難の技とも言える。

小児科医と耳鼻咽喉科医がお互いの顔の見える連携を深化きせ継続するこ

とを目的として本会が2005年に発足した（図：会則改訂版)。全国規模の同

様の会をモデルにして、参加者が忌憧のない意見交換をする「場」（informal

meeting）となるように兼定啓子先生（ののはなクリニック（山口市)）と企

画した。当初は６～８名の医師がそれぞれのclinicalquestionを持ち寄ってい

ただけであったが、徐々に参加者が増え、ここ数年は毎回30名以上の医師が参

加している。参加者の増加にともない世話人を小児科・耳鼻咽喉科それぞれ４

名ずつの体制に拡充し、年３回（４月・７月・’１月）のプログラム（表）を小

児科医・耳鼻咽喉科医１名ずつがタッグを組んで企画・運営している。

今後の課題として、①プログラムの充実②臨床研究の実施③医師以外のメ

ディカル・スタッフの参加④本会運営への企業による支援体制の強化が挙げら

れる。
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平成24年１２月１曰改訂

やまぐち小児科・耳鼻咽喉科臨床検討会(ＹＰＯＴ)会則

【本会の主旨】

中耳炎・副鼻腔炎など小児科医と耳鼻咽喉科医が協働することは少なくない。

難治性あるいは反復性疾患の治療にあたっては、抗菌薬の選び方や使い方にも

多角的な検討・検証が必要となる。小児科・耳鼻咽喉科領域は相互に重なる医療

サービスを提供する機会が多く、診療科の垣根を越えて論議ならびに調査研究を

展開することが望まれる。曰常の診療現場で遭遇するさまざまな疑問点・課題な

どについて気軽に、顔を合わせて話す「場」となるように本会を発足した。

1.1方針について

症例報告だけでなく学会報告等多彩なジャンルの情報を持ち寄り、ディス

カッションする場として運営していく。

２運慧脹ついて

会の運営は、参加費で賄うこととする。

代表：兼定啓子

副代表：田原卓浩

世話人：〈小児科〉田原卓浩・金子淳子・鮎川浩志・門屋亮

く耳鼻咽喉科〉兼定啓子・金谷浩一郎・増満洋一・菊池奈美

会計：兼定啓子

（耳鼻咽喉科ののはなクリニックに事務局を設置：兼定啓子）

会費の徴収については、その都度集める（参加費として）

金額については￥1,000～2,000（例会毎に提示）

3.hJi会l;鬮纏'の|鰯,魔(にL③いて

年３回の開催（４月、７月、１１月予定）

４．今後の運営について

・毎回、世話人の中から耳鼻咽喉科１名、小児科１名を選定し、その代表者が

会を運営（プログラム作成、会の進行）する。

・世話人の〆－リングリスト【YPOT-sewanin】を作成し、会の記録を収集す

る。
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やまぐち小児科・耳鼻咽喉科臨床検討会議題提出者
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やまぐち小児科・耳鼻咽喉科臨床検討会議題提出者
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やまぐち小児科・耳鼻咽喉科臨床検討会議題提出者
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山口県子ども虐待防止ネットワーク

（Capy-Net）
山ロ赤十字病院小児科

門屋妄邑

設立から13年を迎えた山口県子ども虐待防止ネッ

トワーク（Capy-Net）についてのご紹介をさせてい

ただきます。

１．ＣＡＰＹ－ＮＥＴとは

Ｃ－Ｃｈｉｌｄ（子ども）

Ａ－Ａｂｕｓｅ（虐待）

Ｐ－Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ（防止）

Ｙ－Ｙａｍａｇｕｃｈｉ（やまぐち）

Ｎｅｔ－Ｎｅｔｗｏｒｋ（つながり）

の頭文字をとった愛称です。「キャピィ・ネット」と呼んでいます。

２歴史

会の設立は2000年６月25日。この日に防府海北園で設立総会が開かれました。

その前身として、1996年から「山口県アデイクション研究会児童虐待専門部

会」が定例の学習会、一般向け講演会等の普及啓発活動を行ってきており、よ

り裾野の広いネットワークづくりを目指し「山口県子ども虐待防止ネットワー

ク」を設立することとなりました。

３．対象

保健、医療、福祉、教育に携わる専門職の他、子どもの福祉に関わる民間活

動を行っている人、子どもの福祉に関心の深い人とし、どなたにでも気軽

に勉強しに来ていただけ

ることを目指しています。

もちろん本誌を読んでく

ださっている小児科医会

会員の先生方やそこで勤

務きれているスタッフの 平成２４年度総会平成２４年度総会

（金原先生講演）（シンポジウム）
方は大歓迎です。防府市、

周南市などから何人かの

先生方においでいただい

ていますが、今後とも少

しでも多くの先生方のご

参加をお願いできればと 総会の様子 定例会の様子
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考えています。

４．活動内容

年に１回の総会（設立の曰に合わせて６～７月土曜日午後の開催とするこ

とが多い）と２か月に１回の定例会（原則として奇数月第２火曜日）を行って

います。

総会ではテーマを掲げて基調講演、シンポジウムなどを企画しています。小

児科医会の会長にも例年おいでいただいておりますが、2012年の総会では金原

会長に講演の講師もお願いすることができました（表１）。

定例会では主に県内の様々な職種から話題提供をお願いし、相互の勉強と

しています。2012年11月までに63回を重ねました（表２)。会費は500円です。

セルフサービスのお茶菓子も用意しておりますのでどうぞお気軽においでくだ

さい。

その他、ご依頼に応じて勉強会のお手伝いや講演などをきせていただいてい

ます。2010年７月の小児科医会総会で講演の機会を与えていただいたほか、こ

れまでに菊川町（当時)、宇部市、岩国市、周南市などでお話をさせていただ

きました。学校の先生方や保健師さん、施設職員や福祉職の方たちの勉強会の

お手伝いの機会もありました。これからも、ニーズに応じてメンバーの中から

のお手伝いができればと考えております。会の中では「出前Capy」と呼んで

おりますが、なかなか防府の定例会や総会までおいでいただけない方も多いと

思いますので遠慮なく声をかけてください。また、賛助会員（後述）の皆様に

は、会場までおいでいただけなくても会の様子のお知らせや虐待予防に関する

情報告知ができるように計画をしております。

５．「これまで」と「これから」

関心のある方はどなたでも、という形で広く門戸を広げて啓発、勉強などを

行なってきました。そのスタンスについては間違っていなかったと考えており、

今後もこの基本線は堅持していきたいと思いますが、その一方でケース検討な

どに突っ込んでの勉強は（それぞれの専門性に応じた守秘義務があるとはい

え）何でもオープンにはできにくい、というジレンマもあります。また、－部

他の県で行われているような、個々のケースについてリアルタイムに検討でき

るような体制、というニーズもあると考えますが、これは各メンバーが本来の

仕事をこなしながら会に参画している現状からは、会としては難しいと考えて

います（本業としてかかわっているケースは各メンバ_多々あると思われます

が)。

「Capy-Netのこれから」を考える中で、この数年、中心メンバーとして新し

い人が増えていない、というのが一つの悩みであります。設立当初の主要メン

バーのうち、県立大学看護学科におられた森田秀子先生が関東へ、県の福祉職

から俵山湯の家の家長を務められた廣岡逸樹さんが九州へ移られましたが、そ

れ以外は、ほぼもとのままのメンバーが会を支えています。年齢を重ねること

でそれぞれの職場での職責は多くなる一途であり、新戦力求む！の思いが大変

強くなっております。自薦、他薦を問いません。いつでもお声をかけてくだき

い。
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ｅ，岩城満先生のこと

児童福祉の分野では国内外で幅広いご活躍をされていたためご存知の先生方

も多いと思いますが、海北園の施設長であった岩城満先生が、Capy-Netにお

いても事務局長として中心的な役割を担ってこられました。会の運営・企画、

ざらにあちこちの基金からの予算調達などに相当なご尽力をいただいてきまし

た。

2010年11月に急逝きれてしまったのは今でも残念でなりません。会の中で先

生の果たして来られた大きな役割の代わりは他の誰にもできませんが、残った

メンバーで少しずつでも分担して、会をしっかりと続けていければと思ってお

ります。

先生と最後にさせていただいた仕事の一つが、児童養護施設の子どもたちの

予防接種の調査でした。２，３の施設で定期接種の実施率がかなり低く現場で

も困っている、ということを聞いたため、海北園の様子はいかがですか、と

伺ったところ、それは大変、と県内全施設の状況の調査を提案していただき、

当時の施設児童の87.5％の状況を確認してくださいました（2010年９月の山口

県小児保健研究会で発表)。

生前から１０年近くにわたって準備してこられた県内初の母子生活支援施設

｢沙羅の木」が2011年４月に開設されたことは、2012年、山口県小児保健研究

会で奥様であり同施設の施設長である岩城克枝先生により演題発表・ご紹介を

いただいたところです。

７．賛助会員制度について（表Ｓ）

Capy-DJetはいわゆる会員制ではなく、総会・定例会においでいただいた方

に、最後のご出席から1年まで次回のご案内を差し上げる、という形で運営し

ています。会費についても、年会費などは設定しておらず、総会・定例会の会

場費（お－人500円）をベースに運営してきました。

この数年の悩みとして、新しい人材がなかなか育っていないこと、また定例

会の参加人数がじり貧の傾向にあることの二点があり、対策の一つとして賛助

会員の制度を立ち上げることとしました。

多忙、遠隔などの理由で会場までお越しいただけない方にも会の勉強の内容

をお知らせすることで、少しでも多くの皆さんと一緒に学んでいきたい、とい

う思いと、切実な問題として会費収入をアップしないと会の運営が立ち行かな

い、という部分の解決策としての導入決定でした。

この経緯については金原先生に多くのご助言をいただき、また理事会のお許

しを得て山口県小児科医会の先生方にもご案内をさせていただいたところ、予

想していたより多数の先生方からご賛同をいただきました。紙面を借りて深く

感謝申しあげるとともに、今後の活動についてのひきつづきのご理解とご協力

をお願いいたします。また、ぜひ会場にも足をお運びいただいていろいろなご

意見、ノウハウなどをお聞かせいただければ幸いです。

８その他、お問い合わせなど

会のご案内をご希望の際やその他のお問い合わせについては事務局（下記）

で承ります。門屋までお問い合わせいただいても結構です。役員については表
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４の通りです。

＜事務局＞

子ども家庭支援センター“海北,，

〒747-00641n口県防府市大字高井686

ＴｅｌＯ８３５－２６－１１５２ＦａｘＯ８３５－２６－ｌｌ５３

E-mail:kaihoku＠violaocnnejp

http://homepage3nifty・com/ＣＡＰＹ－Ｎｅｔ/subpageO3html

表１山ロ県子ども虐待防止ネットワーク（Capy-Net）総会テーマー覧

設立総会平成１２（2000）年６月25日（日）参加数：約150名

記念講演「子どもの最善の利益のために、今私たちができること』

講師：大分大学社会福祉科学部助教授森望

（元厚生省児童福祉専門官）

シンポジウム「発見・介入・治療機関のよりよい連携を目指して』

コーディネーター：京都児童相談所児童福祉司川崎二三彦

シンポジスト：門屋亮藤田千勢河村美冶松本理子

13年度総会平成１３（2001）年７月15日（日）参加数約160名

（セミナー120名）

公開講座『虐待を受けた子どもの心のケア』

専門職セミナー『被虐待児に対する施設ケア』

講師：大阪大学大学院人間科学研究科助教授西澤哲

14年度総会平成１４（2002）年７月７日（日）参力Ⅱ数約70名

講演会『産婦人科診療における子ども虐待防止の取り組みｊ

講師：松江生協病院産婦人科医・臨床心理士河野美江

シンポジウム『思春期の子どもたちを現解しよう

－虐待の被害者にも加害者にもならないために－」

コーディネーター：山口赤十字病院小児科医門屋亮

シンポジスト：河野美江阿武典子岡崎美枝加来洋一島田令子

15年度総会平成1５（2003）年７月１３日（日）参加数約60名

講演会『弁護士・こんな風にお役に立ちます！」

講師：大阪弁護士会岩佐嘉彦
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事例検討会

『28条事例を通して、児童相談所と弁護士の連携について考える』

事例提供：山本増人岡崎俊麿助言者：岩佐嘉彦

１６年度総会平成1６（2004）年７月１８日（日）参加数約60名

基調講演「児童虐待について最近思うこと』

～JaSPCAN福岡大会に向けて～

講師：福岡大学病院小児科小児精神科医藤川貞敏

シンポジウム

『児童虐待の今後～法制度・子どもへの援助・親への援助～ｊ

シンポジスト：稲村鈴代調優子藤川貞敏正木公子門屋亮

廣岡逸樹森田秀子

17年度総会平成1７（2005）年７月17日（日）参加数約50名

基調講演「ＣＡＰＮＡの活動を通して～危機介入から支援まで～』

講師：児童養護施設暁学園施設長菱田理

シンポジウム『支援～家族再統合・自立に向けて～」

シンポジスト：菱田理佐藤文加来洋一森本玲子川村宏司

18年度総会平成1８（2006）年７月15日(士）参加数約50名

基調講演『子ども虐待予防に新しい視点を！

～「大阪レポート」から23年後の子育て実態調査を踏まえて～』

講師：ＮＰＯ法人こころの子育てインターねっと関西

代表原田正文（大阪人間科学大学教授、精神科医）

シンポジウム

「地域ですべての子どもと子育てを支え、見守る社会づくりに向けて

～市町村を中心とした虐待予防の

セーフティネットをどう構築していくか～」

シンポジスト：松本鉄已岩本美香坂井芳浩藤田千勢井出崎小百合

コメンテーター：原田正文

19年度総会平成1９（2007）年７月１４日(士）台風接近のため中止

20年度総会平成2０（2008）年11月29日(土）

『虐待防止ネットワークの新しいかたち」

パート1．「市町を軸とした10年間の取り組み」

宇部市こども福祉課家庭児童相談室松本鉄己

パート２．「児童家庭支援センターの活動と連携の実際」

こども家庭支援センター「清光」主任坂井芳浩
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パート３．シンポジウム

「機能的なシステムづくりにむけて～現状・課題・展望～」

コーディネーター：

山口県立大学看護栄養学部准教授森田秀子

シンポジスト：松本鉄已坂井芳浩佐藤文氷見道枝

21年度総会平成2１（2009）年７月５日（日）参加数約40名

基調講演『｢子どもから大人へ」発達心理学者から見た現代子育て事情』

講師：山口県立大学副学長三島正英（CAPY-Net会長）

シンポジウム「子ども（家族）を育てる、社会を守る」

シンポジスト：三島正英廣岡逸樹津田奈美江

22年度総会平成2２（2010）年７月17日(士）参加数約40名

基調講演『子ども虐待防止に取り組む.．…熊本からの発信』

講師：熊本学園大学社会福祉学部教授山崎史郎

（子どもの虐待防止コンサルテーションチーム・くまもと代表）

シンポジウム１「地域での子ども虐待防止の取り組みについて』

シンポジウム２『赤ちゃんポスト（こうのとりのゆりかご）について』

シンポジスト：山崎史郎三島正英若山恵子

23年度総会平成23年７月９日(士）参加数４６名

『心の「豊かざ」を回復するために家族が果たす役割

一被災地で出会った家族を通して』

１．講演会

講師：山口県立こころの医療センター副院長加来洋一

山口大学教育学部教授木谷秀勝

２．ディスカッション

進行：山口赤十字病院小児科医門屋亮

24年度総会平成2４（2012）年７月14ｐ(士）参加数約50名

『地域で支える家族の絆』

１）講演Ｉ「母子生活支援施設沙羅の木の現状とこれからの課題」

講師：母子生活支援施設教授沙羅の木施設長岩城克枝

２）講演Ⅱ「ことばにならない声を聴く

－障害や子どものこころの臨床で学んだこと－」

講師：山口県小児科医会会長／かねはら小児科院長金原洋治

３）フリートークセッション
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表２山ロ県子ども虐待防止ネットワーク（Capy-Net）定例会テーマー覧

(50回以降：それ以前のものはＨＰ

http://homepage3・niftycom/CAPY-Net/subpageO3htmlでご覧いただけます）

第50回「性教育の実践報告」

児童養護施設吉敷愛児園児童指導員白井雄生2010／３／９(火）

第５１回「子ども家庭福祉のこれから～現場経Ⅷ験から見えてくるもの～」

元児童家庭支援センターＳＷ（社会福祉士)、専門里親坂井芳浩

2010／５／１１(ｿ０

第５２回「虐待・ＤＶと発達障害」

こころの医療センター副院長、精神科医加来洋一

2010／９／１４(火）

第53回「虐待事例における監護者指定」

弁護士（新山口法律事務所）沼田幸雄

平成22年１１月９日(火）

第54回「日本子ども虐待防止学会（JaSPCAN）第161回|学術集会くまもと大会」

JaSPCAN参加者による報告

2011／１／'’㈹

第55回「困難を抱える子ども・家庭への支援

～スクールソーシャルワーカーの活動を通して～」

やまぐち総合教育支援センタースクールソーシャルワーカー岩金俊充

2011／３／８（火）

第56回「(児童養護施設の）子どもたちにとってのエンパワーメント」

①思春期のとらえ方②子どもと施設職員の前向きなかかわり

③子どもにとってのエンパワーメントとは

元中学校教諭フIEiﾒL義臣

2011／５／１０㈹

第57回「児童養護施設における小児保健事情」
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－県内養護施設における予防接種実施状況調査を通じて－

－ロールプレイによる子宮頸ガン教育の取り組み－

－その他施設の現場の取り組みや困りごとなどの意見交換一

山口赤十字病院小児科医門屋亮

吉敷愛児園施設長井原貴美

2011／９／１３(火）

第58回「保健センターにおける子育て支援・虐待予防の工夫」

山口市保健センター保健師竹重英里

2011/11／８(火）

第59回「児童虐待対策と民法改正」

山口県こども未来課主査檜垣守

「『日本子ども虐待防止学会（JaSPCAN）

第17回学術集会いばらき大会」報告」

JaSPCAN参加者による学会報告

2012／１／１０(火）

第60回「北欧の虐待防止ネットワークについて」

児童養護施設防府海北園児童指導員岩城淳

2012/３／１３(火）

第６１回「ＣＡＰワークショップで出会った子どもたち」

ＣＡＰ西京事務局長宮原久美子

2012／５／８(火）

第６２回「いじめについて」

宇部フロンティア大学大学院人間科学研究科教授（臨床心理士）

山口県立宇部西高等学校スクールカウンセラー高田晃

2012／９／１１(火）

第63回「関わりが難しい親への対応」

新山□法律事務所弁護士沼田幸雄

2012/11/１３(火）
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表３

鯵 111口県子ども虐待防1ｔネットワーク（CAPY-Net）賛助会員加入のお願い

１１１１二1県了･ども闇寺防止ネットワーク（CAPY-Net）

｜｣Ⅲ県子ども虐待防止ネットワーク（CAPY-M）は２０００年６月２５日、’１１口県内の児童虐待

防止啓発のために、職種を問わずどなたにも参加して頂ける、より裾野の広いネットワークづくり

を目指して設立しました。

鰯
・
田ＤＭＯｌ０

【
】

これまでに年１回の総会と２か月に１回の定例会を通じての学習、子ども)it;?待|坊1ｔオレンジリボ

ン運動への均權などを行ってまいりました。

しかし、定例会においてはご多忙''１平日の夕方に会場まで多数の方に足を運んで頂く事が難しい

現状がございます。

そこでこの度、定例会においで頂けない方にも情報を提供させて頂き、今後の活動をより広く展

開していきたいと考え、賛助会員の仕組みを整えることと致しました。

今後のCAPY-Netの展開につきましては、多くの皆様のご支援を必要としています。

どうぞili1R旨をごf1ll解頂き、＝賛助会員にご加人頂きますようお願い申し上げます。

聾Nｈ DＯＣ

劃人けl御

会員になられた方には、活動報告をお届け致しまれ

賛助会Ⅱ賛はl川1県子ども虐待防lﾋネットワーク（CAPY-NGt）の運営資金として大切に使わせて頂

きますので、どうぞご協力をお願い申しIげま寸可］

ご加入の方法について：

①事務局で直接お預かり

②下記の１１座へお振り込み

その後、;賛助会l麹加入申込と醤をＭＸ、メールまたは郵送でCAPY-Net事務ﾙｉｊまでお送り下さい。

’1Ⅱ1鋼Ｔｌ右H1支店１二1座番号：＝普通５００５１７８

ｌ]座名義’1川県子ども虐待防止ネットワーク会長三島正英

鰄繍耐翻iiola・ocnnajp

i鞠i1ii醗懸ＴＧｌｉＫ３鵬'１蝿鰻■蝋■■Ｉ

事務局〒747もO64山口

メールアドレスkaiholm@v

hl;i1W議号いwO6M35h焔船鰻11郷TJw

山口県子ども虐待防止ネットワーク（CAPY-Net）賛助会員加入申込書

ご芳名：

ご連絡先（メールアドレスまたは住所）：

｢］数：

金額：
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表４山ロ県子ども虐待防止ネットワーク平成２４年度役員

会
副
幹

島
屋
原
永
本

三
門
丼
岡
橋

山口県立大学副学長

山口赤十字病院小児科医師

児童養護施設吉敷愛児園園長

子ども家庭支援センター海北所長

山口県立こころの医療センター

ソーシャルワーカー

情緒障害児短期治療施設

山口県みほり学園指導課主査

子ども発達支援センター愛児童指導員

宇部フロンティア大学人間学部看護学科准教授

子ども家庭支援センター海北相談員

〃

防府海｣上園里親支援専門相談員

元山口県立大学看護栄養学部准教授

長
長
事

英
亮
美
夫
哉

正
責
猛
達

会

〃
〃

〃 粟屋久美子

谷
崎
根
田
井
田

新
宮
山
杉
藤
森

郎
子
絵
代
紀
子

敏
博
干
祥
有
秀

〃

〃

事務局

〃

〃

顧問
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防府小児科医会の医学研修会

防府小児科医会会長

蔵重秀樹

防府小児科医会の会員は開業医13名、勤務医７名の計20名です。

私どもは、小児科医を対象とした「防府小児科医会医学研修会｣、幼稚園・

保育園・小学校の保育士・保健師・養護教諭および保護者を対象にした公開講

座「こども健康セミナーｉｎ防府｣、そして診療科を問わず小児の診療に携わる

医師や薬剤師を対象とした「防府小児の疾患を勉強する会」という３つの医学

研修会を行い、広く多くの方々と関わることで視野・見識を広げていくように

しています。以下にそれぞれの研修会の詳細をお知らせします。

また、私たちは山口赤十字病院・小郡第一病院・山口県立総合医療センター

の各小児科の持ち回Ｉ)で開催している「山口県中部小児科勉強会」にも参加し

ています。会の立ち上げに携わった者として「山口県中部小児科勉強会」につ

いてもお知らせします。

１．防府小児科医会医学研修会（現在第１３Ｇ回終了）

昭和56年に始まり、平成４年から年に６回（１，３，５，７，９，１１月）定期的

に開催しています。本年９川に第137回を開催した歴史の長い研修会です。場

所は山口県立総合医療センターの会議室で、毎回２～３題の演題提示がありま

す。

小児科開業医と総合医療センターの小児科医・小児外科医および臨床研修医

が参加し、１５～２０名の出席者で開催されます。９月の防府小児科医会医学研

修会は山口県中部小児科勉強会との共同開催で行い、山口赤十字病院、小郡第

一病院からの演題発表もあり出席者も２０～２５名になります。

また、昨年度から横浜市立大学小児科横田俊平教授を名誉会員にお迎えし

年１回アレルギー・リュウマチの講演をしていただいています。教授の講演で

は最新の知識をわかりやすく説明され、私たち会員はまるで学生時代に戻り講

義を受けているかのような気持ちになります。横田教授の講演の際は徳山中央

病院、小郡第一病院他近隣の小児科医にも参加していただいています。本年７

月の第２回講演の際は、講演後に横田教授を囲んでおいしい鰐（はも）料理

を食べながら楽しい時を過ごしました。ちなみに、昨年の第１回F1は“ふく料

理”でした。皆さん、美味しいお酒が目に浮かんでいることでしょうが、しっ

かり勉強もしましたよ。

日本小児科学会認定医点数は２点です。
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２．こども健康セミナーｉｎ防府（現在第３回終了）

幼稚園・保育園・小学校の保育士・保健師・養護教諭および園児・生徒の保

護者を対象にした公開講座を、平成22年から毎年１回２月の日曜日の午後に市

内のホテルで開催しています。園や学校現場での心配や混乱を解消することを

目的に演題を選び、父兄にも分かりやすくお話しするように心がけています。

会場で質問を受けることにより、一般の方の心配や不安そして意見を聞くこと

が出来、主催する小児科医にも役立つ公開講座になっています。

この公開講座の特徴の一つは、市内全ての保育園・幼稚園・小学校に講演パ

ンフレットを届け、園児・生徒全員に直接手渡しで配布していることです。

第１回「子どもの病気のみかた」

演者山口県立総合医療センターの先生方

第２回（参加者89名：園関係者39名、小・中学校関係者４名、

保護者35名、医療関係者１１名）

「発達障がい児の理解と支援」

演者川間弘子先生（山口発達臨床支援センター）

第３回（参加者63名：園関係者42名、小・中学校関係者５名、

保護者１１名、医療関係者５名）

「園・学校保健現場で知っておきたいアレルギー疾患」

演者長谷川俊史先生（山口大学小児科准教授）

「学校生活管理指導表（アレルギー疾,患用）って何？」

演者長谷川真成先生

（山口県立総合医療センター小児科診療部長）

３．防府小児の疾患を勉強する会（現在第３回終了）

小児科を専門とする医師だけでなく、診療科を問わず小児の診療に携わる医

師や薬剤師の方々を対象とした勉強会を、平成22年から毎年１回市内のホテル

で行っています。参加きれる方が医師や薬剤師のため、難度の高い質問に、逆

に勉強させられることもあります。他科の医師や薬剤師と交わることで小児科

医としての知識の幅を広げることが出来ています。

第１回（参加者33名）

「小児の食物アレルギー」

演者真方浩行先生（山口県立総合医療センター小児科部長）

「乳幼児喘息の見方」

演者長谷Ⅱ|真成先生

（山口県立総合医療センター小児科診療部長）

第２回（参加者38名）

「私は小児の皮膚をこうみてます」

演者小篠純一先生

（山口県立総合医療センター皮l寶科診療部長）
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「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の活用」

演者長谷川真成先生

（山口県立総合医療センター小児科診療部長）

第３回（参加者40名）

「子供の口の中を見てみよう」

演者岡藤正樹先生

（山口県立総合医療センター歯科口腔外科診療部長）

「川崎病とその鑑別疾患」

演者清水美保先生

（山口県立総合医療センター小児科部長）

４．山ロ県中部小児科勉強会（現在第５７回終了）

山口赤十字病院・小郡第一病院・山口県立中央病院（現山口県立総合医療セ

ンター）・済生会山口病院の４病院小児科勤務医による小児科勉強会を平成８

年から開催しています。４病院で勉強会幹事を持ち回り、幹事病院を会場にし

て年４回開催していました。その後、平成18年からは山口赤十字病院・小郡第

一病院・山口県立総合医療センターの３病院の持ち回りで年３回開催していま

す。９月の総合医療センターでの開催は防府小児科医会との合同開催になり、

私たち防府小児科医会の会員も参加します。

総合医療センターでの勉強会が終わった後は防府市内の居酒屋で楽しく飲ん

で最後にお茶漬けで〆めるというのが慣わしになっています。
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周南小児科医会の歴史と活動

周南小児科医会会長

賀屋茂

周南地区最長老の下村文人先生のお話では、先生が

開業された昭和34年当時、周南地域の小児科医は周南

市戸田から岩国までの広い範囲の小児科医の集まりで

あった山口東部小児科医会に属しており、その中で活

動していたようです。新入会員は２時間くらいかけて

たことについて発表していたということです。勉強熱自分が今まで研究してきたことについて発表していたということです。勉強熱

心な集団だったようです。いつから現在の周南小児科医会になったかは不明で

すが徳山中央病院に福山忠昭先生（故人）が赴任してこられたころからではな

いかと思われます。現在、周南小児科医会の会員は周南市、下松市、光市の

周南３市の小児科医、内科小児科医の33名、耳鼻科医１名、また柳井市２名、

防府市１名、岩国市１名の計38名です。開業医勤務医全員参加しています。他

地区に異動きれても在籍を希望される場合もありそういう場合も講演会の案内、

総会の案内などを出すようにしています。

周南小児科医会としての会則がありませんでしたので平成17年に作成しそれ

にのっとって活動しています。本会の目的は小児医療の向上、小児医学の研讃、

小児保健の充実及び会員相互の親睦を図ることとしています。開業医、勤務医

からの会費と助成金で運営しています。

１年に４回から５回の講演会を開催します。学術担当は大城研二先生と徳山

中央病院の藤田京子先生です。お金が無いので著名な先生を頻繁にお呼びする

ことはできませんが、会員の希望を聞きながら講演内容を決めていきます。今

シリーズで行っていることは周南地区をはじめとする山口県内の耳鼻咽喉科、

亜群Ⅲ'UAI,州砠■ﾛ
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皮膚科、眼科、整形外科、脳外科などの先生をお呼びして境界領域の話を聞く

ことです。割と好評で数年にわたって行っています。

懇親会とすれば７月に納涼会12月に忘年会を行っています。

周南小児科医会には「周南ＰＥＤＳ」というソフトボールチームがあります。

発足当時は８人で、多い時は１１人いたメンバーも異動になった人、けがをし

てリタイヤした人、ユニホームを奥様に焼かれてしまって出場禁止になったり

したメンバーもいて今は５人になってしまいました。1年に１回薬剤師チーム、

ＭＲチーム、問屋ざんチームで親善試合をしています。当初は無敗だった周南

PEDSですが新しいメンバーの補充もなく最近はいいところまで行くのですが

優勝ができません。

平成12年に徳山小児科医会と徳山市健康増進課で要フォロー児の意見交換会、

勉強会を立ち上げ、それを下松TIT、光市の小児科医、健康増進課まで広げ「す

ぐすぐネット周南」と名前を付け活動していましたが、平成１７年に施行された

個人情報保護法という困った法律のため行政からの参加が困難となり分解して

しまいました。その後「周南こどもの心勉強会」と名前を変え継続中ですが、

症例検討そのものが難しくなり１年に１回の講演会になってしまいました。こ

れについては解決策を練り発展させていく予定です。

周南小児科医会は平成20年12月１日に徳山中央病院内に周南地域休日・夜間

こども急病センター（周南こどもＱＱ）を開設しました。全国的にもモデルと

なるような病院併設型の休日夜間急病診療所です。できれば徳山中央病院経営

でなく自治体経営の形でもっていきたかったのですが残念ながら医療法上でき

ないということでした。

平成10年秋に内科、外科の２科でしていた徳山休日夜間急病診療所を小児科

も含めた３科でしてくれないかという行政からの要請がありました。少ない

小児科開業医で１年365日救急をするのは無理がありいろいろ活動をしました。

広島大学（上田一博教授)、徳11-1中央病院（内田正志部長）の全面的な協力の

もと平成11年６月から小児科診療を開始できました。次第に下松市、光市の`患

者さんも増加してきたため平成１３年から周南３市の小児科医が参加して広域で

の小児科診療を開始しました。

始めてみるといろんなことが問題として出てきます。周南TIj在住の人でもわ

からない休日夜間急病診療所の場所、離合も難しい狭い道路、１次救急と２次

救急が遠く離れている、マンパワーの分散化、など問題は山積みでした。この

辺の問題は周南小児科医会理事会でも常に話し合いをしており、徳山中央病院

内かすぐそばで救急をする地域小児科センター的なものを理想としていました。

,患者ざん引き受けに協力的で小児救急の活動を共にしてきた内田先生が徳山中

央病院におられるときに何とか完壁な体制にしておきたい思いが強くありまし

た。平成１７年徳山中央病院横の健康福祉センターヘルシーパル徳山を徳山中央

病院が購入したと聞いた後の怒涛のような我々の行動は今考えるととても懐か

しいです。徳山中央病院との交渉、医師会との話し合い、慰者さんへのアン

ケート、マスコミへのアピール、周南市議会健康福祉委員会、市長と面談、市

議会で取り上げていただくなどしましたがダメでした。結局市長が変わること
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で健康福祉部長も変わり行政が動き始めたのです。我々の行動をちゃんと見て

おられたようです。安心、安全の子育て支援の環境が提供できたと言っておら

れました。

こどもＱＱの患者さんは移設前と比べ１２倍から１５倍に増えていますが徳山

中央病院の患者ざんを一緒に診ているのと、若干の増加の予想を加味して想定

の範囲内です。

徳山中央病院内に開設したにも関わらず徳山中央病院の,患者さんは外来患者、

入院患者とも増えておらず病院への患者集中は見られていません。また翌日は

必ずかかりつけ医を受診するように指導しています。

患者さんが多い時などの対処法、コンビニ受診を増やさないようにするなど

の対策などを講じながらl頂調に運営されています。
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山口県東部小児疾患研究会

広田医院

広田 修(光市）

本研究会は山口県東部地域において、出身大学・医

局の枠を超えて勤務医の連携を強め、臨床のレベル

アップを図る事を目的に平成７年６月に第１回が開催

されました。平成24年６月12日で67回目を数えてお

ります。

当初は「山口県東部小児科研究会」の名称でしたが、小児外科疾`患も含む事

から第３回から「山口県東部小児疾患研究会」と名称を変え、さらに第９回か

ら地域の開業医も参加する様になり、現在の型に至っております。

年４回、３月、６月、９月、１２月の第２火曜日19時～２１時、岩国市医療セ

ンター医師会病院、岩国医療センター（会場は岩国医師会病院)、周東総合病

院、徳山中央病院の持ち回りで行われ、２０～３０名前後の出席があります。毎

回、５～７題の示唆に富む症例提示や調査報告が行われた後に、疾患に関する

まとめ、最新の研究結果などの資料が演者から配布され、その後ディスカッ

ションが行われます。忙しい中、詳細かつ貴重な資料を作成する演者には頭が

下がります。時には既に結論が出た症例だけでは無く現在進行形の症例が提示

され、今後の検査、治療方針について出席者からサジェスチョンを受ける場合

も有|)、諸先生方の経験と知識の深きに出席する度に感心しております。

広い山口県東部地域ですが、３カ所の会場のどこかなら参加出来る方もい

らっしゃると存じます。フレンドリーな研究会ですのでぜひご参加下さい。

第Ｇ７回山口県東部小児疾患研究会プログラム

日時：平成24年６川２１]（火）

午後７時～911寺

場所：社会保険徳山中央病院

本館１１階大会議室

【プログラム】

司会徳山中央病院小児科内田正志

1．当院で経験した新生児ミルクアレルギーの２症例

徳山中央病院小児科伊藤智子

２．激しい頭痛で発症し、当院で治療できた急性脳症の一例

周東総合病院小児科藤村智之
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３発作性上室性頻拍との鑑別が困難だった特発性単源性心室頻拍

岩国医療センター小児科重光祐輔

４骨性の後鼻孔閉鎖を認めたＣＨＡＲＧＥ症候群

岩国医療センター小児科宮原大輔

ＢＸ○（閉塞性乾燥性亀頭炎）の一例

岩国医療センター小児外科谷

５．

守通
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岩国小児科医会

岩国小児科医会会長

藤本誠

開催回数：年９回２，３，４，５，６，７，９，１０，１１月

開催場所：岩国市医療センター医師会病院東館医師会会議室

出席者：岩国市及び周辺の小児科医、小児外科医、内科小児科医１０～15名

程度

代表者：藤本誠

小児科学会専門医２単位

岩国小児科医会は、昭和50年代の初めに極東小児科医会として定期的な勉強

会が始まり、小児科認定医制度の開始に伴い、昭和60年に岩国小児科医会と改

称されました。１月、８月、１２月を除く年９回症例報告などを中心に行ってい

ます。メンバーは岩国市の開業医、勤務医と柳井市の近藤先生にも来ていただ

いています。演題数は23年３月より毎回２題（Ⅱ寺に３題）としています。ほ

とんどが岩国医療センター小児科からで、それ以外は岩国医療センター小児外

科、岩国医師会病院、時に開業医、１～２年に１回は外部の講師による講演会

も行っています。昨年11月には下関の松嵜先生に気管支喘息の講演を行ってい

ただきました。

ところでこの１１年間、岩国では小児科の新規開業がなく３名がやめられ、

開業医は高齢化し小児科医会への参加者は減少しています。少し話題がそれま

すが県内の勤務医の先生で、もし開業をお考えでしたら、岩国も候補地の一つ

として考えていただければ幸いです。
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■歴辺匝亜困囹

大学院生・医局員の紹介
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嘘おかけすることも多いかと思いますが､御指導よろしくお願

｛

|ｈもな）しｵしばと)ｉ
ｆ；興味深くやＩ)弓
山(6)子どもﾉｰｔ
ｌＩｌｌ懇〈御迷惑を

ぃ致します。
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(1)古'１１貢三上

(2)}Ｆ１和61年１０１１３０[１

(3)Illl］県「関ili「

(4Ⅲ｣｣'１大学(平成23年卒）

〔 ’
■〃(5)子ども相手の仕訴がしたいと考えていたので､小児

科を選ばせて頂きましたⅡ

(6)現在研修医２年|]です□昨年は|｣１１コリiL立総合|矢療センターで研修させ

て頂きました，今は大学で市中病院との違いを感じながら､楽しく・厳しく

研修させて頂いています｡よろしくお願いしますⅣ
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①河本知恵

③広島県府中市

④山口大学(平成22年卒）

⑤こどもが好きだからです｡また､ポリクリ中のＮＩＣＵ

での実習で､新生児の強い生命力に感動したからです。

画■四■■■』□□■旧】■ロロロ□■、】四口』■■■】、■幅■』■■■■》■魑画■□図蜜魎詞魑尋藝罰罰詞幽靭麹》｜認垂諦誕弼阿一一雫｜塞煽掴姻誼迦

⑥今年度入局しました｡まだまだ未熟者ですが､少しでもこどもたちの明

るい将来の役に立てるように精進していきます。どうぞよろしくお願いし

ます。

｢,締j十↑糊尊餐,ｗ『鰐w雪ｾﾏ…'こ-し詫再.頁F澪…ｗ青三………'雪…い'Mv繍ｊＪ:編りいﾙMwwvw川吋刷篇VLVIlWl:fmL,|;ｉｌＩ#,､!｢`'',''･‘`,炉''罫:'欄.,v;｣Ｉｉｌ`Ｉｉｏ１､,,`',,,}',きＩ'､哺勵7?,.｢-`o`'-,F:孑言T､-7`:藝蒼粂冨乙冥霧.』ｻﾞﾎﾟﾎﾟ織`弓b:芒#､Jfg:ｻﾞ:Ⅷ`織薑:i`'』?Ａ１';､.,？§｣ｲﾂ'亭『｢;Ⅷ'',,',1fJI;慰常``l1j*,Ⅷ`'ｒｍ１１Ｉｌ・Pfm`,i1iviliiil;了'1;:(jﾄﾘｌＷｉＩＩｍ`,'/１１１{(:ill11
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7,噸

画UIL
①中家希

②昭和59年８月17日

③福岡県太宰府市(筑紫丘高校）

④山口大学(平成23年卒）

⑤２歳の頃から小児喘息で小児科にはしょっちゅう

竃

お世話になっていました｡小学校高学年の時に｢喘息だから患者さんの気

持ちがわかる医者になれるかも！」と思い小児科医を志しました。まだ自

分の専門は決めていませんが､きっかけとなった喘息･アレルギーを含め

これからいろいろな専門分野をまわって考えていこうと思います。

⑥小児科医になろうと思った時の気持ちを忘れずに日々精進していこう

と思います｡ご迷惑をおかけすると思いますが､ご指導ご鞭捷のほどお願

いいたします。

腿鰹伊'1ﾜＷﾉﾉﾉｗｗ灘りし)WKW〃,凡惇/１期榊IfiiV1,耐↑７，ﾖｰ!~1戸,?,ﾆﾉ／｢=やごこ＝ｌⅡ｡FfIlI｣ＩIIIlⅡI
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①市村卓也

?ｈ②昭和59年２月22日

＃③山口県宇部市(藤山小･中学校､宇部高校出身）
(4)山口大学(平成21年卒）

⑮)血液･腫瘍

'漣

⑯)']､児科の仲間入りをして今年で２年[]です｡現在､'１，児血液･腫瘍分野

を担当させていただいておりますが､まだまだ未熟者であI)皆様には大変

ご迷惑をおかけしています｡それでも､Ⅲl液･腫瘍疾,患とたたかう山'二]県の

こどもたちのために精一杯頑張っていきます！

また､お酒の席ではいつも大変なことになっているようです｡｢これからは

周りの人に迷惑をかけないように気をつけよう」と、いつも思っています

が､なかなか実行できていません。

』〉J１
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①藤井朋洋

(②昭和58年５月21日

③山口県山口市

④山口大学(平成23年卒）

'⑤専門は未定です｡小児科を志したのは､大人を救う

､`Aｎｉｒ
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JlliliIL熟｣年卒■
⑥入局１年目は大学病院でしたが､２年目以降はず一一つと関連病院を回っていました｡１０年ぶＩ)に大学病院に戻ってきたら､いつの間にか浦島太郎状態です｡レベルの高きに驚鴨;しています｡仕事はシビアでハード､なかなか家に帰れません｡旅行が趣味だったのですが､土日もあんまりゆっくりできません｡こつそ1)泣き言を言っていますが､私より若い後輩たちが目をキラキラ輝かせて頑張っているので､もうちょっと耐えてみようと思います｡長くはもたないかもしれませんが…'u(｡n.''1）宜しくお願
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がんばっぺし陸前高田
～被災地医療支援を終えて～

山ロ大学大学院医学系研究科小児科学分野

梶本まどか

2011年３月１１日14時46分。未曾有の大震災を曰本国

は経験しました。当時の地震や津波、原発に関する衝

撃的な映像は今でも鮮明に思い(})されますｑ本州の西

の端、山口県にいた私達は、すぐに被災地支援に行く

事がｌｌＩ来ず、また、どう支援して良いかも分からず、

医師としてもどかしい思いをしていました。

この度、縁あって2012年１０１１から毎週医局員が交代で、陸前高田市の岩手

県立高田病院へ被災地医療支援に伺う事となりました。とはいっても支援とは

名ばかりで、診療は２日間だけでした。かえって高田病院の方々に負担をかけ

てしまったのではないかと危倶する所です。

陸前高田市に入った日は、被災者の方々にどんな顔をして話をしたら良いも

のかと正直戸惑いました。被災己昔の気持ちを心から分かってあげる事が出来て

いない私が笑っていて良いものかと。しかし、短い問でしたが、陸前高田市の

皆様の温かい人柄に触れ、私の方が励まされ、「私ももっと頑張らなくては！」

と活力を頂きました。不謹慎だとは思いますが、非常に充実した楽しい時間を

過ごしました。スタッフの万に「支援に来たのに、楽しませて頂いて何だか申

し訳ない気がします｡」とお話ししたところ、「被災地の状況や頑張っている所

を見てもらって、伝えて]Hければ…」とお返事を頂きました。稚拙な文章では

ありますが、この２日間で感じた事や被災地の現状をお伝えする事が出来れば

と思います。

【陸前高田市】

陸前高田市は岩手UfL南東部の太平洋岸に位置する市です。東日本大震災が引

き起こした大津波によって市中心部は市庁舎もろとも壊滅し、市の全世帯中の

７割以上が被害を受けました。今でも行方不明者、仮設住宅での暮らしを余儀

なくきれている方々が大勢いらっしゃいます。また、震災で開業の先生方も含

め医療、薬剤関係がほぼ壊滅的な被害を受けました〔）

【岩手県立高田病院】

私達が伺った高田病院は地域医療を支えている病院です。当|]寺４１階まで津波

が押し寄せ、患者さんや職員の方々が屋上で一夜を過ごされたようです。職員

の方々も被災者であり、大変な状況であったにも関わらず、翌日からは避難

所での診療を開始きれ、医療従事者としての使命感を感じました。私が伺っ

－４１



た2012年10月は、仮設病院での診療ではあります

が、病院の機能は以前に近い程度まで復旧し、外来・

入院を受け入れておられました。全国各地から交代

で各科沢山の先生方が支援に集まっておられました。

あの過酷な状況下で何故診療を続ける事が出来たの

か、その使命感はどこから来たものか私は知りたく

なりました。「医者として仕事をしているだけ｡」淡々

と語られる先生の横顔が神々しく映ったものです。

｢足元まで津波が来てね、あの時○○先生が「上の階

に避難しろ」っていう言葉を聞いていなかったら私

は死んでいたかもね｡」と明るい口調で話された看護

師さんにどう声をかけて良いか正直分かりませんで

した。

いいiji/汗鵬

心ハル|ⅢMﾙﾙＭｈＩＩｌＷｌｗ柵棚imMI，iT-．~-．~Ⅲ'....

＝Ⅲ■

｢１日岩手県立高田病院」

【診療】

私達は主に小児科外来診療を行い、プライマリーの患者さんの診察と予防接

種が主な仕事でした。カルテは手書きですが、処方などは電子化されており、

当日からすぐに診療可能な状態でした。きっとスタッフの方々が事前に相当準

備されておられた事と思います。患者さんの中で時々お腹が痛くなる女の子が

いました。どうみても胃腸炎などではなく、心的な要因が示唆される,惠児でし

た。掘り下げて問診をしてみると、震災でご両親を失い、祖母と暮らしている

子でした。あの子はどうしているかなと今でも心残りの患者さんです。当時支

援に来ておられた他大学の先生方と共通の意見なのですが、陸前高田市の方々

は辛い時でもじっと耐える印象を受けました。休日に病院が空いていない事は

ご存じで、土日は我慢して月曜日に来る、そんな方々が多い印象です。

【訪問診療】

病院での診療の合間に、仮設住宅にお住まいの,患者さんの訪問診療に同席

させて頂きました。仮設住宅はまだ１０月だったにも

関わらず、足元から心が冷えていくような寒さでし

た。狭い仮設住宅で何人かで暮されており、不自由

しておられるのに、訪問時には「いつもありがとう

ございます。調子良いですよ｡」と笑顔で答えられて

いらっしゃる,患者さんやご家族に心を打たれました。

【診療の合間に…】

高田病院の先生に車で市内を色々と案内して頂き

ました。瓦礫が撤去された跡には辺り－面に雑草が

生えてきており、津波にその殆んどが流された震災

直後のあの悲惨な光景から一転し、緑が増え、穏や

かな印象を受けました。時が経っているのを感じ、 ｢奇跡の一本松跡」
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一方では、海岸に近付くにつれ、倒壊寸前の建物の２階にぶら下がっている養

殖の牡蠣や建物に入り込んだままの壊れた車などをみると、震災の傷跡が生々

しく、その場に立っているだけで悲しく、涙が出そうになりました。ここで多

くの命が一瞬に失われました。愛する人を失い、残された方々の喪失感はどう

すれば埋める事が出来るのでしょうか？時間が癒してくれるものなのでしょう

か？

1Illl1llillllilliIIIi:!’
【スタッフの手作り夕食】 【雪っこ】 [希望の灯り】

【スタッフの手作り夕食】

病院ではスタッフの方から沢山の手作りのお食事や差し入れを頂きました。

どれも新鮮で大変おいしく頂きました｡「先生これもどうぞＩ」と田舎（失

礼）ならではの温かい繋がりを感じた気がしました。写真は病院で頂いた夕食

です。

【雪っこ】

「雪っこ」は震災で津波に襲われ、蔵は全滅、社員の方も犠牲となってし

まった酔仙酒造が造っていた活性原酒です。毎年秋になると売り出されていた

ようです。震災後は同県のライバルの酒造会社が蔵を提供し、借りて作ってい

ましたが、2012年になってようやく大船渡に工場をたて、本格的な製造を始め

ています。白く濁った口当たりの良いお酒で、つい飲みすぎてしまう程おいし

かったです。是非一度お試し〈だ言い。

【希望の灯り】

東日本大震災の犠牲者を追悼し、復興を願うガス灯「３．１１希望の灯り」が

陸前高田市に新設きれていました。こちらは阪神大震災の５年後に神戸で灯っ

た「１．１７希望の灯り」の分灯です。小さな灯りですが、とても力強く、復興

に向けて前に進んでいる陸前高田市の方々にとって道しるべとなっている事で

しょう。
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最後に私の心にいつまでも残っている写真集の一文をご紹介致します。何度

読んでも大変切なく、胸が苦しくなりますが、こんな過酷な状況下でも前に進

もうとされている陸前高|Ⅱ市の方々の思いが集約されているように感じました。

｢未来へ伝えたい陸前高田ｊタクミ印刷有限会社

LLLT
おらぁやっぱりこごがいい

大津波で全部なぐなっても

地震でぼっこつきれでも

やっぱこの街が好ぎだ

やっぱこごに居だし］

こごぁ－番だ

二度と同じけしぎぁ見れねあども

二度と同じ建物ぁただねあくども

おらどのFlにあしつかり焼ぎついでいる

わっせるごどねぁあの景色

おらどの街

やっぱりこごがいい
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この度大変貴重な経験をきせて頂いた岩手県立高田病院石木幹人院長先生、

小児科大木智春先生をはじめとするスタッフの皆さま、派遣に来られていた

先生方、陸前高'１１市の皆様、梶本不在時に仕事を代行して下きった医局の先生

方にこの場をお借りして深謝いたします。
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医局対抗野球

山ロ大学大学院医学系研究科小児科学分野
陶

砂)|｜新平

塗りｎ選毎年、山大附属病院の各診療科対抗の軟式野球大会
蕊''''''１J'||露が開催されます｡試合相手は､各科の希望する日にう
章几慰

識ljlllWllifまく日程調整が出来た２チームで、毎回と゛の診療科が
相手になるか全くわかりません。実は小児科は強豪

ll1i11illillllll
w、

ミネ認ljiiﾙillMMlPT1ii 柑干になるか全くわかりません。実は小児科は強豪

チームの１つで、毎年優勝争いを演じているチームで

す。６年前には泌尿器科と決勝戦を戦い、見事優勝しました。その翌年も決勝

戦までコマをすすめましたが、そこに立ちはだかったのが毎年優勝候補に挙げ

られる第一内科でした。結局その年は準優勝止まり。さらに翌年も第一内科に

決勝目前で破れました。その頃から、我々の目標は「打倒一内科！」でした。

野球大会開催前に、大学のある会議で出会った第一内科の先発ピッチャーから、

｢医局対抗野球のライバルは小児科しかいないから、決勝戦で会おう。」と、ナ

メた--言。実は彼、中学時代の後輩なのに敬語を使わない無礼なヤツ。かなり

の上から、線でした。確かに第一内科は強いです。内野を中心に守備がしっか

りしており、打線も強力。やはり最後は打ち負ける感じでした。今年こそリベ

ンジをｌ小児科野球メンバー全員で誓いました。ということで今年度行われた

試合の詳細を記します。

＜ｖｓ・耳鼻科＞

第１回戦は耳鼻科でした。今まで耳鼻科と試合をしたことはありませんが、

強いという噂は全く聞いたことのない相手です。初戦の相手としては好都合。

先発は我らがエース、松重先生。本当は毎年脇口先生が先発しているのに、病

院待機のため不参加。久しぶりの先発でした。打撃面に関して言えば、今シー

ズンの初戦であったにも関わらず、皆さんバットが振れており、初回より小児

科打線爆発。２回までに７～８点とったのでスタメンは交代。研修医の鳴海先

生（女性）が２塁打を打ったり、今まで運動をしたことのない橘高先生が代打

で登場したり、もはやお祭り騒ぎでした。そのまま完封勝利で２回戦へ。ちな

みにこの試合は写真撮影していませんでした。

くｖｓ.第一外科＞

昨年までの情報で、ピッチャーがノーコンで全然強くないという噂を聞いて

いたので、軽い気持ちで会場入りしました。しかしそこには野球の上手そうな

若者が練習していました。第一外科は何やら数名の医学部学生を助っ人に呼ん

だらしく、その中には現役野球部員や、高校時代にバリバリ野球をしていた
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球児などが数名散見きれ、最初の試合前キャッチ

ボールから小児科内に不穏な空気が流れていまし

た。「－外科結構強そうだ。これは負けるかもしれ

ない｡」しかも先発ピッチャーの球が妙に速く、試

合前には皆さん少々尻込みしていました。我がチー

ムの先発は当然松重先生。彼も元野球部のエース。

慢性的な運動不足のためスタミナ不足であったが、

その制球力は抜群。緩いカーブと時折見せる速

球。これまた元野球少年の岡田先生が捕手を務め、

バッテリーの息はぴったりでした。初回、小児科

木村先生の先頭打者ホームランに始まり、打者一

巡の猛攻で３点を先行した小児科。このまま楽勝

1Ｍ

ペースと恩いきや、調子を上げて来た－外科エース。

その後試合は拮抗し、３点を取り返され同点、そ

の後も一進一退の攻防でした。

最初の取り決めで、代打自由、何度も入れ替わ

り自由という条件を－外科の方から提案されたた

め、試合中に個性豊かなベンチメンバーが登場し

ました。まずは百中先生。ジャージ姿に首タオル。

バッティンググローブと恩いきや軍手。野球とい

うよりは農家のおじさんでした。代打で登場した

百中先生は選球眼良〈四球を選び一塁へ。その次

のバッターがセカンド正面のゴロを打ったにも関わらず、百中先生全力疾走。

その時事件が起こ})ました。セカンドは当然コースアウトになりましたが、全

力疾走していたILT中先生が一二塁間でまさかの転倒。足が絡まったみたいです(］

百中先生、運動不足です。ざらに代打攻勢が続き、次に登場したのは「世界一

ストライクゾーンの狭い男」橘高先生。実は彼、今回の野球メンバーの中で一

番バッティングセンターに通っており、カッタの湯のバッティングセンターに

数万円投資していました。その努力が買われ、代打で登場。耳鼻科戦は三振で

したが、この試合ではカッタの湯効果がでたようで四球を選びました。橘高先

生のボール球を見送る姿が妙に落ち着いており、往年の落合博満を見ているか

のようでした。試合は３対３のまま進み、終盤戦へ。我がチームのｌ～５番打

者まで、出塁率は高いにも関わらず、チャンスでタイムリーを打つことなく出
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塁し、結局、下位打線を任きれている鈴木先生や自分にチャンスが回ってくる

という悪循環。終盤で迎えた１アウト１，２塁の場面。ここで１０年以上前か

ら８番を任されている私、砂川に打111頁がまわってきました。実は今シーズン、

打撃フォームを改良し、好調を維持していました。小児科病棟師長さんを中心

とした応援メンバー皆さんの声援に応え、気合いの３塁打ｌここで２点勝ち越

しⅡしかしメタポの私、３塁に到達した時にはもう虫の息。リードすること

なくベースに座っていました。結局その次の回に市村先生が押し出し四球を選

び、６対３．そのまま試合終了となりました。野球部助っ人まで呼んで勝ちた

かったと思われる－外科をここで撃破。小児科チーム、更なる自信をつけ３回

戦にのぞむことになりました。

くｖｓ・第三内科＞

第三内科は昔からの強豪チーム。これまで戦った２試合とは異なり、試合前

からかなりの緊張感に包まれていました。さすがに強豪第三内科。今までの相

手とは次元の違うチームでした。捕手を中心に守備が固く、内野外野とも隙の

ないメンバーでした。しかも先発投手まで本格派。ストライクゾーンを巧く使

い、内角外角を使い分けることが出来るほどのピッチャーでした。しかも球が

速い。ざらにさらに追い打ちをかけるように、第一外科戦で試合に出ていた高

｣Illll1l1iWlPUI1lIlIlIIlIlllIllllllll
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校球児がまた出場していました。じつは学生実習中の彼、第一外科実習中に試

合に呼ばれ、第三内科実習中に試合に呼ばれ、いずれの相手も我が小児科。今

回も我々に立ちはだかる大きな壁となりました。異様な緊張感に包まれたまま、

前回同様、一進一退の攻防が続きました。相手の守備は鉄壁でしたが、こちら

の守備も負けていませんでした。きっちりゴロをさばき確実にアウトにする

サード鈴木先生、広い守備範囲で機敏に動く元野球部、ショート水谷先生。ど

んな返球でも確実にキャッチしてアウトにするファースト平野先生。こちらの

守備も鉄壁でした。先発の松重先生も好投を続け、手に汗握る攻防でした。要

所要所でファインプレーが生まれ、水谷先生の華麗なゲッツー、最終回表に飛

び出した平野先生のスーパーキャッチから生まれたゲッツー。どれも抜ければ

大量失点につながっていました。結局２対２で最終回裏の攻撃。またまた我が

チームの１番バッターから出塁していったにも関わらず、タイムリーを打てな

いまま、満塁へ。こんな美味しい場面に回ってきたバッターは、今シーズン打

撃好調の私、砂川でした。ここ２試合のバッティングを買われ、岡田監督より

８番→６番と打)|頂昇格となった私。またまた大チャンスで打111頁が回ってきまし

た。ここで３塁にいる小児科後輩の岡田先生から、「フライ打ったら駄目です

よ。叩き付けて下さい｡」と野次られる始末。ここで男を見せた37歳メタボお

じさん。レフト越えの気合いのタイムリーヒットＩ人生初のサヨナラヒットで

す。久しぶりに興奮しました。いや－、気持ちよかったです。最高でした。そ

の時の感動の写真を載せておきます。

篭i琴ｉＩｌｌｌＩｉ:ii篝篝iiiiiiiiliii『まま

しかし、サヨナラヒットと気付かず３塁まで全力疾走した私。本当に興奮し

ていたと思います。いい試合でした。サヨナラヒットよりも、この試合で小児

科チームの内野陣の守備の堅さを感じ、さらに松重先生の好投が勝利をⅡ乎び寄

せたことは'''１違いあIりません。この勝利でさらにさらに自信をつけた我々。さ

あ、このまま第一内科撃破だ！と思っていたら衝撃の事実。いつもお手伝いし

てくれている現役野球部員の方から、「今シーズン、第一内科はエントリーし

ていません｡」と。なんということでしょう。今年こそ第一内科を倒して、真

の勝者となるはずだったのに。まあこれは医局の事情です。仕方ありません。

まだまだチームはベスト４ですが、我々はこのまま優勝に向けて突っ走ってい

きます。どんな相手だろうと倒して、倒して、悲願の優勝カップを手に入れよ

うと思います。小児科の諸先生方、我々を応援して下さい。必ず期待にお応え

出来ると思います。乞うご期待です。

最後になりますが、毎回試合の応援に来て下ざる小児科病棟の看護師さん、
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試合後に食べるおにぎりをilj2l1ll作って来てくれる小児科Iilj長さん、試合に出る

チャンスが少ないにも関わらず、ベンチから熱い声援を送ってくれる小児科の

メンバーたち。これまでの勝利はこの方々の応援なしでは達成出来ませんでし

た。この場をお借りして、お礼の気持ちを伝えたいと思います。

「皆さんありがとうございます。これからも一緒に頑張りましょう１１１１」

小児科最高１小児科鮫強（多分）！

追伸：第三内科戦の写真をいくつか掲載させていただきます。
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'1活L女性医師のページ
小児科医となった今．・・・

医療法人岩国病院小児科

林晶子（岩国市）

､Ⅲ．金子淳子先生から原稿依頼のご連絡をいただいた。

鷺先生との思い出は､兵庫医大のｶﾗｰを持って山口大
学小児科へ飛び込んだ研修医時代にさかのぼる。が

むしゃらに学んだその頃、ＮＩＣＵにて重症の新生児を

３人の医師とともに徹夜で見守り、空が白みかけた頃、職

ふと、金子先生が“晶ちゃん、コーヒー入れてよ”と。私に課せられたその単

純な仕事にはりきって取り組んだ。おいしそうに（？）一服している頃、私の

目はコーヒーフィルターにくぎづけになった。と時を同じくして、金子先生が、

"このコーヒーちょっと薄くない？,,と。私は、フィルターを完全に通過した

コーヒー粉の行方を必死に思案し、魔法にかけられたような面持ちであった。

まだ、暗がりの明け方であったが、そのコーヒーの正体が何であったかを悟

られるには私の赤面の表情は十分だったに違いない。つい最近、レギュラー・

コーヒー袋の表紙に“インスタントコーヒーではありません”と記きれている

のを発見した。驚きと同時に、いろいろな見かたがあるものだと妙に納得した。

岩国病院にて小児の地域医療に携わって早４年半が過ぎようとしている。こ

こに来る３か月前の７か月あまり、カナダのArbutusCollegeにて語学留学を

経験した。宿題とテストに追われる猛勉強の日々であったが、その時体験し得

た度胸が、今、ここで65人前後／年、誕生する外国人ベビーのご両親と関わ

る上で役立っている。外国人と関わる上で、“アピール',することの必要性と

その重要性を知ることは、おのずと多くの日本人と関わる日頃の診察の中でも

大いに役立つものである。あの手この手を使い、患児と触れ合いながら診察治

療を進める中で、こちらの診断および治療方針を、簡単な文面を渡し、会話

し、ご家族にできるだけ了解してもらえるように工夫する。外国人のご両親と

の会話の中で、いわゆる完壁な英語を話すことよりも、コミュニケーションを

図っていく努力をするところに互いの心をくすぐる何かがあると思う。Aml

makingsense？これは、私の常套句であり、必ず笑顔もしくは質問攻めが待っ

ていたからである。通じるはずの日本語で会話していても、伝わりにくい場合

も少なくなく、いかにして双方が納得しながらコミュニケーションをとってい

けるかが大事であり、信頼関係を築けることにつながると思われる。

岩国病院は、産婦人科医である院長先生をはじめ、３名の内科医と1名の整

形外科医と１名の小児科医のアットホームな病院である。ここでロ頃見かける
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ほほえましい光景がある。診察を待つお年寄りが乳幼児のしぐさに目を細め、

話しかけ、つきそいの母やご両親にもにっこり微笑んでいる。幾度も同じ会話

とやりとりが繰り返され、心地よいリズム感を漂わせ、双方を満たしているか

のようである。乳幼児に限らず、日常の生活の中で、年齢を超えて互いに交わ

る温かみを体験することは、これからの子供たちにとって心の支えとなるので

はないだろうかと考える今日このごろである。

諸事情により１２月末でここを離れるが、地元下関でまた小児医療に関わっ

ていきたいと思っている。

(平成24年12月）
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ドライバーとしての私

山口県立総合医療センター小児科

清水美保

山口で生活するのに車は結構な必需品で、通勤や出張にあちらこちらと車で

移動します。さらに、車の構造に興味はないのですが、ドライブは好きなので

プライベートでも車をよく使います。ですが、もの知らずなためにいろんな人

に迷惑をかけてきました。

今の車の前に乗っていた車は、ある寒い雪の日につぶしました。免許は１８

歳で取得しましたが、自分の車を運転するようになったのは社会人になってか

らで、その数年後のことでした。夜、近くの市で行われる研究会に出席するの

に車で出かけました。行く時は晴れていたのですが、その後ちらちらと雪が降

り出し、帰る頃には－面真っ白・雪の日の運転はしたことがなく、ぴくぴくし

ながらハンドルを握っていました。案の定カーブを曲がりきれず、そのまます

すす－つと道路脇の小高い盛り土の壁面に激突。怪我はしませんでしたが、車

は前輪の軸が曲がってしまい、もうお手上げでした。夜の夜中に冬の寒空の下、

近所の（赤の他人なのに）親切な方々に車を邪魔にならないところに移動す

るのを手伝ってもらい、数時間ＪＡＦの応援を待ちました。突然の雪だったの

で、同じような境遇の人がいたのでしょう、ＪＡＦも引く手あまたのようでした。

忙しかっただろうのに、応援にきてくださった方は笑顔で「大丈夫ですか。お

侍たせしました｡」と声をかけられました。今と違って、まだまだ初々しかっ

た（？）頃のことなので、『いえいえ、こちらこそ申し訳ありません。ホント

こんな日にご面倒をおかけして…｡』と恐縮するばかり。ＪＡＦスタッフさんは

手際よく私の車をレッカーできるように作業され、私はそのレッカー車の助手

席に乗り、家まで連れて帰ってもらいました。ＪＡＦざん「雪の日は運転しな

いのが－番ですよね。それと、この季節やっぱりノーマルタイヤじゃ危ないで

すよ。もう溝も少なくてツルツルだし｡」ああああっ、ごめんなきい。車を運

転する者として管理を怠っていました、すみません。運転席の隣で小さくなっ

てしまいました。後日車の移動を手伝って〈だきった事故現場近くの方々にお

詫びに行ったⅡ寺は、恥ずかしくてさらに小きく小きくなってしまいました。

ドライバーの恥であるガス欠でＪＡＦさんを呼んだこともあります。明日は

ガソリン安い日だからそれまでなんとか持たせようと、どうでもいいケチ根性

が出て、エアコンを切ったり、急発進・急ブレーキをしないようにしたりと

やってはみたものの、明日を待たずして車は動かなくなりました。車窓の景色

の流れがじわじわと遅くなり、「なんか変だ｡」あるいは「あっ、ヤバい｡」と

思いながらアクセルを踏むけれど、踏めども踏めどもスピードメーターの針は

落ちていき、人の歩きよりも遅くなって、エンジンが止まり、スピードメー
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ターの周りのいくつかのアラームサインが光り、惰性で静かにゆっくりと進

んで、力尽きて止まる。まるで「真っ白に燃え尽きたぜ｡」と言わんばかりに。

こっちは青くなってＪＡＦに連絡しました。ＪＡＦスタッフさんは車に積んでき

た１０リットルのガソリンを私の車に注ぎ、「これで最寄りのガソリンスタンド

まで行って、満タンにしてもらって帰ってくださいね｡」と言われました。こ

んなことで呼んでしまってすみません、と反省したにもかかわらず、数年後再

びガス欠きせてしまいました。田舎道を長い距離走っていて、ガソリンがなく

なりかけ、スタンドを探し探しやっと街灯りが見えてきたところでエンジン停

止しました。まだケータイの普及していない頃、トポトポと歩いて公衆電話を

見つけ、ＪＡＦに電話し「すみません。ガス欠しちゃったんですけど…｡」と言

いました。電話先のスタッフさんは、応援に行ってきちんと対応できるように、

ガス欠以外のエンジントラブルや問題がないか確認しようと思われたのでしょ

う。「ほんとにガス欠ですか？」と訊かれました。ですが、初めて体|険した時

のあのガス欠で車が止まっていく感じ、もの悲しさ、忘れようもありません。

疑うことなく「ほんとにガス欠です｡」と答えました。恥の上塗りですね。初

回同様に応援スタッフさんは、１０リットルのガソリンを持ってきてくれました。

今も毎年ＪＡＦの年会費を払っています。払うたびに「今年もこれが無`駄に

なりますように（ＪＡＦざんをⅡ乎ぶようなことがありませんように)｡」と心に

誓います。これからまだまだ車を運転するので、ＪＡＦざんや雪の日に手伝っ

てくださった近所の方々にかけた迷惑を教訓に、人に恥ずかしい失敗談をしな

くてすむようなドライバーにならなくては、と思います。
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自己紹介

徳山中央病院小児科

明石暁子

この度山口県小児科医会に入会させて頂いた明石です。平成15年山口大学卒

業です。これまで、山口大学、徳山中央病院、済生会下関、小郡第一綜合病院

で勤務させて頂き、2010年からの２年間国立循環器病研究センターで小児循環

器に携わらせて頂きました。そして2012年より再び徳山中央病院で勤務させ

て頂くこととなりました。７年前にも研修医が終わった３年目に勤務させてい

ただき、とても思い出の多い病院でしたので、大変嬉しかったです。徳山中央

病院は周南市だけでなく周辺の地域の中核病院で、昼夜問わず患者さんの多い

病院で、疾患も多岐に渡り、自分の臨床力のなさを痛感する毎日です。そんな

中でも今回は小児循環器の外来を任せて頂けるようになり、一人で診ることの

不安と、この分野をもっと極めていきたいという思いが交錯しておりました。

この一年で様々な心疾患の患者さんを診させて頂きました。まだまだ力不足の

面が多々ありますが、少しでも皆ざんのお役に立てるようこれからも頑張りた

いと思います。よろしくお願い致します。
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委員会活動報告

山口県における

5歳児発達相談に対する取り組み

》

５歳児発達相談推進委員会委員長

>可村一郎，

現在公的な乳幼児健診は生後lか月に始まり、３歳

(６か月）まで行われている。その後、就学前健診が

各小学校で行われているが、集団で短時間で行われる

ため、集団生活に困難をきたす児を見出すのは非常に

困難と思われる。そこで全国的に５歳児健診の必然性、

必要性が注目きれている。

山口県では平成17年、１８年に５歳児発達相談モデル事業が行われ、保育者側

からその有用性について高い評価を頂いた。この事業をより広め、より有意義

なものにするために、山口県小児科医会では平成18年、「５歳児健診検討委員

会」を発足した。

山口県の５歳児健診は、保護者・園の気づきの場としたい、養育上での違和

感や困難感を持つ保護者への支援、園での集団生活上の課題に対する支援、ス

ムーズな就学につなげたいということを目的として、保護者が気軽に受けられ

るようにと「健診」という言葉を用いず「発達相談」という言葉を使用した。

発達障害の診断をつけるのではなく、あくまでも気づいてもらうこと、支援を

目的とした。

以後'11口県では、県教育委員会のモデル事業として平成19年、２０年に宇部市、

萩市で、平成20年から２２年まで県健康増進課の５歳児発達相談専門医等派遣

事業が全市町を対象に実施された。平成23年以降は各市町が実施主体となり、

引き続き行われている。現在、下関市、宇部市、萩市、岩国市、光市、長門市、

田布施町、柳井市、平生町、｜川口市、美祢市、山陽小野田市、防府市、周防大

島町で事業化され、阿武町、和木町、上関町では別事業を活用し実施きれてい

る。

委員会の活動としては、平成18年に県内の園医に対して５歳児発達相談の実

施状況をアンケート調査、平成19年３月に園医が園医活動の一環として他機

関と連携しながら実施することを主な方針として、「５歳児発達相談マニュア

ル」を作成した。マニュアルでは、５歳児発達相談の目的、発達障害の特徴、

実施方法、事後相談機関リストなどを掲載した。
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平成23年から、５歳児発達相談をさらに全県的に広めたいという目的で委員

会名を「５歳児発達相談推進委員会」と名称変更した。平成23年12月にマニュ

アルの第２版を発行。第２版では、園医が園で行う方法だけでなく、各園で

ピックアップした児を園以外の場所で合同で行う方法なども取り上げ、各地域

に応じた方法で行うことを提案した。各市町で実際に行われている方法、事例

なども掲載した。

また、平成１９年から園・園医・行政・心理士・保健師・教員など５歳児発達

相談に関わる方を対象として、年１回研修会を開催している。１回目は鳥取大

学の小枝達也教授をお招きして、当委員会の委員のお－人でもある林隆先生と

実際の方法についてご講演いただいた。２回目以降、各地域での実施方法、各

職種の役割、立ち上げ方などについて各委員や各地域の保健師さんなどに、昨

年は県医師会と合同で京都の弓削マリ子先生をお招きして京都での体制作りか

らサポート事業までを、今年は相談後の事後フォローについて各地域の保健師

さん、園の方、地域コーディネーターの方などに講演いただいた。参加者数は

１回目が80数名であったが年々増え続け、今年は200名を超え会場の都合から

10か所以上からの申し込みをお断りすることとなったα県内各地から多職種

の方の参力Ⅱがあり、関心の高さがうかがえる。今後とも継続していきたいと考

える。

最後にこの場を借りて、ご協力いただいている各委員の先生方、県健康増進

課の方に感謝申し上げたい。
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山口県の赤ちゃんⅡか月健診について

乳幼児保健検討委員会委員長

金子淳子

はじめに

昨年から、山口県のｌか月健診の話をしてください

というご依頼を多数お受けしています。2011年に公費

助成がはじまった小児１１]肺炎球菌ワクチンの山口県の

接種率が、全国で上位だったことが、そのきっかけです。

lid青ネットワーク（金原洋治会長)」という新生児科医その前年、「赤ちゃん成育ネットワーク（金原洋治会長)」という新生児科医

ＯＢの会で、山口県の公費lか月健診の話をしたところ、出席者にたいへん驚

かれ、“山口県の常識は全国の非常識"、とまで言われました。調べてみます

と、県全体で公費ｌか月健診がおこなわれていて、なおかつ、小児科医が産科

に出向くのではなく、自身の病院、あるいは診療所で健診をおこなっているの

は、山口県だけでした。

生後２か月iから開始するワクチンの接種率の高さを、小児科医が小児科でお

こなうlか月健診でのワクチン啓発と結び付けて考えることは、至極妥当と思

えます。ワクチンの大御所の先生方が、あちこちの講演で山口県方式のｌか月

健診に言及されるようになり、今日に至っています。

山ロ県の１か月健診の歴史

県内で最も早く公費ｌか月健診を開始したのは、旧小郡町です。柳澤慧先

生が開業された折に、小児科医が新生児を診るためには（当時は産科医が手放

さなかった）lか月健診を公費でおこなう必要があると、個人で自治体と折衝

を重ねられたそうで、昭和60年からという、ごく早期からの導入となりました。

ざらに、平成５年頃から、県小児科医会と行政で、lか月健診について話し

合いがもたれました。元県小児科医会会長、鈴木英太郎先生によりますと、当

時山口県の乳幼児死亡率が高かったことから、小児科医が乳児期早期から関わ

ることの必要性を繰り返し説明し、リＭ､児科医会が県健康増進課から乳幼児健

診の資質向上のための助成金を受けることになったそうです。助成金を受ける

ことで、小児科でおこなうｌか月健診への流れが力Ⅱ速しました。小児科での公

費１か１１健診導入に際し、バランスをとるために、県は公費の妊婦健診を１１可

増やしました。健診医の要件として、ワクチンの接種や指導ができることとし

たため、産科医が手挙げをしにくくなったようです。

以上のような経緯で、平成７年、宇部市で公費ｌか１１健診がはじまり、平成

22年までの間に、全一市町で公費lか月健診が実現しました。

公費ｌか月健診を実現するためには、行政との密接な連携が不川欠であると、
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鈴木先生からコメントをいただいていますが、その詳細は誌上では語りつくせ

ません。

山ロ県の１か月健診の現状

現在、山口県のｌか月健診は、各市町相互乗り入れで広域化きれています。

平成20年からは、県外の小児科でｌか月健診を受けたものにも、償還払いがお

こなわれています。健診担当医は、市部ではほとんどが小児科医ですが、なか

には手挙げ方式で産科医がおこなっているところもわずかですが、残っていま

す。受診率はほとんどの市で90％を超えています。

小児科でおこなう１か月健診のメリット

１か月健診を小児科医がおこなうメリットは、スペシャリストとして異常や

疾患を早期発見できることを、まずはあげたいと思います。また、ワクチン接

種を早期から啓発でき、接種率の上昇につながること、その効果は実証済みで

す。１か月健診時における母親の最も多い不安の要因である授乳（母乳栄養）

に関しては、母乳不足感の強い母親に対して、小児科医が適切にアドバイスを

おこなうことで、母乳栄養の児の割合が増すことが考えられます。生後lか月

以降の親子の愛着形成支援、母親の産後うつに視点をおいた健診は、小児科医

で、よりその意識が高いと思われます。

山口県の１か月健診一これからの課題一

山口県の１か月健診は、偉大なる先達からもたらきれた素晴らしい財産です。

この財産をより充実させ、生かしていくべく、これから取り組むべき課題をあ

げてみます。

まずはlか月健診に対する勤務医と開業医の意識の違いです。特に若い勤務

医の先生方には、疾患の発見という意識が強いので、育児支援という視点を取

り入れることが望まれます。小児科医会では、愛着形成支援としてのタッチケ

アや、乳児期早期からの母親のメンタルヘルス支援に関する講演会をこれまで

に開催しています。また、ｌか月健診に、エジンバラ産後うつ問診票を導入す

ることも検討しています。

２点目は、健診の内容やレベルの統一が必要であることです。そのために、

小児科医会では、健診票の見直しや、新しいマニュアルの作成を予定しています。

最後に、健診を通して産後うつや虐待予防に取り組むためには、行政や産科

との連携が重要であると考えられます。関係機関との連携をこれまで以上に強

固にする必､要があります。

まとめ

乳児健診のｋｅｙｍｏｎｔｈのひとつである“lか月健診”を、小児科医が担当

する体制の構築・維持は、“成長と発達”の歩みを始める児と家族を志向した

｢地域総合小児医療」の基盤となる（田原卓浩先生)。
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日本小児科学会の「中核病院小児科・

地域小児科センター登録事業」について

小児医療提供体制山ロ県モデル案策定委員会委員長
社会保険徳山中央病院小児科

内田正志

ｌ｣本小児科学会では平成16年から、『我が国の小児

医療提供体制の構想』を明らかにし、様々な取り組み

をしてきました。一時的な停滞がありましたが、１昨

年から小児医療提供体制検討委員会（森臨太郎委員

長）が全国の各地区の代表と意見交換をしてきました。
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その結果、平成23年８月13日に開催された第114回本学会代議員会・総会で今

回の登録事業案が承認されました。様々な準備を経た後、平成24年１１月４日に

東京で登録事業に関する全国説明会が開催されました。山口県からは私と長谷

川俊史先生（山口大学小児科准教授）が出席しました。

本事業の目的は、医療の地域特性を考慮しつつ、質の高い小児医療が継続的

に提供できる体制を構築していくことです。

具体的な進め方としては各都道府県に、本学会代議員、主要病院関係者、小

児科医会、行政、関連大学医局などから構成されるモデル案策定委員会をつく

り、候補となる病院を推薦します（平成24年１２月３１日まで)。山口県では図１

のような構成でモデル案策定委員会をつくり、私が委員長になりました。そし

て、図２のように『中核病院小児科」と『地域小児科センター』を推薦しまし

た。今後は学会から届く質問票に記入していただき、平成25年１月31日までに

私に提出していただき、私がチェックした後、２月15日までに学会本部に提出

するようになっています。その後、これらの情報は解析された後、公開項目お

よび公開時期について、Ｈ本小児科学会理事会の承認を受けた上で、学会会員、

行政を含む関連団体、および国民に公開されます。

以下は日本小児科学会小児医療提供体制検討委員会が会員に配布した資料か

らの抜粋です。

【各施設の定義】

①『中核病院小児科」としては、大学病院（本院）と総合小児医療施設（小

児病院等）を念頭に置いています。

＝『中核病院小児科』は他の中核病院小児科や地域小児科センターとネット

ワークを構築して網羅的・包括的な高次医療・三次医療を提供し、医療人

材育成・交流などを含めて、地域医療に貢献します。

。中核病院小児科及び地域小児科センター両方の機能を併せ持つ大学病院は
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「総合型中核病院小児科」として両方の機能を登録します。（｢地域小児科

センター」機能を持たない中核病院小児科は「専門型中核病院小児科」と

して登録）

②『地域小児科センター」は“原則として”1つの地域小児医療圏（小児二

次医療・小児保健事業を一体として行う圏域）にlか所を想定しています

が、地理的条件や対象人口など地域の実情に応じて推薦されます。

＝＞『地域小児科センター」は24時間体制で小児二次医療を提供します。

＝>質の高い継続性がある小児医療提供体制構築のために、小児科医の労務環

境の管理・改善への努力が求められます。

③『地域振興小児科」や『一般小児科」は、下記のように小規模な小児科の

ことです。登録事業は行われません。

＝＞「地域振興小児科』は、『地域小児科センター』がない小児医療圏（地域

振興小児医療圏）において、－次二次医療を担当する病院小児科です。

山口県では萩ilJ民病院小児科、厚生連長門総合病院小児科、厚生連周東総

合病院小児科が相当します。

。『一般小児科」は、小児医療圏内において地域小児科センターと連携して、

主に小児の一次医療および－部の二次医療（一般小児医療）を提供する病

院です。

Ｉｌｌｕ県では、下関市立市民病院小児科、下関市立豊浦病院小児科、関門医

療センター小児科、山口労災病院小児科、宇部興産中央病院小児科、厚生

連小郡第一総合ｿIii院小児科、岩１通|巾医療センター医師会病院小児科などが

相当します。

これら「地域振興小児科」や『一般小児科」は、質の高い小児医療の維持の

ためにも大変重要で、様々な支援が必要だと考えています。小児医療を考える

上で、これらの施設を支援するために中核病院小児科や地域小児科センターの

整備をまず始める必要があると考えています。また、具体的支援策を検討する

ために、本学会内にワーキンググループを発足させ、夜間・休日の不要不急の

受診抑制策、他科医師との連携問題、専門医研修制度の優遇策等について、広

く関係者の意見を聞き、案を練っていく予定です。

図ｌ山口県モデル案策定委員会メンバー

日本小児科学会代議員

○内田正志（綜合病院社会保険徳山中央病院小児科）

長谷111真成（IⅡ「1県立総合医療センター小児科）

日本小児科学会山11地方会

大淵典子（綜合病院山口赤十字病院小児科）

青木宜治（厚生連長門総合病院小児科）

小児救急担当病院医長
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岩井崇（済生会下関総合病院小児科）

守分正（国立病院機構岩国医療センター小児科）

山口県小児科医会

金原洋治（小児科医会会長）

山口大学小児科

長谷川俊史（山口大学小児科准教授）

前場進治（山口大学小児科講師）

オブザーバー

郡宣則（山口県健康福祉部地域医療推進室次長）

図２モデル案策定委員会の推薦施設

『中核病院小児科」

山口大学医学部附属病院小児科（総合型中核病院小児科）

｢地域小児科センター」

済生会下関総合病院小児科

山口大学医学部附属病院小児科

綜合病院山口赤十字病院小児科

山口県立総合医療センター小児科

綜合病院社会保険徳山中央病院小児科

国立病院機構岩国医療センター小児科
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大学教授から開業勤務医への道

医療法人テレサ会西川医院発達診療部部長
発達障害研究センターセンター長

林隆(宇部市）

平成24年９月末日をもって、山口県立大学看護栄養

学部を辞し、１１月1日より医療法人テレサ会西川医院

に発達診療部を開設し、発達障害を中心にした発達診

療を行なっています。

大学教員の仕事

平成13年４月に山口大学医学部から山口県立大学看護学部に移り、１１年半を

主として看護師および社会福祉士の養成教育にあたってきました。後半は大学

院健康福祉学研究科で12名の博士前期課程、４名の博士後期課程を担当させ

ていただき、現時点で９つの修士と２つの博士の学位を出すことが出来ました。

かつて、論文博士を取得した時に、色々と大変だったなと思うのですが、実は

学位は取るよりも、出す方が何倍も大変だと実感しました。

二足のわらじ

１０年以上も教育現場にいましたが、神経発達の専門外来ではありますが、週

に３～４箇所で外来を行なってきました。大学でも仕事量が増え、様々なお役

が回ってきました。診療も昨今の発達障害ブームの煽りで、どこの病院の外来

もバックオーダーがかかり、新`患は数ヶ月～半年待ちという状況で、文字通り

飲まず食わずで６時間以上の外来を行ってきました。どちらの仕事も質量とも

に深まってきて、睡眠時間を削るしかない状況の中で、それぞれの内容で不全

感を持つようになりましたr,教育も診療もどちらもこなし、個人としては充実

していても、それぞれの内容は中途半端なもののように感じるようになってき

ました。

アイデンティティ

思い起こせば、小児の発達に関心を持ち、小児科に入局し研修医２年月で鳥

取大学の脳神経小児科に国内留学させていただきました。小児神経と発達診療

を目指した小児科医としてのスタートに立ち返ると、自分のアイデンティティ

は医師であり、小児科医であり、子どもの発達を支援していくことが仕事の中

心になるべきだと考えるようになってきました。
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発達障害臨床と医学教育

発達障害に関する診療ニーズはうなぎ登りで、対応しても対応しても同じよ

うな主訴の新患が次から次へと受診して来られます。発達障害についての対応

は国際生活機能分類の中で示される障害の「医学モデル」と「社会モデル」の

理解がないことには理解出来ないと考えています。そこで、昨今あちこちの大

学に設置きれている寄附講座のようなものが山口大学医学部に出来れば、発達

障害の理解と支援を実践しつつ教育活動も出来るのではないかと寄附講座開設

を模索してみました。詳細は省きますが、様々な障壁があり容易でないこと

がわかりました。－番ショックだったのが、自分自身のエフォートでいえば

60％以上かけてやってきたつもりの診療活動が医療行政を中心とする公的機関

にはあまり知られていなかったという事実です。まずは医療機関として発達臨

床を行う基盤を構築することの必要性を痛感した次第です。

開業勤務医という選択

寄附講座の相談にのってもらっていた経緯もあり、以前から「一緒に診療

を」と誘って頂いていた宇部市で西111医院を開業している西川夫妻の全面的協

力を得て、医療法人テレサ会西川医院に発達診療部を開設することが出来まし

た。西川夫妻の長男である鉄郎君は自閉症ですが写真家でもあります。その鉄

郎君の主治医として西Ⅱ|夫妻との20年のお付き合いがこのような機会をもた

らしてくれたことになります。

西川医院発達診療部とは

西川医院の発達診療部の標梼科は発達小児科、小児神経科、児童精神科とし

ています。小児神経学会の専門医とか発達障害学会の評議員をしているので、

最初の２つの診療科は自分的には自然なのですが、精神科については、いささ

か標傍するのに気が引けました。そこで、昨年あわてて日本小児精神神経学会

の学会認定医を取得しました。スタッフは私以外に常勤の相談員と作業療法士

が１名ずつ、脳波検査のために非常勤の臨床検査技師が１名という小さな所帯

です。医療事務は西川医院の内科・外科診療部と共用です。このような体制の

もとで、完全予約制の診療を始めました。

対象とする疾患・障害

対象疾患は発達障害が中心にはなりますが、発達に関する様々な子どもや保

護者の悩みに対応していこうと思います。昨今何かと話題が多いてんかんです

が、幸いにして日本てんかん学会の指導医専門医を取得していたので、てんか

んの診療にも貢献したいと思っています。ただし、私の背景が小児科であるこ

とと、県立こころの医療センターが近くにあり、役割分担の意味でも、新患は

１５歳（中学生）までとさせて頂いています。

施設は診察室、相談室、リハビリテーション室、言語療法室、脳波室を有し

ています。リハビリテーション室は年長児や学童期の子どもでも感覚統合療法

が実施できる大きな部屋を作っています。私の診察室にも感覚統合用のプラン
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．が１つ作ってあります。ブランコのある診察室はロ本初ではないかと自負し

ています。

診療状況

再診枠も含めて１日１２～１３人の患者さんをこなすので手一杯です。その中

で毎日２～４名程度の新患を診きせていただいていますが、１２月17日現在３月

の前半までの新患枠はほぼ埋まっています。ただし緊急性の高い患者さんは再

診枠をやりくりして対応したいと思いますのでご紹介下さい。新患紹介はあら

かじめ保護者による電話予約（0836-54-2525）をお願いしています。

今後への期待と展望

診察を開始して約1ケ月半ですがγ極端に時間に追われることなくじっくり

と話をきくことの出来る外来をおこなう''１で、これまでおぼろげに感じていた

ことが明確になったり、新たな発見があったりして、充実した時間を過ごせて

います。また、診療部にあわせて発達障害研究センターという組織をつくり、

疫学研究、質的研究を基盤にした実践研究、啓発活動、専門職の教育研修活動

等を行なって行きたいと思っています。

一般小児科とは少し異なる立ち位置を取りますが、背景は小児科医としての

スタンスで診療していこうと思っておりますので、山口県小児科医会の先生方

には引き続きご指導ご支援を賜りたいと'tLlいます。今後ともどうぞよろしくお

願いいたします。

脚

覇芭二

１口■■■！
ブランコのある診察室 リハビリ（感覚統合）室
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食物負荷試験やってます

山口県立総合医療センター小児科

真方浩行

山口県小児科医会に入会させていただきました山口

県立総合医療センター小児科の真方浩行と申します。

入局は平成15年、専門はアレルギーで、免疫、リウマ

チ性疾`世の勉強も少しずつさせていただいています。

このたび、河野祥二先生、藤原元紀先生のご厚意によ

i1Illlllll1ll111iiJ､１ｌｂ

り当院の食物アレルギー診療についてご紹介させていただく機会をいただきま

した。

2005年に食物アレルギー診療ガイドライン（2011年改訂)、食物アレルギー

診療の手引き（2011年改訂）が発刊きれ、食物アレルギー診療について、「必

要最小限の除去」という基本原則が確立されてきました。「必要最小限の除

去」すなわち、食物除去をなるべく少なくすることにより、‘患児や保護者の

ＱＯＬは向上します（参考文献①)。「必要最小限の除去」にするためには血液

検査や皮l實試験の結果のみで除去を開始・継続するのではなく、食物負荷試験

を積極的に行って判断することが推奨されています。一方で、食物負荷試験は

アナフイラキシ－を誘発する危険性のある検査で、いかに安全性を担保するか

が重要な課題です。

除去晶蔓麹Z剛IえるとＱＯＬが低下する菫
._--や一一一一J＝ニーニーニニニﾋﾆｰｰｰ』-.--.厨--.ﾆﾆｰｰ1,1.-1'１－.’

《食物アレルギー児の食生活での制約－－主要原圏食物(卵･乳･小麦)除去品目数による比較…》

■3品目休劃､二40）□2品目は劃､=87）ロ1品目除去(､二129）

i'''''１１iljl111ii111I111Ill11lillllliiililiiI鮒的に負担
家族と別献立

望2ヒノ外食が不自由 》

4ａ野兇

友人宅訪問が不自由

一声

096 5096 10096

食物アレルギー栄養指導の手引き２００８

参考文献①
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山口県小児科医会、園医・学校医活動に関する委員会による平成22年秋の

食物アレルギー診療実態に関するアンケート調査報告によると、山口県内に

は850人以上の食物除去を継続している,恵児がいると推計されています。また、

除去食解除のために食物負荷試験を実施している医師は16名で、食物負荷試

験を実施されずに除去食を継続している患児が多数いることが推測されていま

す。山口県で食物負荷試験を受けられずに、除去食を継続する患児が多数存

在している実態が明らかになり、地域の中核病院として当院も積極的に食物負

荷試験を実施し、他院からの負荷試験の依頼を受け入れる体制を構築しました。

順調に負荷試験の実施件数は増加し（表②)、防府地区を中心に県内各地から

も来院されるようになってきています（表③)。負荷食品の種類としては鶏卵、

牛乳、小麦の111頁に多く（表④)、アナフイラキシ－の既往のある患者が約３割

です（表⑤)。

地域別食物負荷試験件数

'::｢■□■…JJ

iiJJ-JU■
H２４年

表③表②

抗原別
その他

(ピーナッツ､ア

米、エビ、リン

表⑤表④

繰り返しになりますが、食物負荷試験を実施する際には、安全性の確保が何

よりも大切で、初診時にこれまでの摂取歴、症状誘発歴などを詳細に聴取し、

食物負荷試験の適否、負荷試験での初回食物負荷量、総食物負荷量などを検討

しています。また、負荷試験中は専属の医師、看護師が付き添い、アナフイラ

キシ－に対応できるように医療機器、アドレナリン注射薬などの医薬品を準備

して行っています。これまでに施行した食物負荷試験の陽性率（症状誘発率）

は29％（表⑥)、陽性例の77％はSampsonの分類でグレード１，２の軽度の

症状でした。ｌ例でグレード４の症状を認め、アドレナリンの筋注を必要とし

ました（表⑦)。県外の他施設からの報告と比較して、概ね安全に負荷試験を
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負荷試験の結果 陽性例での誘発症状
,’l

Grtlde5石度の血圧GET､ない消失など

Grade4,ｌｌｌＷ３Ｉ:11k1W:：if1廠綴U

Grade3全日の紅房と■炉､■■・
鱒綴寸…域(1.画以上)必ど■■■i

Grade2鯉劃:PWC．以内Ｌやや元気がないなど

Gradel孫8:;５１．４侭iif:と■■■■■■■■■

０５１０１５ＺＯ ２Ｓ

(Iﾘﾘ）

_」’

表⑥表⑦

行えていますが、より安全に行えるように、ざらに改善していきたいと考えて

います。

食物負荷試験後の自宅での食物摂取状況についても、フォローアップしてい

ます。除去解除もしくは摂取量を増量できたのが132例中104例（79％)、その

中で負荷試験後に自宅で摂取して症状の誘発を認めたのは１０例（96％）でし

た。誘発症状は、軽度の膨疹、□の中の違和感、湿疹の悪化などで、いずれも

Sampsonの分類でグレード１に相当する軽微な症状で、救急受診を必要とし

た例はありませんでした。また、症状は一時的なもので、その後、摂取中断に

いたった例もありませんでした。

長谷川真成部長のご尽力で、当院

の中長期目標として、小児アレルギー

疾患対策が組み込まれたことも食物

負荷試,験を行う上での後押しとなっ

ています。平成24年８月には病院か

らの派遣という形で、２週間ほど、

国立病院機構相模原病院の海老澤元

宏先生のもとで、私と、病棟の主任

看護師、管理栄養士の３名が研修を
写真③

うける機会をいただきました（写真

③)。研修病院の小児アレルギー専門医、看護師、小児科専属の管理栄養士の

パワーに圧倒され、食物アレルギー児や保護者のＱＯＬ向上、より安全な負荷

試験の実施に向けて、当院の食物アレルギー診療も大幅に見直すことになりま

した。その中でも最も大きく変わった点は専門的知識をもった管理栄養士が外

来受診時や食物負荷試験後に栄養指導を行うようになったことです。

なぜアナフイラキシ－をおこすリスクを負ってまで食物負荷試験をするかと

いうと、食物負荷試験の結果によっては,惠児と保護者とその周囲の人々の生活

を大きく変える可能性があるからです。まずは標準的治療や科学的根拠に基づ

き、何を食べることができないのか、何を食べることができるのか整理するの

が小児科医の役割です。そのうえで、食ぺてよいことを指導し、食べられる食

物をどのようにして実際に使える食品にしていくかといった具体的な支援が大

切です。そのためには医師のみでは不十分で、栄養学的な専門知識を持った管
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理栄養士の役割が必須だと考えています。当院の管理栄養士は小児の食物アレ

ルギー診療に積極的に取り組んでおり、専門的な栄養指導は当院の食物アレル

ギー診療の柱の一つとなっています。

子どもたちにアナフイラキシ－と無縁な安全な食生活をおくってもらうこと

は私たちの夢です。ただ、現実的には、いくら気をつけても誤食の事故をゼロ

にすることはできないでしょうし、それに伴って、アナフイラキシ－もいつ

起こるかわかりません。危機管理の大切ざが叫ばれる今日ですが、食物アレ
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ルギーの分野も無縁ではありません。学校生活管理指導表（アレルギー疾患

用）（参考文献⑨）や保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表（参考文

献⑩）の活用がはじまったように、アナフイラキシーヘの危機管理に対しても、

社会の目が集まっています。食物負荷試験を行い本当に危険な食材は何である

か確定きせることは誤食のリスク評価のためにも有用です。当院の食物アレル

ギー診療も、食物負荷試験に基づく、正しい診'折というスタートラインがよう

やくみえてきたところと考えています。これからは誤食の予防、院外でアナ

フィラキシ－をおこした場合の対応についての啓発、園・学校や行政との連携

といったことにも力をいれていきたいと考えています。

先日の某局のニュースの中でも、山口県で食物負荷試I険ができる施設は少な

いとの報道があったと聞いています。できるだけ多くのお子さんにガイドライ

ンに基づいた診療を行っていけるように、今後も食物負荷試験を積極的に行っ

ていこうと思っていますので、食物アレルギーで困っている,患者さんがいらっ

しゃいましたら、ご紹介いただければとMAいます。まだまだ勉強中の身ではあ

りますが、受診してよかったと患老ざんに思っていただけるように努力してい

きます。

最後になりましたが、医会の先生方には患者さんの紹介などでいつも大変お

世話になっております。今後ともご指導、ご鞭燵のほどよろしくお願いいたし

ます。
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謙私の経験
2012.秋

髪型によって教室'二入れてもらえなかった

トラブル事例

雛

鈴木小児科医院

鈴木英太良Ｂ(宇部市）

薑４J(雲霧洩墨

髪にバリカンのすじが頭の側頭部に左右１本ずつつ

いているので、教室に入れることは出来ない。母親を

'1乎び出して２時間目から家に連れて帰れと言われ実行

されたとのこと。その日の夕方になって耳に入り、惜

然となった。

’''11111,1,1

私が驚いたのには十分にわけがあると思うので少し筆を執りたいと思った。

この生徒は中学生で、もちろん小学生ではあり得ない話である。たまたま我

が医院の眼科のナースの子ども（Ｍ君）であるので状況は手にとるように分

かる。

保育園年中組（５歳）のとき、園で問題が多発、即ち乱暴ですぐに暴力をふ

るう、わけもなく友達の背後から叩く、暴言を|吐く、高い所に上る、ルールを

守って遊びをすることが出来ない、指示が通りにくい、こだわりが強いなどあ

り、園も当院小児科の看護師長ともども親のしつけが悪いということで、親に

説教らしきことをして改善を試みた。そこへ私が関わり、ＡＤＨＤの症状であ

るから、親のしつけの問題として片づけてはよくないと指導に入った。環境整

備が大事であると考え、まず母親・家族・園の園長などに発達障害について理

解してもらうため、本を貸したり講演会に出て研修を受けてもらったりしてい

た。

小ｌの４月、心電図を撮ることとなった。学校側では衝動性のために無理で

あろうと考えていたが、前日から内服薬を投与したところそれが効き心電図は

無事にとれた。学校の反応は奇跡が起こったというものであった。小学３，４，

５，６年では学習効果を上げたいという希望もあり、特別支援学級に席を置き、

通常学級と両方を活用する方法をとった。中学になったら通常学級に通う可能

性が高いと本人にも少し期待を持たせていた。小学校４，５，６年生では少年

サッカークラブに属し、キーパーとして活躍した。意欲十分であった。

中学校での本人の希望は断然通常学級であった。しかし、小・中の事前の連

絡で、小学校の特別支援学級の先生から特別支援学級活用がうまく行ったので

その方法が良いのではと勧められた。中学校側も小学校側からの呼びかけに応

－７０－



えて受け入れ態勢をとった。ところが受け持ち予定の先生はどうしたことか受

け持ちではなくなり、代わっての担任した先生は７月（８月？）いっぱいでメ

ンタルの調子を崩し、療養のために結果的に担任をはずれることになった。

私は７月に１年生の先生方に集まって頂き、Ｍ君の特長、扱い（接し方）

について学校に出向き、１時間近く懇談の場を持った。自尊心を傷つけないこ

と、達成感を持たせることなどをアドバイスした。

９月になり学校で普通学級の授業と特別支援学級の授業が打ち合わせ通りで

なかったりして、本人がどこに行ったらよいか迷ったりした。学校の扱いに不

信感を持ってきているようだったので、心理テストの一環として文章完成法を

させてみたところ、家族に対しては信頼感が十分あるのに、学校の先生方に対

しては自分をなぜ信用してくれないのかという本人の自尊心の傷つきの表現が

多くみられた。先生方に対して不信感を抱いており、学校と本人のミスマッチ

が起こっていることが推察された。

そこで私は市の特別学級支援室に依頼することを考えた。宇部市が最近に

なって新設し力を入れている部署で、ここは特別支援学級の実態をよく知って

もらって、形ばかりでなく内容を良くする絶好の機会であると思った。一番の

問題は、通常学級に入れるべき生徒を特別学級に入れている可能性が高いこと

であり、出来るだけ早く通常学級に戻すべきと進言し、市特別支援推進室で尽

力して欲しいと依頼した。

特別支援推進室に動いてもらい念願通り１０月から普通学級に変更となった。

道徳授業は特別支援学級で受けることや普通学級のホームルームが終わった後

の特別支援学級でのホームルーム出席が義務であった。皆と一緒でもかまわ

ない道徳授業を特別支援学級で受けるとは意味が分からなかったが、これは、

(本人は嫌がっていたが）道徳の授業を通じて個別に話が出来るのでそこで本

人の様子も把握しようという考えのようであったがすぐに止めになった。

普通学級となったことで表情も明るくなり、楽しく学校へ行けると喜んでい

たその矢先に前述の髪の毛トラブルが起こった。

１０/2６（金）、髪型が悪い、バリカンで薄くすじが入っている、いわゆるソリ

を入れている。これでは教室に入れることは出来ないといって学校が母親を呼

び出し、２時間目から帰宅させた。

その日の夕刻、Ｍ君と散髪した叔父（23歳、母の弟）に来院してもらい話

を聞いた。文化祭があるので叔父に自前で散髪をしてもらったが、故意に本人

が髪型について注文をしたわけではないことが分かった。バリカンのソリと

いってもそれほど目立つものでもなく、これくらいで帰宅きせるものかと脈に

落ちなかった。

また、叱られたとき、Ｍ君は養護の先生の助けを求めて呼んでほしいと頼

んだが、養護の先生は今いないと言われ呼んでもらえなかった。その後教室の

廊下を通ったら、養護の先生の姿が見え、本人としては不信感をもったとのこ

とだった。

－７１－
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折角の機会だからと思い、養護教諭、担任、生徒指導の先生方に来て頂いた。

本人の前でかなりやりとりがあったが、途中で本人と叔父は退席してもらった。

髪から透けて頭皮の白くうっすら目立つところを毛染で黒く塗って目立たな

くしたらどうかと提案したが、生徒指導の先生はバリカンでⅡ立たなく切り揃

えるようにとの一点張りであった。何故それほど強く規制するのか理由を尋ね

たところ、許すと示しがつかなくなり学校中が収まらなくなるとの説明であっ

た。年に何回同じようなことがあるのかと聞いたところ、年にあってもｌ～２

回の様子であった。

夜９時すぎになったので、ＡＤＨＤに関した本を３冊揃え先生方３人に読ん

でほしいとお願いし手渡してその日は解散した。

１０/2７（士)、１０/2８（Ｈ）は文化祭であり、私はＭ君が気持ちよく学校へ行

ければという思いで一杯であった。髪型はその日のうちに祖母がさらにバリカ

ンで刈り上げたとのことであった。

１０/2８（日）９時半頃、￣文化祭を少し見てみようと学校へ行った。私はこの

中学校の校医ではないが、過去にＰＴＡ会長や教育後援会会長などを務めた経

緯もあり、親近感があり敷居は高くない。校長先生ともお会いでき、元気に

やっているとの話で良かった良かったと思い、その生徒のものと恩しき作品展

示もみて退散した。体育館では作品劇を上演しており、皆楽しんでいる様子で

あった。

ところが１０/2７（日）の夜になって、また学校でトラブルがあったと医院職

員より連絡あり。翌日（)]）に母から聞いた話が次のようなものであった。私

は|唖然としたが、母が状況をよく把握しているので、その様子を書いてもらっ

た。

<母親の感想メモ＞

文化祭２日目朝からそれ程目立った感じはなかった。

１１：２０～昼休みで１年５組の教室へ

日頃は１年３組の教室だが、文化祭ということで生徒の荷物を１つの教室に

集めて管理をしていた。その教室に爆竹のような１千のでるものが落ちていた。

本人が言うには他の子が拾って鳴らしてみようとしたが出来ず、本人が鳴ら

してみることにしたようで、クツで踏んでみようか、いすで跣んでみようかと
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考えたが、結局ホウキで叩いて鳴らした。（２回程なったよう）音がしたため

先生が気付き、指導のために教育相談室に連れて行った。

先生より母親である私が説明を聞こうとしたが、「落ちているのに気付かん

学校にも責任がある」と本人が言うと、先生は「責任逃れをするな」「話をす

りかえるな」などと大声で言われ、本人につかみかかりそうになり他の先生に

止められた。

私が思うのには、大声で怒鳴っても本人には上手く伝わらないので、もう少

し冷静に対応が出来るとよいと思った。

本人が言う「学校の責任」とは、言い方がわからないから学校の責任と言っ

ているのであって、「もしかしたら落ちているかもしれないから、拾ったら届

け出るように」と言っておいてほしかった、という意味だと思う。これは本人

も「言葉は足りないが」と先生に言っていた。鳴らした事は確かに悪いことな

のだが、本人を指導する上で根本的な扱いが出来ていないと改めて感じた。

～～～～～～ここまで母親のメモ～～～～

子供は叱られた後、母に「学校は敵だ」とつぶやいたそうだ。

１０月に入ってやっと通常学級に通い始めた生徒に対する学校の扱いとしては

疑問を感じる。発達障害児と健常児の区別理解が出来ていない。それ故、扱い

方も通り一遍である。爆竹は一般の子は怖がI)手を出したがらないが、音は聞

きたい。本人はこのようなことは恐れ知らず、変に度11ｾﾘは良い。鳴らし方を考

えるなど鋭いところもあり感心する。爆竹は１年５組のＡＤＨＤの生徒が持参

し、ぱら撒いていたものだった。

学校は、不登校の子には何とかして出席してもらおうとする。片やこの子の

扱いのように校則をたてにとり帰宅させる。矛盾していることに気付いてほし

い。

小学校の特別支援とIll学校の特別支援は同等でないことがよく分かった。小

学校は－人の先生がほぼ全教科が教えられるという中学とは違うメリットもあ

るせいだろうか。

それにしても中学校の先生方は発達障害についてもう少し配慮がほしい。あ

まりにも一般生徒に対する画一的指導を特殊な事情を有する生徒にあてはめる

こと、それも必要以上に厳密にあてはめることは逆効果になりかねない。環境

を整え、やっと普通学級に通えるようになった生徒への対応としては問題があ

る。母親は発達障害に関してよく勉強し、理解が出来ている。教師も個別に対一

応する必要性について理解する努力が一層望まれる。

最後に付け加えておくが、文化祭の当日朝、バタバタして薬（ストラテラ）

を飲み忘れていた。現在のＭ君.の状態は二次障害である反抗挑戦性障害も併

発しておらず非常にうまくいっているのではと考えている。

フォローについての事例検討会にも関わった医師として呼んでもらいたいも

のである。いずれにせよこのような事例は、学校・医療・行政の三者が連携し、

協力をして対応することが求められるし、またこの生徒の成長を楽しみにして
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いる。

続編

Ｍ君についてはすっかり片がついて落ち着いたことと思っていた。

ところがまたまた仰天するような事件が１０日そこそこで起こった。

生徒指導の先生が、Ｍ君の態度が悪いとして個室に呼び出し頭突きをした

ので、今から母親に謝りにクリニックに行きたいという電話が夕刻医院に入っ

た。母親は併設する眼科のスタッフである。校長、生徒指導教諭、養護教諭３

人が来院した。先に母親が会い、その後私が会うことにした。

母親から聞いた話では事の次第はこうだ。Ｍ君が理科の授業中に教室の壁

にある電気コンセントのカバーをはずし、ポケットに入れていたのを先生が見

つけ答めて生徒指導の先生に告げた。個室に呼ばれ、生徒指導の先生が蹴った

イスがＭ君の脚に当たり紫斑、頭突きで額と後頭部にコブが,Ⅱ｣来たとのこと。

後頭部のコブはおそらく頭突きの際に背後にあった固い壁で前後に衝撃を受け

たものと思われる。

トラブルの原因となった電気コンセントカバーは、本来ネジで止めてあるも

のが、ネジがなくなりテープで止めてあった。そのテープも古くなりやっと止

まっていた状態のようで、Ｍ君からすれば気になりはずしてみたくなったの

であろう。

そういった行動は彼特有の行動であり、理科の先生がその場で注意して返さ

せれば何も問題は起こらないはずである。なぜ生徒指導の先生に告げ口をした

のか、また告げられた先生は先生自身の責任感からかもしれないがなぜそのよ

うな行動をしたのか理解に苦しむ。生徒は恐怖感から暴言のひとつも発するで

あろう。先生もエキセントリックに興奮したのかもしれないが、生徒指導に全

くなっていないことを自覚してもらいたい。

Ｍ君はその夜１時頃まで興奮して眠れなかったそうだ。翌ロは母親に慰め

られ登校、帰りにクリニックに寄ってもらい、打撲の痕を見せてもらった。

１０月に連続した２つのトラブルについて対応の仕方に問題を感じ、学校当局

だけでは十分対応出来かねている恐れがあると判断し、行政である学校教育委

員会の学校教育課長に指導を頼んだ矢先の出来事でもあり非常に残念に思う。

個人にも問題はあるがこのような指導方法がまかり通る学校の体質について

の大胆な改革が必要であろう。発達障害についてこの学校から山口大学に派遣

ざれ勉強している先生もおられるが、はたして即役立っているのか疑問である。

こういう事例を丁寧に扱い、生徒の－犠牲に終わらせず良い方向に向かうよ

う改革されることを願う。

最終論（まとめ）

その後、学校側は当事者含め関係者がそろって反省を込めて報告に来られた゜

その際、私からは発達障害に関する本を１冊贈呈した。
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冬休みも終わり、三学期が始まった。Ｍ君の表情は明るい。学校へ行くの

が楽しいかと聞くと、ウンと頷いた。

母親曰く、冬休みの宿題をなんとかこなした。今までになかったことだとい

う。家庭では小学校の国語や算数のドリルを少しずつやらせて、出来るという

達成感と自信を持たせる工夫をしてみてはとアドバイスをしているが、これも

うまくいっているようだ。ＩＱ９０なのでかなりところまでいけるのではと期待

している。

今回の件で子供の自尊心を大切にすることの重要性を改めて実感した次第で

ある。

この４月で２年生になるが、特別支援学級に籍を置いたまま通常学級の授業

となるようだ。
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旅行記

｢わが母校兵庫県立西宮高等学校」
砂川小児科医院

砂川’功（山陽小野田市）

このたび（Ｈ２４８１５)、神戸に行く機会があＩ)ましたので、この機会に神戸

三宮から阪急電車で神戸線～西宮北口～今津線～甲東園と、家内を案内して昭

和40年に卒業以来47年ぶりに「わが母校兵庫県立西宮高等学校」へ行ってみ

ました。阪急甲東園駅からの坂道をゆっくりと歩いてお盆休みの昼下がり母校

を目指しました。通学路の風景は47年の歳月を経てすっかり変わっていまし

たが、阪神淡路大震災がもろに母校の真下を走ったと聞いておりましたが、そ

の面影は今は全くありませんでした。

写真①阪急中東園駅から関西学院大学行きのバス道を避けて近道の急な坂

道を登りきると兵庫県立西宮高等学校のⅨ門があります。

写真②学校の正面玄関です。夏休み中とお盆休みの昼下がりで人影はあり

ませんが、当時と全く変わっていません。

譜琵i１ｒＬ

写真① 写真、
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写真③正面玄関の右Il1lIに講堂があＩ)ます。当時と変わっていませんが、私

は県西で生徒会長をしましたので、この講堂で全校生の前で挨拶

をしたこと、卒業式には総代として卒業証書を授与されました。

写真④正門を入ると校内のすぐ左側に池を配した樹木が多い憩いの公園が

あります。夏休み中で管理不十分でしたが、当時から桜が満開の

時は見事でした。

写真⑤高校の前の道路は関西学院道路（バス道）となっており桜並木のつ

きあたりに関両学院があＩ)ます゜学院の学生食堂へよく行ったも

のです。

写真⑥おまけ：神戸の中華街でのスナップ写真

-１

写真④写真③

mIiiimRハルWiWlMI

熟鰔零認ﾎﾞﾘ'11111,1

写真⑥写真⑤

－７７－



勤務医と開業医の狭間から抜け出して

くらしげ小児科

蔵重秀樹（防府市）

３４年間を医師として過ごしてきた。２３年間を勤務医として過ごし、開業して

11年が経った。勤務医であった時の私と、開業医である今の私のどちらが幸せ

なのであろうか。

開業の８年前に山口県医師会報に寄稿した文章を見つけた。２０年前の私と語

り合っているような錯覚に陥ったので、皆さんにも紹介したい。

勤務医と開業医の狭間にて（－部抜粋）

県立中央病院（注：現県立総合医療センター）に勤めて丸６年が過ぎた。(よ

や私も４１歳である。私の父も小児科医である。この道45年、開業して37年、

いまだ元気である。

県立病院の勤務医として働き、開業医を父に持つと、勤務医と開業医の双方

の気持ちが解る。共通する点はお互いにつらい仕事であり、他人の芝生は良く

見えるということである。

そんな父が時に言う、「休日も入院,患者の回診、夜中でも呼び出し。病院も

大変だろう」。実際、我々勤務医は、開業医より割が悪いと少し僻み根性を持

つことがある。特に、卒後15年ぐらいまでの、地域の開業医との交流の無い年

代にその傾向が強い。「開業医は日中だけ診察、夜や休日は診ない。開業医っ

て勝手だ｣、なんて思っている勤務医は結構いる。しかし、開業医の息子であ

る私は、開業医の勝手だけで`患者が県立病院に急`患として来ているのではない

ことを知っている。夜12時頃までは急患を診ている開業医も結構いる。そして、

それより遅い時間になると、`患者の方が遠慮をする。真夜中に開業医を起こし

てまで診察させることは、普通の神経の人には気が引けて中々出来ないことで、

結局コンビニのように24時間僅々と電灯のついた遠慮のない県立病院の救急

室に集まるのだろう。

深夜の急患のかなり多くは、当然の権利のように遠慮のない態度や言葉を使

い、県立病院の当直医とコンビニの夜のアルバイトを同一視している節がうか

がえる。当直をしていてがっかりするのは、深夜の２時頃に「眠れないから来

た｡｣、と言われる時である。いくら眠れない患者でも、夜中の２時ではコンビ

ニの扉は開けても開業医の門は叩かないだろう。

勤務医側から見ると、尊敬できない開業医がいることも事実である。名刺の

裏に申し訳程度の紹介を書いたり、「連絡しておくから」と言いながら何の連

絡もしないような開業医は、勤務医のやる気を無くしているということを理解

して欲しい。
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夜間の診療以外に、収入の差や開業医が一国一城の主という理由で、勤務医

の心の中では開業医に対しての複雑な思いが交錯している。開業医がよく見え

るのなら開業すればいいじゃないかと言う反論もあるだろう。そして、多くの

40代の勤務医の心の中では、開業という言葉がサテライトのように回っている。

しかし、隣の芝生は青く見えるが青いだけじゃなく、自分の家の芝生もけっし

て剥げているばかりではないことも知っている。

飛び越えるか、踏みとどまるか。その人の年齢・家庭・仕事環境等、色々あ

る中で、最終的にはその人の意志の強さと勇気の量で決るのだろう。どちらに

進むにしてもｌ

較べてみれば開業医の世界は働くだけ収入が増える資本主義で、勤務医の世

界はどちらかというと社会主義であろう。当直や時間外勤務を多くしている若

い医師は定期的に交換される歯車であり、組織の中での決定権は与えられず結

果として病院の実情には疎く、顔を知らない開業医に対して時に不満を感じる。

それでも、若い医師に共通するキーワードは向学心である。高度医療や重症患

者を診ることが彼らの価値観であるため、症例の多い県立病院の中では、他の

病院の研修医と較べて軽く扱われることが多くても我慢できる。

しかし、３０代後半になると少し違ってくる。休日も病院に行き、家族との予

定さえ患者の病状次第という、そんな自分の生活を医者として当たり前と思う

半面、患者に費やした時間の分だけ自分の子供を犠牲にしているかと思うと少

しやるせない気持ちにもなる。

体力勝負という面のある医業の世界では、自分に自信のある４０代は一番い

い時期だろう。しかし、そんな40代勤務医の輝く眼のそのまた先には、勤務

医人生での折り返し点や終着点が時折見え隠れしているはずである。

しかし、整った設備、他科の医者にも相談しやすい、複数のスタッフのお蔭

で重症患者も診察でき、自分が病気をしても診療がストップしない等々、勤務

医のメリットも多い。裏返して言えば、前述の反対が開業医の辛い点だという

ことを勤務医は知っている。

開業医は言ってしまえば、個人商店の親父と同じであろう。仕入れから、従

業員の心配、収支計算まで全て自分がしなくてはならない。自分の健康など

構ってはおれない面すらあるが、病気休業でもしようものなら、家族も従業員

もいきなり“みなしごハッチ”である。全てが自分の努力にかかっている。

飛び越えるか！、踏みとどまるか１答は一つではないが、定年に相当する年

まで元気に開業生活を送れれば開業の勝ちか…？父を見ていてそう思う。

そして今、２０年前の私が目安にした“定年に相当する年”になった。

今思えば、勤務医時代は『不規則と責任の重き」であった。私が勤務医で

あった頃は完全主治医制で、予定の立てられない不規則な生活が時に続き、予

定を中止した時も『仕方ない」と諦めていた。しかし、勤務医時代、仕事がき

ついと思ったことはなかった。不規則な生活や睡眠不足も、『－人ではない』

安心感と自分の『体力』に対する過信があった。病院が地域の基幹病院であっ

たため、多くの重症患者を持ち、幾多の死亡診断書も書いた。自治医大卒業生
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の研修病院でもあったために彼らの指導もした。病院に勤務する以上、患者に

対しても研修医に対しても、自分の実力以上の役割を果たさなければならない

という大きな『責任』と重圧は感じていた。

そして今、開業して１１年が経つ。知っていたつもりではあったが、開業医

がこんなに大変とは思わなかった。２０年前の私の甘さを反省する。勤務医が思

うより開業医は大変である。理由は『不安定」である。

小児科の特徴として受診者数のばらつきが激しい。夏は患者が少ないが、秋

から冬はインフルエンザの予防注射や流行もあり患者が増える。この数年は新

たな予防接種の追加・変更が頻繁にあり、医師もスタッフもてんてこ舞いであ

る。

私の医院は２人医師体制のためスタッフの数が通常の小児科より多い。秋か

ら冬の患者増に対応できるようにスタッフを揃えているために、受診者数の減

る夏は極端な人余りになる。おまけに夏は、曜日によって一人診療体制にする

ために一段と人余りになる。そのため、スタッフの勤務表作りに多大の時間を

とる。勤務医時代に看護師長が勤務表作りの大変さを嘆いていたが、その苦労

が今はよく分かる。また、患者説明用のパンフレットの作成・印刷（特に昨今

の予防接種の追加や変更には皆さんも振り回されていることでしょう）や季節

に合わせた院内装飾の変更など、まきに個人商店の親父である。毎年少しずつ

の変化はあるものの、あっという間に一年が過ぎ、１０年がすぐに経ってしまっ

た。ただ医師であれば良かった勤務医時代と違い、医学書を読む時間は確実に

減り、自分の自由時間も減った。それでもそれが苦にならないのは、マイホー

ムを建てた人が自分の家を掃除したり飾ったりするのと同じようなものかもし

れない。

ところで、２０年前に小児科医になった先生方は今40代ですね。今なお勤務医

を続けている先生方は小児科医として、やる気と自信に満ちていることでしょ

う。しかし、時には勤務医と開業医という選択に揺れることもあるかもしれま

せん。『責任の重さ』と『不安定』という選択の中、どちらの芝生も青いばか

りでなく、そして剥げてばかりでもない事を感じていることでしょう。

飛び越えるか！、踏みとどまるか！その人の意志の強さと勇気の量で決るの

でしょう。どちらに進むにしても１

年を重ねて今思うことは、勤務医でも開業医でも“自分の存在に価値を感じ

ることが出来るかどうか'，が大切なのでしょう。勤務医は重症の患者の治療を

通じて人のためになれたという実感を持ち、開業医は校医・園医や小児科医会

の活動を通して少しでも地域のためになれているという実感を持つ。勤務医と

開業医に勝ち負けは無く、医師として“前向きに取り組める何かがあるか？”

が大切であり、色々なことに対して『今更』と言い出した時が負けの時なので

しょう。
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鯵学術講演鮨
平成24年度山ロ県小児科医会総会

曰時：平成24年６月24曰（日）

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部

なぜ今Ｂ型肝炎ワクチンの

定期接種化なのか

済生会横浜市東部病院こどもセンター肝消化器部Ｉ１１

藤澤知雄先生

２０世紀も終わりの頃、２１世紀に残る国民病としてＢ

型肝炎が注月され、ＨＢＶ社子感染の疫学、基礎、臨

床的な研究が活発になされた。わが国ではＨＢＶ感染

の蔓延は母子感染が大きな要因であることが判明し、

世界をリードしてＨBIGと血清山来ＨＢワクチンを開

発した。そして1980年ころからＨBIGとＨＢワクチンを併川した予防が試み

られ、遺伝子工学的にＨＢワクチンも開発された。そして'985年から、わが

国と台湾において新生児期からＨＢワクチンによる予防が開始された。わが

国ではＨＢワクチンを全新生児に接種するUniversalvaccination（ＵＶ）では

なくＨＢＶキャリアから生まれる子のみに予防を絞ったSelectivevaccination

(ＳＶ）を採用し、台湾はＵＶを採用した。そして、わが国では当時、あと４０年

もすればＢ型肝炎が撲滅きれると誰しもが信じた。そしてＢ型肝炎を巡る関

心は急速に薄れ、′｣､｣,UのＨＢＶ感染に関わる研究活動は失速した。しかし、世

界はＳＶのみではＨＢＶ感染を制圧することは困難なことを知り、９０％以上の

ＷＨＯ加盟国ではＵＶを採用した。枇界では生まれる全新生児の75％はＨＢワ

クチンを接種している。

さて、わが国でＨＢＶ予防が開始ざれ約30年たったが、Ｂ型肝炎は撲滅され

る気配はない。とどまる事のない国際交流による外国株（遺伝子型Ａ）の流

入、ＨＢＶ免疫フリーの成人にみられる主に性感染症としての急性肝炎が毎年

10,000例（約半数が遺伝子型Ａ）を超えるという現実、母子感染予防の重要性

の風化、父子感染を主体とする水平感染の相対的増加、保育園での水平感染、

急性肝炎でも肝細胞内に残るウイルス遺伝子が起こす様々な問題（再活性化な

ど)、ＷＨＯの勧告を本当に無視し続けて良いか、など多くの問題が浮上して

いる。このような点を考慮して小児のＨＢワクチン接種に補助する地方自治体

も現れている。ＨＢワクチンのＵＶ化に向けた議論が活発になっている。
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第72回山ロ県小児科医会学術講演会

曰時：平成24年10月28曰（日）

会場：山口県総合保健会館内山ロ県健康づくりセンター

平成24年度山口県小児保健研究会市民公開講座

平成24年、秋、日本の予防接種は
このように変わります

下関市立市民病院小児科

河野祥二先生

予防接種の目的は、感染症による死亡や後遺症

から個人を守ることである。国民の多くが予防接

種を受ければ、その感染症の流行が起こらないの

で集団を守ることになり、ワクチンを受けていな

い個人も守られることになる。理想的な予防接種

とは何か自分なりに考えてみると、図１のように

なった。①②が医学的な意味での理想であり、③

～⑦は予防接種体制として国が目指すべき目標と

いうことになる。長らく日本はワクチン後進国と

言われてきたが、平成20年（2008年）

＝ｎＦｗ舂慕

,(蝋

12月のヒブワクチン開始を突破口とし

て、子宮頚がんワクチン、小児用７価

肺炎球菌ワクチン、ロタウイルスワク

チンと新しいワクチンが相次いで使え

るようになった。これまで予防接種に

関わってこられた多くの方々の努力と

国民の理解の高まりが重なり、ようや

く機が熟してきたように思われる。平

成24年、秋には不活化ポリオワクチン、

理想的な予防接種とは･･･

Cl）ワクチンを受けることによって､十分な免疫を臣何できること

②副反応の少ない安全なワケチンであること

③（受ける円に)伍済的な負担がないこと(鯨料）

⑭）何か問■があった時には国が､U侭すること

（受ける㈲だけでなく､披租する■に対しても）

（日）世界基準とかけばれていないこと

(6)予防接種政策の宜任者が明■であること

⑦専門家チームを導入し新しい知見や新規ワケチン､新典感蝕遼にも

すぐ対応できる体圃であること

図１

四種混合ワクチンが定期接種として開始されることになった。

１．平成２４年、秋から始まったワクチン

不活化ポリオワクチン（IPV）が９月１日から開始きれ、三種混合ワクチン

(ＤＰＴ）と不活化ポリオワクチン（IPV）を混合した四種混合ワクチン（ＤＰＴ

－ＩＰＶ）は11月１日から使用できる。元々、国はＤＰＴ－ＩＰＶに移行する方針

であったが、生ポリオワクチン関連麻庫の問題が大きく取り上げられるように
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なり、不活化ポリオワクチンの導入を急いだようである。生後３か月以上の児

がＤＰＴもポリオもしていない場合、１０月末まではＤＰＴとＩＰＶの同時接種で

開始する。１１月１日からは、最初からＤＰＴ－ＩＰＶを用いるのが原則で、それ

ぞれ最初に用いたワクチンで追加接種まで行うようにという指示である。すで

にＤＰＴやポリオワクチンを始めている児の場合は、今後継続するワクチンは

DPT+IPV同時接種を原則とする。ただし、ＩＰＶやＤＰＴ－ＩＰＶの入手困難な

どの状況がある場合は、ＤＰＴ+IPV同時接種とＤＰＴ－ＩＰＶを併用することも

可となった。ＩＰＶに使われているのはポリオウイルスソーク株、ＤＰＴ－ＩＰＶ

に含まれるのはセービン株と違いはあるが、血清抗体の上昇はいずれも良好で

あり、併用しても免疫獲得において問題はないとのことであった。ＩＰＶ、ＤＰＴ

－ＩＰＶともに定期接種として実施され、対象年齢、接種'１１１数や間隔はＤＰＴと

同様の運用である。

２．生後１年以内の予防接種スケジュール

従来、生後６か月頃までに接種するワクチンは、ＤＰＴ３回、ＢＣＧ、生ポリ

オ１回目であったが、平成20年（2008年）１２月以降、ヒブワクチン３回、７価

肺炎球菌ワクチン３回が加わり、平成23年12月からはロタウイルスワクチン

(２回あるいは３回）も使えるようになった。さらにこれからはＢ型肝炎ワク

チン接種を勧めていく流れがある。赤ちゃんにとって必要なワクチンを早期に

受けてもらうためのポイントは、生後２か月からのワクチンスタートと同時接

種の活用である。２か月からワクチンを開始するためにはできる限り１か月健

診を小児科医が行い、この時に十分に説明して親（家族）の理解を得ることが

大切である。同時接種は、製品として別々のワクチンを数種類同時に接種する

ことであり、医師が必要と認めた場合に行うことができる。個々のワクチンの

効果が落ちることはなく、ワクチン接種に伴う副反応が増えることもない。日

本小児科学会はホームページ（ＨＰ）において、「同時接種はワクチンで防げる

病気から子どもを守るために必要な医療行為である」と推奨し、皮下接種を行

える部位のイラスト図を示している（図２)。平成24年１０月の段階で新しくワ

クチンを開始する児のスケジュール私案を作成したところ、４週間隔で同時接

種を６種類まで行うと、６か月になるまでに４回の受診で必要なワクチンをす

べて終了できる（図Ｓ)。

【」ｂ【￣￣

下接種の候補部位

震1施亘，
ＩＣ大腿接種部
大腿前外側部

Ｃ'上腕接種部
三角筋中央部

(こ)上腕後外部
下１／３の部分

日本小児科学会ＨＰより引用
図２
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乳児期早期にワクチン接種を急ぐ理由の１番Ｆ１は、罹患すると危険な病気の

ワクチンを早く接種したいからである。危険な病気とは、細菌性髄膜炎、百

日咳、結核である。ヒブワクチン開始前（2008年）と2011年で比較したある

データによると、５歳未満１０万人当り、ヒブ髄膜炎の'罹患率は8.3から3.3へと

57％も減少した。肺炎球菌髄膜炎は同じ調査で3.1から2.1へ25％の減少であっ

た（図４)。細菌性髄膜炎が全数登録きれていないので全国的な確認は困難で

あるが、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンの効果を小児科医として実感できる

データである。鹿児島県でも細菌性髄膜炎の減少が報告されている。次に、百

日咳は成人`患者が半数近くとなり、確定診断がつかずに乳児への感染源となっ

ていることが指摘されている。現行の予防接種体制では百日咳ワクチンは幼児

期で終わってしまい、年長児や成人にブースターをかける機会がない。アメリ

力のように成人用百日咳成分含有ワクチンの適用が必須である。今できること

は、３か月になったら早期に三種（四種）混合ワクチンを接種することしかな

い（図Ｓ)。ＢＣＧは乳幼児の結核性髄膜炎や粟粒結核の予防効果が確認されて

いる。日本は先進国の中では小児の新規結核患者はまだ多く、また国内での結

核患者の地域差もあり、ＢＣＧ接種は継続されている。現在は対象が生後６か

月未満となっているが、今後は１歳未満（標準月齢５～８か月）に変更される

予定と聞いている。

現行の三種混合ワクチン接種スケジュール

１旗２奴１１雄

ｒＺｒＴ－－】[－１－－－－－~－－－－－Ｔ~K－－－－－

三組混合ワクチン接種二種混合ワクチン
(今後､四種混合ワクチンに変更） （ジフテリア･破侮風）

■現行では、百Ｂ咳に対する予防接穏は２歳までで終了

年数の経過とともに百日咳に対する免疫レベルは当然減弱

■年長児や若年成人で百日咳の発生が蝋加している

症状が非特異的（頑固な咳が夜間にひどい）で診断困難
年長児や若年成人の百Ｂ咳が乳児への感染源となる

■米国ではTdap（思轡期から成人に接樋する三轍混合ワクチン）

が百日咳に対する免疫の増強を得るために開始
それでも２０１２年にワシントン州で百日咳が大流行している

■DPT＋ＩＰＶあるいは四種混合ワクチンを３か月から確実に

開始することが重要

図５

5歳未満児における細菌性髄膜炎罹患率

接種を急ぐ２番'二Ｉの理由は、感染が成立する前にワクチンを接種したいウイ

ルス感染があるからである。３歳未満でＢ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）に感染す

るとキャリアになりやすい（図ｅ)。キャリアになると将来、慢性肝炎、肝硬

変、肝癌の危険性が高くなる。ＷＨＯは1992年にＨＢＶワクチンを出生した乳

児全員に接種するuniversalvaccinationを推奨した。全世界のほとんどの国で

実施されているにもかかわらず、Ⅱ本では未だに母親がキャリアの場合にの

み児にワクチンを接種するselectedvaccinationのままである。いったんＨＢＶ

が感染すると、急性Ｂ型肝炎が治った後もＨＢＶは肝細胞の核内に潜伏し、宿

主の免疫が低下すると再活性化してｄｅｎｏｖｏ肝炎を起こす。また、成人間では

性行為感染症としてＨＢＶは拡大しており、最近では欧米からgenotypeAの

HBVが侵入してきた。日本で多くあったgenotypeB、Ｃに比べて、genotype

Aは持続感染（キャリア）しやすいとされている。血液を介した感染経路だ

けでなく、ＨＢＶでは水平感染が成立することがマウスの実験系で証明され
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た（ＫｏｍａｔｓｕＨｅｔａｌ,JournaloflnfectiousDiseases,206,2012)。尿、唾液や

涙の中にもＨＢＶは高率に存在し、これらを介して感染が成立するわけである。

HBVから国民全体を守るためには、乳児期早期に全員にワクチン接種を行う

しか手段はない。また、ロタウイルスは感染力が強く、衛生環境の良い先進

国でも発生・流行する感染症である。

２歳までにほとんど乳幼児が感染し、

時に脳症などの重症合併症をもたら

す。このワクチンも接種するのであ

れば、乳児期早期の感染する前に接

種したいワクチンである。

Ｂ型肝炎ウイルスの感染経路と年齢別の病態

垂宜感染(胎内,出生時）

新生児一一

持快岳染(ｷｬﾘｱ化）

、､

水平感染

準未済一

3奴以上、成人まで

遺伝子型B,ｃ－■

…。二
図６，コ(海刃知Hnzoog‘第１３回日本”ﾁﾝ学合一毎改変）

３．麻疹減少中、風疹は？

平成20年（2008年）１月から麻疹と風疹は全数報告疾`患となった。また、麻

しん風しん（ＭＲ）ワクチンの２回接種が麻疹排除のために重要との認識で、

２回目接種の機会がなかった年代を対象にＭＲワクチンⅢ期（中学１年生)、

Ⅳ期（高校３年生年齢相当）の接種が平成24年（2012年）度までの５年間の

限定措置として行われている。2008年麻疹,患者は11013人であったが、2009年

732人、2010年447人、2011年442人、2012年は今の段階で263人と着実に減少し、

ワクチンの効果が見られている。全数届出で検査診断を行なっているので麻疹

ウイルスの遺伝子型まで調べられている。それによると、最近の麻疹発生はい

ずれもアジアや欧州からの持ち込み例であり、周辺に限局的な集団発生を起こ

して終息するというパターンである。残念ながら2012年の麻疹排除は達成で

きず、2015年の排除に目標が変更された。一方、風疹は近年になく多発して

おり、平成24年は現時点で1790人のIFHlLl1があり兵庫・大阪と東京・神奈川で

流行している。男性患者、特に２０～５０歳が多数を占め、風疹ワクチン接種を

していないか、不明の人がほとんどである。女性患者は男性ほど多くはないが、

１５～４４歳の妊娠可能年齢の割合が年々増えているのが気がかりである。現在、

３３～５０歳の年代は風疹ワクチンを女子中学生にだけ接種していた時代であり、

男性は風疹ワクチン接種の機会がなかった（図了)。免疫を持っていない成人

男性が現在、風疹に次々に罹患しているのであろう。風疹対策上最も重要な事

は、言うまでもなく先天性風疹症候群を防ぐことである。そのためには、妊

娠可能年齢の女性が風疹に対する免疫を持つこと（Ｈ１抗体32倍以上)、周囲の

人々も免疫があること、国内で風疹の流行がないことが重要である。風疹に感

受性のある人が多数存在し、なおかつ成人男性の風疹ワクチン接種は期待でき

ない状況であるので、妊婦を守るしかない。そのためには、妊婦の夫、子ども、

家族の風疹ワクチン接種を徹底すること、ざらには妊娠していない女性達、お

よび出産したばかりの女性も積極的に風疹ワクチンを接種すること、産婦人科

施設での風疹ワクチン接種を勧めることが重要な対策として挙げられる(図Ｂ)。
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》 》瀞

妊婦と胎児を守るために.今できる

風疹対策＝ワクチンの徹底

１，定期接種対象者(麻疹風疹(ＭＲ)ワクチン対象者）

・未接種者に勧奨

・小児科受診時､健診､保育園/幼稚園で勧奨

２，妊婦の周辺(妊婦自身は接種できない）

・夫､子ども､他の家族､職場､友人など

３，定期接種外

・加代～40代女性（妊娠の希望や可能性が高い）

・出産後早期の撫婦(産科入院中、１か月健診時）
・職業上リスクあり：医療､保育､学校

４，麻疹対策に連動した風疹対策
・風疹ワクチン単独でなくＭＲワクチンを勧める

５，産科施設への風疹ワクチン(ＭＲワクチン)の推薦

６，輸入風疹対策渡航前にＭＲワクチン接種

図８

pHﾛ畑．

哩，０ｍ■■断

b▲I-I--IrzdP-l-

へMedI由ITHbunP

(か■氏■位好例午一一■■■再■圧）

４．おたふく風邪と水ぼうそうのワクチン

日本医師会・日本小児科医会・日本小児科学会が合同でおたふく風邪（ムン

プス)、水ぼうそう（水痘）・帯状庖疹の重症例を調査した。アンケート調査

の回収率は19％と低いが、ムンプスでは死亡１例、難聴61例、重篤な後遺症１１

例、水痘帯状庖疹では死亡６例、重篤な後遺症９例が報告された。この結果か

ら両者とも必ずしも軽い疾患とは言えず、ワクチンで予防できる疾患であるの

で予防接種を勧めていきたい。現状は任意接種のままであり、ムンプス、水痘

ともに予防接種率は30％程度であるため、国内では常に発生している。平成２４

年５月の予防接種制度の見直しについて（第二次提言）では、７ワクチン（子

宮頚がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、Ｂ

型肝炎）について、広く接種を推進することが望ましいとされた。このうち子

宮頚がん、ヒブ、小児用肺炎球菌は平成25年度から定期接種となる見通しであ

る。おたふくかぜ、水痘、Ｂ型肝炎は財源が確保できれば定期接種化とされて

はいるが、具体的な予定は立っていない。おたふく風邪ワクチンによる無菌性

髄膜炎はワクチンによる副反応であり、００５％程度の確率で発生する。疑わし

いケースがあれば、小児科医は髄液を採取してワクチン株が原因かどうか、確

定するぺきである。健康被害救済制度の申請も可能であるので、ご家族への情

報提供も行わなければならない。

おたふく風邪の自然感染では、髄膜炎の合併はワクチンウイルスによるもの

よりも２５倍高率である。また、難聴もおたふく風邪１０００例に１人の割合で合

併すると言れているので、ワクチンを接種する方がメリットは大きい。

５．予防接種の副反応をどう考える

日本小児科学会会長から厚生労働大臣への要望書によると、平成23年３月か

ら平成24年５月までに予防接種後の死亡症例は17例あり、同時接種13例、単

独接種４例であった。同時接種13例のうち1歳未満が１１例、１歳と２歳が

各１例であった。解剖が実施されたのは８例で、４例が乳幼児突然死症候群

(SIDS）と診断、誤嚥、急性感染症、急性循環不全が各１例であった。ワクチ

ン接種との直接的な明確な因果関係は認められなかったと報告されている。海

外でも予防接種後に一定の頻度で死亡例が報告されており、ヒブワクチンや肺

炎球菌ワクチン接種後の死亡頻度は１０万接種あたり０．０２～1.0と報告されてい

る。国内での接種後死亡例の頻度は平成23年末で、１０万接種あたりヒブワクチ
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ンは013、肺炎球菌ワクチンは０１５と推計された。平成24年５月末時点では両

ワクチンとも020であり増加はしていない。この数字はあくまでもワクチン接

種後に死亡した子どもの集計であり、ワクチンが原因と確定したわけではない。

この1年間でヒブワクチンや肺炎球菌ワクチンは単独でも同時でも多くの子ど

もに接種されてきた。これらのワクチンに接種後死亡の原因が本当にあるので

あれば、死亡例がざらに増えてくるはずであるが、実際には増えてはいない。

０歳児の死亡原因で最も多いのは先天奇形や染色体異常など（350％)、次

が周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害（13.1％）である。乳幼児では

SIDSだけでなく、原因不明の急死や虐待、不慮の事故による死亡もみられる。

このような死亡例の数日前にワクチンが接種されていたら、接種後の死亡例の

中にカウントされ、原因が特定されなければワクチンとの因果関係は否定でき

ないと報告される。生ワクチンでは接種後に弱毒化ワクチンウイルスによると

思われる症状が出現することがある。麻しんワクチン後１週間頃の発熱・発疹、

ムンプスワクチン後の髄膜炎、生ポリオ内服によるワクチン関連麻陣などはワ

クチンウイルスによる副反応である。一方、不活化ワクチンによる副反応は接

種局所の発赤腫脹や一過性の発熱はあるものの、重篤な副反応はワクチン液に

よるアナフイラキシ－を除けばあまり多くはないはずである。ワクチン接種群、

非接種群のどちらにも発生する感染症などの紛れ込みは、一定の確率で必ず発

生するので、これを真の副反応と混同

しないことが大切である（図ｇ)。私

たち国民もワクチン接種後に発熱など

の症状がみられること、場合によって

は死亡例も起こり得ること、そして死

亡などの重篤な症状が起こった場合で

も、必ずしもワクチンが原因とは限ら

ないことを理解しておかねばならない。

重篤でない症状であるが、予防接種

による健康被害救済制度が認められた

ケースは、三種混合や日本脳炎ワクチ

た。一方、死亡例では、健康被害救済ｉ

1回とのことである。

ヒブ･小児用肺炎球菌などの不活化

ワクチン接種後の副反応を考える
ワクチン接種群ワクチン非接種群

鰯

たまたま起こる他の病気(偶発的紛れ込み）
予防根阻は｢効くjのかつワケチン■しを匂える岩田■太郎光文社文丘Ｐ麺団を改穴

図ｇ丘児且大学小児科西顛一郎先生のｽﾗｲﾄﾞより一郎改変

三種混合や日本脳炎ワクチンで概ね、１００万件に１回の頻度であっ

死亡例では、健康被害救済制度が適応されたケースは約１０００万件に

ｅ、これから注目しておきたい事

これからインフルエンザワクチン接種のシーズンである。昨年2011/１２シー

ズンからインフルエンザワクチンの接種量が変更になった。生後６か月から３

歳未満は0.25ｍl、３歳以上は０５ｍl皮下接種に変更された。生後６か月から１３

歳未満は２回接種、間隔は２～４週間空けること、４週間おくことが望ましい

とぎれた。１３歳以上は１回または２回接種である。インフルエンザ`罹患後の出

席停止期間について学校保健安全法の改正があった。「発症した後５日を経過

し、かつ解熱した後２日を経過するまで（幼児にあっては３日を経過するま

で)」の解釈は、発熱した日を０日として数えること、同様に解熱した日も熱
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が下がってきた日を０日として数えるように統一された。

7．まとめ

ワクチン後進国とされていた日本の予防接種制度は次々と変わっており、世

界標準に追い着こうとしている、まさに激動の時期である。ワクチンで防げる

病気（ＶＰD）から子どもたちを守ることは親の義務であり、また親と医療者

が安心して予防接種ができる体制を構築することは国の責務である。平成24年、

秋、今の状態がゴールではない。これからもワクチンの種類が増え、予防接種

に関する医療技術が進歩し、法律や補償が整備されていくと予想される。子ど

もたちがＶＰＤによって･亡くなったり、後遺症が残ったりしないように、現時

点で最良の選択をすることが私たちの役割である。

講演当日、次の先生方からスライドを－部お借りしました。

鹿児島大学小児科一西Ⅱ頂一郎先生

済生会横浜市東部病院こどもセンター乾

山口赤十字病院小児科門屋亮先生

金子小児科（宇部市）金子淳子先生

あやの先生

配布するリーフレットを提供して頂きました。

萩原医院（東京都板橋区）萩原温久先生

謹んで、御礼申し上げます。
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第73回山ロ県小児科医会学術講演会

曰時：平成24年12月９曰（日）

会場：山口大学医学部第３講義室

乳児のビタミンＫ欠乏`性出血症ゼロを

目指して
産業医科大学名誉教授

白幡聡先生

新生児と幼若乳児のビタミンＫ欠乏性出血症を予防

するために、厚生省（当時）研究班は、２回の改訂を

経て、1989年に出生時、産科（産院）退院時、lか月

健診時の３回、全ての健常正期産児にビタミンＫシ

ロップを投与することを提唱した。この予防投与法の

普及により我が国の乳児ビタミンＫ欠乏性出血症は

1988年から1990年を対象期間とした全国調査でおよ

そ10分の１に減少した。

iH;W騨袋ﾂﾋﾞ忘鞭鵜衡H§9

nＭｍｍ

乳児ビタミンK欠乏性出血症の歴史

1964ＣｈｏｏＰＢが早期新生児期を過ぎた幼若乳児にもビタミンK欠

乏による出血傾向がみられると報告

1975飯塚敦夫らが幼若乳児におけるビタミンK欠乏による重篤出

血傾向の本邦8症例を報告

1981第１回全国調査実施(対象期間:1978年１月～1980年12月）

1983ビタミンK予防投与暫定基準発表(厚生省中山堅）

1985第２回全国調査実施(対象期間:1981年１月～1985年６月）

ビタミンK予防投与暫定普及案発表(厚生省塙班）

1986ビタミンK予防投与に関する日母見解発表

19８８第３回全国調査実施(対象期間:1985年７月～1988年６月）

1989ビタミンK予防対策発表(厚生省塙班）

1991第４回全国調査実施(対象期間:1988年７月～1990年12月）
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しかし、1998年から2001年にiかけて我々が実施した日本未熟児新生児学会

の前方視的定点調査で、９例の本症が報告され、その全例にビタミンＫ投与歴

があったことから、2005年に私が委託を受けて日本小児科学会会員所属施設を

対象とした第５回全国調査を実施した。その結果、1999年から2004年の間の
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発症頻度は出生10万対1.5（ビタミンＫ３回投与歴が明らかなケースに限る

と0.2）と推測され、なお少なからぬ幼若乳児が本症の犠牲になっている実態

が明らかになった。

そこで、日本小児科学会のなかに小委員会が設置され、乳児ビタミンＫ欠乏

性出血症ゼロを目指して、予防投与法の見直し作業が進められたが、ビタミン

Ｋシロップ３回投与時の本症発症頻度を考えると、前方視的比較対照試験でこ

れより優れた予防投与方式を証明するのは不可能に近いので、小委員会では、

欧州各国で得られた実績等をもとに検討を進めた。その結果、出生後３か月ま

で毎週１回ビタミンＫを経口投与するデンマーク方式では本症が１例も出てい

なかったことから、小委員会は当初、出生後３か月（人工栄養児はｌか月）ま

で週１回、ビタミンＫシロップ各２ｍｇ投与する方式を推奨した。

ビタミンK製､刑の予防投与方法別にみた乳児ビタミンK欠乏性ＩＭＬ症U〕擢患頻度

ＩＩ Ｉ０Ｉ

をＵＩ
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これに対し、産婦人科医会などからいくつかの批判と不安が提起きれたため、

基本はこれまで通りの３回投与とし、留意点として「３回投与では発症を予防

できない例があるので、出生後３か月まで週１回投与する方法もある」という

表現に改められた。

改定ガイドラインへの批判

１．週１回の経口投与が最も有用な予防法であるという十分

な証拠が得られていない。

2.それゆえに､週１回の投与を基本とするガイドラインが提

唱されるとビタミンK個別包装製剤の承認が難しくなると

の医薬品医療機器総合機榊の意向が伝えられた。

3.個別包装製剤の用法･用鰍とガイドラインの内容が乖離

すると〕iji場で混乱が生じる危恨がある。

4.保護者が直接ビタミンKを飲ませることにl優療者サイドの

不安がある。

5.飲まし忘れや新生児が薬を吐いた時の対応方法が明確

ではない。

改定ガイドライン(修正版）

わが国で推奨されている3回投与は以下のとおりである。

①第1回目:出生ijt､数回の哺乳によりその確立したことを確かめてから､ビタミンK2シロップ1ｍI(2mg)を経１ｺ的に１回投与する｡なお､ビタミンK2シロップ

は高浸透圧のため､滅菌水で10倍に縛めて投与するのもひとつの方法である。

②第2回目:生後1週または産科退院時のいずれかの鼠い時期に､ビタミンK2シロップを前回と同様に投与する。

③第3回目：lか月健診時にビタミンK2シロップを前回と同様に投与する。

④留意点等

(1)ｌか月健診の時点で人了I:栄後が主体(おおむね半分以上)の場合には`それ以降のビタミンKユシロップの投与を中【こしてよい。

(2)前文で述べたように、Ｍ１生時､生後1週１Ｍ(藤科退院時)および1かﾉﾘ健診時の3回投与では､我が国およびEU諸国のiim溌で乳児ビタミンK欠乏性出lil

症の報告が閥)る｡この様なりii2例の発《|品を予防するため､ltl生後3か月までビタミンK2シロップとimlIiⅢ投与する介法もあ屑)。

(3)ビタミンKを避衛に含有する食脇(iWhlXA､緑鱗野雄など)を摂取･Ｉ－ると乳汁中のビタミンK含jIkが噸力|lするので､継乳を与えている母親にはこれらの食

品を積極的に摂取するように勧める｡母組へビタミンK製剤を投与する方法も選択肢のひとつであるが､現時点では推奨するに足る十分な証左はない。

(4)助麓師の介助のもと､助藤院もしくは自宅で娩出された新生児についてもビタミンKシロップの予防投与が避守されなければならない。
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しかし、前述したように、３回投与では本症を十分予防することができず、

私は週１回投与への批判や不安はあたらないと考えるので発症ゼロを目指して

週１回の投与を進めていただきたいと望んでいる。

広報委員より：山口県小児科医会は山口県産婦人科医会と協力して、全県的

に生後3か月までのケイツーシロップ毎週内服をＨ２4年から開始しました。
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１１１１山ロ県小児科医会報告|||｜

ごあいさつ並びに平成24年度活動方針

山ロ県小児科医会会長

金原〉羊>台

平成23年秋、役員選挙が実施ざれ新しい役員会で２期目２年間の会長職を拝

命しました。新たに５名の役員に就任いただき、また、副会長に田原卓浩先

生に就任いただきました。山口県小児科医会の役員は19人中８人が勤務医で、

多くは40歳代、５０歳代の小児科医で組織されています。全国一の若さ溢れる

小児科医会ですが、小児医療の充実や子どもの健康増進のためには会の活性化

が不可欠です。若い世代にも魅力のある活動を行いますので、会員拡大にもご

協力のほどよろしくお願いします。

学術・調査部は地方会や小児保健研究会と同日開催で日常臨床に役立つ講演

会を開催してきました。開業医ばかりでなく大学や勤務医にも役立つ魅力的な

講演会を企、したいと思います。広報部は年１回の会報とニュースレターを発

行しました。会報第23号は特集記事を中心に沢山の会員に寄稿いただき充実し

た会報に仕上がりました。速報性の高いニュースレターと充実した会報を発行

いたします。

乳幼児保健検討委員会は、ワクチン同時接種アンケート調査やlか月健診の

充実に向けた活動を行いました。公費負担が実現しているｌか月健診は全国の

小児科医から注目されています。ワクチンの生後早期からの接種開始や児童虐

待予防としての母子愛着形成支援の視点でざらに充実した健診になるような活

動をいたします。

園医・学校医活動に関する委員会では、幼稚園・保育所や学校におけるアレ

ルギー疾患への重点的な取り組みを行いました。平成24年度は県医師会にご協

力いただくことが決まり、各市町でアレルギー疾患管理指導表が適切に活用さ

れるような活動を行います。新委員長のもと学校医研修関連の新しい取り組み

も行います。

５歳児発達相談推進委員会は「５歳児発達相談マニュアル第２版」を県医師

会や健康増進課と連携し、発行しました。会員ばかりでなく関係機関や全国の

医会にお届けし高い評価を頂いています。ホームページでもダウンロードでき

ます。県下すべての市町で実情にあった５歳児発達相談が実現するような取り

組みを行います。

その他、感染症、子どもの心、予防接種、小児救急など多彩な活動を行いま

す。皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。
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１．学術集会関係

Ｌ〈山口県小児科医会平成23年度定期総会〉平成23年７月１０曰

く第118回日本小児科学会山口地方会〉

特別講演：ワクチン接種医が提案する～ＢＣＧ接種手技研修会の工夫～

講師：久留米市たけや小児科医院院長武谷茂先生

参加者：112名

２．〈第70回山口県小児科医会学術講演会〉平成23年１０１]16曰

く第44回山口県小児保健研究会〉

市民公開講座：タッチケアによる愛着形成支援

講師：比治山大学短期大学部幼児教育科准教授七木田方美先生

参加者：８２名

３〈第71回山口県小児科医会学術講演会〉平成23年l21jll曰

く第119回日本小児科学会山口地方会〉

講演：明日からできる開業医の食物負荷試験

講師：北九１N市おかくアレルギークリニック

院長岡部責裕先生

参加者：１０６名

Ⅱ山口県小児科医会役員会開催曰

第１回平成23年５月26日

第２回平成23年９月１５日

第３回平成23年11月１０日

第４回平成24年３月８日

Ⅲ平成23年度山口県小児科医会会長出務（平成23年４川～平成24年３月）

ｌ・日本小児科医会総会・代議員会（岐阜）Ｈ2３．６１１

２．小児救急電話相談事業研修会（山口県医師会館）Ｈ23.73

a日本小児科医会中国四国ブロック連絡協議会（岡山）Ｈ23.1127

４山口県麻疹対策協議会（県庁）Ｈ24.15

５川口県母子保健対策協議会（山口グランドホテル）Ｈ24.22

６．山口県医師会５歳児発達相談推進委員会Ｈ2４２９

７．山口県周産期医療協議会（県庁）Ｈ2４２２８

Ⅳ、学術・調査部

山口県小児科医会総会特別講演、学術集会講師選定

第70回山口県小児科医会学術集会開催

－９３－



(第44回山口県小児保健研究会と同日開催）

第71回山口県小児科医会学術集会開催

(第119回日本小児科学会山口地方会と同日開催）

Ｖ、広報部

山口県小児科医会ニュース発行

山口県小児科医会会報発行

ロ
万
ロ
万

０
３

４
△
ワ
］

第
第

Ⅵ、総務企画部

山口県小児救急医療対策協議会平成24年３月１日（山口）

小児救急医療啓発事業各地区で開催

小児救急地域医師研修事業各地区で開催

小児救急医療電話相談研修会の開催平成23年７月３日（山口）

日本小児科医会総会（金原洋治、河村一郎）平成23年６月１１日（岐阜）

日本小児科医会中国･四国地区ブロック協議会平成23年１１月27日（岡山）

日本小児科医会子どもの心研修委員会（金原洋治）平成23年６月１２日（岐

阜）

子どもの心カウンセリング実習平成24年１月22日（山口）

日本小児科医会国際委員会（田原卓浩）平成23年６月12日（岐阜)、平成

２４年１月海外からの医療相談など

日本小児科医会教育委員会（富田茂）平成23年６月１２日（岐阜)、１０月

９日（熊本）

日本小児科医会乳幼児学校保健委員会（河村一郎）平成23年６月12日（|岐

阜)、平成24年１月15日（東京）

第１回乳幼児学校保健研修会平成24年２月１１日（東京）

ＦＡＸニュースの発行（ｌ～４号）

会員名簿の作成

次期役員選挙平成23年１０月

Ⅶ、会計

各種委員会への出張費計上

Ⅷ、医療経営・保険

平成23年度日本小児科医会社会保険全国委員会（平成24年３月４日）

「レセプト提出時の注意事項」を作成、配布（平成24年３月）

各委員会の活動状況

子どものこころの臨床に関する委員会（門屋委員長）

子どものこころの臨床・症例カンファレンス平成23年６月２日・’０月２７

日

子どものこころの研修会開催平成23年５月１２日

Ⅸ．

’
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講演：東日本大震災一被災地と支援の現状一

講師：山口県立こころの医療センター加来洋一先生

山口大学教育学部木谷秀勝先生

日本小児科医会子どもの心カウンセリング実習平成24年１月22曰

講師：木谷秀勝先生

２５歳児発達相談推進委員会（河村委員長）

委員会開催平成23年４月５日、６月30日、１０月４日

研修会開催（県医師会合同）平成23年１０月14日

講演：５歳児発達相談の体制作りと事後フォロー

講師：京都府中丹東保健所弓削マリ子先生

山口県医師会５歳児発達相談推進委員会平成24年２月９日

山口県５歳児発達相談研修会（県健康増進課主催）平成24年２月23日

林隆教授・金原洋治会長・河村一郎が講演

５歳児発達相談マニュアル第２版発行（県医師会合同）平成23年12月

３．園医、学校医活動に関する委員会（岩谷委員長）

アレルギー疾患に関するアンケート調査結果の報告１１｣口地方会

平成23年７月１０日、１２月11日

西日本小児アレルギー研究会平成23年８月20日

アンケート調査結果の資料提供

山口県医師会学校医研修会平成23年12月４日

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の活用と現状」

第71回山口県小児科医会学術講演会平成23年12月11日

講演：明日からできる開業医の食物負荷試験

講師：北九州市おかくアレルギークリニック岡部責裕先生

４乳幼児保健検討委員会（金子委員長）

同時接種についてのアンケート調査を実施（平成23年７月）

山口地方会（平成23年12月11日）などで結果を発表

lか月健診についての調査、発表

日本外来小児科学会でＷＳ開催平成23年８月28日

九州外来小児科学研究会で発表平成24年３月25日

山口県小児保健研究会市民公開講座平成23年１０月16日

講演：タッチケアによる愛着形成支援

講師：比治山大学短期大学部七木田方美先生

５ホームページ管理委員会（河村）

委員会開催平成23年７月１５日

ホームページ更新

Ｘ感染症発生動向調査解析委員会

鈴木英太郎・内田正志・河野祥二・門屋亮が担当年12回開催

－９５－



Ｘ，山口県医師会報告

地域医療

小児救急医療電話相談事業は､平成16年７月から小)'d科医会の協力により、

毎日365日実施している。相談件数は年々増加傾向にあり、軽症`患者の相談

対応として医療機関への受診抑制の一役を担っている。また、小児救急医療

対策協議会を開催し、電話相談事業の円滑な運営や県内の小児救急医療体制

の充実に向けた対応等について、専門的な立場で協議・検討を行った。

小児救急関係では、乳幼児の保護者を対象にした啓発講習会を地域で開催

した｡また小児科を専門としない医師等を対象に地域医師研修会を開催した。

郡市医師会小児救急医療担当理事協議会

小児救急医療電話相談研修会

山口県小りしl救急医療対策協議会

７月l４ｐ

７月３１］

３Ｈ１日

妊産婦・乳幼児保健

平成15年４月から始まった広域予防接種業務は、事業運営にあたって各郡

市医師会や各市町関係者と調整会議を開催し、円滑に遂行されている。また

予防接種に関する知識と理解を深めることを目的に研修会を継続して開催し

た。

子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用

を補助する事業が平成23年１月から各市町の事業として始まり、これまでの

広域予防接種と同様に平成23年度から広域化して実施した。この補助事業は

平成23年度末までの時限的なものであったため、公費負担の継続と早期の定

期接種化を県や国に対して要望し平成24年度も継続事業として実施される

こととなった。

「子ども予防接種週間」は、地域住民への予防接種についての啓発と接種

率向上などを目的に、日本医師会、日本小児科医会、厚生労働省の主催によ

り実施されるため、本会としても協力医療機関の調査や市町への広報につい

ても協力を行った。

母子保健分野については、乳幼児健康診査や妊婦健康診査事業の健康診査

料金案について、関係機関と意見交換し、県医師会案を行政に提示し、協議

を行うとともに円滑な実施をお願いしてきた。

郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事協議会・関係者合同会議

乳幼児保健委員会

予防接種医研修会

日医母子保健講習会

山口県小児科医会との協議会

９月１５日

６月23Ｈ

１２月４日

２月１９日

２月９日

学校保健

学校医部会については、学校医ii舌動の活性化と資質向上を目的として着実
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にその活動を行った。山口県独自の認定学校医制度の創設については、検討

を進めた結果、当面は単位取得による認定ではなく、学校医がその活動や研

修受講について記録し、自己評価を行うことにより学校医の資質の向上を

図っていくこととし、「学校医活動記録手帳」を発行した。また、学校検診

で脊柱側弩症を見逃さないために、モデル的な問診票を作成し、郡市医師会

及び県教育委員会等に情報提供を行った。

学校医研修会では、学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の活用と現

状、学校腎臓病検診のすすめかた、「学校医活動記録手帳」の活用方法につ

いて講演を行った。

山口県内統一の学校心臓検診システムは、導入から８年目を迎え、現場に

おいて定着したところであるが、学校心臓検診検討委員会を中心として、精

度向上を目的にした精密検査医療機関への疑義内容の照会や研修会を開催し

た。また、学校現場での具体的対応をより分かりやすくするために、学校心

臓精密検査受診票の改訂を行った。

その他、例年通り各郡市医師会主催の学校医研修会及び小児生活習慣病対

策に対し助成を行った。

学校心臓検診検討委員会５月19日・９月22日・’１川25日

学校医部会総会・学校医研修会・学校心臓検診精密検査医療機関研修会

学校医部会役員会６月９日

中国四国学校保健担当理事連絡会議「鳥取」

第４２回全国学校保健・学校医大会「静岡」

同都道府県連絡協議会「静岡」

日医学校保健講習会

若年者心疾患・生活習|貫病対策協議会理事会「福井」

第44回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会評議員会．総会「福井」

１月１９日

１２月４日

９月29日

８月２１ｐ

１０月29日

１０月29日

２月１８日

１月28日

１月29日

県医師会これからの予定

学校心臓健診検討委員会５月31日・９月27日・’１月22日

郡市小児救急医療担当理事協議会

学校医部会役員会６月１４日

乳幼児保健委員会

山口県小児救急医療電話事業研修会

中国四国医師会学校保健担当理事連絡会議（岡111）

中国地区学校保健・学校医大会

郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事協議会・関係者合同会議

郡市学校保健担当理事協議会

全国学校保健・学校医大会（熊本）

学校医部会総会・研修会

学校心臓健診講習会・予防接種医研修会

若年者心疾』患・生活習慣病対策協議会理事会（徳島）

１月24日

６月２１日

10月４日

７月５日

７月２２日

８月１８日

８月１９日

９月６日

10月25日

１１月１０日

12月２日

12月２日

１月26日

－９７－



(徳島）１月27日

２月23日・予定

２月24日・予定

３月７日

第45回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会評議員会・総会

日本医師会学校保健講習会

日本医師会母子保健講習会

小児救急医療対策協議会

本年度新規事業として山口県医師会禁煙推進委員会（仮称）を開催す’

定。３～４回の会議を行い来年度（平成25年度）に禁煙活動を行う予定。

を開催する予

－９８－



平成23年度決算書
収入の部 平成23年４月１日から平成24年３月３１日まで

０１１００(）

３８１７７２３

８８２８７２３

－９９－

科目 予算額 決算額 備考

会費

助成金

県事業収益

雑収入

その他

０
０
０
０
０

０
０
０
０

０
０
０
０

０
５
１
５

０
３
２
５

５
５
９

１
２

０
０
０
４
０

８
０
０
２
０

５
０
０
８
０

７

９
５
６
７
０

２
３
８
６
６

３
３
５

１
２

平成22年度会費 134人

山口県医師会３５，０００

乳幼児健診研修事業１７０，０００

発達障害に関する研修事業200,000

感染症発生動向調査事業2,016,000

受取利息８２４

広告費420,000

総会懇親会参加費147,000

子どもの心研修会参加費など

本年度歳入 5,011,000 4,378,404

前年度繰越金 3,817,723 3,817,723

歳入合計 8,828,723 8,196,127



支出の部 平成23年４１］ｌ［|から平成24年３月31日まで

８２()０００(）

６２８７２３

８８２８７２３

平成２３年度収支決算書以下の決算書類を監査した結果、正当かつ妥当な事を認めます。

平成２４年５月１６日 山'二|県小児科医会監事蔵重秀樹

監事青木宜治

⑳
⑳

－１００－

科ロ 予算額 決算額 備考

総会

学術集会

役員会・委員会費

印刷費

出張旅費

事務・通信費

事務局費

福利厚生費

慶弔費

寄付・協賛費

運営拡充引当金

その他

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

Ｎ
Ⅱ
Ｎ
Ｎ
Ｎ

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

０
０
５
５
０

０
０
５
２
３

２
１

３
５

Ｌ
ａ

Ｌ
２ ６

５
５
０
９

８
０
１

９
１
８
１
７

３
２

０
６
９
１
８

０
０

７

２
４
５
４
４

４
３

２
５
５
０
１

３
８

１
８
０
１
３

１
１

０
０
０

総会(資料･名簿印刷を含む）466,275

小児保健研究会８１，１０８

学術集会(子どもの心研修会など）９０，８２５

講師招聰費483,888

854,615

会報1,055,985

1０４，１１０

郵送料､事務用品･印刷費等８Ｌ２４０

ｉ－ＦＡＸ233,639

中四国ブロック協議会会費など３４，０３８

83,021

本年度歳出 8,200,000 3,568,744

繰越金 628,723 4,716,479 前年より898,756増

歳出合計 8,828,723 8,285,223



１－会の活性化と会員拡大：勤務医の先生方へ積極的な勧奨を行う。

２Ｙａｍａｐｅ（ＭＬ）やi-Fax、ホームページなどを用いた情報の迅速な伝達

３．医師会や行政と連携した感染症に対する取り組み。サーベイランスなど。

４各圏域小児救急体制の充実と小児救急電話相談事業の有効な運用と充実

５予防接種（Ｂ型肝炎、ロタワクチンなど）の公費助成に向けて活動する。

各委員会の活動

１）子どものこころの臨床に関する委員会

年２～３回程度の事例検討と１回程度の講演会を予定。

２）園医・学校医活動に関する委員会

園医・学校医の資質向上と活動の平均化を目指す。

・前年度に引き続き、アレルギー生活管理指導表を県下の園・学校現場で正

しく活用できるよう啓発に取り組む。

・感染症に対する指導や出席停止日数などを他科とも連携して全県下で標準

化する。

・脊椎側弩症に対する問診票導入の効果を実証する。

３）５歳児発達相談推進委員会

健康増進課や保健センターや市教育委員会と連携し、県内全域で、地域

の実情に見合った５歳児発達相談が実現するような取り組みを行う。研修

会の開催。

４）乳幼児保健検討委員会

・ワクチン関連

ワクチン公費助成の推進活動

県版ワクチン手帳の作成

・健診関連

ｌか月健診マニュアル作成

講演会の開催（健診の実際、産後うつ、ビタミンＫ２シロップなど）

・乳児虐待予防

lか月健診での産後うつ問診票の活用

産科と協働した取り組み

５）ホームページ管理委員会

医会ホームページの企両・構成の立案やコンテンツの見直しを行い、更新

を行う。

1０１－



平成24年度予算
収入の部 平成24年４月１日から平成25年３月３１日まで

４８７２０００

４７１６．４７９

９５８８４７９

支出の部

9５８８４７９

－１０２－

科目 収入 備考

会費

助成金

県事業収益

雑収入

０
０
０

０
０
０
０

０
０
０
０

０
９
９
９

０
５
６

１

０
３
８

５
５

３
９

１
２

会費150人×1０，０００

県医師会

乳幼児健診研修事業

発達障害に関する研修事業
370,000

感染症発生動向調査事業2,016,000

受取利息1,000

広告費800,000

総会懇親会参加費150,000

小計 4,872,000

前年度繰越金 4,716,479

歳入合計 9,588,479

科目 支出 備考

０
０
０

０
０

０
０
０
０
０

０
０
０

０
０

０
０
０
０
０

０
０
０

０
０

０
０
０
０
０

Ｎ
Ｎ
Ｎ
別
Ⅱ

０
０
０

０
０

０
０
０

０
５

０
０
５

２
４

２
１
１
３
０

２
１
２

２

〈
云

費
費

費
費
費
費
費
費
金

〈
云

旅
信
局
生
賛
当

集

員
術

厚
弔
協
茄

学
委
刷

通

拡

張
務
務
利
付
営

〈
君

〈
云

員

総
役
印

出
事
事
福
慶
寄
運

総会1,000,000

小児保健研究会300,000

学術集会(子どもの心研修会など）700,000

交通費･会場費

会報２回1,400,000

医会ニュース１回予定100,000

パンフレット、ガイドブック1,000,000

役員旅費･宿泊費

郵送料､事務用品等150,000

i－ＦＡＸ300,000

中四国ブロック協議会会費30,000

その他170,000

後援学会など

小計 8,900,000

予備費 688,479

歳出合計 9,588,479



日時：平成24年６月24日

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部

会員総数：150名

出席予定者５１名委任状提出者５５名

計106名で会則第19条により総会は成立いたしました。

議案第１号平成２３年度会務報告ならびに事業報告

了承

議案第２号平成２３年度会計報告

了承

議案第３号平成２３年度監査報告

了承

議案第４号平成２４年度事業計画

了承

議案第５号平成２４年度予算

了承

議案第６号議長選出に関する会則変更

第１６条３．定期総会は、毎年１回……、いずれも会長が、会

議の日時、場所及び目的を記載した書面を、少なくとも会議

の１０日前に送付し、会員を招集して開催し議長となる。

↓

第１６条３定期総会は、毎年１回……、いずれも会長が、会

議の曰時、場所及び目的を記載した書面を、少なくとも会議

の１０日前に送付し、会員を招集して開催する。

総会の議長は会員の互選で決める。

以上のように平成２５年度より会則を変更することを了承。

その他議案なし

1０３－



日時：平成24年３月８日㈹19時

場所：山口グランドホテル

出席者：金原会長、内田副会長

役員：青木、鮎川、井上、門屋、金子、河野、河村、

蔵重、杉尾、田代、谷村、田原、富田、

長谷川（真)、廣円、藤本、藤原、守分(敬称略）

1．会長挨拶

今期２年間の最後の役員会になります。

でした。

退任きれる役員の先生方ご苦労様

２承認事項

・新役員組織表および各委員会委員について（金原会長）

別紙のとおり

・日本保育園保健協議会中四国ブロック研修会への名義後援

助成金拠出（金原会長）１２月16日(日）下関海峡メッセ

・来年度予定、総会までの流れについて

（河村理事）

５月31日総会資料、会員名簿発送

６月24日（日）医会総会（山口地方会と合同開催）

ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部

３協議事項

・総会講師候補について（田原理事）

第１候補藤澤知雄先生（Ｂ型肝炎)、

第２候補井上信明先生（小児救急)、

第３候補余田篤先生（小児消化器疾,患）に

４．報告事項

①会長報告（金原会長）

・麻疹対策会議１月５日

学校別で接種率に差がある。

春休みキャンペーンは有効で今年も行う。

・周産期協議会３月28日

地域での支援体制、愛着形成・虐待防止を提案する予定

②総務・企画（河村理事）

1０４－



・山口県小児救急医療対策協議会３月１日山口

小児救急医療電話相談事業、小児救急地域医師研修事業、小児救急医療

拠点病院運営事業など来年度も継続

・小児救急医療電話相談事業研修会７月22日山口

・第８回日本小児科医会生涯研修セミナー１０月８日岡山

③会計（谷村理事）会費引落しシステムについて

④学術・調査（田原理事）乳幼児保健検討委員会の金子委員長が各地でｌ

か月健診について発表されているので、全国的にも県小児科医会の活動

がアピールできている。

⑤医療経営・保険（杉尾理事）

平成23年度診療所小児科の医業経営実態調査報告

平成24年度診療報酬改訂における小児科関連の改訂内容

ノロウイルス迅速検査の保険収載などレセプト提出時の注意事項の作成

今年３月から突合審査及び縦覧点検が開始きれる

アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など慢性疾患の初診料算定、骨塩

定量な学の検査間隔などに注意
⑥広報（河野理事）平成23年度会報は３月20日頃に発行予定。来年度も夏

に医会ニュース、年度末に会報を発行。

⑦監事（冨、監事）

５県医師会報告（茶川県医師会常任理事）

・５歳児発達相談マニュアル第２版について

県医師会が出資して発行した。昨年研修会も行った。

・ＨＴＬＶ会議の報告産婦人科にて抗体検査（公費）を行い、児について

は３歳児健診時に抗体検査を行う予定（３年後)。

・日医学校保健講習会平成24年２月18日

・ＭＲ３、４期接種率について

本件の１２月末時点での接種率は３期が776％、４期が738％と目標である

９５％には達していない状況なので未接種者への接種勧奨をお願いしたい

ｅ、各委員会報告

・子どもの心（門屋理事）事例検討会、東日本大震災の講演会を開催。１月

２２日山口で木谷先生を講師に日本小児科医会子どもの心カウンセリング実

習を開催

・乳幼児保健（金子理事）同時接種、ｌか月健診をテーマに活動中。lか月

健診マニュアル作成予定。

・５歳児、ＨＰ（河村理事）５歳児発達相談マニュアル第２版を昨年末発行。

医会ホームページからもダウンロード可能

７．その他

、第１０回やまぐち小児医療セミナー（谷村理事）４月15日

1０５



場所：山口県総合保健会館

講師：巷野吾郎先生

今回は教育関係の方も参加可。

･山口市小児救急医療対策講演会「電話相談」（田原理事）３月22日

場所：ホテル松政

講師：大阪小児科医会福井聖子先生

･周南こどもＱＱパンフレット作成について（内田副会長）

･日本小児科学会・中核病院小児科・地域小児科センター登録事業について

（内田副会長）今年から始まる予定

･日本アレルギー協会「アレルギー週間」について（長谷川真成理事）

２月20日前後がアレルギー週間となっており、講演会が開催きれている。

10万円の助成があり。

新旧理事あいさつ

８次回開催曰平成24年４月12日(木）

文實藤原元紀

1０６－



日時：平成24年４月１２日（木）１９時

場所：山口グランドホテル

出席者：金原会長、内田副会長、田原副会長

役員：青木、鮎川、井上、門屋、金子、河野、河村、

蔵重、谷村、長谷川（俊)、廣田、藤本、藤原

（敬称略）

1．会長挨拶（金原会長）

新しい年度になり、初めての役員会になります。新しい理事も入り、新し

い考えやアイデアを出していただければと思います。新規入会を勧奨し、医

会を活性化していきたい。

２．承認事項

特になし

３．協議事項

①山口県小児科医会の活動方針・重点項目について（金原会長）

従来に項目に加えて、予防接種の公費助成推進に向けて活動していきた

い。まずはＢ型肝炎、ロタワクチンの111頁で。

②山口県小児科医会役員・各委員会構成と活動方針について（金原会長）

広報部の委員に藤原元紀理事が加入。

③平成24年度総会について（分担、書類提出について）

平成23年度事業報告平成24年度事業計画案

各役員、各委員長より事業報告、計画案の発表あり

平成23年度決算報告平成24年度予算案（谷村理事）

④小児救急電話相談事業研修会の講師について（田原副会長）

昨年好評だった掛け合いでの討論形式、ＷＳ形式、講演形式でするか昨

年研修に行かれた看護師さん、門屋理事を中心に学術担当で検討。

⑤日本小児科学会専門医資格更新免除制度の廃止について（門屋理事）

今まで専門医更新を免除されていた医師（主としてご高齢の医師）に対

しても更新が義務付けられることになった。その通達を大学からも出して

もらうかどうか地方会幹事会で検討。

⑥会員名簿作成について（河村）

２４年度の名簿作成を５月中に。４月末までに名簿変更の確認をファック

スで依頼。

⑦山口県医師会禁煙委員会（仮称）立ち上げについて（河村）

－１０７－



県医師会浜本常任理事より、今年上記委員会を立ち上げるので、医会か

らもどなたか一人委員に推薦をと依頼あり。禁煙治療をしている会員を調

査し、どなたも適任者がおられなければ谷村理事にお願いする。

⑧会費自動振込システムの変更について（谷村理事）

今年度からフロッピーから紙媒体に変更される。

４報告事項

①会長報告（金原会長）

・周産期協議会３月28日障害児支援などが話題に。

・中学の授業で柔道が始まった。事故予防対策を県医師会に依頼している

が、県小児科医会でも取り組んでいく。各市レベルで医師会や教育委員

会と協議しながらの取り組みも検討していただきたい。

・突合点検、縦覧点検が今月から始まる。情報があれば交換を。

疑い病名での治療や処置は通らない可能性がある。オノンの後発品はア

レルギー性鼻炎では通らないので注意を。

②総務・企画特になし

③会計（谷村理事）

各委員会など出張旅費の請求を。

④学術・調査（田原副会長）

学術講演会の案内、要旨は今後地方会、小児保健研究会のプログラムの

中に組み込んで掲載してもらう。

６月24日医会総会（宇部）

特別講演講師藤澤知雄先生（Ｂ型肝炎）

１０月28日山口県小児保健研究会学術講演会

次回役員会で講師決定。

それまでに要望などあればＭＬへ。

市民公開講座として別会場で開催してきたが、案内など労力の割に参

加人数が少ないため、今後研究会と同じ会場で引き続き行う。市民公開

講座とするかどうかは今後検討。

⑤広報（河野理事）

例年通り、夏に医会ニュース、年度末に会報を発行予定。

⑥医療経営・保険特になし

⑦監事特になし

③各委員会

・子どものこころ（門屋委員長）

会場確保、コメンテーターのスケジュール調整が難しくなってきてい

る

・乳幼児保健（金子委員長）

九州外来小児科学研究会で１か月健診に関する調査結果を発表

平成24年３月25日那覇

今後、６月の日本小児科医会総会フォーラム（札幌）でも発表

－１０８－



８月の日本外来小児科学会年次集会（横浜）でＷＳを開催

園学校医、５歳児、ＨＰ特になし

５．その他

・やまぐち小児医療セミナー（谷村理事）４月15日(日）

・不活化ポリオワクチンについての講演会を９月頃予定（田原副会長）

サノフイ・アベンテイス主催、医会共催

、日本小児保健協会小児救急電話相談スキルアップ研修会（田原副会長）

９月27日（岡山）基礎コース

11月23日、２４日（東京）実践コース

次回開催曰

平成24年５月24日附予定

６．

文壹河村一郎
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日時：平成24年５月24日附１９時

場所：山口グランドホテル

出席者：金原会長、内田副会長、田原副会長

役員：青木、門屋、金子、河野、河村、蔵重、田代、

谷村、長谷川（俊)、長谷)|’（真)、藤本、藤原、

守分(敬称略）

1．会長挨拶（金原会長）

第２回の役員会を開催します。６月の総会開催に関するご意見、各委員会

の活動報告等よろしくお願いします。

２．承認事項

特になし

３．協議事項

ｌ）小児保健研究会の公開講座の開催形式について（金原会長）

前回の役員会で、小児保健研究会の公開講座は研究会に出席された方以

外で来られる方は少ないため、運営の都合上も公開講座としない方針と

なったが、日本小児科医会「こどもの健康週間」との兼ね合いもあり（助

成金５万円あり）、研究会と同一会場で行うが、「公開講座」の名称は残す

こととする。

２）学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）

の解釈について（金原会長）

インフルエンザ、ムンプス、百日咳の出席停止期間が変更になった。注

釈を加えて周知する必要あり。門屋理事、谷村理事に説明書（案）を作成

してもらい、県医師会に提出。

３）予防接種の公費負担に関する要望書について（金原会長）

ムンプスワクチン、水痘ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、ロタウイルスワ

クチンの公費助成の要望を山口県知事に行う。県医師会とも連携する。全

国に先駆けてやることに意義があると強調したい。

４）冬の地方会会場の件（金原会長）

冬の地方会会場が寒いとのご意見あり。大学内での他会場も検討。クラ

ウンプラザホテルＡＮＡ宇部は費用の問題もあり難しい。

５）小児保健研究会の講師選定（田原副会長）

下関市立市民病院河野祥二先生「予防接種と感染症の予防方法について」
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6）冬の地方会の講師選定（、原副会長）

北九州八幡東病院白幡聡先生「ビタミンＫ欠乏性出血症予防策」

7）平成24年度総会について（河村理事）

議長を会長以外から選出するように会則を変更することを議案に追加。

8）小児救急電話相談研修会の講師について（門屋理事）

山口こどもＱＱの土井看護師に講師依頼。ロールプレイ形式で。

山口総合保健会館７月22日(日）

４．報告事項

ｌ）会長報告

・中四国ブロック協議会幹事会（５月20日）岡山にて開催。同時接種、園

学校医の選定など各県で事情がかなり異なる。意見交換を行った。大分

県が母乳と薬のハンドブックを発刊。ネットからダウンロードも可能。

・山口県予防保健協会が、８月１２日に島根大学小児科山口清次教授を講

師として「タンデムマススクリーニングについて」山口県総合保健会館

にて研修会を予定。

２）総務・企画（河村理事）事業計画について。

３）会計（谷村理事）収入の面で、会費よりも感染症発生動向調査事業委託

費のほうが多く、貴重な財源である。会員の先生方のご理解とご協力を

引き続きお願いしたい。

４）学術・調査（田原副会長）新ワクチン関連で講演会の申込みが来ている

５）広報（河野理事）会報原稿募集。テーマは「県内各地の小児科関連集会

の紹介」

６）医療経営・保険（内田副会長）杉尾嘉嗣先生に協力していただく。

７）監事（蔵重監事、青木監事）会計監査を行い適正であると確認した。

８）委員会報告

・子どものこころの臨床に関する委員会（門屋理事）症例検討会を６月１４

日、１１月22日に予定。乳幼児保健検討委員会と合同で８月２日に講演

会：島根県健康福祉部障がい福祉課医療企画監鈴宮寛子先生「乳児期

早期からおこなう母親へのメンタルヘルス支援・子育て支援一医療・保

健・福祉の連携一」を予定。

・乳幼児保健（金子理事）ｌか月健診にエジンバラ産後うつ問診票をとり

いれ、産後うつ、マタニテイーブルーの早期発見、虐待予防につなげた

い。マニュアルを改訂、当面はＨＰからダウンロードできるように。Ｋ

２シロップの投与方法について、毎週投与を推奨する方向で検討。次回

までにエビデンスの収集を。講演会（上記）予定。

ワクチン公費助成要望（協議事項参照）。

・園医・学校医活動に関する委員会（谷村理事）前年度に引き続きアレル

ギー生活管理指導表の啓蒙に取り組む。感染症に対する指導、出席停止

日数など他科とも連携し県下で標準化する。脊椎側鶯症の問診票導入の

効果を実証する。
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長谷Ⅱ|俊史理事を委員に追加。

ホームページ管理委員会（河村理事）５月15日委員会開催。予防接種、

感染症のページなど更新した。他の委員会などで作成したマニュアル、

報告などあれば、ダウンロードできるようにしたい。

５歳児発達相談推進委員会（河村理事）６月12日委員会開催予定。

５．県医師会報告

特になし

６．その他

・CAPY-net（門屋理事）

７月に開催。金原会長に講演いただく予定。

・子どもの成長を考える会（守分理事）

６月29日山口ＧＨ

北海道大学田島敏広先生

．第２3回全国病児保育研究大会を来年７月14、

会長は鈴木英太郎先生。

15日に宇部で開催。

７．次回開催曰平成24年９月６日(木)予定

文責藤原元紀
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日時：平成24年９月６日嗣１９時

場所：山口グランドホテル

出席者：金原会長、内田副会長、田原副会長

役員：青木、鮎川、井上、門屋、金子、河野、河村、蔵重、

田代、谷村、長谷川（俊)、長谷111（真)、廣川、

藤本、藤原、守分（敬称略）

1．会長挨拶（金原会長）

日本小児科医会総会フォーラム、県小児科医会総会も終了し今年度の活動

も半ば終了。各委員会も活発に活動しておりこのまま頑張っていただきたい。

２承認事項（河村）

退会重岡守下松市９月1日退会希望あり

３協議事項

・チャイルドライン山口県協議会からの助成金要請について（金原会長）

上記からカード作成費157,250円に対して支援をいただけないかと要請あ

り。その協議会の会計状況、どのくらいの支援が必要なのか、継続的なの

か単年なのかが不明で、それらの点をはっきりさせ次回役員会で再度協議。

・日本小児科学会専門医の研修単位について（金原会長、内田副会長）

研修会の承認基準が演題２題以上、出席者の50％以上など厳しくなってい

る。参加証は規格統一。単位数は県内、市内レベルのものは２～３単位。

現在、山口東部、岩国Ⅵ周南、防府、下関、大学の研修会が２単位取得可

能。

４．報告事項

１）会長報告（金原会長）

・日本小児科医会総会・代議員会６月９日札幌

新会長は松平隆光先生に、副会長は新たに神川、木野先生が就任。

日本小児科医連盟の執行委員に金原会長が就任。第１回の会合が９月９日

に開かれる。

小児救急では電話医療相談の話題あり。山口県はうまくいっている。

地域小児科総合医検討委員会（田原副会長）今年第１回会合開催。

乳幼児保健委員会（河村）来年２月１０日(日)東京全国町村会館にてlか月健

診に関する研修会開催。金子理事も講演。
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・県知事への予防接種公費負担の要望について７月19日

ロタ、ＨＢ、水痘、ムンプスワクチンの公費助成を県に要望

・VitK2シロップ投与法変更について

県産婦人科医会総会でミニレクチヤー１１月１１日

山口県では各地で既に毎週投与が始まっている。

過去のＶｉｔＫ欠乏性出血症の事例を集計しておいてはどうかと。

・第８回日本小児科医会生涯研修セミナー（10月８日岡山）参加のお願い

今日現在山口県からの参加申し込みは14名。

９月７日事前参加申し込み締切。当日参加も可（参加費は同額）。

・日本保育園保健協議会第６第７ブロック合同研修会（12月16日海峡メッ

セ下関）参加のお願い。金原会長が会頭で開催。午前は「ちょっと気にな

る子への関わり方」「感染症とその対応」をＱ＆Ａ方式で。午後から「保

育園における食の問題」についての講演あり。

2）総務

・小児医療提供体制構築について（内田副会長）

日本小児科学会からの提案で、「中核病院小児科」「地域小児科セン

ター」に加え、旧過疎小児科を新たに「地域振興小児科」と名称を変更し、

どの地域特性にも受け入れやすい体制を考慮。

、県医師会不活性ポリオワクチン導入に関する協議会６月１４日（河村）

不活性ポリオワクチンの接種料金県内では11,959円で統一。

・県医師会小児救急医療電話相談研修会７月22日（河村）

門屋理事をリーダーとして、電話相談で困った事例についてＷＳ開催。

昼は昼食をとりながらの座談会。

・県医師会第１回禁煙推進委員会（河村）

山口大地域医療学の福田先生が中心となり発足。医会からは周南市ふじわ

ら医院の藤原敬且先生を委員に推薦。第１回会合が開催。

3）会計（谷村理事）

９月に会費引き落とし。

4）学術・調査（田原副会長）

・医会主催、アステラス共催「ワクチンプラン」ＷＳ

１０月20日(土)午後111口県総合保健会館

・ワクチン講演会新潟大齋藤昭彦教授１１月2911111口ターミナルＨ

・やまぐち小児医療セミナー（谷村理事）１０月２１日宇部ＡＮＡ

東京都益子看護師を招いて、アレルギー疾,患に関する講演及びＷＳ

・県産婦人科医会へのアンケート依頼（河野理事）

「産褥早期の風疹ワクチン接種状況について」

5）広報（河野理事）

医会ニュース発行。

6）医療経営…保険（内田副会長）

・日本小児科医会中国四国連絡協議会社会保険委員会８月19日岡山

アンケート結果で時間外対応加算を採用している医療機関は少ない。
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ＲＳ、ノロウイルス検査の年齢制限を撤廃、小児特定カウンセリング料の

算定期間の制限を撤廃などを要望事項に。

・今後県小児科医会で返戻レセプトの情報を集めて、対応を協議してはどう

かと意見あり。

7）監査

特になし

8）各委員会報告

・子どもの心（門屋委員長）

８月２日産後うつに関する講演会（鈴宮先生）

11月22日症例検討会山口ＧＨ

・園医・学校医（谷村委員長）

喘息のアンケートを実施ｄ食物負荷試験、出席停止期間、側蟹検診につい

ての指針作成、学校検尿ガイドラインの改訂を予定。

側脅検診については、広島市いずみ整形外科クリニック泉先生が専門。

・乳幼児保健（金子委員長）

１か月健診ついて、８月日本外来小児科学会でＷＳ開催、１０月日本未熟児

新生児学会のシンポジウムで発表。

ワクチンプランを含めた乳児健診マニュアルを今年度中に作成予定。

・ＨＰ（河村）

随時更新中。ＨＰ掲載事項があればワードやPDFファイルにして送る。

・５歳児（河村）研修会開催１１月６日(火)ＰＭ７：００～山口GＨ

５歳児発達相談の事後フォローについて講演。

５．県医師会報告

特になし

ｅ，その他（守分理事）

・タンデムマススクリーニングが９月１日より開始。８月１２日研修会開催。

・山口内分泌糖尿病研究会１０月５日山口ＧＨ

国立呉病院宮河真一郎先生。CCSについて講演。

.「いじめ」対策について医会のスタンスを決めておく必要あり

子どもの心の委員会で「いじめ」に関する講演会を企画してはどうか

昭和大豊洲病院円中大介先生などを候補に

７．次回開催曰１１月１５日(ﾌ付予定

文寶河村一郎
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日時：平成24年１１月15日（木）１９時

場所：山口グランドホテル

出席者：金原会長、内田副会長、田原副会長

役員：青木、鮎川、井上、門屋、金子、

蔵重、谷村、廣田、藤本、藤原、

河野、河村、

守分(敬称略）

1．会長挨拶（金原会長）

インフルエンザワクチン等で忙しいかと思います。

２承認事項

新規入会（河村理事）明石暁子先生徳山中央病院小児科

講演会「予防接種に関するOverview」（田原副会長）ＭＳＤ主催医会共催

三重庵原先生平成25年２月１４日（木）山口ＧＨ

３．協議事項

・山口県熾性衛生学会講演会共催依頼について（金原会長）了承

・平成25年度総会日程、講師候補について（河村理事、田原副会長）

来年度も地方会と合同で日程は６月23日か30日、来月の地方会幹事会で決定。

総会特別講演講師は役員会ＭＬで１月までに決定。

・ビタミンＫ欠乏性頭蓋内出血の実態調査について（門屋理事）

過去10年の調査を行う。Yamapeなども利用して情報収集。

近畿小児科グループが現在全国から募って調査中。それに参加することも

検討。

・４種混合ワクチンの接種間隔規定について（門屋理事）

４種混合ワクチンが山口市では56日を過ぎると任意になると文書で書いてあ

る。→とりあえず過ぎても提出してみる。戻ってきた際に検討する。

．「lか月健診を小児科医が実施すること」の環境整備に関する要望書（田

原副会長）

日本小児科学会へ山口県小児科医会から要望書を提出する。

４．報告事項

１）会長報告

・山口県産婦人科医会総会研修会講演（11月１１日、山口県医師会館）

「ビタミンＫ２製剤投与ガイドライン改訂と投与法の変更一意義と過程」

産婦人科の先生方に理解いただいた。産婦人科で13回分出す場合と産婦人

科で４回分出して小児科でlか月健診時に残りを出す場合がある。小児科
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としてはどちらでも対応し、内服忘れを防ぐためlか月健診の際には外来

で内服きせる必要があるとの意見があった。

・日本小児科医会中内同ブロック協議会（１１月25日、岡山）

予防接種、診療報酬について協議予定

・日本小児科学会から予防接種の事務費についての調査依頼：医師会が委託

契約しているため手数料が発生する場合がある。山口県では下関市のみ３

％の手数料を取っていた。間もなく全国集計が出る予定。

・日本保育園保健協議会中川国ブロック研修会（ｌ２Ｈｌ６Ｈ、海峡メッセ下

関）

．「福島県の津波被災の方、避難区域の方、自主的避難の方へロタウイルス

ワクチンが無料で受けられます」（平成24年１１月１５日～平成25年３月31日、

ただし予算終了まで）という案内が福島県から届いた。会員へ周知する。

・日本小児科学会専門医資格更新のための研修集会の承認基準および研修単

位基準について。基準が厳しくなっている。オンラインセミナーを活用い

ただきたい。

2）総務・企両

・日本小児科学会・中核病院小児科・地域小児科センター登録事業全国説明

会（内田副会長）

１１月４日に東京で開催。各地域の中核病院（大学本院、こども病院）、地

域小児科センター（二次医療圏にｌか所）を登録して実態調査を行い、そ

の分析から質が高く現実に沿った小児医療体制を提言する。山口県では山

口県モデル案策定委員会（内田委員長）が学会へ推薦を行う。

．第２回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会（河村理事）

来年２月10日東京で開催。テーマは「これからのｌか月健診を考える」。

金子理事が山口県のlか月健診について発表。

BCG接種の法定接種期間について（河村理事）

BCG骨炎や全身播種性BCG症が特に生後４か月以内の接種例で増加して

いる可能性があることを勘案、法定接種期間が生後1年、標準接種期間が

５～８か月となる予定。

3）会計（谷村理事）

去年と同様に１１頂調。

4）学術・調査（田原副会長）

・やまぐちワクチンＷＳ１０月20日山口県総合保健会館。参加者60名。看

護師主。

・斎藤昭彦新潟大学教授ワクチン講演会１１月29日山口ターミナルホテル

・やまぐち小児医療セミナー（谷村理事）ｌ０ｎ２１ＲＡＮＡクラウンプラ

ザホテル宇部

参加者90名。小児アレルギーエデュケーター益子育代先生の講演が好評で、

次回も益子先生に違う切り「1での講演を依頼。

5）広報（河野理事）

会報の特集テーマは「県内各地の小児科関連集会の紹介」
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原稿は集まりつつある。協力をお願いしたい。

6）医療経営・保険（内田副会長）

・日本小児科医会中国四国連絡協議会社会保険委員会８月19日岡山

時間外対応加算は算定しているところが少ないこと、MRIなどの鎮静の点

数がとれるように申請することなどが報告きれた。

・ノロウイルス抗原キット、マイコプラズマＬＡＭＰ法が本年度保険適応に

なっている。

7）監事（蔵重監事、青木監事）

特になし

8）委員会報告

・子どものこころの臨床に関する委員会（門屋理事）

「いじめ問題について」宇部フロンティア大学高田晃先生を講師にディス

カッション形式で開催を検討中だが日時は未定。１１月22日に定例のカンフ

ァレンスを行う。

・乳幼児保健（金子理事）

ｌか月健診に関する要望書について（上記）。マニュアル作成予定。エジ

ンバラ産後うつ病問診票を導入することを各市町で検討いただきたい。

未熟児新生児学会（11月25日～27日、熊本）のシンポジウムで小児科医が

行うlか月健診について発表予定。

・園医・学校医活動に関する委員会（谷村理事）

学校検尿ガイドラインを改訂予定。

・５歳児発達相談推進委員会（河村理事）

１１月６日山口ＧＨにて研修会を開催。参加者200人以上。事後フォローを

テーマに各地域の他職種の人が講演。非常に好評で、来年も同様のテーマ

を考えている。

・ホームページ管理委員会（河村理事）

トップページに研究会などの案内を移動。研修会のスライドもダウンロー

ド可能。

５．県医師会報告

特になし

６その他

特になし

７．次回開催曰平成25年３月７日嗣予定

文寶藤原元紀

－１１８－



念締切直前に朗報です，
青木宜治先生が第４１回医療功労賞を受賞

食

■■■■■■ 締め切り直前に朗報です。長門総合病院の青木宜治

先生が第４１回医療功労賞を受賞されました。「小児科

医不足に悩む長門市で、多くの子どもたちと向き合っ

てきた（読売新聞より）」ことが評価されてのご受賞

です。青木先生は「周囲の温かい支援があったから続

けてこられた。子どもたちの健やかな育ちのために頑

張っていきたい（同)」とおっしゃられたとのことで

す。

青木先生、本当におめでとうございました。
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圖凹囲圖
山口県小児科医会会報第24巻をお届けします。今号の巻頭言は今

年度から副会長になられた田原卓浩先生にお願いしました。また、

平成24年山口県選奨受賞を記念して砂川功先生にご寄稿をお願いし

ました。砂川先生、本当におめでとうございました。

今回の特集は「県内各地の小児科関連集会の紹介」です。日進月

歩の医療に対応するため、県内各地で勉強会、研修会が定期的に開

催され、それぞれに歴史、特徴があり、皆様が研讃を積まれている

ことがよくわかりました。ご多忙中、原稿をいただいた先生方、本

当にありがとうございました。

「山口大学小児科のページ」には、若い医局の皆さんの紹介文が、

｢女性医師のページ」には勤務医としてフルタイムで仕事をしている

３人の文章が掲載されています。また、「委員会報告」には５歳児発

達相談とｌか月健診についてご報告いただきました。「会員の皆様へ

お知らせ」「私の経験」「随筆」には、ご執筆いただいた先生方の思

いが伝わってくる文章が並んでいます。是非、ご覧下きい。

本年度の「学術講演会」では藤澤知雄先生からＢ型肝炎、河野祥

二先生から新しい予防接種、白幡聡先生からビタミンＫという、日

常診療に直結したご講演をいただきました。とてもタイムリーな内

容で勉強になりました。ご講演要旨を掲載させていただきました。

皆様のご参考になればと思います。

表紙、裏表紙の写真は防府第一クリニックの林佳子先生にお願い

しました。とても美しい写真ですね。どうもありがとうございました。

今回から会誌の編集に携わっていますが、会員の皆様のご協力な

しでは何もできないというのが実感です。改めて、ご多忙中、原稿

執筆等のお願いを快くお受けいただいた先生方へ、この場をお借り

して深謝申し上げます。

（藤原元紀）

表紙の写真によせて

表紙の写真徳地町の大原湖山に咲いているのはこぶし桜の

花です。この年（平成22年）はいたるところ、こぶ

しが咲いてました．

白鳥が悠々と泳いでいて、岸では鴨が休んでいる夕

景です。

防府市美術展佳作をいただきました。

裏表紙の写真東行庵（下関高杉晋作）の菖蒲です。

医会の先生方に機会を与えていただいたことに、写真が見たように

仕上がるよう協力いただいた方々に感謝いたします。

防府第一クリニック小児科林佳子

１２０－
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