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日本版ACIPの確立を! !

｛
ロ
ロ

一
一長今云副 道 人

2016年1月8日，厚生労働省は血液製剤などの不正製造を行ったとして化学及血清療法

研究所（化血研）に対し110日間の業務停止を命じました。

不正製造の発覚後，化血研のインフルエンザワクチンや4種混合ワクチンが一部の地域

で品薄となり， 医療機関や自治体が予防接種の予約を中止したり，延期を呼びかけたりす

る異例の事態に発展し， 医療現場に混乱を引き起こしました。不正製造の影響は, B型肝

炎ワクチンにも波及し, 2015年12月ごろから「在庫が不足している」と予防接種の予約を

中止する医療機関が続出し， 日本小児科学会は， 医療機関での対応をホームページに見解

として公表。母子感染や針刺し事故後の発症予防のためのワクチン接種を優先するよう呼

びかけました。

今回の混乱から， 日本の予防接種行政に対する不満や不信の声が国民や予防接種業務に

携わる医療者から湧き上っています。

そこでいつも引き合いに出されるのは，米国のCDCの内部組織であるACIP(Advisory

CommitteeonlmmunizationPractices)の存在です。ACIPは米政府から指名された産

官学の専門家らがワクチンの有効性や安全性などを評価する常設機関で， 国民を巻き込ん

で， ワクチンについて話し合い，感染症を減らすために， どれをどの年齢で接種するかな

どを決め，政府への勧告はそのまま政策に反映されるものです。 日本でも2013年厚生科

学審議会として予防接種・ワクチン分科会のなかに予防接種基本方針部会・副反応部会・

研究開発及び生産流通部会の3つの部会が発足しましたが，今回の混乱からみるとACIP

とは程遠い存在と思われます。

これからの日本の予防接種行政の成熟のために，一日も早い日本版ACIPの確立を期待

して止みません。

＝

型巳
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第64回小児医学講座

【講演1 】

座長＝兵庫県小児科医会感染症対策委員会委員

市立伊丹病院小児科主任部長三木和典

沈黙の臓器と語る これって肝臓病？－

済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科

乾 あやの へ

はじめに

小児期にみられる肝疾患は頻度が少ないに

もかかわらず， 原因は多ll皮にわたる。本講演

では， 筆者らが今までに経験したいわゆる

「肝障害」をきたした疾患について述べる。

1 ．肝腫大

小児期に肝腫大をきたす疾患を表1に示

した。肝臓大が著明で脾腱がなく ， たまた

ま発見される疾患に肝型糖原病がある。表

2に肝型糖原炳の病型を示した。糖原病の

病型番号は基本的に責任酵素が発見された

順番につけられたものであり， ほぼ重症度

と相関する。糖原病の病型名称はこれまで

に変更があり，混乱をきたしている。現在

では， 番号ではなく責任酵素の名称で論じ

るように推奨されている。特に， ホスホリ

ラーゼキナーゼ欠損症は，低血糖やその他

の肝外推状を呈することが少ないため‘ 原

因不明の肝腫大の症例では本疾患を鑑別す

る必要がある。肝組織は， 肝細胞が杣物細

胞様に淡明化・踵大しているのが特徴であ

る。

へ

2.黄疸胆汁うっ滞，皮唐掻痒

新生児期・乳児期における胆汁うっ滞性

肝疾,忠は, 11道閉鎖症を確実に鑑別したの

ちに表3に示した疾患を中心に診断をすす

めていく。胆道閉鎖症以外の胆汁うっ滞性

肝疾患に葛西手術を施行すると， 反復性胆

管炎を引き起こし最終的には胆汁うっ滞性

肝硬変へと進行する。胆道閉鎖症が否定さ

表1.肝腫大がみられる代表的疾患

代謝物質の蓄積

脂質(ｽﾃﾛｲﾄﾞ,過栄養,低栄養,いわゆるReYeSx.)

ﾘﾋﾞﾄﾞｰｼｽ,糖原病,Wilson病,ﾁﾛｼﾞﾝ血症,がﾗｸﾄｰｽ血症

炎症(肝炎ｳｲﾙｽ,それ以外のｳｲﾙｽとくにEBUCMV）

浸潤I悪性腫癌,肝芽腫,FNH,血管唾）

血管異常(肝静脈,心臓,門脈圧冗進,門脈閉鎖1

胆汁うっ滞

内分泌異常(甲状腺機能低下）

胆管の発生異常(DPM）

済生舎損祇iH更郁病匿小児肝楓洞化塁『＋

表2:肝型糖原病の病型

瞬型 亜型 頻度(､） 膏昼酵器 還伝形式 ■鼻

l v鯛可Gi⑥rk

Ⅲ CmF…

Ⅳ A因G画日

江 Her男 なし ホスホリラーゼ 常坐凸

ヌ
ヌ

ホ
ホ

羽
羽
不
不

白
ｂ

Ⅸ
Ⅸ咽は

Ⅸ
嗣以

Ⅸ厚 不明 ホス

￥ナ宅(α敏〉 X染色体劣性

￥ナーゼ(β■） X殴色体劣性

子ナーゼ(γ■） 常染色体劣性

ﾉー

ラー

ニー

済生会被浜市東部痢院小児肝■消化“

ﾖ0 グルコースー6ホスファターゼ

10 グルコースー6-ﾘﾝ瞳トランスロカ室

B5 醗骨雑唾一

¥5 脱分枝酵素(肝のみ]

枝酵斎 自体劣性 乳児期早期からの恨性肝不全､鯵断用的

k劣性

k劣位好中球減少笹反檀性歯、性霊姓症

2体劣性 筋症状､座cK血症

2体劣性

生

｜
雑
註
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ン酸供給障害が生じアルギニノコハク酸合

成酵素のもう一つの基質であるシトルリン

とアンモニアの高値を来す。シトリンは，

リンゴ酸・アスパラギン酸シャトルを構成

し，解糖系で生成された細胞質NADHをミ

トコンドリア内に輸送することにより，エ

ネルギー産生・代謝に深く関与している。

すなわち， シトリン欠損症では，尿素， た

んぱく質，核酸合成，糖新生，好気的解

糖， エネルギー産生などに障害をうけるた

め，多彩な症状と複雑な病態を呈する （図

2)。

なぜ，年齢によってさまざまな症状や検

査所見が異なるかは不明である。そのた

め，適応・代償期以降は確定診断がついて

いない症例も潜在的に存在している可能性

があり， てんかんを含む精神神経疾患，

メタボリックシンドロームを合併しない

NAFLD/NASH,反復性膵炎，原因不明の

肝癌では本疾患を念頭にいれて食癖の問診

を行い，疑わしければ本疾患の責任遺伝子

であるSLC25A13の解析を行う。

シトリン欠損症では糖質をエネルギーと

して利用できず，幼少時から大豆・ピー

ナッツ・卵・肉・乳製品などの高蛋白・高

脂肪食を好み，糖質を嫌う。成人ではアル

コールを嫌う。 日本人の平均的な栄養バラ

ンスは炭水化物：蛋白質：脂質＝55： 15：

表3:新生児･乳児期における胆汁うっ滞の原因別分類

A・ 胆週閉阻症(BiIiawat『BSia）
PennataIwpB(8090％),EmbryDnictype(1,20髄),PSCⅧthneonataIonset

B， 肝細胞内輸送と毛絶胆管分泌興常
1．毛緬胆管への分泌異常

a・胆汁酸分泌異常BSEP欠乏(PFICType2,BRIC1y”2）
b,ﾘﾝ閣質分泌異常MDR3欠損症(PFICT沖e3）
c、イわ細胞内輸送異常CySMCR顔口域S(CFTR）

2.多麗器にわたる具常

a・PRC1欠乏〈PFICType1,BRICTypel）
b・新生児硬化件ﾛ日管炎

c,外ﾘﾝ欠掴による新生児肝内胆汁うつ滞(NICCq
d・ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ肝症(鵬paUcmit“hond『ial剛AdePleMons抑dmme）

C・胆汁酸代謝異常

1.…｡4－ster畝d串r“1瞳臼se“6den可
2.3β-hydrcxy吟Sc2罪sta域dh脚rog“““some喧錨“nden旬
3．0可steml7q-hy宙叩1asededcien可

D・ 胎児期の発生異常

1.Alagiile症候群(』鞄gedl退伝子興常）
2.非症候性肝内胆管低形成症

3．，1に極IpIatemaIbrmauon(ARPKD,ADPkD･Ca面i，s鋼）
E、 琿境要因

1.TORCHES

2.新生児へﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ

3.非経口栄養による胆汁うつ滞(TPN関連肝障翻
信分爾不能(特発性新生児肝炎症候群〉

PFIC:画叩『鐘sⅣefamMi副in廿ahe陣tに節de畝a副s,BRlC;畦､財nreq』訂enti面z確陣瞳Cれdes嘩届零s,ARPKDaut“0m割

『e…卵B…ic“n句d電塞aA酔KD;aut…n1a1danIna就陣w画錘噸､可d亀e“e

涛生金堂浜市亘電院小児野■罰極科

れた場合は，速やかに小児肝臓専門医への

診察を依頼する。

直接ビリルビン型優位の黄疸は，総ビリ

ルビン値のうち， その15%あるいは直接ビ

リルビン値がl.51ng/dC以上の場合と定義され

る。50％以上ではないので注意が必要であ

る。黄疸症例を診た時の診断のアルゴリズ

ムを図1に示した。

新生児期・乳児期に胆汁うっ滞をきたす

代表的な疾患にシトリン欠損症がある。シ

トリンはミトコンドリア膜輸送蛋白質の一

員で， 内膜に存在するアスパラギン酸・グ

ルタミン酸膜輸送体である。アンモニアは

ミトコンドリア内でグルタミン酸からアス

パラギン酸となり， ミトコンドリア内膜の

シトリンを介してグルタミン酸と交換して

細胞質に輸送される。シトリン欠損症では

ミトコンドリアから細胞質へのアスパラギ

〆“

凧

[亟画］→回→「冨嗣で顕］
胎児 新生児～乳児 幼児～成人

→m
青年～成人

（11～83蜘

輔神神経症状
寓ｱﾝﾓﾆｱ血症
NARDo“H

肝不全

黄疸？

I
D､Bil≧1.5mgﾉ｡'念あるいは､D・Bi!（Bii≧15％一一胆汁うっ滞､閉塞性黄疸？

／、
G-GTP高い G-GTP高<ない

I ハ
胆道閉鎖症 高総胆汁酸胆汁酸高値でない
特発性新生児肝炎症候群

l lなど

PFlC－1 先天性胆汁酸代淵異常
PFIC－2

子宮内発冑不全 肝内胆汁うっ滞症

負疸･白色便
体亜増加不良
ガラクトース血痘
チロジシ曲痙

匿南勢忘

贈肪肝
へモクロマトーシス

肝不全

熊症状

食癖具常
呂疲労感
唾市営

腹痛･日田症状
寓頤血廃

膵炎
NAF山･NASH

肝癌
てんかん

衝HPT<30％orPT活性PT金く40なら直ちにⅥtK1m9ﾉkgﾉday3日間静注し
ながら検査をすすめる。

図1:新生児期･乳児期の黄疸症例の診断アルゴリズム

済生会績浜市東繍鯛院小児既魔消化審科

図2:シトリン欠損症の年齢依存性麗床症状

（日児麓117:49-58,2013)より引用
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30であるのに対して， シトリン欠損症患者

は， 炭水化物：蛋白質：脂質＝40 ： 20 ：40

であり， このバランスを崩すと学童期以

降では成人型発症n型高シトルリン血症

(CTLN2) を発症する危険性がある。

我が国では、脳浮ll重治療に好んでグリセ

オールが使用されるが， シトリン欠損症で

は『 グリセオールに含まれる果糖がその代

謝過程で糸l1l胞質内のNADH蓄積を助長し，

病態を悪化させるため禁忌である。シトリ

ン欠損症による新生児肝内胆汁うっ滞症

(NICCD)における肝不全とCTLN2では

肝移植を考慮する。

胆汁うっ淵では， 皮膚掻痒感が特徴的な

臨床症状のひとつである。図1に示した進

行性家族性肝内胆汁うっ滞(PFIC)は一般

的にllH汁うっ滞の指標となるγ-GTPが上昇

しないため， 診断が遅れることがある。難

治性のアトピー性皮膚炎症例では， ビリル

ビン値トランスアミナーゼ値, 7-GTP値

を測定し， いずれかに異常がみられた場合

は．小児肝臓專門医への受診をすすめる。

図4: ERC(内視鏡的逆行性胆管造影）

(5歳Oか月）

衡王垂■操、■■璃項J】b冗肘■釦1匹毎骨

円礪世11851pzO14より51凋一俸改底]

国における生体部分肝移植を行った原発性硬化件ﾛ日管炎症例の予後図5:我が
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PSCは､肝内・肝外の胆管が硬化する進

行性の胆管炎でその発生機序には自己免疫

現象が推定されている。現時点でPSCは内

科的な治療法はなく ㈱ 胆汁性肝硬変雄に進

行した場合は肝移植以外に救命する方法は

ない。 しかし，我が'玉|における生体部分肝

移植の予後は， 小児ならびに成人を含めて

再発率が高く ， かつ死亡率が高い（図5）。

PSCにおける肝移植は，脳死肝移植を選択

する。

3． たまたま発見されたトランスアミナーゼ

高値

筆者らは， たまたまロタウイルス腸炎罹

患時の｣ill液検査でトランスアミナーゼ高値

がみつかりその後先天性肝線維症と診断

し， 肝移柚で救命したl例を経験した。 2

歳4カ月時に施行した肝生検では， 門脈域

に著明な線維性増生を認め『拡大した門脈

域および線維性隔壁には高度の細胆管増生

と門脈の狭小化がみられ㈱病理制l縦から先

天性肝線維症と診断した。一方， 5歳時に

施行したERCでは肝内外の胆管壁の多発性

拡張．狭窄を認め（図4） 、 後述する原発性

硬化性胆管炎(PSC) との鑑別が困難であっ

た。

。－両

一国

4．血液凝固異常，意識障害

急性肝不全は，血液凝固異常と意識障害

に伴うトランスアミナーゼ高値を特徴とす

る。表4に鑑別すべき疾患を示した。これ

らの中で，病変の主座が肝I職であるか否か

を把握することが重要である。

たとえば， Ⅲ1球負食症候群では図6に示

したように臨床所見と病態をとらえること
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ができる。血球貧食症候群では， 高度のト

ランスアミナーゼ高値と意識障害，凝固異

常を呈し，一見すると劇症肝炎と鑑別が困

難である。 しかし， 病態の主座は活性化し

たマクロファージによる高サイトカイン血

症であり， 肝細胞が破壊されていく劇ｿi.E肝

炎と異なり， 末期まで肝腫大や脾腫が持続

する。血球負食症候群の治療戦略を図7に

示した。

表4:小児期の急性肝不全のおもな成因

新生児期

乳幼児期

感染症

先天代隙異常

感染症

代㈱性疾患

単純へﾙﾍﾞｽｳｲﾙｽなど

新生児へﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ､ﾁﾛｼﾞﾝ血症､力・ﾗｸﾄｰｽ血

症､果糖不耐症など

HBV,EBV､CMVなど

尿素ｻｲｸﾙ異常症､ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ異常症､脂肪酸

代鮒具常､有機酸代醐異常､ｼﾄﾘﾝ欠損症な

ど

抗|ﾅいれん薬､解熱鐘痛薬､抗菌薬など

心筋炎､心筋症､VODなど

HPS､ライ症候群､AlHなど

HBV,EBV,CMVなど

WiIson病､ｼﾄﾘﾝ欠損症など

抗けいれん薬､解熱鎮痛薬､抗菌薬など

HPS,AlHなど

薬剤性

循琿障害

その他

感染症

代醐異常

薬剤性

その他

学宣期

H”｡■■自呼毎画岬.■己免匿怜UV負ⅦQ暇悟勝歴再唖

済生灸横ik市来肺抑蕊小児月|臆消化器科

おわりに

沈黙の臓器「肝臓」 との対話は， ‘‘謎解き"の

連続である。問診し，患児を診察し， 必要で

あれば迅速に肝生検をおこなって現場の状況

を確認する。現在は， 遺伝子診断などの進化

した手法により今まで解明できなかった病態

や診断が可能になった。一方で、 予想に反す

る結果にも遭遇する。今‘ 解決ができなくて

もその時点での最大限での診療が必ず次世代

への解明へ結びつく。

肝細胞障害にしてはLDHが1ケタ高い。

ASTIALT<<LDH)

一網内系の活性

一

m－GOTが高い。

一蕗ﾝドﾘｱの食思不振にもかかわらず、

TG↑､T-chol↓

一一→lipop｢oleinIipaseの阻害

一磯蠅綱FDP↑､D-dimer↑、ﾄﾛﾝﾎﾞﾓｼﾞｭ'〃↑､尿
中β2-MG↑､ﾌｲﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ↓

図6:臨床所見からみた血球貧食症候群の病態

済生会横浜市東部餌院小児肝麓消化馨科

図7:血球負食症候群と高サイトカイン血症
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1講演2】

長＝兵庫県小児科医会教育委員会担当理事

吉田小児科医院院長

吉田元嗣

座

B型肝炎ワクチンの定期接種化について

医学医療系・小児内科

教授須磨lll奇 亮

筑波大学大学院人間総合科学研究科医学医療系

夕唾

l なぜ，小児へのHBワクチン接種が必要

か？

小児のHBV感染の経過をスライド1に

示した。 5歳未満の小児がHBVに感染した

場合， キャリア化しやすいという塒徴があ

る。特にHBe抗原陽性の母親から生まれた

児では‘ 予防処置が行われなかった場合，

約90％がキャリア化する。 また， 5歳未満

の乳幼児ではHBVに感染してもほとんど肝

炎の症状はみられず不顕性感染を起こし，

キャリア化することが多い。 このため公衆

衛生学的には，社会全体でHBVキャリアの

新たな発生を防ぐために，乳児期の早いタ

イミングでHBワクチンを接種することが

効果的である。

2． 小児期の接種効果は大人になっても続く

HBV感染の自然歴をスライド2に示し

た。 5歳未満の小児がHBVに感染すると，

高率にキャリア化し， その後は長い時間を

経て， 慢性肝炎, l1干硬変肝がんと進行

し， 多くは大人になってから重症化する。

HBVキャリアの約10%がこのような進行性

の経過をたどるとされている。また日本で

は多くの人が。成人後にHBVに感染する。

乳児期にHBワクチンを接種しておけば，

ほぼ一生涯にわたって㈱全てのHBV関連疾

患を防ぐ､ことができる。

2016年4月以降に出生する生後1歳までの

乳児を対象にB型肝炎(HB) ワクチン定期接

種化が正式に決定された。2015年10月4日に

第64回小児医学講座で講演させて頂いたが，

その後に決まったことも含めて‘接種の必要

性や実際に接種が開始される10月に備えて準

備すべき事項などについて説明する。特に，

初年度は4月出生者から定期接種の対象とな

り，実際の接種は10月から始まるので． 10月

には4～8月に出生した大勢の接種希望者が

殺到する可能性がある。 4 生まれの月 5月

児はなるべく早く初回接種を受けなければ， 3

回目の接種時に1歳を過ぎてしまい， 定期接

＝＝

種とならず，任意接種になり自費負担が生じ

る可能性もある。 10～11月はインフルエンザ

の予防接種とも重なるので，慌ただしいと予

想されるので， 十分に準備されたい。
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体液によるHBV感染の報告
:, .》蕊一rr琴掛輔砿蒼Trr~アー羅譲巖－V－－葛艤壽‐
･” :胤辮を ＊繕摸部でf理軒炎の涼温 皮霧と環露の擬触K･永鰔毒解
魚 蔦.､ "鳥、｡: . ・

､ ’ f”9 “yCar⑧“絢蓉'懐薄遥>で溌行 不萌 動画“QPD

'零…〔爆音園)で溌行 不明 函v零嘩函丸

'”! “C(俣奮園)で流行 体液 旬､…､､~片廿郡

:患…大学ﾌｯﾎポｰﾙ部で濠行 皮岡と蕊纏の接触1鞠峨鈍菅､”"､M錘幹圭 『

零.蔦2唾翻宅で飼龍闇に感桑 唾液 川緬”c，蛾瓢､』蝿紺鳶詳蕊

門;率ら かみつ達で趨塞遺伝子配列湧液 H叫母v鞠 :

で同一ウイルスを証鴫

B型肝炎ウイルス感染の

臓

‘…｡…
〈肝溌2013-54.402を改変）

、…

，普潅･曲

謬辛" ；麺7
摩睡 ：
鐸､繕201ひ1 1

¥L 錨導『
か．

鳶・ － 2o'ひ11

キャリアの体液からHBV 尿．畠汁．涙

即A嬢出

血溌篭汗のHBV園､1A湧嬢蕊

ド愚志?”渡申の淵副酬A感異力を証

舗

珊譲踵汗のH識

渡申の淵BV跡

》
叩

Ｊ

一
風

一
“
恥
》

嘩
晒
》
岬
悔

'串;､ 瞬

舗芽内

謬労省研究副I §倉蓉炎の鱈
ゞ .､ 篭泳』肖2S啄震職諏維皆奮

謬労省研究魂§急謹強の母
I 筒23啄穫醗諏維皆蜜

HBV再活性化

（Denovo肝炎） 子惑農および水平悪詮の握霊どワクチン獣蛎の河篭奏に註『る
羅列

スライド2 スライド3

一

I
疫

B型肝炎に
菖学白

ワク

的

ﾌ

視月
､ ' ' :

チン

点からみた

/定期接種6の
3． なぜHBワクチンの定期接種化が必要

か？4つの理由を挙げ，順に説明する。

①HBVの水平感染は日常生活の中で容易に

起こりうること

②いったん感染すると体内から排除するこ

とが困難なこと

③国際化に伴い感染の機会が増加し， 若年

成人に新たな遺伝子型AによるB型急性

肝炎が広がっていること

④HBワクチンは有効性が高く，安全である

こと

必要性

●大規模疫学調査によれば､健常小児におけるH8s抗原陽性者の頻

度は､過宍15年間で減少していなかった｡HBE抗体陽性者紘全国的

I己散在し､H鈴抗原溺性者の数～10倍以上存在することが判明した。

●女性初回献血者における年齢別HBS抗原陽性率と年齢別出産数の

統計から感染経路を推測した｡母子感染予防の開始された1986年

以降に出生した世代では､母子感染によるキャリア発生は著減し、

キャリアの寵たる感染経路ば水平感染となっていた。

●初回献血者データでは16歳以降の汁BV感染者が明らかに増加して
いた。

一母子感染予防対策を継続に加えて､水平感染予防のために

B型肝炎ワクチンの定期接種化が必要と結麟された。

〈厚生科学審臓会予防接種｡ワクチン分科会）

スライド4

HBc抗体陽性者数はHBs抗原陽性者の約10

倍おり，一過性感染も含めて, HBV感染者

は広く存在し， 過去15年間であまり減少し

ていないと推測された。一方㈱ 1986年に世

界に先駆けて日本で始まったHBV母子感

染予防によって， 母子垂直感染は激減し，

1986年以降に出生した若年成人では，母子

感染と水平感染の比率が逆転して， 現在で

は主として水平感染によってHBVキャリア

が発生していると推計される。 さらに， 初

回献血者のデータによれば, 16歳以降で加

齢と共に, HBV感染者が増加していること

が判明した。このように現在の日本では，

HBVは主に水平感染によって社会全体に広

がっており， この水平感染を防ぐ’ためには

HBVワクチンの定期接種化が必要と結論さ

れた。

q HBVの水平感染は容易に起こる

HBVはC型肝炎ウイルス(HCV)やエイ

ズウイルス (HIV) と比較すると， ウイル

ス量が多いため，針刺し事故後に高率に感

染しやすい傾向にある。また， ハネムーン

肝炎という言葉が示すように, HBVは感染

した人と, 1回性交渉を行っただけでも感

染することがある。 さらに, 1111液や桁液以

外にも．唾液や汗などの体液中にも感染性

のウイルスが存在することが証明されてい

る。こうした血液以外の体液を介する感染

が家庭内や施設内での水平感染につながる

可能性が考えられる （スライド3）。

厚生労働省研究班による小児HBV感染の

全国疫学調査結果をスライド4に示した。

一
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伝子型のB型急性肝炎が流行

日本ではB型急性肝炎は年間2,000例程

度不顕性感染を含めると5千-1万例程度

発生していると推定されている。この背景

には， 匡|際化の進展が関係している。 日本

の周囲にはHBVキャリアの多い地域（黒

い部分）が多くある （スライド5）。また，

HBVの遺伝子型でみると，従来から日本に

多かった遺伝子型BやCとは異なる新しい

遺伝子型Aが流行し， 都市部の若年成人で

は急性肝炎の8割程度が遺伝子型Aによる

と報告されている。この遺伝子型AのHBV

は元来， 欧米で流行しているウイルスであ

り， 国際交流の活発化に伴って｜ |本全国に

広がってきた。この遺伝子型Aは、 成人に

感染しても急性肝炎で終わらずに‘|哩性化す

る場合が10%程度あり， さらなる感染の拡

大が懸念されている。 この流行をくい止め

るためには，性感染症としてのB型肝炎の

啓発と， 思春期･IlI:代へのワクチン接種が重

要である。

3HBVを体内から排除することは困難

HCVは新しい治療薬によりウイルスを排

除できるようになったが，残念ながらHBV

は現在の治療法では肝糸|||胞内から完全に排

除することができない。Ⅲl液中でHBs抗原

が陰性化して， 治癒したとされても， 実際

には肝糸|||胞中に少量のウイルス核酸が残存

していると推測されている。細胞性免疫に

よって抑えられてはいるが㈱ 生涯にわたっ

て体内にウイルスが存在し続けている。細

胞性免疫の働きが低下すると, HBVの再

活性化が起こる。特にリンパ膣などのがん

やリウマチ‘ 移植等で用いられる免疫抑制

効果が高い治療ではHBV再活性化のリス

クが高く， その後劇症肝炎となって亡くな

る事例が数多く報告された。こうした経緯

から， 日本肝臓学会の「免疫抑制・化学療

法により発症するB型肝炎対策ガイドライ

ン」では， 免疫抑制・化学療法が必要な場

合は, HBs抗原陰性でもHBc抗体やHBs

抗体が|場性の人はl～3ヵ月に1回の頻度

でHBV-DNAモニタリングを受け, |場性に

なれば直ちに核酸アナログ製剤を内服し‘

HBV再活性化して肝炎を発症しないように

管理することが求められている。特にリウ

マチやがんの好発年齢である高齢者では，

HBc抗体陽性率は20%といわれているの

で， これらの治療を行う際には十分な注意

が必要である。

すなわち, HBVはいったん感染すると

肝細胞内にウイルスが残存するため‘ 将来

的に再活性化し， 劇症肝炎を惹起するリス

クが懸念される。このような生涯にわたる

リスクをなくすためには， ワクチン接種に

よって, HBV感染そのものを防ぐ必要があ

る。

今

鐙駕”

驚議 率ゞ 1鴬 苧′?』:謬醗世界のB型肝炎キャリア

蕊
騨
蕊

へ

鍔
Ｊ
篭蕊

鞭ロ2噸; 胆#彌議塘蕊

口淡以下:濫然度潅蟻＝
． ‘霜

■■
InternationalEX 1eWesRPaciIIc、2008pert閑eetingonHepatitIsBCOntroI lnth

スライド5

④HBワクチンは安全で有効性が高い

乳児期のワクチン接種の効果について示

した（スライド6）。乳児と大学生の接種

成績を比較すると， ワクチン接種後のHBs

抗体価が100mlU/mL以上に上昇する有効

性が高いレスポンダー（円グラフの黒色部

分）は， 乳児の方が多いことが分かる。 ま③国際化の進展により， 浩年成人に新い
,J17．

1里
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た， ワクチンによって産生されたHBs抗体

価は経年的に低下するが， 免疫学的な記憶

は残っているため， 肝炎の発症防止効果は

成人後も継続することが確認されている。

WHOや米国のCDCは，一般の方の場合に

は，乳児期にHBワクチンを接種すれば、

その後の追力| |接種は不要という方針であ

る。すでに30年以上にわたり I 11身界中で新生

児へのHBワクチン接種が続けられてきま

したが，大きな副作用はみられていない。

HBワクチンはがんワクチンとしても有効

である。子宮頸がんワクチンは特定の型に

効果があるものの，全てを完全に防げない

ので、 必ず検診を受け続ける必要がありま

す。一方, HBワクチンはHBVによる肝

疾患の発生を完全に防げるので，健診は不

要で‘ がんワクチンとしても極めて優秀で

す。

：

爵
HBワクチン定期接種化をめざして

．鳥瞥 “‘

B型肝炎は日常生活でも容易に感染し得る病

あり、根〉

荷がかか』

体として1

治る伝

は困難で一生涯

ことから、集団

播を抑えこむ必

様々

り社

で
負
全

気
な
会

にわたり

免疫によ

要がある

Iに啓発する事が大切
；.#， 、

妾種は一生蕊贈り物i

主が完全に予防できる

） ． ” ．蕊:熱 F 騨 鎧

の2点を一般の人々{｛

児期のHBワクチン接

3ワクチンは肝癌発生

癌霧叡手勲』｡である、

以下〔

●乳ザ

●HB

# “ 「＃
蟻職覧 群 、識蕊鴬

スライド7

乳児へのHBワクチン接種は安全性が高

く , B型肝疾患の発症を防ぐことができる

ので， 一生涯の贈り物I

HBワクチンは特に，肝癌発生が完全に予防

できる「がんワクチン」としての効果も大

きい。

包唾

HBワクチン定期接種実施上の注意

HBVワクチン定期接種の基本方針をスライ

ド8に示した。霧議蕊蕊’’ 塾H鱈謬ク誤ンの

乳児と若年成人におけるHBワクチン接種効果の比較
ビームケン°0.5ml/回､皮下接種

3回目のワクチン1か月後にHBS抗体価測定

Nonresponder<10mlU/mL,LowlO-100,Responder≧100

乳児:肝職zolO(小松ら) 筑波大学生 岩手医大学生
（N"141） <N=186) （N=2“）

●里⑰:三q少と一

｢ B型肝炎ﾜｸﾁﾝに関する技術的検討結果(案） ｜
これまでの技術的な検討結果を踏まえ、仮に国民に対して

広く接種機会を提供する場合、下記の対応としては如何か。

|鶏蕊薑蒸・震豊農ろ罐鯵酢鰐I干簿饒爆！
｜ も考慮する。 ） 。
・使用するワクチン製剤は遺伝子型A型、C型どちら

のウイルス由来の製剤も選択可能とする。

一

Responde「 98.1％ i Re5ponde『 81．7％ ； IResPonder 50､0％

|言乳児は､若年成人と比較して､HBﾜｸﾁど接種効果きく高い。 リ

スライド6

’
ただし、本提案は披術的検討結果であり、国民に対して広く接種機会を

腿仇する仕組みとして実施するﾉとめには､前碇として､ワクチンのり職･
爽施外制の硴燦､必盤となる財澱の輝出方法等の検討を行った上で､関係
樹の剛鰯を得るとともに､翻反恥も含めた予防艘栖施鏑に対ずる国民の理
鱗諄が必襲。

まとめ:HBワクチン定期接種の保護者への説

明（スライド7）

B型肝炎は日常生活でも容易に感染し得る

疾病です。 さらに根治は|唯|難で一生涯にわた

り様々な負荷をかける可能性があります。水

平感染を防止するために全出生者を対象に予

防接種を実施することで， 長期的には. B型

肝炎による社会的疾病負荷の更なる軽減に繋

がるものと考えられます。

I厚労省轄核感染症課金屋資料 ｜

スライド8

l)接種開始は2カ月， 母子感染予防の生後

12時間以内と混同しないこと （スライド9)

定期接種の標準接種時期は生後2カ月，

3カ月， 7～8カ月である。一方, 2013年に

改訂された母子感染予防の場合には，生後

なるべく早く ， 生後12時間以内をI |安に，



兵庫県小児科医会報 No.65.201610

’
定期接種化導入時の問題点

母子感染予防は別スケジ

期接種化

母子感染

急

坊は

占
州

一
忌
剛
ル

注
一

J1h,

【

し

ゞ・ 〉千

ジユー
問頴点・洋意点

するこど＄ ！

定期援

1i

種化導入時の

歳までに完了

J’ ’
スケジュールが､対象者により異なる

●特に､母子感染予防処置の開始遅れによる感染は訴訟問題！

①平成z8年10月から施行開始
②平成28年4月以降出生した児が対象

③生後2,3,7-8か月での接種を推奨｡'歳すぎると定期接種対象外！

’
I定期接植の梯準的スケジュールI

与り
HBワクチン

‘ ； て可~て：アZ

定蛎接種の槻準的スケジュール｜

HBﾜクチン U尋 ’
6－4 § &‐§ 12'"‘

与
さ ‐も ↑z"風，5

｜母子感染予防スケジュール
生後12時間

以内を目安

HBﾜｸﾁﾝg墨
HBIG W(IxH｡@人諏ｸ｡ブリン》

⑤の2 3

I対象者(母HBS抗原陽性) :生迩~1.勉沮
本母以外にも､同居家族内にキャリアがいる場合も

このスケジュールが可能

8

4 ものヤ 息 § ’2噸〕

HBワクチン唾8年

‘月 5 ‘ 7 8 9③①
0 1 2 3 4 5 5 7

今年の問題:4.8月に生まれた児では､接種謝始が遅くなり､現場で工夫が必要!

●3回gが1画を透ぎるとﾖ回目のみ自費扱も､＝期間内での接種ができるよう広鞭

●10月からの半年問は接穣者が数倍になる可能性＝供給愚勢や外来の対応など検討

スライド11

ぎると任意接種扱いとなる。一部の自治体

で， キャッチアップ接種を補助している地

区以外は十分な注意が必要である。特

に，前書に記載したように，本年の4月～8

月に生まれた児は，定期接種可能時期が短

いので，保護者へ早めに広報して， 予め1

歳までの接種計画を確認しておくなど， 混

乱をきたさないように準備されたい。

4）同時接種を上手に活用するとよい（スラ

イド12）

スライド9

抗HBsヒト免疫グロブリン (HBIG)の筋

肉注射とHBワクチン接種を行い、 その後

の追加接種を生後1ヵ月と6ヵ月に行う。

この母子感染対策と定期接種が混同される

ことは絶対に防がなくてはならない。 もし

誤って母子感染予防が生後2ヵ月から開始

された場合，現在のプロトコールではHBIG

は出生直後の1回しか投与されないため、

HBV母子感染のリスクが非常に高くなる。

2）実施上の注意点（スライド10）

へ

口
定期接種化導入時の問題点

ゞ 同暗接種のスケジュー

期｝

同暗接

占
小

一
二
世注

し
●
１
Ｊ
〃

乞
い
一

↑
卜
ｒ
や
企
△

･洋意点定期接種化

実

定期接種化導入時の問題点・ 〉ヨ

実施上の注意事項，：

＜投与量＞年齢により異なる

。 o～10歳未満:1回0.25mL(成人の半量投与）

ビームゲンは0.25mLと0.5mLのバイアルがある

ヘプタバックスは0.5mLのバイアルのみ

くその他＞

・沈降型ワクチンであり、よく転倒混和してから使用

・法的､事務的な手続き

・保険診療による現行の母子感染予防処置

・予防接種法による定期接種制度の実施

スライド10

＜同時接種の活用＞

定期接種対象者の場合､HBワクチン3回目の接種は生後7

か月から1歳まで(1回目の接種から”週以上あけて）

に行えばよい｡その際､他のワクチンとの同時接種を活用

して侭人ごとに効率のよい接種機会を作るよう､務める。

グー可

<任意接種と定期接種の混在＞

'キャッチアップ接種がないため､兄弟の中で､定期接種
と任憲接種が混在する。

’ 自治体の助成状況によって､年長児への接種補助も？

スライド12

乳児は出生後の短期間に， 多数の予防接

種を受ける必要がある。 したがって、複数

のワクチンを同時に接種する方法が推奨さ

れている。HBVワクチンl llll目と2回目

は， 生後2ヵ月と3カ月に同時接種すると

便利である。 3回目は1歳までに終了でき

れば，定期接種として扱われる。同時接種

乳児には成人の半量を投与する。 また，

沈降型のワクチン製剤であり，接樋前にバ

イアルをよく転倒混和してから使用する。

定期接種は予防接種法に，母子感染予防は

保険診療によって実施される。

3) 1歳までに終了すること （スライド11)

定期接種の対象は1歳までで, 1歳を過
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めに, HBVキャリアの母親から出生した児に

対して感染予防処置が行なわれ，大きな成果

を挙げてきた。 しかし，生後2ヵ月からHBワ

クチン接種を開始する従来の方法は複雑で，

接種漏れ者も多いため， 昨年3月から出生後

直ぐに抗HBsヒト免疫グロブリンとHBワク

チン接種を行う方法に改められた。それと共

に、 出生体重2,0009未満の児に4回の接種が

望ましいことや接種効果の判定方法について

も， 日本小児科学会の指針としてまとめられ

た。詳細は日本小児科学会のHPを参照され

たい。

乳児期に接種が必要なワクチン
、 ゞ静鳶 ． "鱗。稚粥a r

露
－:

F…リ
Z力月3カ月 4カ月5ヵ月

．,壷｡③
､噌騨蝋f増，

"':

① ②③
…

ﾎ炎球菌とともに行う。 :

&球翰、職種混合とともに行う“

その他のワクチンとともに行う“

宍Y;"総榊･･癖L卸兼笈濁金砂〕嫁'評餓麦）

ワクチン 程頚 6週ワクチン 程頬

茅シフ“ﾝｻ繭b態《ヒブ）

膨炎球四（河13）

B型肝炎（HBV》
零

ロタウイルス

茅シフ“ﾝｻ繭b態《ヒブ）

膨炎球四（河13）

B型肝炎（HBV》
零

ロタウイルス

鮠
化
に

活
港
送
生

不
不
不

鮠
化
に

活
港
送
生

不
不
不

| 團繍濃倉;XW' ¥堂．
鋼躍唾合（DPT-IPV

BCG

瀧熟卿胤に生後2ズ

リ轆腰l鼠は生後3J

&“満召は生後7-

（卿鋪嬢磁

は生後7-

!
；緯！ §職:に生後2か月時にHib及び肺炎球菌とともに行う。 :

…蟻”は生後3か月時にHib､肺炎球舗､鱈種混合とともに行う“
ゞ f <# i 8か月に幽種混合その他のワクチンとともに行う‘

（;"蝿1糾卿例； 1 1本小ｿ緋| ､Wf灸Y；"$捲櫛･鞭L灘熊菱濁金山；

スライド13

方法の具体例をスライド13に示した。一

HBV母子感染予防処置法の改訂について

日本では1986年からHBV母子感染を防ぐ、た

Ⅷ11 1 1 1 I l l l l l l I l l l I l l l I l l I l l l I l l l I l l II l lI l l II l l Il l l I l l l I ' ' '' ' ' '1 1 1 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' 1 l l l I l l l I l l l I l l Il l l I l l l I l l l l l l I l l I l l l I l l l I l l II l l I l l l I l l II l l l I l I l l l I l l l I l l Il l l I l l l I l l II l l I l l l I l l l l l l I l l l I l l I l l l I l l II l l II l l IⅡl I l l l I l l IⅡl I l l II l l II l l I l l l I l l l I l l l I l l II ' ' ' ' ' 1

姥ざ、

［お知らせ］

日本小児科医会第2回家庭看護力醸成セミナー（予告）

標記のセミナーが，兵庫県において開催されますのでお知らせいたします。

なお， 内容等につきましては， 変更があるかもしれませんので， ご了承下さい。

日 程：平成28年11月27日 （日) 13:00~16:00

サブタイトル：病気の子どもを診る力をつけよう

会 場：兵庫県医師会館（200名収容）

内 容：

基調講演

座長二宮道人（兵庫県小児科医会救急担当副会長）

「みんなで家庭看護力を高めよう ！ 」 市川光太郎

「小児救急医療情報ツールの有効活用」 渡部誠一

シンポジウム

座長日野利治（兵庫県小児科医会救急担当理事）

渡部誠一（小児救急医療委員会委員長）

シンポジスト

服部益治（兵庫医科大学小児科教授）

福井聖子（大阪府小児救急電話相談上本町事務所長）

山口育子(NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長）

阿真京了。 （知ろう小ﾘ｡医療守ろう子ども達の会代表）

総合討論

一

※託児所設置予定
夛
診 ､●

〃〃I l l l Il I I l lⅡl l I l l l I l lⅡl l I l l l I l lⅡl l l I l l I l l lI lⅡ1 1Ⅱ1 1Ⅱ1 1Ⅱ1 1ⅡlⅡ1 1 1Ⅱl l Il lⅡlⅡl l l l l l l lⅡ1 1ⅡlⅡl l l l l l I lⅡ1 1Ⅱl l I I l l lI lⅡ1 1Ⅱ1 1Ⅱ1 1Ⅱl l l l l l l l l lⅡlⅡl l l l lⅡ1 1Ⅱl l l l l l l l l lⅡl l l l l l l lⅡ1 1ⅡlⅡl l l l l l l l l l l l lⅡl l
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日本小児科学会兵庫県地方会

【第266回l

NasalHighFIow療法で在宅管理に移行した超低出生体重児の一例

姫路赤十字病院小児科

中田有紀 粟山千惠

江渕有紀 中川満理子
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27週5 ． 6日に母体にステロイド筋注し，

妊娠28週4日に選択的帝王切開にて出生し

た。生後，啼泣弱<直ちに気管内挿管ハ

ギング下にNICU入院となった。

口緒言

NasalHighFlow(NHF)療法は、 力ll温加

湿された高流量酸素を鼻カニューレから投与

する酸素療法である。低流量経鼻酸素療法と

nasalCPAP, DPAPとの1|'間的な位置づけと

されることが多く, nasalCPAP, DPAPと同

等の効果があるとの報告もある。近年、 小児

科・新生児領域でも活用されてきているが，

在宅でのNaSalHighFIowCannula (NHFC)

使用の症例報告はまだ少ない。今回, NHFC

を使用して在宅移行したl例を経験したた

め‘文献的考察を加えて報告する。

【入院時現症】

1MV:FiO21.0,PIP/PEEP22/4,501 ''l/min

NOlOppm

HR140bpm,BP40/24mmHg,SpO2100%

皮膚色紅潮明らかな外表奇形なし

心音整雑音なし

||平吸音エア入り左右差なし，胸上がり不良

腹部膨満軽度軟

筋緊張低下なし

口里

口症例提示

【症例】

在胎28週4日、 出生体重3829 (SGA)

男児, Apgarscore5/6,1A(

一絨毛膜二羊膜(MD)双胎第2子

【入院時検査1

○血液検査

WBC2100/"1, 1/T0.58,Hbl4.2g/dl,

P1t6.5万/"l!CRP0.02mg/dl

IgG269mg/dl, IgA7mg/dl, IgM4mg/dl

○動脈lillガス

pH7.332,p0242．1nlnlHg,

pCO252.0mmHg,BE-5.5mmol/l

Glu8mg/dl,Lac5､3nlmol/l

○胸腹部X線

肺野拡張不良

【妊娠分娩経過】

母体37版，初妊初産。 自然妊娠にて妊娠

成立のMD双胎。妊娠14週頃より二児間の

体重差， 羊水差を認め， 妊娠16週4日に双

胎間輸血症候群に対してレーザー焼灼術を

施行した。妊娠23週頃より症例のI齊帯動脈

血流の途絶と発育停止傾向を認めた。妊娠
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| |立つようになったため㈱血管拡張薬を使用

した。安静時にはDPAPで安定したll乎吸状態

を維持できていたが覚醒時には児のDPAPに

対･する不快感が強くなり、 I1乎吸を安定化させ

るのに難渋した。そのため， 日齢81 (修正40

週） よりNHF療法へ移行したところ，特に呼

吸状態の悪化なく約1週間かけてDPAPから

完全に切り替えることができた。その後は，

| '|宅退院にむけてNHF療法から低流量経鼻酸

素療法への移行をはかったが，呼吸努力が強

くなり体重増加も不良となったため, NHF療

法での自宅退院を目指す方針となった。 日齢

176 (修正2カ月､ 26489) より在宅用NHF

療法のデバイス （図2）に切り替え, 1日3-

4時間は低流量経鼻酸素療法で過ごせることを

確認し l l齢212 (修正4カ月、 33469)で自

宅退院となった。

現在, 1歳0カノ」 （修正9ヵ月） となる

が，呼吸状態PHはやや改善傾向であり, 1

1 1 8-12時間程度の低流量経鼻酸素療法をトラ

イしNHF療法からの完全移行を図っている。

reticulo-granularpattern,

気管支透亮像あり

呼吸窮迫症候群(RDS) BomselⅢ度

〕エコー

動脈管開存症右→左シャント

三尖弁閉鎖不全症3度

頭蓋内出血なし

脳室周囲高エコー輝度両側1度

【入院後経過】 （図1 ）

入院時の身体所見と臨床症状，検査所見よ

り，早産児㈱ 超低出生体重児, RDS,新生児

遷延性肺高|Ⅲ圧症(PPHN) と診断し， 超低

出生体重児に対する定型的管理とPPHNに対

するNO吸入療法を開始した。PPHNは徐々

に改善しI1齢3にNO吸入療法から離脱し

た。慢性肺疾患(CLD)が徐々に進行したた

めHFOでの呼吸管理とステロイド吸入療法を

行い， 日齢62 （修正37週）抜管に成功した。

抜管後はDPAP管理とした。CLDによる呼吸

障害は遷延し， それに伴い肺高血圧(PH)が

r唾

加｡
LNO

癖‘”J 蝋蕊雲霞薩議織暴卜鑿‐
謎謎“熟烏… ：.： 在宅感TI露
一

抜管･再挿管抜管
班1 m⑥門口軍f兵 エmid

薬 シルデナフイル圃一＝鱸鎮一一一…一一……一…。 ． “一矛
嫁買亨冒弓ｲ一歩 虹皿…－霊=…-…． テ

ジゴキシンL一一一

一

40､ロ

3600

2000

l0Q9

体重“
@

日齢 100

図1 経過表

0 50 150 畷q、
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H20の気道内圧がかかることで酸素化の

改善が期待できる （プレッシャーサポー

ト） 。

→②，③により， 新生児における抜管後の

管理において，再挿管率， 合併症（頭蓋

内出血, CLD, 敗血症新生児壊死性腸

炎）に関してnCPAPとの有意差はなかっ

たという報告もある。

④nCPAPと比較して鼻の術みや不快感が軽

減され， 鼻腔損傷が減少する。 日常的な

児に対するケア（機械の扱いやすさ， 児

のポジショニング）やll甫乳がより容易に

なる。

⑤加温加湿により鼻粘膜障害を軽減線毛

クリアランスを改善する。

現時点で在宅における呼吸管理のデバイス

として，

①在宅酸素療法(HOT)

②非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)

③気管切開十在宅人工呼吸管理

の3種類が主に使用されているが，在宅NHF

療法は上記の①と②の間に位置づけられる。

NHFCを在宅で使用することにより, HOTで

は圧やフローが不足し呼吸状態が安定しないが

NPPVでは不快が強く入眠や哺乳に支障をき

たすような児に対し， 在宅への移行を無理な

くサポートできる可能性がある。 メリットと

して，低流量経鼻酸素療法への移行を待たず

に自宅退院できること㈱ デメリットとして，

高流量のため，体重の大きな児には酸素圧縮

装置等の工夫が必要となることと． NHF療法

としては健康保険適応がないため， 在宅酸素

療法としてしか請求できないといったことが

挙げられる。

新生児領域における在宅NHF療法は‘海外

では既に多数の報告例があるが， 日本では未

だ数例のみである。当院においても今回が初

めての症例であったため， 在宅に移行するま

DQopm6w"､!

bwm3…虻

へ

通《

図2

□NHF療法について

NHF療法は．加温加湿された高流量酸素を

NHFCから投与する酸素療法である。成人彼

域では，軽症～中等症の急性期呼吸障害や人

工||乎吸器離脱後の呼吸補助等に対して使用さ

れており㈱ 出生後の軽症～中等症の呼吸障害

も含め，新生児・小児領域でも近年報告が増

加傾向である。鼻カニューレは， 鼻孔を閉塞

せずリークのあるサイズを選択し㈱ 流量は新

生児～乳児で3-8L/min,幼児で2L/min/kg

等とされるが， 児の呼吸状態に合わせて調節

する必要がある。

期待される効果として次のようなものがあ

る。

①フローが鼻咽頭腔に流れ込み， 鼻孔・口

腔から流れ出ることで，解剖学的死腔の

CO2を効率的にwashoutしCO2の再呼吸

を防ぐ。

②高流量のフローによる吸気抵抗の低下，

肺コンブライアンスの改善により，呼吸

仕事量の軽減と換気量の増加が見込める

（フローサポート)。

③開口の状態により変動があるが､ 2-3cm

里邑
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でに様々な準備と工夫を行った。 まず， 入院

中にNHF療法に使用していたデバイスと在宅

で使用するデバイスが異なるため，在宅用の

ものでも呼吸状態に問題がないかを入院中に

時間をかけて評価した。 また‘ この在宅NHF

療法用のデバイスにはバッテリーがなく，病

院までの移動時など外出時には使用できな

い。そのため、 34時間であれば低流量経鼻酸

素療法でも呼吸状態の安定が維持できるかに

ついても入院中に評illliした。 さらに, NHF療

法から低流量経鼻酸素療法への切り替えを簡

便にするために，呼吸回路の途中に吸引管や

接続器具を使用し， 同じ鼻カニューレ装着し

たまま回路のチューブのみつなぎ替えれば切

り替えられるよう工夫した。なお，在宅NHF

療法のデバイスでは， 頚部にかけて皮膚に接

する導線の一部が発熱することがあり

間使用による皮膚障害が懸念されたが

中に有害事象は認められなかった。

長時

入院

口結語

重症CLD･PHの超低出生体重児に対し

て、 NHFCを用いて在宅移行することができ

たl例を経験した。NHFC装着時の快適性や

家族によるケアの容易さから『在宅NHF療法

は，重症CLDや心不全等による呼吸障害のあ

る児の早期の在宅移行に適していると思われ

た。一方で， 在宅用NHF療法のデバイスに関

しては未だエビデンスは少なく， 適応や効果

の評価についてのさらなる症例の蓄積が必要

である。

一

、ノー、箒/~、-/~、-〆、‐/~、ノー、-／、-/~、-／、-/~、-／、‐/~ー/、‐／、‐/畠、/~、
／

一

迅速抗原診断キット

インフルエンザ，溶連菌感染， アデノウイ

ルス感染を始め, RSV, hMPV, ロタウイ

ルス ノロゥィルス， マイコプラズマ・ ・ ・

など多くの感染症の診断に迅速抗原診断キッ

トが使用できるようになり， われわれ開業小

児科医の日常診療にも大いに役立っていま

す。一方テレビやネット社会の影響自己負

担制度充実の恩恵もあってか， 医者も保護者

も社会もこれらの診断ツールに頼りすぎては

）〔』〉／へ〈、〆巡一一／一、〆一／、／へ一、ノー、／、／、／
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リンパ球の核の切れ込みが早期診断に有用であった乳児百日咳症例

小児科

隆文 松本尚子 正木直子

嘉彦 大橋玉基

兵庫県立淡路医療センター

大野茜子

中田雅之

西岡

木藤

るいは特殊性が高いとなると一般病院での迅

速な診断が現段階では困難といえる。 しかし

ながら，乳幼児では特に重症化する可能性が

高く ， 早期診'析と早期治療開始のための迅速

な診断が望まれる。

【要旨lAbstract

百日咳は痙咳発作を特徴とする急性感染症

である。現在， ｜ |本での予防接種は幼少期の

みであり．母体内に十分量の経胎撚移行抗体

の存在が期待できない。そのため，抗体を持

たない予防接種以前の3ヵ月未満児は，重症

化しやすいが， 早期（カタル期） に治療を開

始することで重症化を防ぐ可能性が示唆され

ている。今回， リンパ球の核の切れ込みが咳

嗽発症から約1週間で,'l}現しており， これを

もって早期に診断・治療開始が可能であった

~百日咳症例を経験した。今凹分析した7症例

で。 リンパ球の核の切れ込みが出現したのは

咳嗽出現後平均7.10日であり，百||咳の早期診

'折が困難である現状において， リンパ球の核

の切れ込みが百| |咳の早期診断に有用である

可能性が示された。

召里

【対象・方法I 0blects･Method

2011～2015年に臨床診断あるいは確定診断で

百日咳と診断した2ヵ月未満で予防接種前の

症例について後方視的に検討した。 ｜加未診断

は14日以上続く咳嗽かつ①発作性の咳込み②

吸気性笛声③|咳込み後の嘔吐の3症状のうち1

つ以上であるが， 咳'嗽は14H未満でも①②③

のいずれかがあれば， 重症化を防ぐ≠ため百日

咳疑いとして治療を開始した症例も該当とし

た。硴定診|柵は東浜株･ lll l I株での埖養検出

と百日咳毒素(PT)抗体の対血清での抗体価

の有意な上昇で行った。血液検査を入院時

入院後に再検し， 血液塗抹像で特徴的なリン

パ球、 つまり核の切れ込みを伴ったリンパ球

へ

【はじめに】 |ntroductiOn

百日咳の現行の確定診|析には百[l咳菌分離

あるいは対血清による実験室診断が必要であ

り，結果が出るまでに少なくとも2週間暇度

と時間がかかる。確かに百日咳菌の培養検査

よりも迅速で，早期に検,! ||できかつ検出感度

がより良いPCR法やLAMP法もあるが， ま

だ研究段階の検査であり検査可能な施設が限

られる。 また結果が出るまでに時間がかかる

ため, 14日以1･.の咳嗽かつ，①発作性の咳込

み②吸気性笛声③咳込み後の嘔吐の3症状の

うち1つ以_上という臨床診断にとどまる症例

も少なくない。診'析までに時間がかかる， あ
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写真1 リンパ球の核の切れ込み像
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表1 確定診断症例

/へ、

表2臨床診断症例

表3 リンパ球の核の切れ込み出現時期

凧

がみられた時期を，咳嗽発症を第1病日とし

て検討した。

症例，臨床診断は3症例であった。確定診断

のうち3症例は東浜株/山口株の上昇で行い，

l症例はPT抗体ペア血清の上昇で行った。

なお，東浜株/山口株の上昇で確定診断がつい

た3症例のうちの1症例はPCRを施行でき，

陽性の結果がすぐ．に得られ早期診断早期治療

開始ができた。臨床診断は発作性連続性咳嗽

【結果】Result

対象となった患者は7症例（男児2例，女

児5例）であった。発症年齢は日齢19～1カ月

25日， 中央値は日齢37であった。確定診断は4

症例 発症時期 診断根拠 備考

A 1カ月頃
発症約1カ月に東浜株・山口株上昇

(東浜株10倍・山口株40倍）
咳嗽発症日が不明確

B 1カ月頃
発症約1カ月に東浜株・山口株上昇

(東浜株40倍・山口株160倍）
咳嗽発症日が不明確

C 1カ月12日
発症約1カ月に東浜株・山口株上昇

(東浜株40倍・山口株80倍）

， 1カ月14日
PT抗体対血清で上昇あり

(PTIgG 5倍 → 22倍）

症例 発症時期 診断根拠、備考

a 日齢19 夜間増悪の連続性咳嗽、咳込み時の顔面紅潮･SpO2低下

b 1カ月12日 夜間の連続性発作性咳嗽、咳込み時の顔面紅潮

C 1カ月25日 連続性発作性咳嗽（咳嗽発症日が不明確）

確定診断症例 臨床診断症例

症例
リンパ球の核の切れ込み

出現時期
症例

リンパ球の核の切れ込み

出現時期

A 第8病日頃 a 第11病日

B 第7病日頃 b 第8病日

C 第4病日 C 第4病日頃

， 第8病日
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発症から平均7.1日で診断根拠を得ることがで

きたといえ，早期治療開始が可能といえる。

リンパ球の核の切れ込みを確定診断の一要素

としたら, 14日以上続く特徴的咳嗽での臨床

診断や培養検査・抗体価による確定診断より

も早い，咳嗽発症から1-2週間のカタル期に

確定診断をすることが可能であり，早期治療

開始可能で治療効果が期待できると考えられ

る。ただし，今回は確定診断を得られていな

い症例も含まれており， リンパ球の核の切れ

込みが百日咳感染に特異的であるかどうか含

め，診断根拠としての精度や感度，特異度等

に関してデータを収集し解析する必要がある

と考える。

が特徴的であり， これをもとに行った。入院

後は経過に応じて血液検査が施行されていた

が，血液塗抹像でリンパ球の核の切れ込みが

みられた時期は，咳嗽発症を第1病日とする

と第4-11病日であり，平均7.10日であった。

確定診断できた4症例に限ると平均6.45日で

出現していた。 7症例は全て入院症例である

が， 1症例のみ無呼吸発作を認め気管挿管管

理を行った。その他は人工呼吸管理が必要と

なるものはなく， いずれの症例も基礎疾患は

なかった。 /葎､、

【考察】Discussion

PTは実験動物においてリンパ球の経路を

変更し，循環血液プールに残存させることに

よって即座にリンパ球増加を起こすことが知

られており，実際に百日咳の患児でリンパ球

の増加がみられていた。この増加に伴って，

リンパ球の核の形態に変化，つまり核に切れ

込みが生じるのではないかと考えられるが，

明確な機序は不明である。 7症例中4症例の

みが確定診断ではあるが， リンパ球の核の切

れ込みは7症例全てでみられた。 リンパ球の

核の切れ込みで百日咳と診断するなら，咳嗽

【結語】Conclusion

今回の検討では，症例数が少なく， リンパ

球の核の切れ込みが診断基準としての精度や

感度，特異度に関してもさらなるデータ収集

とその解析が必要ではある。しかし，百日咳

をも疑いうる予防接種前の3ヵ月未満児では

特に，重症化を防ぐべく，血液検査の際に塗

抹検査も施行し， リンパ球の核の形態を評価

し百日咳診断の一助とするべきである。

働
｝

[お知らせ］

第26回日本外来小児科学会年次集会

日時 2016年8月27日 （土)～28日 （日） ①前夜セミナー： 8月26日 （金）

会場 （香川県高松市）

サンポート高松（サンポートホール高松、かがわ国際会議場)，

JRホテルクレメント高松

大会テーマ

メインテーマ 「ぼくらの身近にあるエビデンスを見つけよう」
サブタイトル 「子どもの診療をリサーチに結びつけるために」

大会内容

特別講演・教育講演・シンポジウム・ワークシヨップ・口演発表、共催セミナーなど

連絡先

■運営事務局 第26回日本外来小児科学会年次集会運営事務局担当：豊澤

株式会社アカデミック・ブレインズ

1

2

3

4

5
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（24床）でも受け入れています。 また小児循

環器疾患の術前・術後管理はCICU(10床）

で行い㈱総合周産期母子医療センターとして

MFICU(6床） も備えています。開院から

6カ月間の病床利用率・平均在院日数は病院全

休で861%･ 10411,小児病床76床で88.9%･

79日ですが，最近はほぼ満床の状態が続いて

います。

外来は小児一般・小児循環器内科以外に，

専門外来としてアレルギー （食物負荷試験を

含む） ・臨床遺伝・神経・発達障害・児童精

神・血液腫瘍・膠原病／リウマチ・発達フォ

ローアップ・内分泌/代謝・腎臓・予防接種

（パリビズマブを含む） ・乳児検診・発達相

談・ダウン症赤ちゃん体操教室を開設してい

ます。医療機関からの支援が必要なこども ・

家族を総合的にサポートする部門として「こ

ども家族支援室」を設立し, MSW, PSW,

看護師， 臨床心理士，音楽療法士などととも

に‘ 児童虐待，発達障害養育支援在宅医

療などにも取り糸llんでいます。児童虐待対応

の一環として， 2016年4月からは兵庫医科大

学法医学教室のご協力を得て臨床法医学の外

来を開設し， 院外関係機関からの事例相談に

も応じる予定です。

当科の特徴は， 小児関連各科の連携がス

ムーズであることが挙げられます。例えば，

平日朝には小児科と小児救急集中治療科の医

師全員が小児救急病床･PICUを一緒に回診

して情報を共有するようにしています。患者

の状態に応じて適切な治療環境が提供できる

ように， 重症化のリスクを持つ患者の評価や

PICU退室後の方針などを， その場で両科の医

師だけでなく看護師も加わって検討している

ため，転科が必要な場合にも病棟間の移動を

円滑に行うことができます。

後期研修のプログラムは‘ 小児一般12カ月

Rfi , NICU･PICUで各6カ月間一般市中

口 医局だより西東

兵庫県立

尼崎総合医療センター小児科

小児科部長／小児・総合周産期母子

医療センター長

毎原敏郎

一

兵庫県立尼111奇総合医療センターは2015年7

月に兵庫県立尼崎病院と兵庫県立塚口病院の

統合によって設立され，総合周産期母子医療

センター，救命救急センターなどの指定を受

けています。小児科は総合病院の中で関係各

科との緊密な連携の下に、 阪神地域における

周産期・小児医療，小児救急集中治療の中核

病院としての役割を果たしています。

2016年2月現在のスタッフは，小児科・新

生児科として常勤医11名（うち新生児科専任4

人)，専攻医14名， 小児救急集中治療科の常勤

医4名， 小児循環器内科の常勤医5名で，小

児外科（常勤医3名，専攻医1名) ， 初期研修

医3～4名とあわせると， 小児の診療に関わ

る医師が40名以上という充実した体制となっ

ています。新生児科には専攻医3人，小児救

急集中治療科には小児科専攻医1名十小児外

科專攻医1名がローテーションで研修してい

ます。小児の病床数は病院全体730床のうち，

小児35床，小児救急病床6床． PICU8床，

NICU9床, GCU18床の計76床で， 予約外

の緊急入院については成人と共用の救急病棟

一
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病院宝塚市立病院， 関西労災病院， 近畿中

央病院尼lil奇医療生協瓶院， 宝塚第一ｿi)i院、

ベリタス病院， ｜ﾘ]和病院）が連携施設として

プログラムに参力| |していただいています。阪

神間の基幹施設として兵庫医科大学小児科と

ともに小児研修システムの『 ひいては阪神間

の小児診療体制の充実に努めていきたいと思

います。

どうぞよろしくお願いいたします。

病院で4カ月間の研修を基本に， 小児循環器

内科， 小児外科，小児放射線科（兵庫県立こ

ども病院）などでの研修を個々の希望に応じ

てアレンジしています。2017年に始まる專｢! 'l

医・新制度においては， 京都大学小児科，兵

庫県立こども病院との相互交流とともに， 阪

神間を中心とした15の病院小児科（兵庫県立

淡路医療センター，兵庫県立柏原病院、 兵庫

県立西宮病院， 公立豊岡病院， 市立芦屋柄

院．市立伊丹病院市立川西病院， 三田市民

二

て， 広範囲熱傷急性中毒切|析四肢の接合

等高度医療にも対･応しています。 また， 当院

は兵庫県の災害拠点病院として阪神淡路大震

災以降の新たな災害に備えるため， 災害医療

でも中心的な役制を果たしております。病床

稼働率も常に高く ， 初期臨床研修医5～6名

含め若手医師も多く ， 各科の連携もスムーズ

で活気のある病院です。

小児科スタッフは常勤医2人（私と~lぐ竹敦

哉医師) ， 非常勤医師1人（坂田順子医師，

)12日小児神経外来担当) , 非常勤臨床心理士

1人（小山直子心理士， 週1日）の体制で，

|||々と診療させていただいております。

最近の小児医療体制の変革の流れで神戸市

' ' 1央区から灘|え近辺で入院のできる病院も限

られてきていますが， 当院小児科での入院患

者数は平成26年は173人とそれほど多くはな

く ， 疾患としては主に‘呼吸器や消化管感

染症。気管支喘息熱性けいれん， 川|IIMf病な

どの軽症から中等症までの急性期疾患の患

者様です。病床数に限りのある急性期総合

病院ということもあり， 小児科のみの病棟が

確保できず‘ 成人患者様との1:||部屋になるこ

とがあったり， 夜間や土日は小児科医がオン

コール体制になり ‘ お子様の捕状の急変に即

座に対応することができないことがあり，常

神戸赤十字病院小児科

小児科部長

住永
▲
侯
凸

吉
元

鍔 副 沖F 』 匙
＆

塵
ﾉ

ﾉ

‐唾．

蕊f；
夕■

一一

当院は阪ﾈ[l'春日野道駅の南震災後に整備

されたHAT神戸にあります。平成15年8月

に須磨赤-|一宇病院とl l l神戸赤十字病院が統合

されて開院し、 病床数は310床の中規模の成人

中心の急性期総合病院です。 lirlじ敷地内に別

組織の兵庫県災害医療センターが隣接してお

り㈱ 当院が2次救急（' ' 1等症) ㈱ 災害医療セン

ターが3次救急（重症） と連携し， 24時間体

制で地域の救急医療にあたっています。災害

医療センターは， 平成18年に兵庫県では最初

の「高度救命救急センター」 として厚生労働

省の承認を受け‘ 通常の救命救急医療に加え
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勤医二人という現状からもどかしい思いをす

ることがあります。 しかしながら‘ 病院とし

ては， 院長以下看護部・病棟スタッフの方々

心小児疾患の特殊性には十分な理解をして

いただいており，勉強会や事例の反省会をそ

の都度行うなど， 質の高い小児|鎧療が提供で

きるよう日々努めております。

また， 地域医療で常に問題になる小児救急

の領域ですが， 神戸市の小児一次救急の拠点

として神戸こども初期急病センターが当院か

ら徒歩3分の同じHAT神戸内に平成22年12月

に開設されております。地理的な利便性から

出来る範|井lで後送患者様の受け入れをしてい

きたいと考えており， 毎週火曜日に神戸市の

二次救急の輪番病院として救急医療にも参画

しております。輪番| |には， 救急車の受け入

れも積極的に行っておりますが， 重症患者や

新生児疾患には対ﾙbできず， 兵klf県立こと雫も

病院や神戸市立医療センター中央市民病院

神戸大学病院の先生方のお世話になることも

あります。

外来患者数は平成26年平口時間内4,922人

で， J'二前午後の一般の外来診察と午後から予

約制の專門外来をしています。専門外来は，

小児アレルギー・内分泌外来、 発達心身外

来小児神経外来などがあります。総合病院

の小児科としては，外来患者数もそれほど多

神戸赤十字病院・兵庫県立災害医療センター全景

屋上にヘリポートを設け， 県内はもとより近隣府県

からの転送患者受け入れ等の後方支援を行うための

搬送システムを備える。

一

〈はないのですが，慢性的な外来看護師不足

の中， 出来る範囲でフレキシブルに対応しお

一人お一人に細やかな診察ができるように心

がけております。

今後とも地域の小児医療に微力ながら貢献

させていただけるよう精進してまいりたいと

思っております。ご紹介いただきました患者

様や当院を受診・入院された患者様からなに

か当院へのご要望などお聞きになりました際

は‘ ご遠慮なくフィードバックいただけまし

たら有り難く存じます。ご意兇を真蟄にうけ

とめ患者様に安心ご満足いただける医療を提

供できるように対応していきたいと思いま

す。今後ともご指導ご鞭燵賜りますよう宜し

くお願い申し上げます。

一

投稿のお願い ’■

小児科医会ではひろく先生方より原稿を募集いたしておりますので， 医療に関する諸問題

（医政， 地域医療， 医療保険， 臨床体験， 医薬品等） をはじめ，趣味， 随想，手記旅行

記写真カット等また会報に対するご意見， ご希望もどしどしお寄せ下さい。

なお掲載については。編集委員会にて検討の上採用させていただきますので， あらかじめ

ご了承下さい。 （400字詰原稲川紙4枚以内にお願いします）

送り先〒651-8555 *II1戸市中央区磯上通6丁目1-ll兵庫県医師会館内

兵庫県小児科医会編集委員会
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平成8年のその日までは…･ ･･当時私は

El立加古川病院（現：甲南加古川病院）の勤

務医で， 小児科一人医長として多忙な日々を

漫然と過ごしていましたが， そんな折， ク

レー射撃を知る事になるその日は突然やって

来ました。

当時から院内には理髪店があり､ 時間節約

の為に昼休みを利用してよく散髪をして貰っ

ていましたが， ある日たまたま散髪中に店主

（故： クレー射撃の恩師であり師匠）からク

レー射撃の話を聞かされました。私は‘何の

ことか分からないままその話に興味をそそ

られ耳を傾けていました。それは多分，幼い

頃、夢中になって遊んだ水鉄砲や銀玉鉄砲遊

びの思い出をダブらせたためなのでしょう。

よくよく聞いてみると， 店主は兵庫県代表と

して何度も国体出場しているバリバリの現役

選手だったのです。本当に人の出会いや縁っ

て面白いですね。

もし， あの日あの時に， 院内理髪店で散髪

をしていなかったら， そして， クレー射撃の

話題が出ていなかったら私は今もクレー射撃

とは出会っていないと思います。

さて， 銃を持つことは， 日本では反社会的

と見られがちで実際， 海外でも銃にまつわる

事件， 事故が後を絶ちません。 しかし． ス

ポーツとしての銃の位置付けは全く異なるも

のであることを師匠から教わり，早速妻と

両親にクレー射撃なるものを始めてみたいこ

とを相談することに｡……。やはり， みんな猛

反対でした。人命を預かる立場でありなが

ら，殺傷能力のある銃を持つということにか

なり抵抗があり㈱説得には非常に時間がかか

りました。 「競技として真剣に取り糸Ⅱんでみ

たい。国体出場を目標に掲げ練習していきた

い｡」という私の気持ちをようやく理解してく

れ， 免許を取得するに至った訳です。

銃を所持するには自動車運転免許と同様，

1 」

リ'し'一| ・ 'ｵ､､|い'そ|う
1 11 1 1

国体13回出場（クレー射撃競技）
を振り返って

本郷小児科医院

本郷彰裕

今回, IIH和60年卒業の同期生である宮本先

生から， 「リレー随筆」のバトンを頂きました

姫路市で開業しています本郷と申します。 とﾞ

んな内容を投稿するか非常に迷いましたが，

仕事以外の時間を最も楽しく過ごしている趣

味「クレー射撃」についての随想を投稿させ

て頂きます。

そもそもクレー射撃とは， クレー標的（石

灰などで作られた直径11cmの皿） を空中に飛

ばし， それを散弾銃で撃ち， 命中した枚数で

順位を争う競技です。一般にl試合25枚が放

出され合計4試合行い， 25枚×4試合=100点

満点から順位を決める競技で， 国体およびオ

リンピック正式種目でもあります。 （ちょっぴ

り白‘|曼になりますが， ちなみに私の生涯最高

得点は95点です）

しかし今、 この随想を読まれている方の殆

どはクレー射撃に接点はなく ，興味も感じた

ことがないことでしょう。そして私も同様で

した。

ター耳

＝巳



兵庫県小児科医会報No.65.2016 23

学科および実技試験にパスすることが条件と

なりますが，平成9年に待望の銃所持許可証

を取得する運びとなりました。

その後， 師匠に銃の取り扱いから射撃の基

本姿勢， メンタルトレーニング及び技術面に

わたり学んでいくことになるのですが， 自分

でも信じられないくらい真剣に取り組めた記

憶があります。週l～2回の射撃場での練習

やウエイトトレーニングは勿論， 自宅でも

家族が寝静まった深夜、 一人鏡の前に立って

フォームのチェックや指に豆が出来るほどス

イング練習もしました。勿論一本足打法の

王貞治程ではありませんが・ ・ ・笑。

そして， 2年間に亘る苦労と努力の甲斐が

あったのか平成11年には‘ 目標として掲げて

いた国体出場の切符（県代表枠は3名） を初

めて手にすることが出来たのですが， 決定の

瞬間は医師国家試験合格の時よりも大きな感

動と興奮があったように記憶します。

しかしその喜びもつかの間。今度は"兵庫県”

を背負って競技するという経験したことのな

いプレッシャーが重く圧し掛かり， 妻や友人

達からは「リラックスして楽しんでくればい

いのだから気軽に頑張って1 1 」という励ま

しの言葉にひたすら頷くしかなかった自分が

懐かしく思い出されます。

今、 改めて20年間に亘る競技人生を振り

返ってみると， 医師として過ごす生活だけで

は決して経験する事が出来なかった多くの試

練と感動を頂き．楽しい思い出ばかりです。

今年までかれこれ国体13回， 出場の度に沢

ll1の方々のお世話になり， 色々な経験をさせ

てもらった事を本当に心から感謝したいと思

います。

知らず知らずに初心者からベテランとな

り，現在は選手兼兵庫県チーム監督をさせて

頂いていますが， 劣っていく体力をなんとか

精神力でカバー出来ないかと模索する今日こ

の頃です。幸いクレー射撃競技は， アーチェ

リー競技や乗馬競技と同じく息の長い競技種

目ですので，今後も国体20回， 更には25回出

場を目標に頑張っていきたいです。

思い返せば1999年。初めて熊本国体に出場

して以来， 富山・高知・静岡・岡山・兵庫・

秋田・大分・新潟・千葉・東京・長崎cそし

て昨年の和歌山国体を含めて13回の出場を果

たせ， 56歳になった今年も本年度開催の岩手

国体に向け‘ 老婆心ながら国体予選会を戦っ

ています。ちなみに， これまでの国体成績

は， 一度だけ岡山国体にて団体5位入賞を果

たしましたが，個人入賞はまだありません。

夢は， 国体個人入賞1 1を本気で目論んで

いる56歳アラ還です。

次回のリレー随想は，姫路市で開業されて

いる姫路市小児科医会会長の山田一仁先生に

バトンを渡したいと思います。

《姫路市》

須込

へ
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り ， すぐ近くに北野病院があり ， 各科に友人

も多数勤務し，大変忙しいところです。一方

私の勤務の病院は， 郵政省と電電公社関係の

病院ですので， 小児科の患者は少なく ､ 充分

自分の時間がとれました。小児科外来の前が

耳鼻科で‘先生とお話しすると，焼きものが

お好き‘ 帰り道， ご一緒に阪急百貨店へ， エ

レベーターで， 6階美術街へと． 茶道具や鑑

賞陶器が多く ， いつも通過するだけでした

が， 有γiな東洋古美術， 瀬良石苔堂に案内し

て下さいました。

石苔堂のご主人が， 瀬良陽介さんで､ n本

東洋の古陶を得意とされていますが． 昭和20

年代終わりから， 昭和30年，古染付と云って

茶人に大変人気がある高価なものよりも、 古

染付を写した伊万里のⅢが，大変安く伊万里

であるので， 見向きもされなかったのです

が， これが初期伊万里で． その染付は，線も

やわらかく ， 和様で‘ 空白があって本歌より

も魅力的で， 瀬良さんは多数全国より集めら

れ， 昭和34年「古伊万里染付図譜」を平安堂

からl1l版されました。この頃, II｛杯|141年， 平

凡社より陶器全集第22巻初期伊万里水

町和三郎著。昭和45年， 古伊万里染付Ⅱ著

耆山下朔郎（大阪池田市の内科医）雄| ll閣

出版。 と伊万里焼がブームとなり， 有田古窯

跡の発掘， 研究，伝世の染付群も多数世に出

るようになり， 昭和初期に，藍古九谷と呼ば

れていた染付類は製作場所は力ll賀ではなく

て， 有田であることが判明し， さらに色絵古

九谷と呼ばれ， 非常に高価な焼きものも㈱大

皿， 小皿全て，現代では有田で焼かれたと立

証されています。

獺良,場介さんは，江戸時代の後期に淀川椚

食販売船， 「くらわんか船」で用いられた，雑

器， 厚手で絵付けも粗lll門であるが， 民芸風の

味わいがある‘ くらわんか手の面白さを世に

示されました。

忙中閑話

私の好きな焼きものの世界

末廣文彦

2016年、 テレビで|ご|本各地の正月風景を見

ていると‘ 有田の泉山で白磁鉱石が発見され

たのが， 元和2年(1616年）で， 有田焼400

年祭と， 泉l l |の前で， 有U]の柿右衛門家，今

泉今右衛門家や． 有田の磁器にたずさわるる

方々や市の職員の方が多数参力|'され，盛大に

執り行われていました。

太閤秀吉の文禄・慶長(1596年）の朝鮮侵

lll＃の折，朝鮮出兵の武将， 大名は帰|玉|の時，

李朝系工人を多数連れ帰りました。

日本に入l玉|した朝鮮半島の工人によって，

九州諸窯を大きく発展させ，現在まで続いて

います。秀吉の功績の一つです。

薩摩の島津の薩摩焼， 筑前の黒田の高取

焼豊前の細川の上野焼（あがの) ，長門の毛

利が萩焼です。肥前の鍋島直茂も陶工軍団を

連れて帰国しています。

朝鮮半烏では16lll紀には，磁器はかなり各

地で焼かれていますから↑ 白磁鉱石の見分け

方は帰化陶工可能であり， 鍋島直茂により日

本に渡って， 鍋島藩家老の多久長門主安順に

召し抱えられ， 有田へ移住した朝鮮名を李参

平， 日本に帰化して金ケ江三兵衛によって，

ついに， 有田泉山で， 元和2年， 白磁鉱石を

発見されたのです。

私の好きな焼きものは， 初期伊万里です。

1620年代から， ヨーロッパ向けの輸出物焼造

が本格化する万治2年(1659年） までのおよ

そ40年間の伊万里焼を初期伊万里と呼ばれて

います。この時代のものです。

昭和46年，大阪北逓信病院へ勤務を命じら

れました。病院は梅田の扇町公園の近くにあ

輿巳

へ
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大阪の外科医の宮下耕三先生は， 瀬戸の絵

Ⅱ，石皿油皿の大家で， いろいろ教えて頂

き㈱一枚くらいもつのもいいぞと，織部の油

Ⅲを手に入れることができました。

大阪地方裁判所の北にある老松通りの古美

術店にも御一緒し， 信用できる店を紹介して

頂き, 10年間楽しく遊んでいました。

教授より兵庫県尼崎病院へ勤務を命ぜら

れ，忙しい日々となりましたが， 阪神電車で

の通勤で‘息抜きに時々， 石苔堂に寄り，伊

万里の猪口で， お茶を頂き， いろいろ名品を

手にとり楽しみ，時に無理して買いました。

ある日京都の友人より電話で、 知り合いの

古美術商が， 初期WI万里を何点かまとめて，

手に入った。面白いのがあるから見に来ない

かと連絡があり， 『'1 1:ぐに行きました。

茶碗・香合・徳利がありましたが． 眼が

いったのが， 初期伊万里白磁の中Ⅲ、 10枚

と‘ バッタの絵の小皿, 10枚でした。高価な

のは分かっていましたので長い時間1枚ずつ

手に取って， いいな！いいな！ためいきわつ

き値段も聞かず，家に帰りました。

夜寝床で横になっても，皿が頭に浮んで，

バッタのlⅢは見たことないな1 5枚は完全な

磁器で、 5枚は半磁器， 金つぎの直しもあっ

たなあ’ しかし敗戦後小学校6年生の時, ul

圃でイナゴを取って針で木綿糸で何匹も通し

て， 家に帰って網で焼いて， 醤油をかけてよ

く食べたな’ この皿は使うとすぐ割ってし

まいそうだが、 友人に自|曼してこの絵を画い

て，家で使えるものを作ってもらえる。

「いいもの， ほしいと思うものは手に入れ

るのです｡」 との， 湘良|場介さんや友人の声

が聞こえ電話すると㈱ 白磁の皿は売れたとの

こと。買ったのが，今利焼・虫絵皿10枚と箱

書のある写真の皿です。有田を中,し､に生産さ

れた肥前磁器は，伊万里港に運ばれ，船で全

国各地に運ばれました。消費地では伊万里港

一
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れず人を喜ばせることがなかった， 本当にい

い人が買ってくれたと思いました。

有田で焼かれた焼きものが， なぜ伊万里焼

と呼ばれたか？なぜ有田で焼かれた焼きもの

が，古九谷，青手古九谷と加賀の九谷の名が

ついて， 長い間通用したのか？教科書で習っ

た陶工柿右衛門の話等いろいろ謎がありま

す。

高価なものではなく ，古伊万里には，生活

雑器として， いろいろなものがあり ‘豆皿

小皿中皿， 長皿なますⅢ， そば猪口，茶

碗， 徳利， と種々あり，絵も非常に多種多様

であります。最近では明治の印判手も人気が

あり ‘ 陶磁器に写す転写法もいろいろあるよ

うです。食卓に変わった器が一枚あるだけで

楽しくなります。

《兵庫県小児科医会名誉会長》

から運ばれてくるので， この磁器を伊万里(今

利，今里とも書く)焼と呼びました。時に古い

箱耆には，南京染付と記してあるものもあり

ます。

友人2人に， 陶器で， 茶碗・徳利・ぐい呑

み，湯呑，磁器で， 小皿・湯呑・額皿と多数

の作品が生まれました。丈夫で使いやすく小

皿は毎日使っています。

虫絵皿を買って2年ほど経った時， 友人と

共に，大阪北の有名な洋食店に食べに行く機

会があり、 いろいろ食べていると， 料理のお

Ⅱに， あの初期伊万里の白磁の皿に， 会うこ

ととなりました。本当にビックリしました。

どんな料理だったのか， Ⅲには何が載ってい

たのか思い出せませんが， Ⅲは飾るものでは

なく ，使うもの。大事に， 大事に使って残し

ていくものだと思い， もし私の手に入ってい

れば． ダンスに入っているだけで人の目に触

ダロk

一〉／一一〈〈（〈ゞシー

二匹
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◇日本小児科学会兵庫県地方会◇

*第267回

平成28年2月20日 （土）

兵庫医科大学平成記念会館

*第268回

平成28年5月28日 （土）

神戸大学医学部会館

シスメックスホール

広報だよレノ

1 ．平成27年度県下地区医会連絡協議会が平

成27年10月3日 （土),兵庫県医師会館で

開催された。懇親会はホテルオークラ神戸

「桃花林」で。

2．第2回小児在宅医療実技講習会が平成27

年12月6日 （日）に兵庫県医師会館で開催

された。 ◇近畿小児科学会◇

*第29回近畿小児科学会

平成28年3月6日 （日）

大阪国際交流センター

/へ、

◇小児医学講座◇

＊第65回

平成28年3月26日 （土）

兵庫県医師会館

講演l 「小児がんをとりまく最近の動向一

小児がん拠点病院と新病院におけ

る小児がん診療について」

兵庫県立こども病院

小児がん医療センターセンター長

小阪嘉之先生

講演2 「小児における幹細胞治療の最近

の知見」

神戸大学大学院医学研究科内科系

講座小児科学分野

こども総合療育学部門特命教授

西村範行先生

◇日本小児科学会

*第119回日本小児科学会学術集会

平成28年5月13日 （金）～15日 （日）

ロイトン札幌， ホテル札幌芸文館

◇入退会・異動◇ 敬称略

入会

H27．7．2山名 愛（姫路聖マリア病院）

H27.8. 8上田育代（神戸中央病院）

H27.9.8神尾範子（東灘区）

H27.10.3竹田洋樹

（兵庫県立こども病院）

H28.2.26西村範行（神戸大学）

H28.2.26宇宿智裕（北区）

H28.3. 2下村英毅（兵庫医科大学）

退会

H27.3.31橋本章男（明石市）

H27.9.18伴 鶴-(加古川市）

H27.11.19藤原かよ子（三田市）

H27.12.8山本 稔（明石市）

H27.12.8安島英裕

（神戸市立医療センター西市民病院）

H28.1.15渡部彌生（西宮市）

H28.2.4若林 良（三田市）

＃“

◇日本小児科医会◇

*第5回乳幼児学校保健研修会

平成28年2月14日 （日）

ベルサール新宿セントラルパーク

*第18回「こどもの心」研修会，前期

平成28年5月7日 （士)， 8日 （日）

九州大学医学部百年講堂

*第27回日本小児科医会総会フオーラム

平成28年6月l1日 （土)～12日 （日）

米子コンベンションセンター
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◇ご逝去◇

H28.1. 1 山崎良磨（垂水区）

H28.2. 1林 瑞雄（伊丹市）

謹んでご冥福をお祈りいたします。

異動

H27.6 前川講平

（兵庫医科大医科大学→ベリタス病院）

《河盛》

[お知らせ］

平成28年度兵庫県小児科医会定時総会・講演会
/~､、

平成28年7月2日 (Jz) 15:00

三宮研修センター6階605号室

時
場

1

2

ｎ
口
今
云

I.定時総会 <15:00～16:00>

①日本小児科医会活動報告

②一般会務事績報告

③事業報告

1)社会保険委員会2)感染症対策委員会3)小児保健委員会4)教育委員会

5）編集委員会 6）勤務医委員会 7）救急対策委員会8）広報部

9）ホームページ委員会10）小児在宅医療委員会

④議 事

第1号議案平成27年度兵庫県小児科医会歳入歳出決算の件

第2号議案平成28年度兵庫県小児科医会事業計画の件

第3号議案平成28年度兵庫県小児科医会会費賦課徴収の件

第4号議案平成28年度兵庫県小児科医会歳入歳出予算の件

第5号議案兵庫県小児科医会名誉会長・顧問・参与推薦の件

Ⅱ、講 演

l)一般講演 <16:00～16:30>

「溶連菌感染症、インフルエンザ、水痘に対する薬剤使用等についての

実態調査（仮題)」

兵庫県小児科医会感染症対策委員会委員桃田哲也

2）特別講演 <16:30～18:00>

「平井の梅と今後の小児医療について（仮題)」

神戸大学名誉教授中村 肇氏

Ⅲ．懇親会 く18：00～20：00〉会場：第一槙

/~､
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の新会員ご紹介⑧

氏名：工藤直子（<と÷う なおこ）

勤務先：高砂西部病院

住所：〒676-0812

高砂市中筋1-10-41

TEL :079-477-0100

E-mai l :n-kudo@)takasagoseibu.jp

出身枝：藤田保健衛生大学平成13年卒

趣味：ネットサーフィン，

ネットショッピング

抱負（自己紹介） ：

このたび兵庫県小児科医会へ入会させてい

ただくこととなりました工藤直子と|1Iしま

す。平成18年4月に縁あって当地にまいりま

した。赴任しました当初は小児科常勤医3人

体制での診療でした。現在一人医長で日々奮

闘しておりますが， 子どもたちやお母さんた

ちの笑顔に癒されます。診療の質を落とさ

ず，微力ながら地域の小児医療にお役にたて

ればと考えております。毎nが勉強の日々で

す。 と÷うぞご指導ご鞭燵のほと．よろしくお願

いいたします。

氏名：許 永龍（きょ えいりゅう）

勤務先：西脇市立西脇病院

住所：〒677-0043

西脇市下戸田652のl

TEL : 0795-22-0111

FAX :0795-23-0699

E－mai l :h-yunglung@gmail.com

出身枝：台湾高雄医学院医学部昭和57年卒

趣味：映画旅行，切手コイン収集

抱負（自己紹介） ：

この度兵庫県小児科医会に入会させて頂き

ました許永龍です。どうぞ宜しくお願いしま

す。昭和58年11月渡日， 昭和60年日本での医

師生活をはじめました。神戸大学小児科教室

の関連病院を数ヵ所転々として，平成16年4

月から2度目の西脇病院勤務となり, 12年に

なります。その間|耐1門の先生方をはじめ， 各

地域の多数の先生方に恵まれまして， 日本で

の生活に大変満足しています。この場を借り

まして感謝を致します。

今後はこれまで私を守ってくれました西脇

病院の小児科が， 存続可能な病院になる様に

努力したいと考えています。過疎地病院の小

児科がなくなる現状では，西脇市が平成23年

12月全国でも珍しい“西脇市の地域医療を守

る条例，， を制定されました。西脇市には小児

科が必要であることは， 医会の先生方にも御

理解して頂きたく ， 今後の御支援を宜しくお

願い致します。

一

一
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i

ザ

氏名：上田育代（うえだいくよ）

勤務先: JCHO神戸中央病院小児科

住所：〒651-1145

神戸市北区惣山町2丁目l－l

TEL :078-5942211

FAX :078-594-2244

出身枝：富山医科薬科大学平成7年卒

趣味：散歩、 スキー

抱負（自己紹介） ：

平成25年より独立行政法人地域医療機能推

進機構(JCHO)神戸中央病院小児科で勤務し

ています上田育代と申します。富山医科薬科

大学（現富山大学）卒業後は，京都府立医

科大学小児科学教室に入局， 平成8年， 9年

は現在の病院（旧社会保険神戸中央病院）

で研修し， その後京都の関連病院保健所に

勤務し，現在に至ります。 神戸市北区の地域

医療に貢献できるよう， 地元の先生方と交流

を深め， さらに兵庫県小児科医会を通じて諸

先生方のご指導ご鞭捷を賜り， 子ども達の健

康と笑顔を守れるようサポートしていけたら

と存じます。未熟者ではありますがどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

氏名：尾藤祐子（びとう ゆうこ）

勤務先：神戸大学医学部附属病院小児外科

住所：〒650-0017

神戸市中央区楠町7-5-2

TEL :078382-5942

FAX:078-382-5959

E－mai l : byuko1023@gmail.com

出身枝：東京大学平成5年卒

趣味：ジャズピアノ，音楽鑑賞読書

抱負（自己紹介） ：

小児外科医ですが、 小児在宅医療の仕事に

関わる中で兵庫県小児科医会への入会を勧め

ていただきました。 よろしくお願いいたしま

す。京都出身で，大学時代は東京で過ごしま

したが卒業後関西に戻り， 京都，大阪の高槻

病院， そして神戸で働き今に至っています。

平成19年から27年5月まで兵庫県立ことゞも病

院外科に勤務し， 27年6月から神戸大学病院

小児外科にて診療しております。小児外科医

として， 小児科の先生方からのご紹介で手術

や処置で子どもさんを治療し， また元気な姿

で先生方にお返しする， あるいは共に診てい

くことが大事だと考えて診療を行っていま

す。神戸では小児科の先生方と小児外科医の

お互いの理解と連携が良いことを感じていま

す。外科医の立場から，小児在宅医療や医療

連携にも先生方とともに積極的に取り組み，

お役に立ちたいと思います。また，大学病院

という名前からくる垣根をとり払い， オープ

ンで親しみやすくアクセスのよい小児外科を

目指しています。外科的なことは何でもお気

軽にご相談ください。今後ともよろしくお願

い申し上げます。

一

夕巳
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氏名：神尾範子（かみおのりこ）

勤務先：神尾小児科，市立伊丹病院

住所：〒658-0012

神戸市東灘区本庄町1丁目15-12

TEL :078-412-8990

出身枝：兵庫医科大学平成9年卒

趣味：料理，神社仏閣巡り、 スキー，

フットサル

抱負（自己紹介） ：

卒業後は阪大病院県立西宮病院にて研修

し市立池田病院に勤務後， 阪大病院小児科の

脳神経・代謝グループで小児神経を学びまし

た。平成17年からは市立伊丹病院に10年間お

世話になり一般小児と小児神経を専門に多数

の症例を勉強させていただきました。

平成27年9月より市立伊丹病院を非常勤と

なり，神尾小児科に週2回勤務をしておりま

す。診療所勤務となり一人にかける時間， 人

数が病院と違い，短い診察のなかで患者家族

の訴えに耳を傾け的確な診断治療を行ってい

くその難しさを実感している毎日です。今

までは神経疾患を中,L､に日々の生活も共に患

者， 家族の支えに少しでもなれたらという思

いで診療してまいりましたが， これからは地

域医療に貢献し， 地域にねざした医療， 地域

の患者， 家族の支えになれる医師を目指して

がんばりたいと思います。まだまだ不勉強な

ところも多々ありご迷惑をおかけすることも

あるかと思いますが， ご指導， ご鞭燵のほとﾞ

どうぞよろしくお願い申し上げます。

氏名：竹田洋樹（たけだひろき）

勤務先：兵庫県立こと、も病院

住所：〒654-0081

神戸市中央区港島南町1丁目6-7

TEL : 078-9457300

E-mail : taketikiO304@gmail・com

出身枝：兵庫医科大学平成8年卒

趣味：ランニング

抱負（自己紹介） ：

高校生の時から子どもに関わる仕事をした

かったので学生時代から小児科医になること

を決めていました。研修医時代から兵庫医科

大学病院で10年勤め，血液腫瘍に興味を持っ

たため大学院でも血液前駆細胞について研究

をしました。縁あってこども病院に赴任し血

液腫瘍科で5年間働かせていただきました。

ほとんどを血液腫瘍患者に費やした生活でし

たが，血液腫瘍患者だけではなく様々な疾患

を抱える小児患者を診たいと思い救急集中治

療科に転向し今に至ります。

本年5月に新病院に移転しますがそこでは

救急と総合診療を担当します。小児科医療に

ついて今後も勉強させていただきたいと思い

入会させていただきました。若輩者ですが今

後ともよろしくお願い申し上げます。

一

一
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館）

3）兵庫県医師会保険委員会報告

「兵li l '県下のこども医療費・母子家庭等医

療費助成の現況」 （平成27年7月現在）

4）保険審査上の諸問題（別紙）

社会保険社会保険委員会報告

1 ）平成27年度第4回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成27年10月1日兵庫県医師会館）

2）平成27年度第5回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成27年12月3日兵庫県医師会館）

「平成27年度第1回兵庫県小児科医会．地方

会合同社保委員会」 「2016診療報酬改定関係情報」

l)財務省の財政制度等審議会の2016年度予

算編成に関する建議（平成27年11)124日）

社会保障関係費の伸びについて，厚生労

働省は8月の概算要求の時点で6700億円

増と推計したが， 建議では「骨太の方針

2015」を踏まえ， 財務省が高齢化に伴う蛸

加分として見込む5000億円弱に収めるよう

要求。診療報酬改定については， 本体部分

の一定程度のマイナス改定が必要と主張。

薬{Ⅲ改定については，薬剤費総額が高齢

化なとゞで増加しているほか, ¥1illi洲査を踏

まえた薬価引き下げは市場実勢1illi格の反映

に過ぎないと説明。薬価改定は「診療報酬

本体の1M源とはなり得ない」 と強訓。

2）中央社会保険医療協議会（中医協）総会

（平成27年11月18日）

主治医機能、 算定対象となる疾患を拡大

へ．小児に対する主治医機能評価も検討。

3）中央社会保険|王療協議会（中医協）総会

（平成27年11月11日）

束症児の受け入れ実績を機能強化型訪洲

看護ステーシヨンの要件に。

一

日時：平成27年9月5日 （土）

15:00～17:00

会場：兵庫県医師会館 6階会議室

出席者：横山純好， 河盛重造佐野公彦森

岡一朗，早野昌毅‘太田國隆， 大倉

完悦， 椿田重彦， 田｢|:'一宏， 二宮道

人， 冨田安彦，柴田始宏

談題：

l)平成26年度日本小児科医会社会保険全国

委員会報告

（平成27年2月22日 （日）和光堂1几i新宿

ビル2階会議室）

「平成28年度診療報mll改定における小児

医療に関する要望について」

2）兵庫県小児科医会社会保険委員会報告

・平成27年度第l lnl兵庫県小児科医会理事

会・社保委員会報告

（平成27年4月2日 （水）兵庫県医師会

館）

・平成27年度第2 1 ' ' 1兵庫県小児科|延会理事

会・社保委員会報告

（平成27年6月4日 （木）兵庫県医師会

館）

・平成27年度第3回兵庫県小児科医会理事

会・社保委員会報告

（平成27年8月6n (木）兵庫県医師会

一

3）平成27年度第6回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成28年2月4日兵庫県医師会fl,i)
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「平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの

議論の整理（現時点の骨子)」

（平成28年1月13日 中医協総会）

＜診療報酬改定について＞

l)診療報酬本体 +0.49%

各科改定率 医科十0’56％

歯科+0.61%

調剤+0.17%

2）薬価等

①薬価 ▼l.22%

上記の他，

・市場拡大再算定による薬価の見直しに

より, vO.19%

・年間販売額が極めて大きい品目に対応

する市場拡大再算定の特例の実施によ

り， ▼0.28％

②材料価格▼0.11%

なお，上記の他，新規収載された後発医

薬品の価格の引下げ，長期収載品の特例的

引下げの置き換え率の基準の見直し， いわ

ゆる大型門前薬局等に対する評価の適正

化，入院医療において食事として提供され

る経腸栄養食品に係る入院時食事療養費等

の適正化，医薬品の適正使用等の観点等か

らのl処方当たりの湿布薬の枚数制限，費

用対効果の低下した歯科材料の適正化の措

置を講ずるo

＜重点的な対応が求められる医療分野を充実

する視点＞

～小児科関連の項目の抜粋～

1－3－1 かかりつけ医，かかりつけ歯

科医，かかりつけ薬剤師・薬局の機能評

価について

（2） 小児科のかかりつけ医機能をさらに推

進する観点から，継続的に受診する患者

の同意の下，適切な専門医療機関と連携

することにより，継続的かつ全人的な医

療を行うことについて評価する。

1－3－3 患者が安心・納得して退院

し，早期に住み慣れた地域で療養や生活

を継続できるための取組の推進について

(1)①新生児特定集中治療室からの退院や

地域連携診療計画を活用した医療機関間

の連携について，簡素化及び更なる推進

を図る観点から評価を見直す。

1－4 質の高い在宅医療・訪問看護の確

保について

(1) 小児在宅医療に積極的に取り組んでい

る医療機関を評価する観点から機能強化

型在宅療養支援診療所等の実績として，

看取り実績だけでなく，重症児に対する

医学管理の実績を評価する。

Ⅲ－1 緩和ケアを含む質の高いがん医療

の評価について

(1) がん医療の更なる均てん化のため，今

般整備された「地域がん診療病院」及び

小児がん医療の診療機能を集約化するこ

とを目的として，小児がん医療に必要な

診療機能を備えた「小児がん拠点病院」

についても，その体制を評価する。

Ⅲ－5 小児医療，周産期医療の充実，高

齢者の増加を踏まえた救急医療の充実に

ついて

(1) 重症小児の在宅移行を推進するため，

小児入院医療管理料について，在宅療養

指導管理料，在宅療養指導管理材料加算

等，在宅医療の導入に係る項目を退院月

にも算定可能とする。また，小児入院医

療管理料3， 4又は5を算定している医

療機関であって，重症新生児等の受入体

制が整っている医療機関に関する評価の

充実を図る。

(2) 医療型短期入所サービスにおける重症

児の受入れを促進するため，入所中の医

療処置等について，診療報酬上の取扱い

を明確にする。

/“

凧
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(3) 小児'|曼性特定疾患治療研究事業の対象

者等，長期にわたって小児科での診療を

要する患者について，継続的な医療支援

を確保する観点から， 小児入院医療管理

料の算定対象年齢の延長を行う。

(4) 算定日数を超えて集中的な治療を行う

必要性が高い児について，新生児特定集

中治療室・小児特定集中治療室の算定日

数上限を引き上げる。

(8) 小児医療の更なる充実を図るため，小

児等における生体検査画像診断， 処置

及び放射線治療の実施並びに救急搬送に

係る評価を見直す。

《二宮》

定です。これまで3年間のまとめは小児感

染症学会で発表する予定です。 また平成27

年度分については， 日本小児科医会総会セ

ミナーにおいて発表いたします。

2． おたふくかぜワクチン安全性調査

順調に進んでおります。現時点で無菌性

髄膜炎例の報告はありません。今後ともご

協力， よろしくお願いいたします。

3． マイコプラズマ感染症の診断についての

実態調査

現在， 調査結果の集計と考察を行ってい

ます。結果は日本小児科医会総会セミナー

で発表いたします。

4． 溶連菌感染症， インフルエンザ，水痘に

対する薬剤使用等についての実態調査

現在， 調査結果の集計と考察を行ってい

ます。結果は日本小児科医会総会セミナー

で発表いたします。 また，本年度の兵庫県

小児科医会総会の一般演題として，桃田委

員が報告いたします。

へ

感染症対策委員会報告

昨年は感染症対策委員会の事業に対し， 多

くの先生方のご協力をいただき本当にありが

とうございました。おかげさまでなかなか興

味深いアンケート調査結果が得られており ‘

まとまり次第ご報告してまいります。

これらの調査結果報告は， できるだけ兵庫

県小児科医会会報にも掲載させていただく予

定です。

今後とも先生方のご指導ご鞭捷よろし

くお願いいたします。

《吉田》

一

1 . ヒトメタニューモウイルス感染症の臨床

像調査

これまで3年間にわたって調査を続けて

きました。調査開始時はヒトメタニューモ

ウイルスはあまり一般的に知られていない

ウイルスでしたが，今ではその名前もかな

り浸透してきました。我々の調査検討は

その先駆けとして大いに価値の高いもので

あったと自負しております。これも会員先

生方のご協力あってのもので，深く感謝い

たしております。本年で調査は終了する予

心児保健小児保健

小児保健委員会報告

第3回小児保健委員会を，平成27年12月12

日 (i) 15時～17時，兵庫県医師会館603号室

で開催した。出席者（敬称略）は、 大橋梶

l1l ㈱杉原， 高田、 谷口， 土屋筒井，転馬，
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野間，和田であった。おもに， 以下の2点に

ついて協議された。 教 育

1 ． 兵庫県下の病児・病後児保育施設への実

態調査アンケートについて

病児・病後児保育施設への実態調査アン

ケートが完成し，兵庫県下の病児・病後児

施設49施設と41市町自治体に郵送で送付し

た。アンケートでは， 施設の事業類型運

営母体， 保育の規模や形態収支状況の

ほかに，保育前の医師の診察の有無や事業

運営における問題点の深刻度などを調査す

る。 自治体へは今後の行政としての整備計

画の規模や問題点などを調査する。 lnl答の

締め切りは3月末までとし， 平成28年度中

にまとめる予定である。

2 兵庫県下の保育施設における子どもの事

故対策について

保育施設における事故に関するアンケー

トの内容や方法を， 継続して検討してい

る。事故の中に「食物アレルギーによるア

ナフィラキシーや熱中症なと、も含む」 とい

う説明を加えることになった。高田委員長

を通じて， 神戸市すこやか保育委員会や兵

庫県小児保健協会へアンケートの依頼を行

い， 来春以降に実施する予定である。その

他， 病院の院内託児所（事業所内保育施

設）や小学校の学童保育（放課後児童クラ

ブ）における事故の状況調査なと､も検討課

題として挙げられた。本委員会で作成した

『肥満児診察の指導用フローチャート』が

本会報N064号に， 「兵庫県下保育所におけ

る健康管理状況の実態調査」が日本保育保

健協議会「保育と保健」の22巻1号・ 2号

に掲載となった。次回の委員会は4月2日

（土）の予定である。

《野間》

教育委員会報告

Ⅱ時：平成27年10月24日 （土）

会場：三宮研修センター7階会議室

参加者：乾委員長前田委員，谷口委員，松

浦委員藤田担当副会長，安部担当

理事

議題1 .平成27年度第1回（第64U)小児医

学講座の講師と講演内容の確認。

講演lの講師は‘

済生会横浜市東部病院

小児肝臓消化器科部長

乾あやの先生で演題名は

「沈黙の臓器と語る

～これって肝臓病？」

座長は，

兵庫県小児科医会感染対策委員会委員

市立伊丹病院小児科

主任部長三木和典

講演2の講師は，

筑波大学大学院人間総合科学

研究科医学医療系・小児科教授

須磨|崎亮先生で演題名は

「定期接種化が期待されるB型肝炎ワ

クチン；最近の話題から」

座長は，

兵庫県小児科医会感染対策

委員会員会担当理事

吉田小児科医院

院長吉田元嗣

議題2． 平成27年度第1回教育委員会（平成

27年7月4日 （土)）の議事録確認。

議題3． は平成27年度第2回（第65回）小児

医学講座の講師と講演内容の確認。

講演lの講師は，

へ

一
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，救急鰯策 ’
兵庫県立こども病院

小児がん医療センターセンター長

小阪嘉之先生で演題名は

「小児がんをとりまく最近の動向一小

児がん拠点病院と新病院における小児

がん診療について」

座長は， 当会副議長の筒井孟先生にお

願いする事とした。

講演2の講師は，

神戸大学小児科学こども総合療育部門

西村範行教授で演題名は，

「小児における幹糸''1胞治療の最近の知

見」

座長は， 当会教育委員の兵庫医大小児科

服部益治教授にお願いする事とした。

議題4． 平成28年度兵庫県小児科医会総会の

特別講演は熊谷会長が「小児の貧困」を‘

藤Ⅱ]副会長が「六甲山系の成り立ち」をと

の意見を出され，理事会や総務会で議論し

ていく。一般講演はまず当会会員から選

び， 該当者がなければ， 兵庫医科大学小児

科学教室にお願いする事とした。

議題5． 平成28年度第1回（第66回）小児医

学講座（平成28年10月頃）は特異的IgE抗体

の検査キットを作っている， サーモフィッ

シヤーサイエンテイフイック社（平成27年

10月からサーモフィッシャーダイアグノス

テイック社に社名変更）から共催と講師招

聰の申しILI}あり，理事会承認後に依頼予定

である。

《安部》

救急対策委員会報告

日頃から会員各位におかれましては， 県下

各地の救急医療事業に御協力頂き有り難うご

ざいます。今冬， インフルエンザ流行の開始

が遅く ， 年末年始の救急診療は､例年より平

穏に過ごされたのではないでしょうか。本委

員会では従来通り， 上谷委員長太田副委員

長， 二宮担当副会長，貫名， 及び日野担当理

事に， 県下各地から32名の委員により， 奇数

月第3木曜日委員会を開催， 県下各圏域から

の小児救急疾患， 及び救急医療体制の動向の

調査検討， また昨年からの県下外因性小児救

急患者の搬送実態の検討を行っております。

今年度年末年姑6日間の救急患者数は， 神

戸こども初期急病センターで， 昨年度比45％

減， 阪神北広域こども初期急病センターでは

開設以来最も少ない患者数でありました。 し

かし、 後送患者数は， 減少しておらず， 重症

患者一定の割合で発生しているようです。

注目すべき疾患では， エンテロウイルスD

68による弛緩性麻痒があり， 厚労省から急性

弛緩性麻痒症例の実態把握のために， エンテ

ロウイルスの検出や症例の登録に関する通達

がありました。このウイルスは， 本年度秋の

喘息発作の多発との関係も指摘され，重症呼

吸不全症例の救急入院症例の報告もありまし

た。これらの症例に関しても， ウイルス検索

が実施できるよう行政への働きかけておりま

す。遅く始まった今シーズンのインフルエン

ザでも既に脳症の報告があり ，今後注意が必

要と思われました。

昨年7月県立尼l1l奇総合医療センターの開

院尼lll奇市休日夜間急病診療所が深夜帯診療

を中止したことによる阪神圏域における深夜

へ

一
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救急患者の動|fﾘ変化に関しては， 阪神北広域

こども初期急病センターにおける平成27年4

月から7月の住所別深夜患者数の統計では，

尼|崎市の占める割合は11%強でほとんど変化

ありませんが， ｜可センターに深夜の小児救急

患者の診療を委託した西宮市からの患者比率

が約9％から14%へ増加していました。県立

尼崎総合医療センターの開設当初の救急'受診

患者数は準夜帯6から7人，深夜帯10人であ

りました。今後今年度を通しての変化を調

査していく予定です。

昨年11月， 日本小児科医会主催で家庭看護

力醸成という言葉で， 家庭での子どもの急病

の看方， トリアージカの向上を目指して，市

民向け公開セミナーが茨城県つくば市で開催

されました。今ll il , この第2回セミナーが↑

本年秋， 日本小児科医会と兵庫県小児科医会

の共催で，兵庫県開催が決定しています。県

小児科医会主惟で救急関係の市民公|淵セミ

ナーは， 亡くなられた山田至康先生が，救急

対策委員会の委員長をされていた頃に開催さ

れて以来の公開セミナーとなります。今回本

県医会ならではの企画が盛り込めるように，

準備小委員会を設置して準備に取り組んでい

る所です。

県立尼崎総合医療センターヘウォークイン

の1次救急患者の集中による|'1センター小児

科の疲弊が危,l其されます。委員会では， 阪神

圏域で救急診療体制の変わる6月までと㈱ 変

更のあった7月以降を比較するため, 2()15年

の1年間の深夜帯小児救急患者の動向調査を

企画しました。圏域の対象医療機関には，誠

にお手数ですが，調査研究に協力をお願いい

たします。

《日野》

|態‐ﾑやソ’

ホームページ委員会報告

メーリングリストで意見を交換し， 定期的

にホームパージの内容を更新した。

〈一般用ページ〉

平成27年7月4日の定時総会での決議事項

を反映して， 入会のご案内・事業活動を更新

した。地区別小児科医会の情報を更新した。

〈会員用ページ〉

l)会員ページパスワードについて

セキュリティ強化のため一般会員のログ

インパスワードを変更し， 9月1日より周

知し10月5日に変更した｡

2） 日本脳炎定期接種についての情報を更新

した。

』■昼

27年度の第2回のホームページ委員会は平

成28年1月30日に開催予定である。

詳細は4月の理事会で報告の後， 次号に掲

載する。

《寺田》
一

小児在宅医療委員会報告

1 . 第2回小児在宅医療実技講習会

日時： 27年12月6日 （日) 10 :00～16:00

会場：兵庫県医師会館

①受講者選定

医師：応募者55名全員を選定

看護師：応募者136名

（社会福祉士1名含む）
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一施設1名として59施設から59名を選定

→実習参加は114名となる

→該当施設からの実習参加

1名は各施設で決定し氏名を通知して

いただく

実習参加者にのみ「講習修了証書」を

授与する

ただし，講義には応募者全員が参加可

能とする（最大191名となる）

②プログラム

総合司会→たなか医院院長田中－宏

地方会便の3種類で十分

今後のテーマに福祉・行政．保険制度

の解説，家族の生の意見など希望

看護師：病院小児科の経験は50％，小児在

宅看護の経験は62％

経験年数はll～20年が最多

開催告知は勤務先医師からや看護協会

からが多い

訪問看護ステーションのネットワーク

も利用された

半日バージョンの講習会の要望多い

今後のテーマに在宅移行へのステッ

プ．制度の詳細，在宅医療の実際，家族

（特に兄弟）への支援などについて経験

者の話を聞きたい

/へ､

★第2回実技講習会のアンケート解析

医師：標梼科目で23％が小児科・内科以外

であった！ ？

勤務先では半数が病院で半数が開業医

勤務先の「西部」とは「神戸」と「阪

神」を除く県下すべての意味

小児在宅医療の経験者が42％と予想以

上に高率

開催の広報は県医週報･FAXNews･

2．小児等在宅医療地域コア人材養成講習会

28年2月7日 （日） 8 ：45～17:30

国立成育医療研究センター

「平成27年度在宅医療関連講師人材養成

事業（厚労省)」の小児部分として開催

/銅、

時 間 内 容

10:00～10:05 開会挨拶 兵庫県医師会会長川島龍一

10:05～10:30 講演①
兵庫県の小児在宅医療の現状ショートステイ

医療福祉センターきずな院長常石秀市

10:30～l1 : 15 講演②
呼吸障害・気管切開・気管内吸引

神戸大学医学部附属病院小児外科尾藤祐子

11 : 15～12:00 講演③

在宅酸素・呼吸器管理・各種在宅指導管理料

神戸大学医学部附属病院腫蕩センター・緩和ケアチーム

余谷暢之

12：00～13:00 昼 食

13:00～13:45 講演④
経管栄養・胄棲栄養・栄養管理

にこにこハウス医療福祉センター八木麻理子

13:45～14:45 講演⑤
在宅医療への導入システムの構築

大阪発達総合療育センター小児科船戸正久

14:45～14:55 休 憩

14:55～15:55 実習①
気管カニューレ交換

胄痩ボタン交換・呼吸器操作

15:55～16:00 閉会挨拶
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各都道府県から3～4名出席

兵庫県4名（豊田俊， 尾藤祐子，橋本直

樹，常石秀市）

9つの講義 3つのグループ討議＆全体

発表

150名程度の参加者を都道府県毎に9グ

ループに区分して討論

兵庫は広島，京都，埼玉， 千葉の5府県

の傍大都市府県グループ

〈要点〉

・小児科医がスーパーマンと勝手に思い込

むのは独りよがりの何者でもない

・キャリーオーバーを拒否しているのは患

者ではなく小児科主治医であることがあ

る

・訪問医として成人訪問医療を実施してい

る内科医等を取り込むことが重要

・高齢者の介護保険のような小児の年齢域

を包括する制度が無い

・行政・福祉・教育面にそれぞれ独立した

制度が縦割りに稼働している

これら複雑な制度に精通して効率良く

利用できるよう支援する者が居ない

・高齢者に対するケアマネのような有資

格・有償のコーディネーター制度が無い

退院支援会議等に出席しても無償

・高度医療施設からの退院支援において活

躍する有能なMSWは育ってきている

在宅移行した患者l例ごとに支援する多

職種メンバーがLINEで繋がり情報共有

多職種が参加して顔の見える講習会や検

討会議を重ねる中で，非医療職の調整役

が育ってくる

多職種による支援会議の音頭取りは医師

がすべきであるが， 運営は行政職に任せ

る

支援会議等では専門用語など使用せず，

非医療職が発言し易い環境を作る

知識や実技の講習会開催の次成る段階は

多職種による実際の在宅移行検討会議で

ある

在宅医療の現状を県医師会経由で行政へ

訴えていくことが近道

口巳

3． 訪問医療を実施している診療所リストの

収集について

本委員会メンバーの中でアンケートを試

行した

質問項目の数．手間も妥当なところ→基

幹病院に送付してみる

県医師会から開業医等へ訪問診療活動の

簡単なアンケートが最近実施されたので，

その結果を入手できないか県医師会へ依頼

してみる

これらリストの公表には各先生方の同意

承認を要する

《田中》

一
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どういうことをするのか, HPを訓べてみま

すと，議事録が公開されています。将来，少

子高齢化なので，子育て支援であるとか， 地

方創生地域包括ケア等に対する実効性のあ

る施策をするために， 集まって検討する会と

いうことです。その中の一つに， 国民保険制

度の国庫補助を見直すということです。ご存

知のように，各都道府県で，乳幼児医療費助

成制度というのがありますけれども， それ

は，本来は， 国の保険制度ではないところの

助成制度ですので‘ 各都道府県がバラバラに

やっている。中には，市町村もやっていると

いう状態です。そうすると， 国としては， 国

民に対する費用負担がバラツキがあるという

ことで、余裕のある自治体が負担すべきであ

ると称して, 20年ほど前から、補助金を減額

しています。医療費の増えた分に対して国庫

補助金（国民健康保険金） を減額するという

制度をやってきました。それをどう見直すか

という議論のようですね。これは，全国の知

事会からは，減額しないという要望害が出て

いるのですが，今さら，検討会に-上ったとい

うことは， さて， どういうことになるのだろ

うか？議事録を読みますと， いろんな意見が

あって㈱ コンビニ受診はよくないから, 償

還制度にすべきであるとか, 1割負担が望ま

しいとか。受益者負担というか， ある程度費

用負担が望ましいという意見もあります。コ

ンビニといっても､実際本当にコンビニ受

診している人は， ごく一部であるという意見

もあI)ます。我々の実感としては， そうです

よね。救急センターに出務しても，昼間来れ

ないから，夜受診したという人は， まれに近

いかと思います。実際は， 多少の咳でも心110

だから来たということが多いので， それは，

ニーズかと思います。医療費抑制， 削減とい

う命題がありますので、 それに沿って来てい

るのではないかと考えています。委員の中に

鴬
I

羊

性 守…

』
画理事会議事録要

雷一日

今云

事 鷆録

【第4回】

日時：平成27年10月1日 （木）

午後2時30分～4時45分

会場：兵庫県医師会館

出席者：熊谷会長， 末廣神尾横山各名誉会

長， 河盛二宮， 辰己各副会長， 渡

辺，小阪， 日野， 田中， 多木，安部，

谷| ' ’ 八若， 佐野， 野間， 貫名､吉

田、米谷各理事，服部，森岡各特定理

事。森川監事，早野議長。 筒井副議長

【司会：辰己副会長】

1 ．会長挨拶

こんにちは。天気が悪い，久しぶりの雨で

す。今日は， 夕方から嵐に近くなるというこ

とですので。夏休みも，夏も， あっという間

に終わりまして，阪神タイガースもあっとい

う問に，終わってしまいました。インフルエ

ンザワクチンの季節が， すぐやってきまし

た。インフルエンザワクチンといいますと，

今年から3価から4価になって，仕入れ価格

も， 入荷価格も上がりまして， それをと・う

保護者に説明するかと，頭を悩ますところで

す。みなさん， どうされていますでしょう

か？転嫁せざるを得ないかと思います。

本夏は， 手足口病の， 熱から始まるタイ

プが多かったですね。 1カ月くらい経ちまし

て， そろそろ爪が割れたという子どもが来て

います。そうなるかと思って， きつい子に

は‘ 「爪が割れるかも知れん｡」 と， 言って

いましたが，伝え方が悪かったのか，伝わっ

ていなかったのか，心配して来られる方がい

ます。新liM等で， ご存知かと思いますが, 9

月2日に厚労省で、 第1回子どもの医療制度

の在り方等に関する検討会が開かれました。

へ
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は，やはり，補助をするのは良いけれども，

もうちょっとキッチリと医療費や，受診行動

等を見て，すべきだろうと言っています。全

体のトーンとしては，乳幼児医療費無料化と

いうことから，少し外れていく方向のようで

す。アメリカ等を除けば，先進国はすべて，

乳幼児に限らず，医療費は全額無料というと

ころもあるので， これは，先進国として， ど

うなのかと思っていますので， これから先ど

うなるか，注目していきたいと考えていま

す。委員には，小児科学会の五十嵐先生であ

るとか，埼玉の，阿真（あま）京子（一般社

団法人知ろう小児医療守ろう子ども達の会代

表） さんとか，一方で医療経済学者であると

か， 日本医師会の理事（小児科医）が出てお

られて，変な風にはならないかと思います

が， この検討会が今頃設置された理由という

のは，何故かと気になっております。また，

服部先生，判りましたら教えてください。今

日の主な議題は，今週末にあります，地区医

会連絡協議会と, 11月にあります近畿ブロッ

ク協議会の件等でございます。宜しく， ご協

議のほどお願い致します。

2．横山名誉会長挨拶

インフルエンザワクチンが値上げされると

いうことも話題ですが，北里のワクチンは1

歳未満には使用できないのですね。 （バイア

ル分）

3． 日本小児科医会ニュース（熊谷）

6月に別府市で総会があった後に9月に

第3回理事会が開催されました。焦点は，成

育基本法と地域小児医療総合認定医です。

救急の件も， 出ていましたc 日本小児科医

会ニユースが8月末に届いたかと思います。

「小児看護能力の醸成」小児救急セミナーに

ご参加ください。 10月12日，小児科医会生涯

教育セミナーが，埼玉県大宮市で行われます

ので，参加申し込みを延長しますので，ぜひ

参加してくださいということです。成育基本

法は，議員懇談会が出来て，代表呼び掛け人

を河村建夫先生としていますbどうしても重

要法案があるので，後回しになり，今回での

成立は難しいと聞きました。何年かしたら，

できるのでしょうが，すぐには難しいかなと

いう状況です。松平会長が，横倉日本医師会

会長とともに，議員にあいさつに行かれたと

いうことです。

地域小児医療総合認定医に関しましては，

637名を今年の3月末に認定医として医会と

して認めました。小児科学会指導医との関係

で，暫定制度という形になっています。暫定

制度というのは， どういうことかというと，

3年先から， きっちりとしたプログラムに

則って，認定医を認めていく，正式な認定医

（今のが，正式でないということではありま

せん，制度としては暫定ということになりま

す｡） となります。認定医を作っていって，

その中から指導医を作る。その指導医が，地

域のこれから開業しようとする先生方や，小

児科学会の指導医を取ろうという先生に指導

する，そのためには，指導者が要るだろうと

いうことです。今度は，認定医の指導医とい

うのを，作ることとなりました。全員になっ

ていただく訳ではなく, 11月末に，東京で指

導者講習会をやりますので，座学ではなく，

ワークシヨップ形式でやります。参加50名位

を見込んでいます。指導者になったからと

いって， 目に見えるメリットは，特にありま

せん。何回も言いますが，認定医とか，指導

者というのは，あくまで，小児科医としての

自分の技術を自分で認め，勉強を欠かさない

という制度でありますので，指導者になって

できることは特にありませんが， またおいお

いとそういう制度もあるということを知って

いただいて， アプライしていただければと思

いますので，宜しくお願いします。

′“
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際大学医療経営学部．平成23～25年にお

ける時間外，休日および深夜に外来受

診をする比率は平成18～22年と比べて低

く， こうした時間帯に受診をする乳幼児

の比率が低下していることがうかがわれ

た．

2015.9月号(Vol.119,NO9)

． 【総説】保護者との協働による｢小児初

期救急医療｣の質の向上を目指して：市

川光太郎， 日本小児救急医学会． 「家庭

看護力｣， トリアージ， そして小児救急

の質の向上．

． 【総説】小児の転倒転落事故による口腔

咽頭損傷のリスク因子：辻聡ら，国立

成育医療研究センター救急診療科．転倒

転落による小児の口腔咽頭損傷では，就

寝前の歯ブラシ事故を予防すべきであ

る．

． 【論策】Turner症候群の内科移行実態

調査：福間真実ら，東京都立小児総合医

療センター．移行前から体質，移行の必

要性を説明し，時間をかけた段階的な移

行の方法は一定の成果をあげている．

･InjuryAlert (傷害速報）

恥52 ミニカップゼリーのプラスチッ

ク容器の誤嚥による窒息疑い：後遺症な

く軽快．

N032首浮き輪による溺水（再々掲

載） ：後遺症無く軽快．

・重症心身障害児（者)･在宅医療委員会報

告:NICU･PICUから在宅に移行する

過程の中間施設について（米国施設長

Dr.W.JamesSilvaからの考察）

（承認）

5．協議事項

l)地区小児科医会連絡協議会の件（別紙）

プログラム最終確認。

日時：平成27年10月3日 （土）

自見はな子さん， 自見庄三郎さんのお嬢さ

んで，小児科専門医です。自民党から公認し

て，来年全国区の選挙に立候補されます。

．学会ニュース（服部理事）

l)学会HPから；最新情報，学会からの提

言・主張

2015.8. 5

・一般の皆さまへInjuryAlert (傷害速

報）の掲載について

2015.8.12

・小児慢性疾病研究フェローの募集につい

て

2015.8.24

・乳幼児健診を中心とする小児科医のため

の研修会（名古屋）の開催について： 10

月18日 （日）申込者数が定員に達したた

め申込受付を終了。

2015.9.ll

・第7回園医・看護職・保育士のための研

修会（東京）の開催について: 11月8日

（日) 10:00～16:00(フクラシア東京

ステーション）参加費：医師5,000円

2015.9.14

． 「非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)診

療ガイド」 （案）へのパブリックコメン

ト募集について

． 「子どもの心の対応マニュアル」

「災害派遣医療スタッフ向けアレルギー

児対応マニュアル」

「災害時のこどものアレルギー疾患対応

パンフレット」の掲載

2015.9.15

･Pediatricslnternational2016年からのオ

ンラインジャーナル化について

2）学会雑誌から

2015.8月号(Vol.119,NU8)

． 【論策】 6歳未満の乳幼児における時間

帯別受診比率の推移：江原朗，広島国

4
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ただいたら。

（田中）淡路では， 3市に敢えてバラバラ

にしています。そうしますと，他市が

やっている助成をと声が上がりますの

で。 （承認）

2）平成27年度日本小児科医会近畿ブロック

連絡協議会の件（別紙）

平成27年ll月14日 （土) 16:00~

新・都ホテル（京都市）

神尾名誉会長,横山名誉会長，会長，副会

長出席

野間理事一欠席， 「子どもの心」に関する

資料作成一当日発表は，武知先生／熊谷会

長

アンケート 「日本小児科医会代議員の選出

方法について」

兵庫県一最近2回, FAXニユースで，選

挙公示。 「全国統一された選出方法が望ま

しい｡」との意見を。

資料作成の上一次回総務会で検討予定。

（継続）

3）会員増員対策について（辰己）

①地方会での小児医学講座の広報（パンフ

レット配置）

すでに，先週9月26日に姫路で行われ

ましたが，神戸大学の方にお願いしてい

た分と，辰己副会長持参分，配布完済で

した。

同日，地方会役員会があり，飯島会長

にパンフレット配置の許諾を再確認させ

ていただきました。快諾をいただいてい

ます。併せて，今回は小児在宅医療講習

会の案内文を同封させていただいたよう

ですが，同じような形で，併せて，地方

会のプログラム発送時に小児医学講座

のパンフレット同封を同席で依頼しまし

た。これも快諾をいただいていますが。

一応， どれくらい費用が発生するかの確

15:00～17:30

於兵庫県医師会館6,F会議室

懇親会会場：ホテルオークラ神戸「桃花

林」

開会辰己副会長

会長挨拶～日本小児科医会の現況熊谷会

長-10分程度

地区小児科医会からの近況報告・提言

一司会熊谷会長

委員会報告一司会辰己副会長

社会保険委員会一二宮副会長

教育委員会一乾委員長担当

勤務委員会一服部理事（代）

ホームページ委員会一渡辺理事

小児在宅医療委員会一常石委員長

その他

認定医の件一熊谷会長

各地区名簿配布・入会案内配布一

入会促進のアピールー熊谷会長

（現状把握）

タクシー移動

懇親会司会河盛副会長

開会の挨拶熊谷会長

乾杯 乾委員長（当日依頼）

閉会の挨拶藤田副会長

（辰己) 15歳未満の医療費助成の話は，社

会保険委員会報告で二宮副会長からある

かと思いますが。

（二宮）保険医協会の資料を添付して，話

題にはします。

（辰己）各地区小児科医会からの近況報告

の際，今年は救急の体制の変化が挙げら

れますでしょうか。西宮市は，深夜帯が

なくなりましたし，尼崎市は，変更とな

りました。

（熊谷）話題には，上がるかと思います。

（谷口）任意予防接種の助成が各地区でバ

ラつきが出ていますので，話題にしてい

/へ、
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（熊谷）ニーズに合わないとむずかしい

ですが，小児在宅医療委員会には，

入っていただいていますね。

（承認） （継続）

4）入退会，異動の件（別紙）

新入会：

（8月8日）上田育代（神戸中央病院）

（9月8日）神尾範子（東灘区）

退会：

（3月31日）橋本章男（明石市）

（9月18日）伴鶴-(加古川市）

ご逝去：

(1月1日）山崎良磨

（垂水区，享年88歳）

（2月1日）林瑞雄

（伊丹市，享年95歳）

（承認）

6．報告事項

l)社会保険委員会（二宮副会長) (別紙）

詳細は，委員会報告。

（熊谷）今回報告いただいた内容等，会

員へ周知の必要のあるものは， どのよ

うに会員に広報されますか？

（二宮）県医師会の「保険ニュース」に

ダイジェスト版が，掲載されます。

（小児科関連として）

（熊谷）地区の小児科医会に本日の資料

を配布してよろしいですか？

（早野） （二宮）差し支えありません。

（河盛)FAXニユースにも毎回，エッ

センスを掲載しています。

（神尾）ムコソルバンとムコダインの病

名の縛りがありますか？

（早野）ムコソルバンは，適応症は，気

管支炎となっています。しかし，古い

薬ですので，感冒でも，薬効・薬理が

合えば査定されない形となります。

（河盛）小児科では， ムコソルバン・ム

認を，秘書の横山さんにしていただくこ

ととしています。

（熊谷）来年度以降も引き続きしていた

だけるということですか？

（辰己）その通りです。

②勧誘パンフレットの作成（済）

（多木）総務会でのご意見も反映して，

修正を加え, HPにアップしていま

す。両面印刷で，短辺を綴じますと，

1回の操作で印刷できます。

（辰己）連絡協議会でも，配布させてい

ただきます。医学講座でも置くように

します。

③地区連絡協議会で各地区名簿を配布し，

未入会会員の把握と入会斡旋の依頼

④日小医会員で県小医未入会者の把握（日

小医に連絡済）

HPの会員名簿で，突合せ作業を。

⑤病院メーリングリストで小児医学講座の

広報と入会勧誘の依頼

病院メーリングリスト (alldr)の見直

し中

⑥B会員会費の値下げ→総務会で議論され

たが，今回却下とした。 （会費の多寡が

入会に与える影響は少ないという意見が

多かった｡）

（小阪）入会したことのメリットがない

と，若い先生は， なかなか入りません

ね。メリットがあれば, 1万円でも入

るかと思います。

（田中）子どもの心相談医の制度が出来

た際に， 日小医に入会する先生は，い

ました。

（神尾）小児医学講座だけでなく，いる

んな委員会を立ち上げて，仕事をして

いるんだということを，広報する必要

がありますね。協力要請をすることが

大事ですね。
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コダインの両方の処方は認められます

か？

（早野)OKかと思います。内科では，

その辺，緩いのですが。

（辰己）熱性けいれんの児等に，第二世

代の抗ヒスタミン薬が，かぜにも処方

されていると思いますが，査定はされ

ないのでしょうか？

（早野）アレルギー性鼻炎に対し，耳鼻

科では， キプレスも認められていま

す。小児科では，新しい薬は，適応症

が必要となります。

別件ですが， 当該保険医療機関で出

生した新生児に対し，初診料を算定す

る場合，時間外加算を認めるか否かで

すが， 出生当日だけは認めるという形

となっています。出生日以降の時間外

加算も算定可能となっています。

（承認）

2）感染症対策委員会（吉田理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

兵庫県医師会が今年3月に行った兵庫県

下認可保育所に対する感染症アンケートの

結果は，本委員会が市町の教育委員会と保

育所担当部署に送ったアンケート結果と

は，相違がみられた。幼稚園．保育所個

別に送ったのは，私立のみでした。各保育

園・幼稚園が独自で，対応している印象で

す。 （承認） （一部継続）

3）小児保健委員会（野間理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

資料に加えていますが，県が病児保育事

業を推進したいということで，今期新規の

県独自の事業として，診療所型の小規模病

児・病後児保育施設を始めるということ

で，近々に県医師会週報に掲載されると思

いますが，看護師1名以上の職員配置で，

保育士は，利用児童2名までは不要となっ

ています。部屋の広さも不問です。国・

県・市町1/3の費用を負担し，市町を通

じて補助または委託の形となります。県下

で10施設を考えられています。是非考えて

おられる先生，お手挙げください。看護師

は，業務外は他の仕事に付いても良いとい

うことですので，すぐにでも始められるか

と思います。推進主体は，市町ですので，

県が費用負担しても，市町が難色を示すと

実現しないかも知れません。県と市町，医

療機関の話し合いを必要とします。現在

やってるところは， この適用は受けられま

せん。

ll月23日に「子どもの心カウンセリング

実習」を計画しています。FAXニュース

で広報していただきましたが，すぐに定員

オーバーになる位，応募がありました。部

屋を大きくして対応します。 （承認）

4）教育委員会（安部理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。 （承認） （継続）

5）編集委員会（多木理事）

全ての原稿が整った訳ではありません

が，本日64号会報の割付作業に入ります。

広告協賛は， ご協力によりまして，現在の

ところ10件となっています。 （承認）

6）勤務医務委員会（米谷理事）

勤務医のアンケート調査ですが。 2ヵ月

前は，半数程度しか返信がありませんでし

たが，かなり回収率が上がりましたので，

今年度中には纏めたいと思います。

（継続）

7）救急対策委員会（日野理事） （別紙）

詳細は，委員委報告。

ChildDeathReviewについてというこ

とで，尼崎総合医療センター毎原先生よ

り，報告があり，死亡例に対して，各方面

からの検証が必要で，検討会を立ち上げて

欲しいという依頼があります。検討会とい
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れました。子育て世代支援の施設を各地

域に立ち上げるということで，神戸市等

は，すでに平成26年度から，始めている

ということです。

助産院とかで，宿泊型であったり，

出産後1カ月～4カ月のお母さんの心身

のケアとか，育児のサポートとかを実施

しているということです。

（辰己）相談件数は多いのか少ないの

か判りませんね。

（米谷）相談件数は，大阪ではもっと多

いようです。

（辰己） まだ，周知がされていないとい

うことでしょうか？

（渡辺）開設している時間帯が，大阪等

と比べるとまだ少ない状況です。

（米谷）週2回です。 （承認）

②第1回日小医中部近畿ブロック会長会連

絡協議会（9月19日）報告（熊谷会長）

（別紙）

藤田副会長に代理として出席いただき

ました。この会というのは， 中部ブロッ

クと近畿ブロックの合同会議です。とい

いますのは，副会長の木野先生の統括が

中部と近畿だったので，顔合わせした方

がいいだろうという話が日小医の懇親会

の席でありまして，初めての会合でし

た。両ブロックから，主に会長が出席し

ました。議事録が出ていますが，各府県

の現状報告（会員数650名を超える大阪

から，会員数100名以下の医会まで） と

いうことで終わっています。あいざっと

懇親会があったようです。ここでも，地

域総合小児医療認定制度のことが，話題

となっています。今, 11月30日までは，

第2回目の申請期間ですけれども， どう

いう会が認められているかが判りにくい

ということでしたので，兵庫県は， 日小

うのは，医療機関側と，行政両方からの検

討が必要だということです。こういう協議

会を行政の方に，協議の上，県小児科医会

として依頼の文案を委員会として作成し

て，理事会で了承をいただきましたら，県

の医師会とか，県との懇談の際に出してい

ただけたらというのが，委員会での意見で

した。

（辰己）渡辺先生，兵庫県医師会の乳幼児

保健委員会で， 同内容を毎原先生出され

ていましたね。

（渡辺）同じような内容です。県医師会と

連名の形になろうかと思います。

（日野）委員会で原案を出して，先ずは理

事会に提出したいと思います。

（承認） （継続）

8）ホームページ委員会（代一多木理事）

（別紙）

詳細は，委員会報告。 （承認）

9）小児在宅医療委員会（田中理事）

（別紙）

詳細は，委員会報告。 （承認）

10)広報部（河盛理事）

FAXニュースを272号･273号を配信致

しました。日本小児科医会子どもの心カウ

ンセリング実習の案内も致しました。

（承認）

ll)経理部（谷口理事）

特にありません。

12）その他

①思春期保健・妊娠・出産関係

（8月6日） （米谷理事）

前から懸案になっていました「思いが

けない妊娠SOS」の相談が，助産師会

に委託して， 3月～7月の5カ月間の問

に，電話相談が27件， メール相談が21件

合計48件の相談が寄せられました。妊娠

出産の包括支援事業についての報告がさ
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医のHPに単位を示しています。 もっ

と小さな地域の会も，市町村単位の医会

が主催するものであれば， 3単位認めよ

うということになっています。地元に帰

られて，そういう質問がありましたら，

HPに載っていなくても，書いておいて

いただければ，事後承認という形で，単

位は認めるようになると思います。開催

の日付が不明な場合も，空欄で書いてい

ただければ，やったという事実があれば

認めようと思いますので，宜しくお願い

します。 （承認）

③こどもの健康週間行事(10月18日）

（二宮副会長） （別紙）

チラシを配布していますが,服部教授

の講演もあります。協賛金請求が届いて

いないのですが，例年通り30万円拠出予

定です。 （承認）

【第5回】

日時：平成27年12月3日 （木）

午後3時30分～5時15分

会場：兵庫県医師会館

出席者：熊谷会長，末廣，神尾，横山各名誉会

長，藤田，河盛，二宮，辰己各副会

長，渡辺，小阪， 日野， 田中，多木，

安部，谷口,佐野，野間貫名，吉

田，寺田各理事，森川監事筒井副議

長

【司会：辰己副会長】

1 ．会長挨拶

あっという間に12月となり，温かい12月に

なるかと思ったら，急に寒くなりました◎医

会報第64号がお手元に届いたかと思います。

編集委員の皆さま，多木理事ありがとうござ

います。毎号ごとに読み応えのある充実した

刊になっていますので，毎回大変な作業かと

思います。また引き続き，更にバージョン

アップ宜しくお願い致します。

化血研のこと， みなさんご存知かと思い

ます。どう思われていますか？40年間に亘っ

て，許可された製造方法でない方法で作って

来たのは， けしからんのですが，マスコミ報

道を見ていますと，いかにも，殊更，不安を

煽るような書き方をしております。そのため

に，私たち現場の者が，混乱しまして，患者

さんから， 問い合わせがありますよね。 「化

血研のでしょうか？」「化血研の物は，使わ

ないでください｡」とか。今までは，使って

いなかったので良かったのですが， これか

ら， どう対応しようかと困っています。40年

間，何も問題は無かったので，健康問題は，

問題ないだろうと思うのですが。只，それを

言ってしまうと，駄目で， きっちり受け止め

ないといけないと思います。子どもを持つ家

族にとっては， あれだけ大きく報道された
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に考えているのでしょうか？小児用のワ

クチン在庫は，底をつく様で。0.5mlの成

人用を使用するしか道が無いでしょうか。

定期接種についての方針を出してくれたら

と思います。インフルエンザワクチンも，

ビケンの物が，無くなりましたね。武田製

が， まだかなりあるようですが。

（横山） 2年に1回， 6月に中医協が医療経

済実態調査を行っておりまして, 11月に公

表されました。後程，二宮先生から説明

があるかも知れません。集計が，病院

診療所（法人・個人）の経済状態を調査し

ています。一般診療所（個人一入院診療無

し）で，小児科は，前年度は，収支差額は

2,916万円で，全体で3位でした。因みに1

位は，眼科で3,274万円， 2位は，耳鼻科

で3,005万円です。こういうデータが出ま

すと， なかなか厚労省も，小児科にこれ以

上厚くするのは， とんでもないということ

になりまして，色々な要望（日本小児科医

会， 日本小児科学会から出している）は，

今回溌ね付けられている状態だそうです。

在宅医療については，色々検討されている

ようですが，一般小児医療については，非

常に風が厳しい状態です。

（神尾）この収入には，予防接種料も入って

いますか？

（横山）入っています。保険診療収入は，

6,000万円です。その他の収入が, 2,500万

円位ある状況です。保険診療収入でいいま

すと，他の科と比べても，そんなに多くあ

りません。一番多いのは，整形外科です。

診療所全体の平均が， 2,600万円です。小

児科の診療所は，決して悪くないという評

価です。

（田中理事の都合で，審議順序変更）

5．協議事項

1)平成27年度小児等在宅医療地域コア人材

ら，やはり，不安になるのは， 当然だと思い

ますので，私たちが丁寧に，大丈夫なら大丈

夫と （根拠は，実は，ありませんが）説明し

ないといけないと思います。むしろ化血研の

人に，来ていただいて，化血研の人から，患

者さんに説明が欲しいと，私は思います。事

が発覚したのは，内部告発だそうです。私た

ちも，人のふり見てわがふり直せですね。自

分の診療所での行動を振り返る必要があるの

ではと思いました。 日頃の私たちの業務で

も，時々は， 「まあいいかな」ということが

あるかと思うのですが。スタッフもそれを承

知ですが， うまく行っている時は，それでい

いのですが。何かちょっと操めかけると， 内

部告発でなくとも，患者さんからみても， 日

頃，いいと思っていても，何もいわないで，

ちょっとおかしいけれども， まあいいかと

思っていることが，何かあるとそれが表沙汰

になってしまうことが，今後また，あるかも

知れませんので。改めて， 自戒しているとこ

ろでございます。

10月から， いくつかの行事があり，一部行

事が重なりまして，すべてに出席できず申し

訳ありませんでした。代理で，色々な方に，

ご出席いただきましたお蔭で，すべてうまく

いきました。また，報告事項の中で，お話致

します。

2．名誉会長挨拶（末廣）

化血研の報道がありましたが，今回は， あ

んまり大事にはならないかと思いますが，不

安を煽るような形で報道されますと，大変な

ことになります。病院におりました時に， ミ

ドリ十字事件が起こりまして， ミドリ十字の

病院での対応を，一手に引き受けました。診

療録がきちっと書いてあれば， もめごとが無

かったと記憶しています。

（神尾）来年, B型肝炎ワクチンが定期接種

という話もありますが，政府は， どのよう
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養成講習会における受講者の推薦について

（別紙）

（熊谷) 11月中旬頃， まず日本小児科医会

から連絡がありまして，小児等在宅医療

地域コア人材養成講習会，要するに，

国が先頭に立って， これから在宅医療

を進めて行こうと，それに対して各地域

でコアとなる人材が欲しい。その人材を

養成するための講習会を，成育医療セン

ターが，国から委託されて実施する。そ

こへの出席者を，募って欲しいいう趣旨

です。期日は， 2月7日です。各都道府

県から，最大3名（中核病院医師・受入

れに取り組む医療機関の医師1～2名）

で，単なる充職ではなく，実際， しっか

りと動く人をということです。 8 ：45～

17：30位まで。座学と， グループ・ディ

スカッションです。推薦者を，各都道府

県の担当局に， 国から依頼していますの

で，県からの指示を待って，医会・学会

地方会，県医師会の3者の協議で推薦し

て欲しい， ということです。締め切り

が, 12月16日ですので，小児在宅医療委

員会の田中先生，常石先生にお願いし

て，前回の委員会で，推薦されてもいい

という人を選んでいただきました。その

方が， 3名，挙がっていました。ところ

が，兵庫県医師会の方から，豊田先生

が， 出席すると宣言されていますので，

あと2名かと思います。常石先生が，飯

島教授と面談され，飯島先生のお考えと

して，子ども総合療育学西村教授と大学

の小児外科の尾藤先生，河崎先生（に

こにこハウス)，常石先生が挙がりまし

た。医会としましては, 1～2名という

ことで， どの先生も実際にやっておられ

る先生と思いますので， 3名の内， 2名

に絞らせていただいていいかということ

を協議いただきたいと思います。田中先

生，何かご意見は？

(田中）地域の先生方をということですの

で，西村教授がそういう担当をされる

ということですから，大学・医会から

の推薦で一人，入っていただいて， もう

一人，尾藤先生となりますと，大学ばか

りになってしまいますので，河崎先生か

と。最初， 3名枠の検討をしていました

ので。この土曜日に， また委員会があり

ますので，事後報告となってしまいます

が，決定したいと思います。

(熊谷）小児の在宅医療ですので，県医師

会の意向を聞いて，医会で決定すればと

思っていました。折角，豊田先生が，積

極的に関わると仰っていますので。県医

師会の力も借りた方がいいということも

ありますので。豊田先生は， どちらの先

生ですか？

(渡辺）神戸市北区の開業医の先生です。

県の方では，介護在宅の常任理事で，熱

心な方で，ずっと取り組んでいただいて

います。先日，市の医師会で，お会いし

ました時に，在宅のキヤリーオーバー

で，成人に移行するところが， なかなか

大変だというような話で，神戸市でもか

なりそういう方が，急増しているという

お話で，対応に困っているということで

した。結局，移行というのが，おかあさ

んが小児の場合は，管理とか色々やって

おられますね。その考えが， ガチガチの

ものがありますので，次，大人の対応の

先生に廻した時に， なかなかおかあさん

とのコミュニケーションがうまくいかな

い例があるらしく， その辺も含めてなか

なか移行が難しいということです。成人

との介護在宅との連携も必要なのかなと

思いますので。豊田先生に小児の方も，
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ことです。この方も，来年2月の認定委員会

で認められることになります。これは， あく

まで認定の暫定制度という形を採っています

ので，正式の発足は，今から， 2年後になり

ます。それまでは，単位を認めるのは，甘々

でしたが， あまり甘すぎるのも良くないとい

う各方面からのアドバイスもありまして，認

める単位を実地（健診人数・予防接種人数）

を十分認めることと同時に，研修集会も，

きっちり単位を，例えば全国集会であれば，

10単位，都道府県集会であれば, 5単位，各

地区の医会主催であれば， 2単位のように，

もう少し厳密にしようということで，今，見

直し中でございますので， まだ， しばらくか

かるかと思います。できれば，今年と来年の

のうちに， 申請していただいた方が，いいと

いう風に，思っています。子どもの心を偏重

しすぎるという意見も， あることは，ありま

す。

もう一つの成育基本法は，議員総会で認め

られて，年が明けて，国会に上程されて通る

かも知れない。ということを聞きました。ま

だ少し，流動的だそうですが。どうしても重

要法案が，先送りされて後回しになるのです

が。うまくいけば，成立するかもしれない。

あくまで理念法ですので，成立したからと

いって，直ちに何が変わるというわけでは，

ありませんが。 15年くらいの医会の悲願が通

るかも知れないというところでございます。

ll月1日に日本小児科医会30周年の祝賀会

がありました。神尾・横山名誉会長と私， 3

名で出席しました。大勢の参加で，楽しい会

でした。

4．学会ニュース（資料のみ）

l)学会HPから；最新情報，学会からの提

言・主張

2015.9.30

．第2回治療ミルク安定供給のためのワー

また，引き受けていただくのもいいのか

なと思いました。

（熊谷）小児科の方も，豊田先生のお力を

借りるというのも， 当然あるということ

ですね。

（渡辺）出来たらいいかなと思います。

（熊谷） 2名ということで， この土曜日の

委員会で，絞っていただくということで

よろしいですか？

（田中）西村教授は，来年4月から小児在

宅医療委員会に入っていただく予定で

す。

（熊谷）大学1名（西村教授） と， あと1

名が河崎先生か，常石先生かですか？今

度の委員会で，決定ということで。

（田中）コアとして働いていただくとすれ

ば，若い先生が適当かと。

（辰己）委員会一任ということで， よろし

いでしょうか？ （承認）

6．報告事項

9）小児在宅医療委員会（田中理事）

（別紙）

12月6日に,第2回小児在宅医療実技講

習会を， 開催します。詳細は，委員会報

告。

（渡辺）今回，加えて兵庫県から松原医務

課長が出席されますので，挨拶を川島会

長に引き続いてお願いしたいと思いま

す。 （承認）

3． 日本小児科医会ニュース（熊谷会長）

今の執行部の大きな命題というか，小児科

医会の活動の柱は， 2つありまして，一つは

「成育基本法」の成立， あと一つは「地域総

合小児医療認定医」の制度の発足でありま

す。認定医制度の方は，お蔭様で発足してス

タートしております。 2年目に入りまして，

一年目は， 637名の認定医が誕生して， 2年

目は， 100名位がすでに申請があったという
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クシヨツプ： 12月13日 （日) 13:00~

17:00 (フクラシア東京5階会議室）参

加費：無料（事前登録制，定員80名）

2015.9.30

・第10回子どもの食育を考えるフォーラム

～肥満と痩せ～:2016年1月23日 （士）

13:00～17:35 (東京飯田橋レインボー

ビル7階参加費：無料（事前申込制）

2015.10.7

・日本小児科学会が推奨する予防接種スケ

ジュール（英文）の改訂について

2015.10.27

・急性弛緩性麻痒/急性弛緩性脊髄炎なら

びに喘息様症状を認める急性呼吸不全症

例の多発について：エンテロウイルス，

68型(EV-D68)による

2015.10.30

・リレーコラムキャリアの積み方－私の

場合にコラム19, 20を掲載

2015.ll.10

・会員限定のお知らせ；

2015年10月6日

薬事戦略相談に関する実施要綱の一部

改正について（医薬品医療機器総合機

構）

2015年10月13日

医療安全情報恥106

「小児の薬剤の調剤間違い」について

（日本医療機能評価機構）

2015年10月16日

「JRC蘇生ガイドライン2015」のオ

ンライン版公表に関するお知らせ」

2015年10月26日

代議員選挙結果について

2015年11月20日

抗インフルエンザウイルス薬の使用上

の注意に関する注意喚起の徹底（厚生

労働省）

2015年11月25日

予防すべき母子感染症の解説について

定期接種・任意接種対象外の年齢小児

へのワクチン接種について

2015年ll月27日

2016年度共同研究等助成金募集につい

て（日中医学協会）

2015年ll月30日

赤ちゃんとお母さんにやさしい母乳育

児支援（仮称）に関するパブリックコ

メントについて（日本助産師会）

2015.ll.12

・日本小児科学会が主催した講習会・研修

会報告の掲載について

2）学会雑誌から

2015.10月号(Vol.119, NQ10)

． 【論策】小児救急患者の時間帯別地域外

搬送率：江原朗，広島国際大学医療経

営学部．

平成20年から24年にかけて病院小児科

が1割弱減少したが，小児の管外搬送率

が高くはなっていなかったしかし，各

年を通じて乳幼児と少年の管外搬送率は

日勤帯で低く，準夜・深夜帯で高い傾向

が認められた

。 【論策】チャイルドシートが交通外傷の

重症度に与える影響と小児科医による啓

発：阿部裕樹ら，新潟市民病院小児科．

チャイルドシートを正しく使用した際の

保護効果の高さが改めて示された小児

科医は，チャイルドシート使用の対象年

齢の子どもを有する保護者に接する機会

が多い”それ故にその使用を積極的に啓

発する必要があると考えた．

2015.11月号(Vol.119, NOll)

． 【原著】小児科医療従事者における百日

咳血清疫学の前方視縦断研究：岡田賢司

ら，福岡歯科大学総合医学講座小児科学
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に医会として，話を進めていくのかにつ

いては, 1回目では， ピントがはっきり

しない印象でした。市民というのは，演

者として参加している，何らかの会に属

している方という印象でした。一般市民

は，少なかったかと思います。

(河盛）コメデイカルが多かったのでしょ

うか？

(日野)Ns.とか行政も居たかと思いま

す。 2回目は， どこをターゲットに設定

するかですが。市民直接にターゲットで

良いのではと思います。

(辰己）その辺りは，例えば，開催すると

して， こちらで決めれるのでしょうか？

(日野）プログラムは，お任せするという

ことでしたので。こちらで，企画をすれ

ばいいかと思いますが。

(藤田） ターゲット，会の目的を決めてさ

れていることかと思いますので， そこ

は，確認しておいた方がいいのではと思

います。

(谷口）この会場は，大きかったですか？

(日野）立派な会場で， いわゆる中ホール

のイメージでした。山田先生が居られた

頃に，市民フォーラムをやっていただい

ていまして，救急関係の市民へのフォー

ラムを開催したいという思いがあり，

予算が， 日小医の予算で出来るのであれ

ば，いいかなという気がしたのですが。

(辰己） 日小医の方が，太いラインは持っ

ておられると思いますので，大きくは変

更できないのでしょうね。

(日野）そうですけれども，今回市川先

生等が中心に作られたトリアージによる

家庭介護力アップということで， カナダ

のトリアージの方法を家庭にということ

ですが， それ一本でというのはという印

象でした。もう少し広げたプログラムを

分野．小児科医療機関従事者における

PT-IgG抗体価有意上昇による百日咳感

染率は低かった一方，抗体保有率は低

く，百日咳感染を受ける可能性がある．

小児科医療従事者は， とくに百日咳ワク

チン未接種の生後3カ月未満児への感染

源とならないよう，諸外国同様，百日咳

に対する免疫を付与することが望まれ

る。

協議事項

2）来年度の日本小児科医会家庭看護力醸成

セミナーの件（日野） （別紙）

11月29日，つくばの国際会議場で日本小

児科医会第一回家庭看護力醸成セミナー

が開催されました。そのプログラムを資

料として出しています。山中日本小児科医

会救急担当理事と，渡辺委員長の方から，

来年度， このセミナーを兵庫県で開催して

欲しいという要請を受けました。費用は，

日本小児科医会がかなりを出すと聞いてい

ます。時期的には，秋くらいでいいのでは

ということです。そんなに多くの出席は無

かったですが，県医師会館の2Fの会場あ

たりでの規模かなという印象です。請ける

べきかどうかご協議をお願いします。

（熊谷）小児科医会救急委員会の目玉です

ね？医会の会員に救急医療について教え

るのではなくて，セミナーで学んだこと

を，診療所に持ち帰って，診療所の医師

から，親に家庭看護力アップについてア

ドバイスするという趣旨ですかね？

（日野）救急医療委員会では， その前に研

修会というのもやっていますので，それ

が，おそらく医師向けかと思います。こ

の位置づけが， どこかといいますと， な

かなか難しくて，医師が家庭に指導する

ために研修すべきものか？コメデイカル

の方なのか，あるいは，直接，市民の方

5
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かつた人が， ある程度分かるということ

は， あるかと思いますので，地道にやる

しかないですよね。いうことが，当然意

味があると思うので，その辺が却って目

的がはっきりしないと，ぼけている部分

があるかと思いますが， 日野先生がこの

委員会でも長年，活躍されていますし，

日小医の救急委員会にも，毎回， きっ

ちりと自腹で， 出ていただいていますの

で，だから，声が掛かったのかと思いま

すので，大変ですが，請けていただいた

らどうかとは思いますが。実際，多分プ

ログラムとか，お金は， 日小医が出して

くれると思いますし，プログラムに関し

て， あまり大きな横槍は，入らないです

よね。自由裁量の面が，かなりあると思

いますので，市井の人を巻き込んでとい

うのは，大変な面があって， 山田先生の

時も，各幼稚園とか，配って，来られた

のが150人くらいでしたか。つくば市の

ような中小都市と，神戸市のような大き

な都市とでは，全然やり方が違ったりし

ますので。ターゲットをどこに絞るか

が，難しいとは思いますが，それは， こ

れから考えていただくとして，折角です

から，県小児科医会で， あるいは先生が

引き受けていただいたらと思います。

(日野）兵庫県小児科医会で請ける形で。

(藤田）救急対策委員会で請けられます

か？それとも，新たに委員会を設立しま

すか？

(日野）救急対策委員会のワーキンググル

ープみたいで，いけるのではと思います

が， いかがでしょうか？

(二宮）救急対策委員会のメンバーを母体

で，協力をお願いするところに委員会か

らお願いに上がるという形でいかがで

しょうか？

作った方が， いいかなと考えます。

(辰己）ある程度自由度があるとして，先

ずは， 開催依頼を請けるかどうかという

ことですので，いかがでしょうか？

(吉田）ある程度自由度があるなら，折角

のチャンスですので， 開催されたらと思

います。

(二宮）実際の電話相談であるとか，急病

診療所での取り組みであるとか， また，

神戸大学には，急性疾患学部門がありま

すので， そういうところの先生のお話し

を企画してもいいかなと思います。

(熊谷） もうプログラムが出来ましたね。

(辰己）細かなところは，数カ月で詰めな

いといけないとは思いますが，開催依頼

ほ受託することに関しましては， よろし

いでしょうか？

(熊谷） 日野先生，委員会で，理事会で

も・ ・ ・ 。

(末廣）尼崎医療センターが出来て，現場

で起こっていることは，大変なのです。

家庭の看護力のトリアージが，滅茶苦茶

な状態です。こういう事をやっても来て

欲しい患者さんは，全然来ません。こど

もの健康週間と同じで， 出来上がった物

で集められた人は，判っている人ばか

りです。本当に判って欲しい人は来ませ

ん。

(日野）確かに， その伝わらないところ

へ， どう伝えるかが大事かと思います。

先日のこの会でも話題になりました。

(末廣）そのやり方を考えたら，有意義か

と思います。

(熊谷）こういうことは，一朝一夕にはで

きないので， これまで救急でやって来た

取り組み，電話相談であったりとかで，

救急受診患者が減ったかというと， そう

でもありませんが，それまで分っていな

織一、
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（横山）今回，第一回目ということでした

が， どういう会なのだろうかと，パンフ

レットが来た際に思っていましたが，主

催は， 日本小児科医会ですか？

（日野）はい。

（横山）茨城県の小児科医会は，今回は，

どうした形で立ち回りされたのでしょう

か？

（日野）共催の形でかと思います。

（寺田）何故，東京でやらなかったので

しょうか？

（日野）救急委員会委員長渡部先生が，茨

城県小児科医会ですので。

（辰己）会長の意向もありますし，強い反

対もありませんので，お請けするという

ことで。 （承認） （継続）

3）次期役員選挙の件（辰己）

任期が来年3月で終わりますので，次期

の役員は選挙になります。選挙管理委員会

を開催して， 日程等決定したいと思いま

す。 2年前の選挙の時の日程にほぼ合して

考えますと，告示1/22(金),立候補届け

出締め切り， 2／4 （木）理事会当日とな

ります。投票用紙の送付を2/19までに，

選挙期日は， 3／3 ． 16時必着。 3／4開票

が案となり，選挙管理委員会を開催したい

と思います。日程は，委員の先生方とご相

談して，決めさせていただいてよろしいで

すね。

（熊谷）いずれにせよ， 3月末で任期が切

れますので, 12月中に選挙管理委員会の

委員の先生方に連絡を取って，委員会開

催の段取りをお願いします。河盛先生に

もお願いして。

（辰己）担当が，私と，八若理事です。委

員は，大石先生，宅見先生，會田先生で

す。

（熊谷）都合のいい日に， 1時間ほど，集

まっていただければいいですね。段取り

を決めていただいたらと思います。平松

さんにもお願いして。まだ，先があるこ

とですが， ここにおられる先生方は，で

きるだけ立候補いただければと思いま

す。 （継続）

4）入退会異動の件（別紙）

新入会：

(10月3日）竹田洋樹

（兵庫県立こども病院）救急集中治療科

退会：

(ll月19日）藤原かよ子

（三田市）藤原内科医院閉院 （承認）

5）その他（別紙）

日本小児科医会社会保険全国委員会（2

／28）出席依頼一二宮副会長に依頼

（承認）

6．報告事項

l)社会保険委員会（二宮副会長) (別紙）

詳細は，委員会報告。

重症児の受け入れ実績を機能強化型訪問

看護ステーションの要件に。

（辰己）小児に対する主治医機能というこ

とですが，時間外の対応というのがあり

ますが， これをしないと，主治医機能を

果たさないということになりますか？

（二宮）そういう条件は，付くでしょう

ね。確かに，厳しい条件は付くかと思い

ます。何らかの形で，今回，年齢枠が拡

がる可能性があります。 （承認）

2）感染症対策委員会（吉田理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

3）小児保健委員会（野間理事）

来週土曜日に，第3回の委員会を開催し

ます。秋に発行されました兵庫県小児科医

会報に，肥満児診察のフローチャートを掲

載いただきましたので， ご活用ください。

4）教育委員会（安部理事） （別紙）

/~、
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詳細は，委員会報告。 （承認） （継続）

（熊谷）総会特別講演は，できれば非医師

にということで，医師でない人に小児医

学のことをもしくは関係ないことでもい

いんですが，去年，夏秋先生に虫の話を

していただいて， 「貧困」もいいのです

が， 「貧困」対策に小児科医がどう関わ

れるかとなるとなかなか難しい面があり

ます。 「貧困」一般の話を聞いても， も

う一つだとも思うのですが。首都大学の

阿部彩先生が，貧困と健康問題について

非常によくやっておられるのですが，そ

の先生を東京から呼ぶのか，安部先生に

調べていただいたところでは，関西国際

大学の道中隆教授もおられますが，学際

的な話です。もう少し検討させてくださ

い。 「六甲山の成り立ち」の話も候補で

すが。

（安部）キッズドア理事長渡辺由美子氏

は，いかがでしょうか。

（熊谷）どちらの方ですか？

（安部）東京です。

（熊谷）阿真京子さんも，関東でよく喋っ

ておられます。埼玉県の方ですね。小児

科と共同で色々な勉強会をしてという話

ですね。丹波のあの方は？

（藤田）活動されてないです。

（貫名）松村淳子先生（京都府健康福祉部

長）は，元小児科医です。

（日野）小児科医ですが，竹内一先生は？

（熊谷）佛教大学の？あの先生も，子ども

の貧困の話をされていますね。

（承認） （継続）

5）編集委員会（多木理事）

先生方のご協力で64号の会報を無事発刊

できました。本日， 65号会報の編集企画会

議を理事会前にに開催しました6

7）救急対策委員会（日野理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

(日野）尼崎総合医療センターで， 1名エ

ンテロウイルスで，呼吸不全があり，弛

緩性麻痒はなかったということです，姫

路日赤の方で，弛緩性麻痒の症例が出た

というのを，松浦委員から報告されまし

た。先程の学会ニュースの中でも報告さ

れていました，エンテロウイルスD68の

症例が出てきており，注意が必要です。

それに関して，厚生労働省の方から，都

道府県の感染症対策課に，弛緩性麻痒

があった場合には，検体を提出するよう

にとの通達が出ていますと，二宮副会長

からコメントがありました。喘息呼吸

不全の症例が，結構出ているということ

で，それに対しては， ウイルス分離の通

達は出ていませんが， そういう症例で

も，調べて欲しいということで，県に対

して依頼をしているということでした。

その件で，二宮先生，何かありますか？

(二宮）これに関連する緊急フォーラムが

各学会で開催され，各学会で調査が入っ

ていますので，分散している状態です。

小児科学会とかが，総括的な調査をして

いただきたいと思います。

(吉田）小児感染症学会出ていませんでし

たが, D68に関する緊急フオーラムが開

催されたようで，その後，感染研の方か

ら， 5点セットの話が出てきて， その話

が出てくる前に，県の方から， 5点セッ

ト ・ 5点セットといわれますが， どう対

処したら宜しいですかと電話が入りま

した。その時点では，弛緩性麻痒があ

れば，請けたらいかがですかとお答えは

しました。その後呼吸障害の症例も出

て，今は，引き受けていただけると思い

ます◎県については，それぞれ管轄の保

健所を窓口として5点セットでお願いで

/ヘミ

風



兵庫県小児科医会報 No.65.201656

（寺田）僕らは， 関係者なので不要です

が，他の先生方， どうでしょうか？ ま

た，時々掲載お願いします。 （承認）

11)経理部（谷口理事）

特にありません。

12）総務部（辰己副会長）

①平成27年度地区小児科医会連絡協議会の

件

10月3日 （土）兵庫県医師会館

活発な意見交換が出来たと思います。

（承認）

②児童虐待防止啓発活動オレンジリボン

キャンペーン2015「ひょうご児童虐待防

止サポーター」メンバー参加依頼の件

（別紙）

主催兵庫県

後援神戸新聞社Kiss-FMKOBE

趣旨には問題なく，事後承認ですが，

例年通り参加しました。 （承認）

③「子どもの心」相談医登録者名簿の件

（日小医） （別紙）

「子どもの心」相談医，全国では，

1,023名。 日本小児科医会の方から， こ

の相談医の名簿を各都道県教育長に公表

している。日本小児科医会ホームページ

にも公開していますとのことで，通達が

来ています。 （承認）

④第26回こどもの健康週間，兵庫県大会

（10月18日開催) (別紙）

六甲アイランド甲南病院太田先生が担

当されましたが，盛会であったと聞いて

おりますが，二宮先生何か？

（二宮副会長）参加人数ですが， オープ

ン．スペースなので，太田先生に確認

しましたが，流動的で数を掴めません

が，盛会でした。

（熊谷）来年は，兵庫医大でしたか？

（辰己）竹島教授です。 （承認）

きると思います。

（二宮）神戸市に関しては，上谷先生に確

認していただきましたが， 同様の状況で

す。

（日野）来年5月1日のこども病院の移転

に際して，あらかじめ重症患者を中央市

民病院に一時転院を依頼する関係で， 中

央市民病院の小児科病床の削減と相まっ

て，救急患者の受入に支障が出ることも

予想されるので，二次救急の輪番病院も

協力をお願いしたい旨， 山川委員より依

頼がありました。

（小阪）循環器科等は，すでにお願いでき

ないかの打診をしており，私も実は，血

液疾患患児について打診していますが，

かなり厳しい状況のようです。

（日野）ゴールデンウイークが大変になり

ますね。 （承認）

8）ホームページ委員会（寺田理事）

特に変化ありませんが，パスワードの変

更を実施しました。MLを作成して，時々

呼びかけていますが，各地区で学会・講演

会とかありましたら，地区のMLへ出し

ていただきましたら， ホームページに掲載

します。

（渡辺）地区のMLのアドレスの抜け

が， なかなか埋まりませんね。

（寺田）なかなかPCを使われない方と，

また，地域の事情があるようで。三田市

が， なかなか連絡困難な状況で，江原先

生にお願いしてよろしいでしょうか？

（熊谷）請けていただけるなら， よろしい

かと。 （承認）

10)広報部（河盛副会長）

10月, 11月FAXニュースを配信してい

ます。ホームページのパスワードですが，

9月･ 10月･ 11月と載せていますが， どう

しましょうか？

/へ､

/釦、
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⑤司法面接検討会（被害確認面接手法確立

検討会）の件（別紙）

兵庫県病院企画課長からの案内。

年2回開催でしょうか？理事会のメー

リングリストには，流しましたが, 11月

10日18時ということで， 出席難しく， 出

席しておりません。次回，参加希望の先

生がおられましたら，次回， メーリング

リストに流しますので，宜しくお願いし

ます。 （承認）

⑥「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事

業」に関する医療品副作用被害救済制度

の請求期限の周知の件。 （別紙）

定期接種化以前に行われた「子宮頸が

ん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づ

くワクチン接種による被害救済措置は，

PMDA法に基づく救済措置となります

ので，その救済制度は， 5年間の請求期

限がありますので，その期限が順次来て

おりますので，その周知を徹底していた

だきたいという通達です。 （承認）

⑦平成27年度乳幼児突然死症候群(SIDS)

対策強化月間の件（別紙）

例年のことですが，毎年ll月が対策強

化月間となっています。診断基準では，

解剖が必須であることは変わっておりま

せん。 （承認）

⑧兵庫県小児医療協議会（8月27日県庁へ

の陳情及び10月29日) (別紙）

第14回兵庫県小児医療協議会会議録。

（陳情時のまとめ）

（熊谷会長）去年も行きましたが，訴え

続けるということと，返事をし続ける

ということですが，少しずつ，理解は

得られてきていると思います。松原

課長が，比較的フランクな方で， 「ど

んどん言って来て下さい｡」と仰って

いましたので。当てにしますが， 当て

にした頃には，担当者が代わってしま

うということがあります。とくに，藤

田先生から言っていただいた， 「保育

所への採用の時に， きっちり感染症

のチェックをして欲しい｡」について

は， なかなか大事な意見だとのコメン

トをいただきました。障害児のこと

も，引き続き， もう少し実際を把握し

よう，実情把握に努めたいということ

を言っておられました。飯島教授の方

から，来年の吉馴記念講演会で，在宅

医療をテーマに開催すると言っておら

れました。県の職員も， 出てくれると

いうことでした。少しずつ，理解が得

られているなという気がしています。

聴覚スクリーニングについては， よく

判っていないようでマニュアルを作っ

たところで終わりとなっています。実

施率は，県内で向上しているそうで

す。一次医療に関しては，本来市町が

担当するところですが，県は， ほとん

ど把握していないようで， しっかり把

握したいとのことです。深夜帯の救急

については， もう少し広域で考えた方

が， いいのではないかと進言していま

す。小児科医を増やす対策ですが，県

の回答は，県の職員として，各大学に

学生枠がある。それが， 9年間の縛り

で，各地区に行っているので, 1年間

に6～7名あるので， リタイアする人

があっても， もう何年かすれば，充足

してくるだろうという，甘い見通しを

言っていました。この会は，毎年， こ

ちらからの要望を県に伝えて，県の方

も，全く知らない，判らないこともあ

るようです。知ってて，知らないふり

をするところもありますが，やはり，

地道に言い続けることだなと思ってい

'へ､

瓜
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保健における医師の役割を考えよう」を

開催， 「小児科医と学校医」アンケート

集計・解析中，平成28年総会フオーラム

において「自尊感情を育む～乳幼児期の

基盤形成」のテーマでシンポジウム開催

予定)，社会保険委員会（種々の要望提

出するも,厳しい反応で， ほぼ却下され

ている由，平成27年度診療所小児科医業

経営実態調査アンケートー有効回答率

23％，平均年齢63.7歳，平均レセプト枚

数700枚，平均点数568点で前回と変化

なし)，学術教育委員会（大分フオーラ

ム，参加者1,167名の予想を上回る参加

者を得た。来年は，米子。それ以降，

富山，横浜，京都（30回）が候補地に。

第12回生涯研修セミナー（佐賀）は，平

成28年10月10日開催｡), 「子どもの心」

対策部研修委員会（東京開催，前期564

名，後期458名参加。第3回子どもの心

研修会（導入編）は，参加者210名, 28

年度第18回子どもの心研修会は九州大学

にて開催予定)， 「子どもの心」対策部

認定審査委員会新規登録者136名，更新

者148名（更新率72%),相談医登録者数

(2015年10月1日現在-1,023名，兵庫

県63名)，小児救急医療委員会（第5回

地域小児医療救急全国協議会於別府

国際コンベンシヨンセンター，参加者64

名，第1回小児救急研修会は，平成27年

10月18日東京にて開催。第1回家庭看護

力醸成セミナーを11月29日つくば国際会

議場にて開催)，地域総合小児医療検討

委員会（認定申請があった637名につい

て理事会で承認。第1回指導者講習会，

CPJマスター（地域総合小児医療認定

制度指導者)，認定医更新の説明，平成

29年度認定医規定の改定に向け，①資格

条件としての小児科専門医について，②

ます。次回は， 5月の19日にこの協議

会を開いて，来年の8月に，要望事項

をまとめたいと思っています。

『 （承認）

⑨平成27年度日本小児科医会近畿ブロック

連絡協議会の件（別紙）

11月14日 (jz) ,新・都ホテル（京

都）で， 開催されました。出席者は36名

で， 当会からは，熊谷会長神尾・横山

名誉会長，藤田・河盛・辰己副会長が参

加しました。まず，吉岡博京都小児科医

会会長より， ご挨拶があり， その後，

自己紹介がされました。続いて， 日本

小児科医会木野副会長のご挨拶があり

ました。木野先生からは, 日本小児科

医会の現況，特に地域総合小児医療認

定医の件，公益社団法人化の件，成育

基本法の進捗状況, 11月1日に開催され

た日本小児科医会30周年記念式典等の報

告がありました。 9月19日に開催された

第1回日本小児科医会中部ブロック・近

畿ブロック合同会議（当会からは，藤田

副会長出席）が成功裡に終わり，好評で

あったということで，今後も引き続き，

開催されるのではないかと思います。続

いて， 日本小児科医会各委員会から報告

がありました。法制委員会，広報委員会

（査読制度検討中一小児科学会の指導医

を取るのに，最近5年間に，共著でもい

いから，査読制度のある雑誌に論文が

投稿されていることという条件あり），

ホームページ委員会（専任のweb専属

者を雇用)，公衆衛生委員会（予防接種

委員会から名称変更，多くの活動あり，

12月6日に東京医大講堂で，第1回「予

防接種・子どもの海外渡航」を国際部と

共催で開催)，公衆衛生委員会乳幼児学

校保健部会（平成28年2月14日， 「学校

/~、

風
一
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勤務医の地域貢献活動とその研修につい

て，③認定医の名簿公開についての方

針） 。

続いて,近畿ブロック各府県医会か

ら，活動報告が行われた。今回京都小

児科医会からは， 日本小児科医会の代議

員選出方法に関するアンケートがありま

した。選挙の際に通知一兵庫県でした。

現在の方法を良いとは思わないとするの

は，京都府でした。意見として， 日本小

児科学会と同様の方法が提案されていま

した。この結果については，京都府小児

科医会会長日本小児科医会理事が，理

事会で報告するとの由。

その後引き続いて，懇親会が開催さ

れ，次回は奈良県小児科医会の主催で行

われます。

（熊谷）代議員の選出方法について，兵

庫県は妥当な回答を示していて，会員

に周知し，告示しているということ

と，要望としては，全国統一された選

出方法が望ましいとしました。いい意

見であったと思います。吉岡理事が

今回のアンケート結果を纒めて，要望

として提出するかというとそうでも

ないようで，理事会での報告となるよ

うです。まだまだ＃ ，これで何が決まっ

たという訳ではありません。 （承認）

⑩抗インフルエンザウイルス薬の使用上の

注意に関する注意喚起の徹底について

（厚労省ll月18日付) (別紙）

特に変更なく，異常行動との関係も証

明はできないが，そのまま10歳以上の未

成年者については， タミフルの使用を

差し控える等，厚労省のQ&Aで注意喚

起。

13)その他

「B型肝炎母子感染予防の実態と小児B型

肝炎キャリアの検討」 （二宮）

以前，兵庫県小児科医会会員に小児ウイ

ルス肝炎に関するアンケートに協力依頼の

あった大阪府立急性期・総合医療センター

小児科高野智子先生より，お礼をかねて別

冊が届けられました。御詳覧ください。

（承認）

/凧、

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

● ●

： ［お知らせ］ ：

： ～ 」、児医学講座 ：66回ノ弟
● ●

● ●

● ●

l. 日 時 平成28年10月22日 (Jz) 15:00～17:00● ●

● ●

2．場 所 兵庫県医師会館2階大会議室● ●

● ●

3．講 演● ●

● ●

①「食物アレルギー児が元気に育つために我々ができること● ●

●

～勤務医アレルギー専門医が考える好ましい病診連携のあり方～」 ：●

●

神戸市立医療センター神戸中央市民病院小児科医長 岡藤郁夫氏 ：●

●

②「食物アレルギーの診断におけるアレルゲンコンポーネントの役割」 ．● ●

●

あいち小児保健医療総合センター 副センター長伊藤浩明氏 ・● ●

● ●

● ●

③共催兵庫県小児科医会 ．
●

● ●

●

サーモフイッシヤーダイアグノステイック株式会社 。
● ●

● ●

●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 、●●●●●●●●

瓜
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が，開催され，去年以上の参加者がありまし

た。今回は， コメデイカルの方々も，多く参

加いただきました。非常に有意義な会で， ま

た，次年度も開催されると聞いております。

渡辺先生，二宮先生，本日ご欠席の田中先

生，その他お世話になった方々に，厚く御礼

申し上げます。

学会ニュースで，小児科学会雑誌本年1月

号に五十嵐会長が色々と今後の小児科医小

児科学会の方向性について，述べられており

ますね。勿論，研究を推進することは，勿論

ですけれども， それ以外には，女性の登用，

女性医師を大事にしよう，理事会にも女性理

事が加わりました。また，実地医家の意見を

聞こうという姿勢を示されています。兵庫県

から，江原先生が，前期から理事として， 出

ていただいています。 もう一つは， プライマ

リーケアを重視しようということもされてい

ます。 もう一つは，保育園とか，一日10何時

間も過ごす，保育園の健康管理に， もっと小

児科医が関わるべきだと述べられています。

このように実地医家のこともを取り入れてい

ただけるのは，大変ありがたいことかと思い

ます。むしろ， 医会の方に，学会の方が近

づいて来られたような気もしています。五十

嵐先生が仰るには，学会・医会・小児保健協

会・外科系の関連学会ともとも協力し， オー

ルジヤパンで，子どもを守ろうという意図

で，書かれたと思います。また， ゆっくりと

ご一読ください。今日もまた，いくつか大事

なことがありますので，宜しくご協議ご審

議お願い致します。

【第6回】

日時：平成28年2月4日 （木）

午後2時30分～4時45分

会場：兵庫県医師会館

出席者：熊谷会長末廣神尾横山各名誉会

長，河盛，二宮，辰己各副会長渡

辺，小阪， 日野， 田中，多木，安部，

谷口，八若，佐野，野間，貫名，吉

田，米谷各理事，服部，森岡各特定理

事，森川監事，早野議長，筒井副議長

【司会：辰己副会長】

1 ．会長挨拶（熊谷会長）

2月ですが，今年初めての理事会です。今

日が，次期理事・監事の立候補締め切り日

で，締め切り時間まで後, 1時間25分です。

今日も色々と，協議事項ありますので，宜し

くお願いします。

先週末から， インフルエンザが流行ってき

ました。ワクチンが，今年から4価になった

ということで，感染阻止率が上がるのではと

言われていますが，いかがですかね？考えて

みたら， 3価が4価になっただけですから，

せいぜい4/3倍ということですからね。接種

率も， 日本では，元々25％位ですか？現場で

は，掛かりにくくなったとか， ということは

あまりないかと思いますが，専門家の解析を

待ちたいと思います。接種数も減ったのかど

うか。

12月には，理事会の後，忘年会，沢山の方

に， 出席していただき，ありがとうございま

した。中村肇，松尾雅文名誉教授にも出席い

ただきました。その席上，後程協議事項とな

ります「平井乃梅」の話をしていたただきま

した。筒井先生からも， ご説明いただきたい

と思っています。兵庫県の小児医療の黎明期

に， ご活躍いただいた先生のお話です。 12月

6日には，第2回の小児在宅医療実技講習会

/-hi

風
）

名誉会長挨拶その1 （末廣名誉会長2

一昨日， 80歳になりました（拍手)。理事

会，各委員会に多くの先生方が参加していた

だいて，非常にありがたいと思っています。

日曜日に尼崎休日夜間急病診療所に出務しま

したが，一気に患者さんが増え， インフルエ
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但し，原則としてlヵ所の保険医療機関が算

定するということです。 (2)当該診療料を算定

する患者からの電話問い合わせに対してゥ原

則として当該保険医療機関において，常時対

応を行うこと。 (3)急性疾患を発症した際の対

応の仕方や， アトピー性皮層炎・喘息等乳幼

児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等につ

いて，かかりつけ医として必要な指導及び診

療を行うこと。 (4)保健指導｡ (5)予防接種に関

する業務。 (6)他の無保険医療機関と連携の

上，患者が受診している保険医療機関を全て

把握するとともに，必要に応じて専門的な医

療を要する際の紹介等を行うこと。 (7)上記の

指導・健康相談等を行う旨を，患者に分かる

様に院内に掲示すること。となっています。

施設基準は, (1)小児科外来診療料の届出を

行っている保険医療機関であること。 (2)時間

外対応加算1又は2の届出保険医療機関であ

ること。 （届出医療機関一現在， 日本小児科

医会の調査では，約20％程度｡） (3)小児科又

は小児外科を専任する常勤の医師がいるこ

と。 (4)以下の要件のうち， いくつか（未定）

に該当すること。①初期小児救急への参加。

等々･⑤まで。点数については，初診料／再

診料の5～10％程度とか。目下協議中です。

包括に持って行うという意図があるようです。

(二宮） 2/28日本小児科医会社保全国委

員会で，詳細確認してきます。

（辰己）色んな意図がありそうで注視が必

要ですね。

3． 日本小児科医会ニュース（会長）

1つは， 「成育基本法」ですが， 国会に上

げて今年の通常国会で通りそうだと, 12月の

末に松平会長から直接伺いましたが，本当か

いなとは思っています。日本小児科学会から

も出ていますので， オール小児科で取り組ん

でいますので，通るかも知れません。

もう一つの「地域総合小児医療認定医」で

ンザのA型, B型ともに流行っています。予

防接種をやっている方も，かなり罹っていま

す。家族が多いほど接種率が低く，家族全員

が罹っている場合もあります。現場の職員に

は，感染者が見られませんから，かなり予防

効果はあると思っています。

名誉会長挨拶その2 （神尾名誉会長

県立こども病院が， 5月1日に移転します

ね。電子カルテになるので，大変と伺ってい

ます。移転がスムースにいくかどうか。ま

た，本件についてお話しいただけると思いま

す。神戸中央市民病院が入院受入れが困難な

状況もあるようです。

'“

名誉会長挨拶その3 （横山名誉会長） （別紙

今年届いた年賀状に， 「先生方が頑張って

いる姿を見ると，私ももう少し頑張らないと

いけないと思っています｡」というような，

うれしいメッセージが添えてありました。

1月29日， 中医協の総会が開催されまし

て，翌日には発表されていましたが，小児か

かりつけ医の評価が， この度，出来ることは

間違いないと思います。 「小児科のかかりつ

け医機能を推進する観点から，小児外来医療

において，継続的に受診し， 同意のある患者

について，適切な専門医療機関等と連携する

ことにより，継続的かつ全人的な医療を行う

ことを総合的に評価する｡」というもので，

小児かかりつけ医診療料（処方菱を交付する

場合，処方菱を交付しない場合）を新設し，

下記以外が包括となります。 (1)初診料，再診

料及び外来診療料の時間外加算休日加算，

深夜加算及び小児科特例加算, (2)地域連携小

児夜間､休日診療料， (3)院内トリアージ実施

料， (4)夜間休日救急搬送医学管理料， (5)診療

情報提供料(IXn), (6)往診料（往診料の加算を

含む）算定要件として, (1)3歳未満で当該診

療料を算定したことのある患者については，

未就学児まで算定できる。ということです。

“
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すが， 12月に小児科医会の制度と，小児科学

会がそれに参入，賛成するための調整の拡大

の4者協の懇談会があって，結論は，総論賛

成，各論まだまだということです。オール小

児科で小児医療をアピールして行って，先程

も言いましたように，五十嵐先生もプライマ

リーケアを重視するということを仰っていま

すので，そのために，地域を主眼にした医療

が大切だというところでは，皆一致してい

ます。一致しているけれども，小児科医会の

方は，専門医制度の2階立て， 「小児科専門

医」の上に「小児循環器専門医」 「小児血液

専門医」 「新生児専門医」と，横並びで「地

域総合小児医療専門医」を作りたいと8年前

から小児科医会が唱えていることです。医会

以外がワシと反対してきて，最近では，小児

科学会も，小児科医会案に賛成の姿勢があり

ましたが， きっちりとした「地域総合小児医

療専門医」を作るためには， もっと厳しく，

例えば試験制度をするとか，具体的に目で見

える試験がないと駄目だということです。そ

れは， もっともです。果たして，医会が唱え

る「地域総合小児医療専門医」に試験制度

が，馴染むのかとか，例えば，予防接種をし

ている，地域で健診をしている，校医をして

いる等を， どうやって目に見える形で，評価

するのか。難しいので，そこでまた振り出し

ではありませんが，一歩後退，二歩前進とこ

ろでしょうか。数日前の話では，神川副会長

等は，一寸立ち返ってやり直そうかという意

見があるのですが，個人的には，小児科医会

単独の制度で良いのではないかと思っていま

すので， そういう意見も言っていますが，

中々止まらないというか，昔から取り組んで

おられる先生方は，思い入れが強く，何とか

したいと考えておられるようです。今の認定

医制度， これは，そのまま維持して行って，

新たな専門医制度はもう少し時間が掛かるか

と思います。するにしろ， しないにしろ。日

本小児科医会次回理事会は， 3月。次回委員

会は， 4月かと。

日野先生から， また話があるかと思います

が， 日本小児科医会救急医療委員会が，今

秋に， 「家庭看護力醸成セミナー」を神戸で

やって欲しいといわれて，一応，請けました

ので，後程， ご審議いただきます。

．協議事項

1）定時総会の件

①日時： 7月2日 （土）場所：未確認

②特別講演と一般演題の件

特別講演

（熊谷）子どもの貧困をテーマにという

案もありましたが，忘年会の席で， 中

村肇名誉教授が， 「平井乃梅」の話を

されて，その後，別の会で筒井先生か

ら，特別講演を中村先生にもお願い

してみたらとの助言もあり，会長判断

として， 中村名誉教授にお願いしよう

かと思っています。医師でない方を，

特別講演講師にという一つの基準があ

りますが，承諾いただければと思いま

す。実は， 中村先生には，筒井先生を

通じて， この日を開けていただける

ようには，お願いしております。内容

は， 「平井乃梅」だけでは，参加者が

少ないだろうというのもあって，藤田

副会長からのお知恵も借りて， 「過去

から未来を見る」というか，兵庫県の

小児医療の黎明期を大いに語っていた

だいて，未来を傭撤する話をお願いで

きたらと，お伝えしています。

（藤田）中村先生にも出会い，お伝えし

ています。講演の内容についての構想

は，伺っています。将来の話も。

（筒井）石の話と， 「平井乃梅」－ （別

紙）の話は別といえば，別の話なので

5
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調べましたが，前の学長にも確認しま

したが，福井大学には無いという返事

でした。昭和25年，終戦後しばらくし

てから，長澤先生らが，平井先生を顕

彰するのに， 「平井乃梅」という石碑

を，神戸大学で，廣厳寺に建てられま

した。そこに，遺髪を入れて，梅の木

を植えて，石碑が建てられました。と

ころが，だんだん忘れられて，訪れる

人も少なくなってきて，阪神大震災後

は，何処に行ったか，判らなくなって

いました。平井先生は，三重県の出身

で，三重大学の北村先生が熱心に伝記

を書いておられます。それが本になっ

ていますが，北村先生自身は，震災前

に廣厳寺の「平井乃梅」石碑は，見て

おられますが，震災後は見たけれどな

くなっているということで， また， ご

高齢で，連絡を差し上げても返事をな

かなかいただけない状態です。今回の

発端になったのは，大阪市大の「鉛中

毒」専門の堀口先生と，神戸大学の同

じ衛生学の西尾先生らが，一生懸命に

なって「平井乃梅」の石碑を，探され

ました。なかなか見つからなかった

のですが， このお二人が，廣厳寺で，

瓦礫の中から，見つけられました。

どこに再建しようかと，その先生方か

ら，声を掛けられて，京都に持って行

くにも敷地が無い，廣厳寺も，維持費

の問題もあって管理出来ないというこ

とでした。持って行くか，潰すかとい

う話になりました。一旦諦めて，何人

かだけ集まって，石を潰そうという話

になっていた時に，神戸大学解剖学寺

島教授が，見つけられて， また，そこ

に中村名誉教授の賛同があって，結局

のところ，神緑会が中心となって，神

すが，ついでに， ここで，石碑の話を

させていただきます。中村名誉教授と

石碑の話をしている時に，総会の特別

講演の話が出ましたので，小生から

講演依頼した訳ではありません。今年

の，特別講演のテーマは， ほぼ決まっ

ていますので，兵庫県小児科医会でご

講演をお願いしするとしても，来年に

なるかも知れませんが， ご了承くださ

いとは，お伝えしました。石の再建の

趣意書を，本当は，今日の会に間に合

うように，神緑会から， 出してもらう

という話を中村先生とお話ししていた

のですが，本日，出ていないようです

ので，私の書いた趣意書を資料に入れ

ました。 「平井乃梅」の石碑というの

は，平井銃（いく）太郎先生，京大の

小児科初代教授ですが， この先生が，

非常に偉い先生で， いわゆる「粉白

粉（おしろい）の鉛中毒」の発見者

です。明治37年の第2回日本小児科学

会兵庫県地方会で講演されて，それか

ら退官されるまで23年間毎年， ご自

分で講演されるか，誰か講師を推薦さ

れて，毎年来られたようです。その後

も，昭和19年12月まで，毎月，京都か

ら欠かさず来神され，翌年終戦の年1

月に，亡くなられました。戦争中も一

月も休まずです。 「神戸雑誌会」とい

うのを，主宰されました。その後，

長澤小児科の長澤亘先生が，主宰され

ました◎平井先生は，全く無報酬で主

宰されたようです。その門下生のなか

に，吉馴記念講演会の吉馴先生がおら

れました。 「神戸雑誌会」の記録とい

うのが，膨大な資料としてあって，そ

れが福井大学医学部の図書館にあるこ

とになっていますが， ところが，大分

'…、

'凧
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戸大学の敷地の中に再建し顕彰しよう

ということになりました。 「神戸雑誌

会」というのは， 日本小児科学会兵庫

県地方会， どちらかというと兵庫県

小児科医会のルーツという感じがする

のですが，再建するには，今の状況で

は， 「神緑会」が中心となって，兵庫

県小児科医会と兵庫県地方会に趣意書

を出して，三者で再建しようという雰

囲気になっています。三者で費用を

負担する形で，今日は，その趣意書が

廻っていませんが，程なく廻って来る

時に，小児科医会として参加するかと

いうことが一点，参加するときに，

中村先生と話をしたのでは，再建の費

用は30万円程度で，兵庫県小児科医会

としては， 10万円程度かとされていま

す。不確かですが。負担をどうするか

ということを踏まえて， ご協議いただ

けたらと思います。

(熊谷）ご丁寧に説明いただきました。

元々， 「神緑会」で，昨年10月に中村

先生が講演されましたのですね。 「平

井乃梅」の石碑は， 医学部ではなく

て，全学として保存するということで

すね。

(筒井）中村先生の話では， 「神緑会」

が中心となって，場所は，神戸大学の

敷地内に提供いただいてという話か

と。地方会の方は， 中村先生が交渉さ

れますが，小児科医会として加わるか

ということです。

(熊谷）元々は，学会地方会ですが，医

会とも繋がりが深いので,偉大な先生

ですし，医会も何とか協力をと思って

おります。当初は，総会でこういう話

をしていただいたら，医会会員の同意

も得られやすいという目論見もありま

した。ここで意見が出ましたので，医

会として加わるか否か，加わるとした

ら，費用負担を有志で出すということ

も含めて，検討いただきたいと思いま

す。

(末廣）京大の小児科は，小児科に入局

しますと，平井先生の鉛中毒の話を多

く聞きます。京都は，花柳界が沢山あ

りますので， 白粉を塗ります。乳房に

も塗りますので，おっぱいから子ども

にも行って，鉛中毒になったというこ

とを言われました。化粧品は，非常に

気をつけなければいけないということ

を聞きました。もう一つ，森永の砒素

ミルクの件がありましたね。あれも，

京大小児科です。京都の小児科が，森

永の砒素ミルクと言った際に，京大か

ら阪大に行かれた教授が「ミルクは関

係ない｡」と言われ， その先生は，京

大の小児科， 同窓会に来ることまで，

拒否されてしまいました。

小児科の地方での会というのは京都

では，あまり開催されなかったのです

が，神戸では非常に熱心にやられてい

たということは聞いていましたので，

大学院の時に，神戸中央市民病院が非

常に困っているからということで，院

生であるにも関わらず，初めて，神戸

中央市民病院に手伝いに行きました。

たった3人しか，京大の小児科に入ら

なかった時に， 3人が交代で行った際

に，石垣先生に会って， こんな偉い

先生がおられるということになりまし

た。ずっとここ神戸に関係があります

ので， 出来ましたら， しかも神戸大学

には，先輩の先生が教授になっておら

れますから，神戸大学の土地に，それ

があるということは，僕は，非常に良

〆懸､、
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は，兵庫県への後援依頼も考えていこう

という話も出ております。日時なんです

けれども，予定を書いておりますが，

去年がll月29日でしたので，今年のll月

27日 （日）を第一候補として考えていま

す。プログラムは，一応，家庭看護力と

いうことで，家庭でのトリアージの仕方

というのを，救急医療委員会で考えられ

て，それを中心に講演されるということ

で，それに，色々な内容を考えていけば

良いということで，一応，私が思いつく

内容を書きました。その後の進展があり

ました。予算は， 日本小児科医会が持

ち，場所は，県の医師会館での予定とし

ております。内容なんですけれども，市

民公開のセミナーという形で，市民に対

する啓発的な，セミナーを行えばという

ことで，考えております。

本来は, 1月24日（日）に日本小児科

医会の救急医療委員会が開催されて，

日時とか，大枠の内容も協議いただく

という話でしたが， その日が西日本の大

雪の日で，流会となってしまいました。

まだ，ペンディングの状態です。内容に

関して，担当の山中理事の方から， メー

ルをいただいておりまして，次のぺージ

に去年のセミナーの内容が出ているので

すけれども， 日本小児救急医学会の市川

理事長（小児救急医療委員会副委員長）

が，基調講演は是非したいということ，

それから，委員長をされています茨城県

小児科医会の渡辺委員長も，小児救急医

療の利用の仕方について講演をしたいと

いうように，題は， 日本小児科医会の方

が，決めてこられるのではないかとお聞

きしております。後，市民団体の方で，

阿真京子さんの団体（知ろう小児医療を

守ろう子ども達の会）からも参加すると

いと思いますので，宜しくお願いしま

す。平井先生，服部先生というのは，

京大小児科，あるいは京大に籍を置い

た先生は，神様みたいな先生と思って

います。

（辰己）異論等なければ，賛同させてい

ただく形で， いいかと思います。趣意

書が，届きましたらまた理事会で諮り

たいと思います。

（熊谷）講演会の後に，有志から募って

もいいかと思います。特別講演の演題

名は， 中村先生にお任せということ

で。 （継続）

一般演題

（安部）感染症対策委員会が， いくつか

のテーマで取り組んでいるので， その

中からご発表いただけたらと思いま

す。

（吉田） 4週目に，委員会がありますの

で，その中で決定したいと思います。

（辰己）では，宜しくお願いします。

（継続）

懇親会

（辰己）第一模ですね。 （承認）

2） 日本小児科医会第2回家庭看護力醸成セ

ミナーの件（別紙）

（日野）前回の理事会で，今秋に日本小児

科医会第2回家庭看護力醸成セミナー

を， 開催するということを決めていただ

きました。その後， 日本小児科医会救急

医療委員会で， また，検討があるという

ことでした。

1月の総務会，小児救急対策委員会で

の協議内容を資料として加えています。

日本小児科医会第2回家庭看護力醸成セ

ミナーは， 日本小児科医会主催，兵庫県

小児科医会共催の形で行います。今後，

兵庫県小児科医会，兵庫県医師会あるい

銅
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いう話も聞いておられるようです。これ

も，いいのではと考えています。そうい

う話になってきているのですが，先ず，

準備を具体的に決めることは，小委員会

を，救急対策委員会を中心として，設け

たことをお認めいただいて，そこで， も

う少し具体的な話をしていただきたいの

ですが,前回の救急対策委員会で小委員

会の構成について，会長，二宮副会長

上谷委員長,服部教授，森岡教授，神戸

こどもの石田先生，六甲アイランド甲南

病院太田先生， 日野が挙がっています。

委員会からは，家庭での色々な健康を守

ろうということでは，小児保健委員会と

のタイアップが非常に大切ではないかと

いうことを言っておられまして，小児保

健委員会からの委員も入ってもらったら

どうかという意見も出ています。その辺

りの構成を本日協議いただいて， もう少

し具体的な考えを持って， 日本小児科医

会の小児救急対策委員会に諮っていきた

いと思っています。

(辰己）小委員会をどうするかですね。

(熊谷）このセミナーは， 日本小児科医会

の行事ですが，兵庫県小児科医会として

も共催という形を採って，来年度の大き

なイベントの一つとなると思いますの

で，積極的に関わっていきたいと思うん

ですね。日野先生が中心となって，やっ

ていただくこととなると思うのですが，

中々難しい処もあって，当初言われたの

は，兵庫県でやりますので，兵庫県小児

科医会の好きなようにやってくれという

ことでしたが， 中々そうもいかなくて，

兵庫県では，服部先生に講師をお願いし

て，醸成力という言葉もなんだかおかし

いし，副題を別に付けようとかの話も

在ったのですが，金を出すのは， 日本小

児科医会ですので。好きなようには，で

きる部分が少ないようには，思います。

一つには， 日野先生は， 日本小児科医会

小児救急医療委員会委員ではないという

点，窓口はあっても，お互い顔を合わし

てデイスカスする場がないということが

あって， 日野先生にも委員会に出ていた

だこうとしましたが，会が流会となって

しまいました。次回にでも出ていただい

て， もう少し， こちらの意見， どこまで

できるかというのを， 出来ればこちらが

半分くらい，あるいは半分以上を，折角

引き受けるのですからやらないとと思い

ます。開催場所を貸すだけでは，面白く

も何ともありませんね。

また，人集めだけでも面白くないの

で。その2題は，向こうに譲っても，後

の3～4題位は， こちらで出来たらどう

かと思います。そのメンバーとしては，

仰ったようなことで良いと思います。

メールを見ていると，黙っていると， ど

んどん向こうで決められてしまう感があ

ります。こちらで， どんどんと出して

いって， こうやりたいのだがどうだとい

う形でいかがでしょう。先生， 出来るで

しょう。

(日野）市民向けということなら，本来土

曜日開催が良いと思うのですが， 日本小

児科医会小児救急医療委員会の先生方の

参加を考えますと，やはり，昨年とおな

じような日曜日の開催， しかも時間的に

も, 13時から16時までの3時間程度が，

ほぼ決まりということになるかと思いま

す。そうしますと，昨年の8題という演

題数というのは， ちょっと多すぎて，前

に出てしゃべったということ位なので，

もう少し， ある程度まとまった話をして

いただきたいと思います。そうすると，

/…、
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！ した2件のアンケート内容です。

（熊谷）他の委員会とか，いかがでしょう

か？小児救急対策委員会は， いかがで

しょうか？

（日野）阪神南圏域での，救急患者動向

を，今の時点では，データが集まってい

ないので。

（末廣）この年末年始のように， インフル

エンザの流行がなかった時期と,流行が

見られる時と，様相が全く違うでしょう

し。長く観ないといけませんね。

（吉田） ヒトメタニューモの続報も加え，

3題ということで。 （承認）

4）ワクチンセミナーin神戸の後援依頼の

件（別紙）

（熊谷）ジャパンワクチンの方から，後援

依頼が入っています。プログラムは， こ

こにありますように藤岡先生に講演して

いただいて，後，パネルディスカッショ

ンで，過誤の対策ということです。初め

は，共催にしてくれないかということで

したが， といいますのは，神戸市の方が

演者に入っていますので， メーカーだけ

だと役所はオーケー出ないそうで。県の

医会は,"共催は中々難しく，今までも例

がないということで， お断りしていま

す。後援につき， ご了承いただければと

思います。

過誤という言葉は，止めたらどうかと

i いうことを言いました。 「接種間違いと

か｡｣，判り難いし。大倉先生には伝えた

のですが6

（辰己）事故ですよね。事故も嫌ですね。

（寺田） 「安全な予防接種をするために｡」

は，いかがでしょう。

（二宮）そういう言葉がいいですね。あり

がとうございます。

（熊谷）そうですね。

こちらで2題か3題しか出せないとなる

、 と，小委員会で集まっていただいても，

案の検討が難しいかと思います。本来

は,1月に日程とか決まれば， ある程度

の日程で，演者とかもそろそろと考えて

いましたが， 日程が決まっていなくて，

演題も中々となると，頼む人も難しいの

ですが，服部教授にはお願いしたいと思

います。

（熊谷） 3人～4人の候補を作っておい

て，候補に依頼しなくとも， 日が決まっ

てから，その日にしゃべっていただける

方でいいかと思います。

（日野）次の委員会は， 3月ごろと聞いて

います。

（熊谷）折角兵庫県で開催しますので。

（日野）小児保健委員会のお知恵もまた，

是非，お借りしたいと思います。小委員

会ご出席，できれば講演もお願いできた

らと思います。小委員会ですが，皆さん

お忙しい方ばかりですので，次回総務

会の後16時半に開催したいと考えていま

す。小児保健委員会とのタイアップにつ

いては，いかがでしょうか？

（熊谷）兵庫県からも， 日本小児科医会小

児救急医療委員会にどんどん意見を出し

たらいいかと思います。

（辰己）それでは，宜しくお願いします。

（継続）

3）第27回日本小児科医会総会フオーラムin

米子

一般演題（ポスターセッション）発表の件

（応募締切2月15日）

（熊谷）これも毎年，ありがたいことにこ

の何年か；毎年続けて演題をl～2題出

していただいているので，ぜひお願いし

たいところなのですが。

（吉田） 2題出します。取り組んで参りま

風

凧
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(辰己）演題名は， ご相談いただいて。

(熊谷）渡辺志伸先生も，講演いただきま

すが，県医師会に上がってきた事例です

か？柔らかい話ですか？

(渡辺）柔らかくお話しします。

(熊谷）佐野先生も， タイトルをお考えい

ただいたらと思います。医会として後援

をするということで， ありがとうござい

ます。 （承認）

医会会員増員対策について（別紙）

(熊谷）これも，約半年位前から取り組ん

でいますが， 日本小児科医会，兵庫県小

児科医会，いずれも会員数が漸減してい

ますが， いずれも原因は，会員の高齢

化，若い人の未入会が若干あるというこ

とで，若い人を発掘して，入会していた

だこうということで， それを理事会で協

議していただきまして，取りあえず出来

ることから始めようということになりま

した。先ず，未入会の先生方，特に若い

新規開業医，勤務医の先生方に勧誘する

手立てとして，入会案内を送ろう，医会

報を送ろう，それに添える文があればと

いうことで，考えてみました。詳しい入

会案内，活動内容については， 同封する

予定であります「入会のお誘い」があり

ますので，そこに網羅してあります。こ

ういう文書を入れて， 「入会のお誘い」

と医会報を送ろうと考えていますが， ご

協議をお願いします。ただ，医会報が十

分には，余りが無いので，先ずは， 日本

小児科医会会員であって，兵庫県小児科

医会未入会の先生方を対象にしようと

考えました。20人程度でしょうか。比較

的，そういう方であれば，敷居も低いの

ではないかと考えています。文章をこう

した方が良いという点がありましたら，

ご指摘ください。

(多木）同封する「入会のお誘い」は，

HPに挙げています，新しい方をプリン

トアウトください。地区小児科医会連絡

協議会では，古いものが配布されました

ので｡

(辰己) 1昨年は，一昨年と横一ですね。

(藤田） 日本小児科医会に入っていて，兵

庫県小児科医会未入会の先生方に送付し

ていますと，明記した方がよろしいので

は。

(熊谷）判りました。只， どうしてそれを

把握したかと聞かれると少し困ります

が。

(吉田）伏してお願いまでは，必要ないか

と。

(熊谷）今のご意見を，入れてもう一度書

き直します。一回では， なかなか難しい

と思いますので，何回かしなければと

思っています。名簿が判りましたら，理

事会で廻していただいて，会った時にお

願いするというのも効果的かも知れませ

んね。

(神尾）大きな病院の部長，副部長に入っ

ていただくように努力するのが，一番効

果的かと思います。熊谷先生，会長が

直接電話して，誘ったらOKするので

は？

(熊谷）それくらい， しようかと思ってい

ます。部長先生は，ほとんど入っていた

だいていると思います。

(神尾）副部長クラスに全員入っていただ

ければ。

(熊谷）部長からでは， なかなか入ってい

ただけませんね。部長からもお願いして

いただいて，私からもお願いする形で。

副部長は， どこにでもあるのでしょう

か？

(米谷）部長の次は，医長です。 （承認）

5）

/へ、
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6）各委員会の雑誌投稿に係る諸費用につい

て

①投稿費用

②別冊印刷費用

③別冊送料

④その他

（辰己）去年，一昨年位ですかね。小児保

健委員会と，小児在宅医療委員会で，

よく活動していただいて，雑誌投稿を

していただいています。それに関しまし

て,費用負担を各個人にお願いするのも

少しおかしいだろうという提案も出てい

まして， ご議論願えればという風に考え

ました。総務会では，①投稿費用は，医

会で持とうかと。②別冊印刷費用につい

ては，一応上限を設けて， 100部は，医

会で持とうと。③別冊送料おそらくア

ンケート形式で， アンケート回答者に対

しまして，纒まった別冊は，送らないと

いけないだろうということで，その費用

は，持たしていただこうとし，送料につ

いても一応100部以内を原則としようと

いう意見が，総務会では出て参りまし

た。最近では，小児保健委員会の櫻木先

生と，小児在宅医療委員会の杉本先生で

すね。遡ってお支払いできるかと思いま

す。請求いただいたらどうかなと思いま

す。

諸費用について，医会で持つというこ

とに関しまして，何かご意見ございます

でしょうか？特に， ご異議ないですね。

（藤田）たまたま， 200部になってしまつ

たという場合は，相談していただけばい

いですね。

（辰己）委細は，相談ということで。別冊

の上限100部についても同様で。

（熊谷）理事には，いただきたいですね。

（野間）櫻木先生の場合，それも合わせて

200部となっています。

（熊谷）医会活動のアピールとして，県医

師会に送るとか，県当局に送るとか， そ

ういうのも含まれてくると思います。

（承認）

7） 「自見はなこ」支援活動におけるサポー

ター名簿の獲得について（兵庫県医師連

盟） （別紙）

（辰己）サポーターの数が，兵庫県はワー

スト3だそうです。

（熊谷）ご賛同いただけましたら，宜しく

お願いします。で， いいかと思います。

これは，一般の患者さんにも，家族さん

にも書いてもらうのですね。費用は，無

料ですね。コピーして，送るんですね。

県の医師会は， どういう扱いになってい

ましたか？

（渡辺）医師会を通じて，届いているかと

思います。

（辰己）ポスターを貼っていただいて， ご

協力いただければということで。

（熊谷）ポスターと， 自見はなこさんのシ

ンボルマークのバッジが， 日本小児医会

医師連盟から送られてきています。

（承認）

（辰己) 16:00となりました。選挙管理委

員会より，発表致します。立候補届は，

敬称略，順不同で理事20名，

熊谷，藤田，河盛，二宮，辰己，

渡辺，小阪， 日野， 田中，安部，

谷口，八若，佐野，野間，貫名，

吉田，米谷，寺田，櫻木，宅見

監事2名，森川，多木

以上当選致しました。

（熊谷）新しく，理事になっていただける

先生は，加古川市の櫻木健司先生と， こ

ども病院の宅見晃子先生です。監事に，

新しく多木先生，立候補いただきまし

",
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た。議長と副議長は，総会での決議にな

りますし，服部先生，森岡先生の特定理

事は，理事会で，会長がお願いすること

となっています。 4月に，お願いするこ

とになるかも知れません。そうなりまし

たら，お願いします。 （承認）

（辰己）理事会，協議事項に戻ります。

8）入退会，異動の件（別紙）

退会

(12月8日）山本稔先生

（明石市・市立ゆりかご園診療所）老

齢のため

(12月8日）安島英裕先生

（神戸市・市立医療センター西市民病

院）体調不良のため

(1月15日）渡部彌生先生

（西宮市・渡部クリニック）

愛知県へ転出のため （承認）

9）役員改選について

（辰己）先程，報告致しました。よって明

日開催予定の第2回選挙管理委員会は開

催中止となります。 （承認）

6．報告事項

l)社会保険委員会（二宮副会長) (別紙）

詳細は，委員会報告。 （承認）

2）感染症対策委員会（吉田理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。 （承認）

3）小児保健委員会（野間理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

（渡辺）県医師会では，病院内保育所，事

業所内保育所，特に院内保育所に病児・

病後児保育をして欲しいと要望もしてい

ます。院内保育所に病児・病後児保育施

設が出来ると， 閉鎖的でなく，その地域

の人も入れるような方向の話も出ている

ようなので，そういう施設も調査対象と

していただければと思います。

（横山）アンケートの発信が，委員会だけ

でなく，会長名を明記した方がいのでは

ないかと思います。

（熊谷）何かありましたら，責任者の名前

とか，お問い合わせ先とか記載されてい

るのが多いので，書いておいていただい

た方が。

（横山）問い合わせ番号とか。

（熊谷）そうですね。電話番号が必要です

ね｡返送用封筒。

（藤田）病児・病後児保育については， こ

れで良いと思うのですが，実は，最近指

摘があったのは，学童保育ですね。ここ

でも結構事故等が起きていて， どこも手

を付けていない状況のようです。来年度

以降ですが，対応というか，先ず，最初

の調査だけでも構わないですが， やっ

ていただいたら， ありがたいなと思いま

すo (承認) (継続）

4）教育委員会（安部理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。 （承認）

5）編集委員会（多木理事）

先生方には，原稿依頼が届いていると思

いますが，宜しくお願いします。会報広告

掲載趣意書を配布していますので， ご協力

方お願いします。 1月締め切りの原稿が届

いていて，編集作業開始しています。

6）勤務医委員会（米谷理事）

新たに委員会は開催していませんが， ア

ンケートの回収は終わっていますが，解析

作業中です。

（辰己）解析結果を，是非， どこかで発表

いただければと思います。

7）小児救急対策委員会（日野理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

非常に暇な，年末年始であったのではと

思います。神戸こども初期急病センター

が，年末年始，前年度比で， 45％減となっ

ています。阪神北広域こども急病センター

/~､
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行ってくれということです。尼崎市は，零

時以降は，市のホームページによれば，秘

密の電話番号に掛けると，市民にお答えが

あるということで， この電話番号をホーム

ページに載せると，市民以外が掛けるとど

うなるかという問題があります。熊谷先

生，尼崎なので，その辺に関しご意見をお

願いします。

（熊谷）新聞（阪神版）には，載っていま

す。こども救急ダイヤルとして。西宮市

民が電話してくると，実際困っていま

す。

（寺田）我々のホームページでは，救急案

内としては，載せないでおきますね。

（日野）西宮の方は，市政ニュースには，

業者委託の電話相談の番号を掲載してい

ます。また,直接電話をすると知らせて

います。深夜に，市政ニュースなど，見

： つかりませんからね。

（寺田）そういうことで，尼崎市と西宮市

の深夜の秘密のダイヤルは掲載していま

せんが，何かアイデアがあれば， またお

知らせください。

（熊谷）零時以降，内科はやっていますの

で，そこに電話すれば,:秘密のダイヤル

は，教えてくれます。

（寺田);ホームページ委員会は，先週土曜

日に開催していますが，議事録が間に

合っていませんので，次回4月の理事会

で報告します。 （承認）

9）小児在宅医療委員会（渡辺理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

小児等在宅医療地域コア人材養成講習会

推薦者登録票について，委員会の方から3

名（常石秀市先生・尾藤祐子先生・橋本直

樹先生）を推薦し，講習会に行っていただ

けるということで，若手の先生に受講いた

だき， また帰って来て教えていただくこと

も，開設以来最も少ない年末年始であった

ということです。尼崎は，深夜を閉じて

おられたのですが，年末年始の混雑を緩和

するために，開かれました。しかし，少な

かったということです。

（熊谷）例年の4割減～半分です。

その後， インフルエンザが出ています

が，今年もすでに脳症が出ているという

のが，報告でありました。こども病院の

移転に関し, GWに移転されるというこ

とで，二次あるいは三次の受け入れ病院

の不足を,非常に神戸こども初期急病セ

ンター石田先生が，強い言葉で懸念され

ていたのですが，輪番病院の協力をうま

<ということかと思いますが，医会の方

の救急対策委員会からは”解決できませ

んので，医師会，行政とか合わせて，二

次の病院の整備を準備いただけたらと考

えます。

家庭看護力醸成セミナーは，委員会の

方でも色々とご意見をいただいて，少し

盛り上がりましたが，そこで上がったこ

とが，全て出来るかは，今の情勢では，

判らないのですが， これから，小委員会

が中心となって検討いただきたいと考え

ています。 （承認）

8）ホームページ委員会（寺田理事） （別紙）

本日，資料配布致しました。ホームペー

ジの救急の欄をそのままコピーした物で

す。尼崎と西宮ですが，零時以降の救急の

受け入れで，尼崎市は，零時までですが，

尼崎市のホームページでは， ここの秘密の

電話番号にかけると市民にだけ教えるとい

う案内があります。という前提がありま

すので，我々のホームページに，そこまで

紹介して良いかどうかという問題がありま

す｡一応，現状では，そのことを書いてい

ません。西宮市は，零時以降は，伊丹へ

/へ、
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して， 回答しております6ほとんど，

兵庫県は，取り組んでいません。

（承認）

（4） 「先天性代謝異常症に関する実態調

査」依頼の件（県医務課） （別紙）

（辰己）案の段階で，正式ではございま

せんが， タンデムマス・スクリーニン

グが導入されてから， 3年経っている

訳ですが，先天性代謝異常症と診断さ

れたお子さん達の実態を把握するとい

う， スクリーニング検査の検証と，支

援体制の検討を行う為にアンケートを

実施したいということで，病院を対象

としたいということですが，正式には

参っておりません。勤務医が対象なの

ですが。

（熊谷）県の方から，勤務医の協力を得

たいということです。中身を検討させ

ていただいて，勤務医の方の名簿提示

を承認しています。

（辰己） まだ,正式に届いていません。

（継続）

（5） 第5回乳幼児学校保健研修会への参加

のお願い。 （日小医） （別紙）

2月14日，東京で開催されます研修

会。参加者にまだ余裕があるということ

で，参加のお願いが届いています。ご興

味のある方は，是非参加をお願いします

ということです。 （承認）

4．学会二ユース（服部理事）

以下に,特に追加はございません。

1）学会HPから；最新情報，学会からの提

言・主張

2015.12.7

・第10回日本小児科学会倫理委員会公開

フオーラム開催について：2016年2月28

日 （日) 13:00～17: 15 (大阪市立大学

医学部学舎4階）参加費：無料（事前登

となっています。

（熊谷）当初2名枠でしたが，締め切り後

に追加募集があり （全国で10名),追加

応募するも，連絡がなく，兵庫県に問い

合わせして， 2月1日にようやく成育よ

り連絡が入ったという経緯でした。費用

負担は， 国から少しと後，医会から出す

ということで，地方会と話がついていま

す。

10)広報部（河盛副会長）

12月, 1月とFAXニュースを発信しま

した。

ll)経理部（谷口理事）

特にありません。

12)総務部（辰己副会長）

(1)選挙管理委員会は，平成27年12月17

日，委員長：大石康男，委員：曾田道

夫・宅見徹，担当理事：八若博司，担当

副会長：辰己和人各氏の出席を得て開催

されました。協議事項は，前記。

（承認）

（2） 第13回内藤壽七郎記念賞候補者推薦の

件（別紙）

（熊谷）締め切り;が1月29日でしたの

で, 1月の総務会で検討しまして，医

会として是非推したいという方がおら

れましたが， ご本人が固辞きれ，今回

は，推薦なしとしました。全国的な

ルールを確認しましたが，持ち回りで

もなく，各都道府県で推薦して，それ

を日本小児科医会で， また，練って決

めるということでした。 （承認）

(3) ｢HTLV-l母子感染予防に関する研

究:HTLV-1抗体陽性妊婦からの出生

時のコホート研究」のアンケート調査依

頼の件｡ (日小医) (別紙）

（辰己) 1月15日が締め切りでしたの

で, 1月の総務会の時に， 回答を記載

/~、
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について（厚生労働省）

12月3日 AsiaPacificPediatric

association(APPA)のOutstanding

AsianPediatricianAward(OAPA)

2016について

12月3日英国大使館主催セミナー，

「科学的根拠に基づく保健政策と医療

決定」について

12月5日次期理事・監事候補者の資格

審査結果について

12月21日法律に基づいた脳死判定時の

支援医師登録について

2016年1月23日次期理事・監事候補者

選挙の結果について指導医認定につい

て

1月28日 2015/16シーズンのインフル

エンザ発生動向について

1月28日予防接種・感染症対策からの

お知らせ（医薬品・医療機器安全性情

報について）

2）学会雑誌から

2015.12月号(Vol.119, NO12)

・学会誌（和文誌）の電子書籍サービス

KaLib運用開始についてのお知らせ：こ

の号から閲覧可能． また，学会誌（英文

誌)Pediatricshternationalもオンライ

ンジャーナル化，英文誌は冊子体の廃止

2016.1月号(Vol.120, NOl)

・小児科専門医，認定小児科指導医の資格

更新審査，および専門医研修施設，専門

医研修支援施設の認定審査：受付期間

2016年3月1日から31日まで

． 【論策】NICU長期入院児在宅医療移行

の受入れに関する地域中核病院アンケー

ト調査：森脇浩一ら，埼玉医大総合医療

C.移行支援を積極的に行う施設は2000

年よりl.6倍に増加したが，現場スタッ

フのボランティア精神に支えられている

録制，定員200名）

2015.12.14

・専門研修プログラム本審査の申請につい

て

2015.12.21

・第10回（2016年）小児科専門医試験につ

いて

・第9回小児科専門医試験の結果を発送し

ました

2015≦12.22

･B型肝炎ワクチン供給不足が見込まれる

現状での医療施設における対応

2015.12.25

･Pediatricslnternational症例報告の規程

変更について

2016.1.6

・男女共同参画推進委員会からのメッセー

ジに周産期医療体制のあり方に関する検

討会（厚生労働省）へのリンクを追加

2016.1.28

・会員専用ホームページの新しいお知ら

せ；

ll月20日抗インフルエンザウイルス薬

の使用上の注意に関する注意喚起の徹

底について（厚生労働省）薬投与後の

異常行動発現についてはこれまでと同

様に注意

ll月25日予防すべき母子感染症の解説

について

ll月25日定期接種・任意接種対象外の

年齢小児へのワクチン接種について

ll月27日 2016年度共同研究等助成金募

集について（日中医学協会）

ll月30日赤ちゃんとお母さんにやさし

い母乳育児（仮称）に関するパブリッ

クコメントについて（日本助産師会）

ll月30日 ワクチン接種と乳幼児の突然

死に関する疫学調査事業に対する協力

＃…、
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面が大きく，更なる充実に福祉，母子保

健も含めて公的な経済的・人的支援が必

要と考えられた．

･InjuryAlert (傷害速報）

NQ57複数個の磁石誤飲：貼付式磁気

医療製品の誤飲．腹部し線で小腸に6個

の連なった磁石を認めた経過観察で便

とともに排出後遺症無し．

13)その他

①新病院の開院予定日及び一部診療制限に

診療体制

2．充実する主な診療機能

ER実施し，二次救急から患者さん

を受け入れる体制（但し，隣に中央市

民病院がございますので，送る側は，

どちらに送るべきか， また患者さんも

困られるということがありますから，

その辺の棲み分けは，今後， もう少し

クリアーにして行きたいと考えていま

す。基本は，救急隊から電話が掛かっ

てくれば，受け入れます｡）

診療科目は， 27科目 （皮層科は，常

勤医がいませんので， 26科目の診療

科)。 リハビリテーション科が新設さ

れます。只，慢性期には対応せず，急

性期のみの対応となります。小児科の

中に，総合診療科と遺伝相談科と感染

症科（前長野県立こども病院笠井正志

先生）があります。救急科は, ERを

中心に，集中治療科は， フィラデル

フィア小児病院におられた黒澤寛史先

生が科長に就任されます。

移転場所は，皆さんご存知かと思い

ますが, IKEAの南側になります。

隣接して, 16床のドナルド・マクド

ナルド・ハウス神戸，私の領域になり

ますが，その南に杭が打ち終わりまし

たが，平成29年12月稼働で， 日本では

初めての，小児対象の粒子線治療施設

建設が計画されています。

引っ越しの前後で，色々ご迷惑をお

かけしますが，宜しくお願いします。

2月一杯は， ほとんど普通の診療をす

ると思います。 3月に，一部の診療科

では，制限が入るかも知れません。手

術につきましては，真ん中の週まで，

平常通りです。ご相談は，今まで通

り， ご遠慮なく。

ついて（小阪理事） （別紙）

1.開院予定日

平成28年5月1日 （日）

4月22日 （金）一般外来診療終了

（現病院）予定手術最終日

翌週は，緊急手術のみ。

4月28日 （木）救急外来終了（現病

院）29日零時まで

5月1日 （日）移転・新病院開院

現在レスピレーターにつながって

いる患児約35名， 当日までに何とか15

名までとしたい。高次救急車9台，一

部には，警察の先導も。移動距離－

14km閑散期で30分弱GW－？？

患者さん， 3段階に分けまして，真

ん中の方が，普通の救急車に，比較的

軽症の方は，マイクロバスでの移動と

なります。午前5時から開始。昼ごは

んは，新病院でと考えています。

5月2日 （月）救急外来（新病院）

開始（電子カルテ午前零時稼働開始）

ゴールデンウイークの忙しい中，救急

外来が一時期ストップしてしまうこと

を， ご容赦願いたいと思います。

5月6日 （金）一般外来診療開始

（但し， 5／6～13は一部予約制限

半分程度）

翌週の5月16日 （月） より，通常の

/~､
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(神尾）救急は，二次救急ですか？三次

救急ですか？

(小阪)ERで来た患者さんは， 二次救

急に入院していただく形となります。

病床数が， 266床が，今回290床に増床

となります。勿論，一杯になれば‘市

民病院とタイアップしながら， ベッド

の貸し借りとかは‘行う形となろうか

と思いますが，基本は, ERで来られ

た方は㈱必要であれば入院していただ

きます。

(神尾）紹介の場合，例えば肺炎等の場

合ですが， どうなりますか？

(小阪） ここで，是非， ご紹介ください

とは言えませんが。

(筒井)ERということですが。ウオー

クインでも診ていただけるということ

ですか？

(小阪）来られたら，診ますが，基本は

HAT神戸の方へ。救急科長も，来ら

れられたら|折らないということです。

救急科長は， 竹田洋樹科長が引き続き

就任します。

(横山）障害児等で‘ こと､も病院で生ま

れたりして，時間外， こと尋も病院かか

りつけのような形で，悪くなったら電

話して，病院に行かれるという形があ

ろうかと思いますが，今までどおり，

紹介状がなくとも受けていただけるの

でしょうか？

（小阪）勿論です。救急を受診いただい

て。 4月23日に開院記念式典を開催し

ますので， その後、見学会等もござい

ますので，是非機会がありましたら，

お出でください。

②平成27年度周産期医療事例検討会につ

いて（渡辺理事） （別紙）

毎年年度末に開催しています事例検討

会です。今回は， メインテーマとして

「周産期における感染に関わる諸問題」

ということで, 10題の提示があります。

いつも土曜日にしていますが，今回の委

員の方々のご都合で， 日曜日開催とな

りました。特別講演が森岡先生で， 「赤

ちゃんと予防接種～生後早期からのワク

チン接種がなぜ必要なのか～」のテーマ

で講演いただきます。ご興味のある先生

方は， 是非， ご出席ください。

一

一

ゴー一一）一〉一〉一〉
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~鼠孟m患愚r－1
保護者も子どもの病気は薬で治すものだとI

思って癖を望む鋪そLて蕊常も援蕊す墨I
ことで何やら安心L蕊で崎しているといつI
の間にか勘違いしている｡ ；
本当の意味で蕊が必要旗小児の急性疾患つ；
て実際にはどれくらいあるの-でしょうか？〉

ちょっと勇気はいるかもしれませんが｢○○〉

の様な状況だったら明日で大丈夫Jというり
ポジ出しの説明を川来るように医療者側が変り
わってゆかなければいけない時代がやってき；

一望堂壁宣~一重型

｢そろそろ外来診療も変わるべき」

夜間急病センターでの深夜診をしながらふ の間にか勘違い（

と思いました。深夜受診でも殆どの場合が軽 本当の意味でヨ

症の症例， 「何故こんな時間に？」。これには て実際にはどれ

家庭看護力の問題もあるが，我々医療者が今 ちょっと勇気はb

まで行ってきた医療にも問題があると。 の様な状況だっ7

熱が出たら抗生剤，解熱剤，数回の嘔吐． ポジ出しの説明そ

下痢で点滴， インフルエンザは早く検査して わってゆかなけオ

抗インフルエンザ剤1回ゼーゼーしたら喘 ているように,割

〆司
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第24回兵庫県地区

小児科医会連絡協議会

方がおられましたら， 入会を勧めていただき

たいと思います。 ｜可時に， この県医会の大き

な特徴でございます委員会活動にもご参力||い

ただくよう， お願い申し上げます。特に， 今

日， 来られた地区の医会を代表される先生方

には， すでにもう参加していただいているか

とも思いますが， 引き続きよろしく 、 まだの

方は， また後で, 11&l別にお願いするかも知れ

ませんので， どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。先程も言いましたけれども， この医会

の活動というのは， 委員会活動が非常に活発

である， その委員会活動に支えられておりま

す。広報であるとか，学会発表， さらに冒頭

で申しましたように， 行政との交渉などほ

とんどすべてが委員会活動から発しておりま

す。会員のため， そして兵庫県の子どもたち

のため， さらには， ご自身のためになる委員

会活動でございます。 よろしくお願い致しま

す。 もちろん， 医会に入ることのメリットが

目に見えないとなかなか,参加しにくいとい

うところはあるのですが， あくまで有形， 無

形のメリットでございます。私たちと致しま

しても， 会員に対して， さらに判りやすい形

で， 活動を示していきたいという風に考え

ております。このあと、協議であるとか‘報

告， いくつかございます。どうぞよろしくお

願い致します｡」

報告

l) 日本小児科医会の現況- (熊谷会長）

日本小児科医会の理事を務めておりま

す。昨年の6月から， 担当は， 地域総合小

児医療でございます。 日本小児科医会で

も， 同じような委員会活動を活発にしてお

ります。年1回の総会フォーラム， 今年

は， 別府市でありました。当医会からも，

演題を発表致しました。参加者は, 800人

～900人位ですかね。それと生涯教育セミ

ナー， 今年は， 次の連休に大宮市で､ ござ

日時：平成27年10月3日 （土）

午後3時0()分～午後5時30分

会場：兵庫県医師会館6階会議室

辰己副会長総合司会にて開会されました。

協議会への出席感謝を皮切りに、 以下の＃|I<

熊谷会長のご挨拶は続きました。 「昨年4月

から㈱会長を務めております。県下の医会の

連絡協議会というのは， ご承知のように年一

回開いております。各地区の小児科医会を代

表する先生方に， お越しいただきまして， そ

の地区での小児の保健であるとか， 医療に関

して， 色々な情報をお伝えいただき， また，

問題点をお聞かせいただきまして‘ 一層医会

の活動につなげたい， さらにはそれを集約さ

せまして、毎年一回， 小児科地方会と， 小児

保健協会とともに三者で兵庫県当局に色々な

要望を申し上げ， そしてまた， 県から回答を

いただくという， そういう会にもしたく Ⅲ こ

の会を催しています。 また， 一方で， 各地区

の医会の活動をお知らせいただくと同時に，

私たちの医会の活動を， 先生方にも知ってい

ただき， 私たちに対する批判であるとか， 要

望をお聞かせいただいて， 医会運営につなげ

たいと思っております。ざっくばらんな会で

ございます。 このあと，順次地区からの近況

報告も含めて， この機会に忌1単のないご意見

をお聞かせいただきますよう‘ お願い申し上

げます。昨年のこの会では，先生方に， 地元

でもし， 県医会に入っておられない方がおら

れましたら， その方々に対しまして， 入会を

お勧めいただきたいというお願いを致しまし

た。おかげさまで‘ 沢山の方に，新しく会員

になっていただきました。ありがとうござい

ます。引き続き↑ もしまだ入会されていない

口堅
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います。来年の総会フォーラムは，鳥取県

米子市で， 開催されますので， どうぞご参

加いただきますようお願い申し上げます。

もちろん，勉強に行くのですが，行った土

地，土地のおいしいものを食べるというの

も，大きな魅力でございますので，宜しく

お願いいたします。委員会活動，救急であ

るとか， 国際であるとか，色々活動してい

るのでございますが，今の活動の大きな柱

が， 2本ございます。その一つは，成育基

本法の制定に向けて。成育基本法というの

は，なかなかよく判りにくいのですが，理

念法でございます。子どもたちが，生まれ

てから，大きくなるまで，切れ目のない小

児保健， 医療に対する法整備を目標として

います。理念法が出来て初めて，省庁の横

断的に政策を進めていく， これがなけれ

ば， なかなか出来ないということです。将

来的な地域包括ケア，今は，高齢者でやっ

ていますが。高齢者がひとしきり片付け

ば，次は，子どものための地域包括ケアに

取り組もうという厚労省の考えもあるよう

です。ただ， 国会は，色々な重要法案が，

目白押しでございまして，今国会中の成立

は， むずかしいと聞いております。議員連

盟ができましたので， これを基に活動を続

けまして，来年度には，法案が通るという

ことを目標にしております。先日は， この

ための署名活動をいたしました。全国で，

13万筆です。兵庫県からも, 2千数百筆

ご協力いただきました。ありがとうござい

ました。併せて，御礼申し上げます。 もう

一つの柱は，私が担当しております，地域

総合小児医療認定医制度でございます。 よ

ちよち歩きで，昨年9月， にスタートいた

しました。認定医としては，今年の3月

に，全国， 637名から申請をいただきまし

て，審査の結果，全員認定医となりまし

た。当初は，小児科学会との関係から， い

かがなものかという意見もあったのです

が， このように637名もの方々が申請され

たということは，非常に大きな意味がある

と，思っております。これから3年間は，

暫定制度として， さらに多くの小児科医

現場で活躍する小児科医に対して，地域の

小児に対する保健活動，医療活動を進めて

行こうという制度でございますので， これ

ももしまだ， 申請されておられない先生方

がありましたら，地元に帰られまして〃是

非, 申請いただくように, お願い申し上げ

ます。ハードルが高いとか，判りにくいと

いうご批判をいただいております。順次改

訂して，判りやすくしていくつもりです。

その中で，一番多いのは，単位制が判りに

くい， ということでございますが， どうし

ても，単位，予防注射を何回したか，健診

をどうしているかというのは,評価として

数値化しにくいのでございますが，先生方

の実績をそのまま当てはめれば，行けると

思います。研修集会につきましても， 日本

小児科医会， 日本小児科学会主催だけでは

なくて，地域，県単位はもちろん，市町単

位の小児科医会が主催する会は,すべて単

位として認めることとなりました。県の医

会のHPには， まだ載せていませんが， 日

本小児科医会HPには，全国的な単位を認

める研修会を載せております。兵庫県も，

まだ足りないところがあるので，順次，認

めていきますので， もし， 日本小児科医会

HPに載っていない会で，各地元で， しっか

りとした研修会をしているという会がござ

いましたら，私宛でも医会事務局平松ざん

宛でも結構ですので， お知らせください。

申請の時に，載っていなくても， 申請いた

だいて,来年3月が申請時期ですので， そ

れまでに単位を認めるという作業をしてい

価、

凧



兵庫県小児科医会報 No.65.201678

（熊谷）小児救急医療対策委員会でも尼崎

市の深夜帯の小児医療の動向をご承知か

と思いますが， 日野先生何かコメントを。

（日野）尼崎市民の方は，深夜受診の場合

は，電話相談を経て受診必要となった場

合， スムースに受けていただくと聞いて

おります。ウォークインの方は，受診の

際，別途支払っているのでしょうか？

（山本）聞こえました範囲ですが，直接

ウォークインされた方，実際にいまし

て，勿論， お断りにならずに診ておられ

るということですが，別途¥2,600が, 1

回の受診にかかるということです。

（日野）数は， それほど多くないと聞いて

います。

（山本） 7月は， 50人と聞いています。

（熊谷）時間外の人数ですね。 12時以降何

人かというのは，現時点で不明ですかね。

（日野）最初の一月では，深夜帯のウオー

クインは, 10名前後と聞いています。

(熊谷）毎日ですか？

(日野） 1日の人数です。

（熊谷）新病院の院長が24時間，絶対に断

らないという方針を出しておられますの

で。当初は，現場の意見として， ウォー

クインは診ないという意見がありまし

た。小児科でいいますと， それほど重症

でないウォークインが，来られて当直医

が疲弊してしまうのではないかと心配し

ます。正月は，過去には，尼崎医療セン

ターでは，深夜帯に40～50人位来られま

したので, それがそのまま行ったら大変

なことになるかと思いますが，休日夜間

診療所で診ることになったのでしたか？

（山本）救急医療委員会にしか判らないか

と思いますが，正式決定ではないかと思

います。

－尼崎市の同時接種委託料の減額について一

きたいと思います。これで， 3年間やりま

して， その後は，指導者を作ろうという方

針です。地域総合小児医療認定医というの

は，今現在地元で活躍しておられる先生を

認めようという制度です。さらに， これを

本格的な制度にするためには，指導医を作

るというのは，小児科学会が専門医を作

り， その後，指導医を作ったと同じような

道筋でございます。指導者を作って行こ

う。それでは，指導者の役目は何かという

と，一つには， これから地域総合小児医療

認定医を取ろうという人に対して，色んな

指導ができる。それと， もう一つは，小児

科学会専門医を取ろうとする専攻医に対し

て指導ができる。という二つの意味を考え

ております。これは, まだ， 3年先， 5年

先のことでございます。その前に，認定医

となっていただきたいと考えております。

判り難い点があるのは,承知しております

ので，疑問点等ございましたら，私また

は，事務局の方にお問い合わせください。

その他， 日本小児科医会としては，会報発

行があります。日本小児科学会の指導医に

なるためには，学術論文が必要となりまし

た。専門医を一回クリアーして，かつ，過

去5年間に査読のある雑誌に1編以上論

文が載っていることが条件と公示されまし

た。そういうこともあって， 日本小児科医

会会報も査読制度を設けることになりまし

た。査読委員会を作って， やろうとしてい

ます。 もし，指導医を目指して，投稿する

適当な雑誌がみつからない場合は， 日本小

児科医会会報に投稿いただければ結構かと

思います。

2）地区小児科医会からの近況報告・提言

司会一熊谷会長（別紙）

一尼崎市の深夜帯の小児救急医療体制の変

化について一

/侭、
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（辰己）尼崎市のみ， 同時接種の委託料

が，合算より減額されているという報告

をいただいているのですが， どういった

現状でしょうか？

（山本）医師会の理事に出ておられる先生

から，行政との折衝の結果と説明され，

医会内では，一応納得した形となってい

ます。

（辰己）全体に下がったのでは， ありませ

んか？

（熊谷） 2年前のことですが，合算より減

額されたというのは，正確ではないかと

思います。四種混合では， 1回目は，初

診料込みの額で， 2回目からは再診料と

して算定され，従来のものから減額され

たという形です。

一ワクチンの現物支給について一

（辰己）現物支給ですが，一部できるとい

うのは？ワクチンによってということで

すか？

（熊谷）どこのメーカーのを入れるか，卸

が入札します。入札した結果，卸が決め

られ，卸が決まりますと，扱っているワ

クチンが決まってしまうということで

す。そういうので，一部できないのもあ

りますが， ほとんどできます。

（二宮）入札は，行政がやるのですか？

（熊谷）卸から行政に入札します。

（二宮）神戸市が，現物支給に向けて，神

戸市医師会が，入札することを考えてい

ます。

（熊谷）尼崎市では，行政です。

（渡辺）医師会が，購入しているのか？行

政が購入しているのか？お聞きしたいの

ですが。

（熊谷）現物支給は，行政ですよね。

（渡辺）普通， そのように考えていました

が，神戸市は，医師会が神戸医師協に纏

めて購入してという話が持ち上がってい

ますので…。

(田中）淡路でその話が出た時に，医師会

は医療機関ではないので，買えないとい

うことでした。

(渡辺）それで，医師協が代理となってと

いう話です。そういうことを，やられて

いる処が県下であるのか否かお聞かせい

ただければと思います。

(熊谷）尼崎市は，行政が卸に見積もりを

させて，行政が決めています。行政から

の通達によって，私たちが，卸を若干選

んだり， メーカーを選ぶことができると

いうことです。医師会が選ぶことのメ

リットと，行政が選ぶことのデメリット

は， どのようになっていますか？

(渡辺）行政にして欲しいのですが，でき

ないのです。今までの経緯があって･･･。

(熊谷）医師協が一旦買い取る形になるの

でしょうか？

(二宮）共同購入という形です。

(横山）明石市では，薬剤については，毎

年，三混については， どこそことか薬剤

ごとに卸を入札で決定し，卸から直接医

療機関に配達されます。報酬について

は，手技料は，医師会を通じて，払われ

ています。市の方が，一度医師会に払っ

て， 医師会から医療機関にという形で

す。接種の数を医師会に報告して，医師

会の方から市の方に，報告をしていると

いう形です。

(田中）相互乗り入れしている場合は， ど

うしていますか？

(横山）相互乗り入れの場合は， 自院で

買っています。

(辰己）相互乗り入れといいますと，阪神

の7市1町を思い浮かべますが，広域の

分ですか？

/~！

凧



No.65.2016兵庫県小児科医会報80

ういう経緯があったのですか？

（佐野）話は，現物給付から個別購入に

なった時に遡って， その場では，定期接

種に規定された予算がありますが，実際

に支払う額は，値引きがありますので，

余ります。その帳簿で，年間数百万円ず

つプールされます。その積立金が，個別

購入に代わって無くなりますので，年金

を数人の方に支払っていますし。現在

は，全国市町村保険に入っています。今

まで，行政の措置予防接種は，神戸方式

というのがあって，蓄えたお金で支払う

ということを前提に,医師会員の方に，

期間・年齢・金額を一括で， これでやっ

て下さいとし， それから外れると，神戸

市の補償対象になりませんよということ

で，やってきました。今回， それが崩れ

たので，神戸方式がなくなりましたの

で，世間並みになったということです。

（横山）保険は，継続ということですか？

（佐野）今年度から，全国市町村保険に加

入しています。

（熊谷）今までの神戸方式， いいなあと思

う部分と， えっ？という部分がありまし

た。神戸市が特殊だったということでし

た。

一伊丹市：5歳児健診の取り組み－

（熊谷） 5歳児健診みたいなものといいま

すのは。

（乾）問診票がありますので。

（熊谷）それは， どこに集めるのですか？

（乾）各医療機関です。その問診票で4項

目以上， 「いいえ」 （右側）があれば，問

題点が，入学後出てくるかな？というこ

とです。行動上の問題， いわゆるアスペ

ルガー的な子に，親が気づけばいいかな

という意味でやっています。システマ

ティックに，行政にやってもらえばいい

（田中）広域ではなく， ローカルな相互乗

り入れです。県を通しているものは，簡

単ですが。

（辰己）阪神のローカル相互乗り入れで

は，市が購入したものをそのまま使って

います。

（田中）西宮市のお子さんが，先生の処に

行かれても，伊丹市購入のワクチンを使

用するということですか？淡路が厄介な

のは，洲本市には，小児科がほとんどな

いので，洲本市は支払いせずに済む形に

なってしまうのです。

（熊谷）現物支給がいいのか，現物は個別

で購入してという， どちらがいいかです

が，現物支給の方が，私たちにとって

は，少し有利かなというところがある訳

ですね。先生方の地域で，現物支給の方

が良いとなれば， その方向に運動してい

ただければと思います。

（吉田）現物支給なんですけれども， 出来

るだけメーカー指定が出来る形がいいか

と思います。西宮市では， 出来ませんの

で。これから， ワクチンの種類という

か， 同じものでも種類が増えてきますか

ら，来年, B型肝炎ワクチンが定期にな

りますと，互換性は，厚生労働省が無理

矢理， あるということを言っています

が，個人的には，嫌な人もあるでしょう

し， 四混にしてもセービン株， ソーク株

とあります。現在，西宮市のみメーカー

指定となってしまっています。メーカー

選択が出来る形で交渉いただければと思

います。

（田上）川西市もメーカー指定できません。

一勧奨接種， いわゆる行政措置接種につい

て－

（辰己） 勧奨接種， いわゆる行政措置接種

ですね， それが自由料金となったのはど

/‐、
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（吉田）厚生労働省から， 7月に，期限

3ヵ月を切った物は， 出来るだけ受け取

らないようにと通達がでています。そも

そも，行政が， メーカーに対し，契約時

に，3カ月を切るものについては，納

入しないという形を取ればいいと思いま

す。西宮市は， そういう契約となってい

ます。最初から，市の方が， そういった

予防線を張っておけば，誤接種は起きな

い形となります。

（森信）ありがとうございます。市の方

に， その旨，伝えます。

（熊谷）尼崎市は，市に提出する報告書に

ワクチンのシールを貼るようにとなって

います。手間なのと，気が付くのは，事

後ということになります。やらないより

もマシかというところでしょうか。 3ヵ

月を切るものは，納入させないというの

は，個別購入でも一緒かと思います。

一神戸市病児保育の相互乗り入れについて一

（佐野）情報提供ですが，幼児病児保育で

すが，神戸市では, 13カ所ありますが，

東の病院の病児保育施設で，芦屋市民の

利用があり，現在， その方々には，補助

がありませんが，乗り入れが出来ないか

という申し出があります。芦屋市民の方

が，神戸市に来る方が多いということで

す。現在，両市で協議中ですが，実際，

税金を使って整備したところに，他の市

民が利用するのはという意見もあります

が， そもそも国が支払っている部分であ

りますので， 問題ないのではとも考えら

れますので， もしかするとそういう話が

あるかも知れません。

（河盛）市立芦屋病院の病後児保育所は，

最初の頃は熱があったら入れませんでし

た。そのため，利用者が少なかったで

す。去年からは，熱があってもいい形に

のですが。細々とやっています。

（熊谷）先生が考えられて？

（乾）そうです。

（熊谷）全医療機関でやっていますか？

（乾)MR受託機関の半分くらいですかね。

（熊谷）医療機関側が見つけて， あるい

は，家族が気づいてということですね。

（乾）そういうことを狙ってやっていま

す。お金もかかりませんし。

（熊谷）手間がかかりますね。なかなか，

面白い試みかと思います。また，結果を

まとめて報告ください。

一宝塚市期限切れワクチン誤接種後の対策

について－

（森信）誤接種後の対策として，毎月末

に，医師会からFAX送信で，翌月のワク

チンで，冷蔵庫に保管されている物を，

期限切れとなるリストの提出を促しまし

た。医師会が把握し， その期限頃に， 「ワ

クチン残っていませんか？」と，確認し

ます。期限が迫っている際は，納入時に

説明をしてもらうこととしました。

（乾）予防接種講習会のようなものは， あ

りますか？

（森信）定期的には，医師会としてされて

いませんが，今回事後に説明会を開催し

ました。

（渡辺）県医師会が，県の薬務課にワクチ

ン供給会議を開催していただきまして，

そこで， メーカーと卸も出席していただ

いて，結局， 3カ月以内の期限の物を納

入したということが問題だとし，対策と

して，原則期限の迫った物は，納入しな

いこととし， どうしてもの際は，期限が

迫っているという黄色のラベルを貼り，

窓口で医療機関にしっかりと，伝えてい

ただくということを，要望しました。申

し入れを， メーカー・卸にしています。

凧1
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2人の場合は， 「全額支給」基準が所得

95万円未満に対して， 「一部支給」基

準が所得268万円未満と数倍の差がある

一方で，市町が単独事業で対象者を一

昨年並みの旧基準のままに据え置いて

カバーする自治体があり，昨年は12市

町であったが，今年度は， 2町（神河

町，市川町）の14市町に増えた。

(熊谷）厚労省が9月に，第1回の「子ど

もの医療制度に関するあり方等に関する

検討会」を立ち上げまして， どんどん全

国的に，子どもの医療費を助成するの

は， いかがなものかという議論がでたそ

うです。 2年間にわたって議論するとい

うことです。厚労省の考えは， 国の決め

た基準があるのに， それを超えて助成す

ると， これまでも国民健康保険の補助を

上回った分だけ減額してきた。これが，

ずっとどんどん続いていくのは，望まし

いかどうかを検討する会として発足して

います。その議事録は, HPに公開され

ています。委員の中には，五十嵐隆先生

とか，知ろう小児医療守ろう子ども達の

会代表の阿真京子さん等の小児科側の方

もおられますが，一方で医療経済学者で

あるとかがおられ， 国の方針として無料

化は，好ましくないとしています。モラ

ルハザードの低下を来すとかを堂々とい

われています。例えば，救急医療の受診

増につながる。しいては， 国庫負担，小

児科医の負担等につながるので， いかが

なものかという意見もあります。決まっ

た訳では， ありませんが，方向性として

は，少し制限する方向にあるのではない

かという気がしています。これから，見

守っていきたいと思います。

2．感染症対策委員会（吉田理事） （別紙）

ヒトメタニューモウイルス感染症の臨床

はなりました。神戸市の病後児保育所と

は，基準が違う部分があるかも知れませ

ん。芦屋市民が，かなり，神戸市の病後

児保育所に行っておられます。

（佐野）その場合に，芦屋市が補助をしよ

うということが， 出来ないかという話で

す。

（河盛）実は,幼稚園の方が， 問題になっ

ています。東灘区は， ものすごく幼稚園

が少なく，一方で，芦屋市では，非常に

余っています。神戸市から，芦屋市の幼

稚園に行けないかという問い合わせが多

く来ていますb

（熊谷）病児保育は，若干，増えているの

でしょうか。 以上

3）委員会報告

l.社保委員会（二宮副会長) (別紙）

県下のこども医療費・母子家庭等医療

費助成の現況（保険医協会資料）

1〕こども医療費

中3まで，通院，入院ともに無料の

自治体は，平成27年7月から，芦屋

市，姫路市，三田市，淡路市，洲本

市，播磨町を加えて, 41市町のうち，

30市町（7割）に広がりました。

その内， 7市3町（明石市， 高砂

市，小野市，三田市， たつの市，宍粟

市，養父市，神河町，播磨町，新温泉

町）の10市町では，所得制限もなく，

すべての子どもの医療費負担が中学3

年生まで，無料となっています。

都市部（神戸市，西宮市）では，対

象者の拡大するなどの拡充が行われて

いる。

2〕母子家庭等医療費助成

平成26年7月から所得制限を厳しく

したため，対象者が大幅に削減され

た。新基準と旧基準の差は，扶養親族

/~、
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像調査， 3年目になりますが，今年度は，

370症例集まりました。八若先生に，集計

をしていただいています。

おたふくかぜワクチンの安全性調査につ

きましては，すでに110以上の先生方に，

参加いただきまして，順調に経過していま

すが， なかなか報告が返ってきません。 10

月に入りまして， 7 ． 8 ． 9月分報告が届

いている一方で， 4 ． 5 ． 6月分が未着の

先生もかなりおられます。心当たりがあり

ましたら，早急にお送りください。現在，

1～6月までに， 3,500集まっています。ざ

らに，おくっていただきますと， もっと

増えるかと思います。現在，副反応とし

ては，耳下腺腫脹が全部で5例あります。

0.2％くらいあるかと予想していましたが，

実際は，その程度です。髄膜炎の報告は，

l例もありません。本当の目的は， 2回目

接種後の調査ですので， 2回目接種の報告

がなかなか少ない状況です。3,500例の内，

400例はない状況ですので,、資料に加えて

います「ムンプスワクチン2回目接種勧奨

のお願い」をアンケートとともに送らせて

いただきますので，接種時期は，先生方い

ろいろな考え方がありましょうから,MR

ワクチン第Ⅱ期接種時とか,DTワクチン

第Ⅱ期接種時とか， 日本脳炎ワクチン接種

時とか，先生方が2回目接種が相応しいと

思われる時期に， 出来るだけ2回目接種を

勧めていただければと思っています。

マイコプラズマ感染症の診断について

の実態調査，溶連菌感染症， インフルエ

ンザ，水痘に対する薬剤使用等について

の実態調査というのを，我々臨床医が極

めて日常， 当たり前のように診る疾患に

ついて， 「みなさんどうなさっています

か？」的な，調査です。 10月中に，全会

員の先生にお送りいたしますので， ご協

力のほど宜しくお願いします。

すでに調査済ですが，保育士等，幼稚

園･保育所従事者の，麻しんおよび風し

んの予防接種歴や抗体の有無について，

管理者や行政がきちんと把握できている

かの調査ですが，麻しんも風しんも特定

疾患の指針がありますので， その中で，

予防接種をすすめないといけないと書い

てあるにもかかわらず，実際には， どの

程度なのだろうという調査です。結論か

らいいますと，積極的に関わっている市

町，教育委員会，公立保育園・幼稚園で

は， 1カ所もありませんでした。一方，

私立では，直接アンケートしますと，か

なりの処でやっている状況でした。県医

師会の乳幼児保健委員会のアンケート結

果とは，少し違うものとなっています。

公立の保育園・幼稚園に直接アンケート

されていますがj結構そういう調査をし

ていますとの回答が得られています。そ

の理由がよく判りませんが， とりあえず

今回の調査結果を各行政に報告し， こう

いうことにも関心を持っていただきたい

と思っています。

別件ですが, ｢2015年予防接種に関する

Q&A」が出ていますが，その中の日本脳

炎のところで， 87頁ですが，昨年版で，

第1期の1回目と2回目の間隔が開き過

ぎた場合の接種について， 2回目と3回

目を詰めて接種したために，期間外であ

るといわれた先生方がかなりいらっしゃ

います。昨年の3月31日までは，およそ1

年開けてという表現が， 4月1日以降，

後ろの期間が無くなった代わりではない

ですが， 2回目と3回目は， 6カ月以上

開けてという文言が付いてしまったため

に， 2回目と3回目を1週間でやられる

と，経過措置の対象者以外，期間外接種

β…、
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察なしで預かったりしています。今後，実

施している施設へのアンケートを考えてい

ます。行政の方として，市町が主体になり

ますので，県が予算を出すといってもその

地域は，別の個所があるからと必要ないと

言ってしまえば， 出来ないので，市の姿勢

として， どのような考えかというのもアン

ケートをしようと考えています。

認定こども園・小規模保育施設について

となってしまいます。そうなった理由の

一つは， このQ&Aの記述によります。個

人的に， このワクチン産業協会の方に，

次の版は，必ずその表記の改正をしつこ

くいってきましたが， そのままとなりま

した。 もっとたちの悪い書き方は, H7.

4．2～H19.4.1生の特例措置の人, H19.

4．2～H21.10.1生の附則の4条に相当す

る人以外は， 当てはまらないのですが，

さも，誰でもできるような表現で書いて

あります。これでまた， 同じことをやり

そうです。県医師会の予防接種委員会で

も期間の間違いは，結構多いのですが，

このQ&Aによるところが大きいかと思

います。正式に，文書での回答を依頼し

ましたので， いずれ，何らかの回答が来

ると思いますが， この記述には気を付け

ていただきたいと思います。何らかの形

で，広報したいと考えています。

3．小児保健委員会（野間理事） （別紙）

病児・病後児保育についての実態調査

待機児童は， まだまだ多く， これは，

国が考えている以上に子どもを預けたい

親が多いということかと思います。問題

は，年間20人のお子さんが保育中に亡く

なっているということです。

その7割は，認可外施設となっていま

す。現在，都市部等で沢山増えている小

規模保育施設には，事故の報告義務があ

りません。そういうところで， どの程度

の事故が起こっているかどうかを開設後1

年くらいで，来年度アンケートを取りた

いと考えています。

肥満児診療のフローチャート

〆~､

県下病児・病後児保育施設ですが，兵庫

県のこども子育てプランを見ますと，今

から5年間でさらに1.5倍に増やしたい計

画です。県医師会週報で近々広報されます

が，県独自の診療所型小規模病児保育事業

を県と市が半分ずつ予算を出して，各診療

所で，看護師1名さえいれば毎日2人まで

看ていいという，保育士なしでも病児保育

施設を始められるような施設を今期に10施

設に年間で340万円補助が出ます。病児・

病後児保育施設は現在県下で31施設，その

内神戸市では, 14施設あります。県下29市

のうち， 13市と12町全てで，病児・病後児

保育施設はありません。地域差もあります

し， 開設主体が神戸市は，すべて医療機関

という制限があります。姫路市では，社会

福祉施設が開設し，病児を預かる時に，診

小児生活習慣病予防のために，県下で

調べましたところ， 川西市・尼崎市・姫

路市・神河町4市町でのみ，公的な健診

が行われています。幼児と学童2種類を

作成しましたので， ご活用ください。昨

年，県下の小児科のある二次病院にアン

ケートを取りまして，診療受け入れ状態

一覧を会報に掲載していますので, それ

もご覧いただけたらと思います。

4．救急対策委員会（日野理事） （別紙）

現在の委員会の検討事項として，外傷患者

の搬送経路の調査を，行っています。

県立尼崎総合医療センターが， 出来て阪神

南圏域の深夜帯の救急医療の体制が変わりま

したので，前後の実態調査の検討をしていま

す。

/‐、
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今年の6月にありました日本小児科医会総

会フオーラムで日本小児科医会の救急医療委

員会主催の地域小児救急全国協議会に出席さ

せていただきました。そこで「家庭看護力醸

成への取り組み」の話題が出てきました。小

児科学会雑誌の9月号に，市川先生が論文を

出されていますが，保護者との共同で， 「小

児救急医療の質の向上を目指して」という論

文に出されています。我々が診療をしていく

時に，家庭の保護者等子どもさんが，普段，

あるいはこういう異常が出た時に、救急受診

するようにというチェックリストとして渡し

て，適正な救急受診できるようにしたいとい

うことで，小児救急医学会の市川先生らが作

成されました。日本小児科医会としても， こ

れから進めて行くということがいわれていま

す。これは， カナダの小児救急トリアージと

いう救急の評価スケールを基にして，作られ

たもので， これが家庭でうまく，使う説明

は， なかなか難しいと思いますが， 日本小児

科医会としては， 10月に小児救急の講習を東

京で行って, 11月には， この家庭看護力醸成

の講習会をつくば市での開催案内も来ていた

かと思います。小児救急場面での虐待への取

り組みも検討しているところです。

5．教育委員会（乾委員長） （別紙)

第62回小児医学講座開催前，小児科医

会定時総会開催前，第63回小児医学講座

開催前に3回開催しました。

小児医学講座・総会教育講演・特別講

演参加者は， 70～90名です。64回小児医

学講座は, 10月24日 （土）に，三宮研修

センターで予定しています。この回では

肝臓に関する勉強会ということで，小児

の肝臓病ということと， もう一演題は，

B型肝炎ワクチンを取り上げました。来

年度から定期接種化が実現するか判りま

せんが，そういう話を予定しています。

来年度65回小児医学講座は，平成28年3

月26日に，小児がんの最前線の話という

ことで，小阪先生，神戸大学の西村範行

先生に，移植も含めたお話をしていただ

く予定ととしています。

出来る限り，会員の先生方に， こうい

う教育講演をして欲しいといった情報を

医会事務局に届けていただきましたらあ

りがたいと思っています。

6．編集委員会（多木理事）

執筆依頼に御協力いただきまして， あ

りがとうございます。

少し， マイナーチェンジをしまして，

「忙中閑話」を，横山名誉会長に最初の

回をお願いしましたが，趣味の世界を，

ご紹介いただいており， 3回まで，続く

予定となっております。楽しみにしてい

ただきたいと思います。

本日， 芦田委員長が出席しています

が， 「委員長， ちょっとおじゃまします」

のタイトルで，委員会に直接出掛けまし

て， インタビュー形式で，各委員会の本

当に熱気が伝わる，文章を執筆いただい

ています。委員会報告では，雰囲気がな

かなか伝わりにくいですが，非常に明確

になっていると思いますので， また新し

く委員会参加の手挙げが増えるのでは

と，期待しています。

7．広報委員会（河盛理事）

原則月1回FAXニュース発行を，理

事会，総務会の後にしています。あと，

適宜会員の皆さんにお知らせが必要な時

に， その都度， お送りしております。同

内容をメールマガジン（インターネット

配信） も発信していますので，見えにく

い場合登録の上ご利用ください。 （ホーム

ページから登録可能です｡)

ホームページが， 10月5日から，会員

“、
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行っています。

地区医会のページで，各地区の状況を神

戸市から順番に紹介しています。本日の近

況報告等を参考にしまして，医会の状況を

掲載しています。担当のところを見ていた

だいて，お気づきの点がありましたら， ま

たご連絡下さい。近況報告ですが，書き直

しいただいているところもありますが，か

なり古くて，昔のままになっているところ

もありますので，そういうところは，お忙

しいと思いますが,原稿を送っていただけ

たらと思います。

地区医会のメーリングリストを作ってい

まして，会長が緊急連絡網としても使え

るようにということで，作成していますの

で，名簿が変わるたびに書き直ししていま

すが，見ていただけたらと思います。

先程，河盛先生からもご報告いただきま

したが, 10月5日からパスワードの変更も

ありますので， また再度, FAXニュース

をしていただけるようですので，それにつ

いてもよろしくお願いします。

10．小児在宅医療委員会（常石委員長）

〔別紙）

予防医学とともにこれから，重症児者

の医療が非常に大事だということで， 26

年度から新規に組織された委員会です。

病院から在宅に戻られて医療的ケアを親

御さんが担っている訳ですが， そういう

重症児者を守るために，訪問看護とか小

児科を中心としたご開業の先生方が，頑

張っておられる実情をこれからもっと

もっと発展させようということで， この

委員会が組織されました。

26年度の活動としては, ‘どれほどの

方々がどの地域にいらっしゃるか，医療

ケアマッピング調査を行いました。詳し

いことは,今年の小児科医会総会で田中

用ホームページのパスワードが変更され

ますので, FAXニュースの最後に掲載し

ていますので， お忘れなく変更をお願い

します。見えなくなりますので。

8．勤務医委員会（服部理事）

勤務医委員会は，委員長が姫路赤十字

病院久呉部長で，担当理事が加古川西市

民病院米谷部長ですが，本日所用で欠席

です。代理で報告します。

従来から勤務医のQOLに関するアン

ケートを実施しています。県下の病院小

児科が63施設あります。約半分の回答を

いただいています。現在継続中です。中

間報告という形では，病院小児科も色々

変わってきまして， 24時間保育とか，病

後児保育等が出来る施設が増加していま

す。さらに，診療の傍で色々サポートし

ていただけるメディカルクラークという

職種が，病院に入りますと，保険点数が

上がりますので，導入が進んでいます。

どの程度までなのかを調査中です。

QOLの調査は， どうしても部長あてに

届き， どうしても部長の考えが返ってき

ているということがございますので，現

在は各施設の部長と， さらに中堅以下の

先生方にも， 別途満足度の調査を行い，

閉じた状態で部長に渡して， 回収いただ

く形を取っています。部長と中堅以下の

先生方の勤務医のQOL調査の報告を後日

したいと考えています。

9． ホームページ委員会（渡辺理事）

（別紙）

日頃は，各地区の先生方には， ホーム

ページの運営にご協力いただき， ありが

とうございます。主担当の寺田理事がご

欠席ということで， ご報告きせていただ

きます。

2回の委員会を開催し, HPの更新等を

/徳慰

/侭へ
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理事から教育講演として報告があったか

と思います。要点としましては，小児期

に原因のある重症児者が，兵庫県下にど

れだけおられるかの調査ですが，総計

1,259人ということですが，すべての数を

把握できていない可能性がかなりありま

す。それは，阪神地区は，大阪の病院が

主治医だったりするということで， 2014

年と2007年との比較で，約6倍程度に増

えています。

もう一つの特徴は，兵庫県を10の医療

圏に分けた時に，過疎圏域においても，

必ずl例以上の呼吸器例があるとなって

います。そういうことで，小児在宅医療

， の担い手を育成しようということで，在

宅医療実技講習会，主に気管切開と胄瘻

の管理の講義と実習をしようということ

で，第1回を，今年の2月1日に行い，

48名の医師限定で，参加がありました。

今年の活動として，第2回目を来る12月

6日，兵庫県医師会館をお借りし，今回

は， 医師だけでなく，看護師にも門戸を

広げて，計画しています。さらに， 「在宅

医療導入マニュアル（医療職用)」の作成

や，地域医療連携のためのクリニカル・

パス冊子の作成して，在宅医療のレベル

を上げようということで，頑張って参り

ますので，宜しくお願いします。

一質疑応答一

．救急対策委員会へ

（乾）救急対策委員会報告の表についてです

〆が，入院（転送）率が2％から51%と非常

に巾がありますね。一次から三次までやっ

ている処と，三次だけやっている処と，差

があるのかと思いますが，伊丹市立病院が

51%で，高いかなあと思うのですが。その

辺の何か， コメントがありますでしょう

か？

（日野）一次の処の転送の率は，おおむね2

～4％です。二次の病院での入院率は，詳

しくは見ていませんが，例えば，神戸市立

医療センター中央市民病院などは，割合低

いのですが， これは，おそらくウォークイ

ンが，結構あったりとか’二次の転送を受

けておられる処は， やはり高くなるので

はと，考えています。一般的には，大体

20～30％位が， 中央値かと思います。伊丹

市が， 51％と高いのは，詳しくは判りませ

‘ ん。

（乾）急病センターからの依頼の数が，半分

くらい入院となってしまうのでしょうか。

（辰己）それが，底上げしているのかと思い

ます。

◎地区小児科医会MLについて

（会長）地区小児科医会MLですが， こ

れは， どうやって変えていきますか？大

分変っているのがありますので。従来の

会長に送って変更を届けていただきます

か？ここでは，難しいですね。

（渡辺）また，対応します。

（森信）このMLの資料は，実際MLで

回って来ているのと異なるのでしょう

か？この資料の宝塚市は，私，森信と違

うのですが。

（渡辺）最新の物では， ないようです。更

新はしましたが，本日プリントアウトさ

れたものが，古いようです。

（会長）このMLは，非常に大事なMLか

と思います。従来のように， はがきとか

郵便で送るよりも,MLを利用させていた

だければ，各地区の状況なり，直ぐ折り

返しご返事いただけるとか， こちらから

緊急のことがあっても，伝えるというこ

ともできますので。ぜひ,私たちだけで

はなく，各地区の先生方も， ご利用いた

だければと思います。

'へ、

凧
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医で，県の保健を盛り上げて行きたいと

思います。是非，新しくご開業された先

生方は， 勿論のこと， これまでまだ未入

会の先生方がおられましたら， どうぞお

手元の名簿と照らし合わせまして，地区

のMLでもいいですし，できましたら，

地元の先生方が一番説得力があるかと思

いますので，一寸お声掛けいただいて，

ご勧誘いただけましたら，助かります。

勿論，入っていただくだけが目的では

ないので，入っていただくからには， メ

リット，入ってみないと判らないメリッ

トもあろうかと思います。委員会活動に

加わっていただく，発表の機会を持って

いただくことも大事かと思います。どう

しても開業医の会と思われがちですが，

勤務医も半分近くおられますので，病院

の先生方にも， 医局というか，小児科の

科の中からも多くの先生方に入っていた

だこうとおもっております。やはり，若

い力が必要かと思っていますので，宜し

くおねがいします。

もう一つついでに， 日本小児科医会に

も，協力し合っていく仲間ですので，会

費の負担は増えて申し訳ありませんが，

入会いただければと思います。地区ML

ででも，誰それに声掛けたよとの連絡を

いただきましたら，事務局から連絡を差

し上げるとか，事情をご説明するとかし

たいと思いますので， どうぞ宜しくお願

いいたします。

連絡協議会は，定刻まで熱心に議論され，

ほぼ定刻終了後，場所をタクシー移動にてホ

テルオークラ神戸「桃花林」に移して, 18:

00より和気調々とした懇談の時を持ちました。

《多木》

（渡辺）最新の地区ML資料を地区MLに

流します。

4）その他

（辰己）県小児科医会からお願いがござい

ます。お手元に， 県小児科医会の名簿

が，各地区分冊の形であるか思うのです

が，県の理事会の方では，会員の増員を

図りたいということで，色々協議をして

います。その中で， まず，地区の先生方

にB会員，勤務医の先生方も含めてです

が， どれ位，入っておられないかを把握

していただきたいので，本日名簿を配ら

せていただきました。 もし， この先生，

入っておられないとお気付きになられま

したら， お声かけをお願いできたらと思

います。青い上が， 「入会のご案内」の

パンフレットです。少し古い版で， ホー

ムページのアドレスが書いてないのです

が， ホームページにアクセスいただきま

したら，新しい版のパンフレットをプリ

ントアウトできます。事務局の方にご連

絡いただければ，必要分をお送りさせて

いただきますので， どうぞよろしくお願

いします。

（会長）辰己副会長からお話しいただきま

したが， 「数は力なり」ではありません

が，実際，兵庫県小児科医会の会員が

減っていますので， 日本小児科医会も

減ってきています。 もちろん，高齢化と

いうこともありますし，退会されて会を

辞められる方もおられますが,兵庫県小

児科医会は，全国で2番目に多い会員数

でしたが，大阪に抜かれてしまいました。

兵庫県小児科医会は，委員会活動を初

めとして，活発です。折角，活発な活動

をさらに持続させ，発展させるために

は，若い力，新しい力が必要かと思いま

す。この際，県下のオール兵庫の小児科

/…、
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第24回地区小児科医会連絡協議会地区小児科医会報告のまとめ

/和、

鯛

地区名 ト ビ ツ ク ス 会員数の動向

神 戸 市 長らく神戸市の場合は、勧奨接種（任意接種）は、神戸市が決めた料

金で接種していましたが、今年度から自由料金となりました。インフル

エンザワクチンに関しても、今シーズンからは、各医療機関が決めた料

金で接種することとなります。高齢者の委託料金は、￥4,860です。神戸

市が小児の1回目に¥1,360助成しますので、高齢者と同じようにと考え

ると、￥3,500となります。以前、医療機関はこどものために500円負担し

てくれというのがありましたので、￥3,000を神戸市は希望しています。

しかし、価格設定は、基本自由です。

風疹ワクチンに関しましては、今、￥2,500の助成がありまして、前提

として抗体検査を受けるという条件がありますが来年度からは、抗体検

査を受けなくても自己申告で罹っていないということで、助成が受けら

れます。

新型インフルエンザの住民接種に関して、全国でその接種のスキーマ

が出来ているのは、神戸市と川崎市のみです。国のワーキンググループ

があって、いかに大都市で、神戸市では160万人の方に混乱なく接種する

かですが、 9区ありますが、集団接種で対応しますが、各区2カ所ずつ

に毎日医師が医師会から数名ずつ配置して当たることとしています。

庫県下でも、近々予算化を迫られるかと思います。

斤
〆、

ｊ
ｊ

↓
↑

１
１

く
く

名
名

６
３

８
２

員
員

〈
云
今
云

Ａ
Ｂ

リ
、 b

尼崎市 県立尼崎総合医療センターが7月にオープンしまして、それに伴い、

夜間の救急のシステムが変わりました。夜間9時から、朝方5時半ま

で、開いておりました尼崎の医療センターが、 11時半ということになり

まして、名称も「休日夜間急病診療所」と、統一されました。 1l時半ま

での受付で、以降来られた方の診療が終了するまでですが、 12時以降、

｢尼崎小児救急相談ダイアル」に電話して、救急の受診が必要と判断さ

れた場合に、県立尼崎総合医療センターの受診を促されて、受診の運び

となりました。事務的な混乱が、当初あったようですが、 10/10小児科開

業医との懇話会が開催されます。まだ、内情は、 よくは判りません。現

場としましては、小児科の患者さんの受け入れは、今まで通りで、紹介

患者さんで困ることはありません。

ｊ
ｊ

↓
↑

１
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名
名
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員

今
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今
云

Ａ
Ｂ

伊丹市 三田市民病院におられた若い先生が、 11月に開業予定で、マンパワー

が増えて、乳児健診、急病センターも問題なく、こなせるのではと考え

ています。予防接種に関しましては、現物支給になりまして、数が合わ

ないとかの問題点は、あるようですが、特に、大きな問題となることも

なく、メーカーも全て選択出来ています。接種料金は、合算で支払われ

ています。地区の独自活動としては、MRⅡ期接種時に、 5歳児の問診票

を配布し、 「就学時に問題があれば、相談してくださいね｡」とする5歳

児健診的な取り組みをしています。
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川西市

(猪名川町）

ワクチンは、メーカー指定が出来ません。新たに参入するメーカーが

あった場合は、どうしても入れたい場合は、入札価格を下げる傾向があ

り、変わったりします。メーカー指定を行政に相談しますが、公的にグ

レーゾーンの処があるので、契約書も印鑑を押していない状況で、その

あたりの問題をどうするかが今後の課題です。ワクチンにつきまして

は、川西市と、猪名川町が同じ実施要綱でやっていますので、猪名川町

と川西市の乗り入れがく、しやぐしやになっています。最終的に猪名川

町の医療機関には、猪名川町から支払われます。川西市については、

川西市です。かなり複雑で、医療機関で事故が発生しますと、接種人数

と、接種本数が異なって、 く．しやぐしやになっている状態となっていま

す。伊丹市と宝塚市と川西市、猪名川町の若年者人口はほぼ同じにもか

かわらず、A会員の人数は、半分以下ですので、乳幼児健診が非常に困

難になっています。川西市から、猪名川町まで車で20～30分かかります

ので、それも大変です。阪神北圏域の先生や、明石市障害センターの先

生、勤務医、内科医の先生方の応援をお願いして、何とか何とか回して

いる状態です。A会員の先生方が高齢ですので、今後が危倶されます。

A会員6名（→) 15年間不変

B会員11名（→）
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地区名 ト ビ ツ クス 会員数の動向

宝塚市 4月にMR期限切れワクチン誤接種11例(1歳l例）発生し、記者

発表となった。 2ヵ月後、被接種者に、 3名が検査希望し、抗体検査実

施。免疫あり、健康被害もない結果となった。市の方から、医師会へ、

今後の対策はするよう指示を受けた。

A会員13名（→）

B会員7名（2↑）

西宮市 研修会・講演会年10回で多いですが、小児科専門医研修単位を満たす

のは、年2回だけのものです。医師会の委員会活動で、小児科がかか

わっているものに関しては、積極的に諮問事項で、検討したものが、直

ぐ行政に反映されていると思います。ワクチンの誤接種の報告義務を徹

底している。病児保育所が1カ所となり、問題。休日診療所は、今年の

4月から、 12時以降実施していないので、阪神北にご協力いただいてて

います。土曜日の時間帯は、 17時からとしました。
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芦屋市 予防接種ですが、成人の風しんワクチンですが、公費助成を続けてい

ます。婚姻届を出した時に、案内をしております。毎年4月に、必ず説

明会を医療機関に対してしています。 5歳児健診、問診票を年中児に秋

頃に送付して、回収して希望者にのみ、通知します。保健センターから

の電話相談で解決する場合もあり、 1割弱が外部委託（児童精神科医）

で、健診実施。保健センターあるいは、すぐすぐ学級でフォローアッ

プ。医師会員には、数の報告のみ。現在は、あくまで2年間の試行とし

て、育児支援として実施。病児保育は、民間での設立無く、芦屋病院の

み 0

A会員8名（→）

B会員2名（1 ↑）

明石市 おたふくかぜ・ロタウイルス･B型肝炎・インフルエンザﾞ ワクチンの

内、計2つについて1回につき￥2,000-部助成。

A会員17名(31)

B会員11名（→）

北播磨

(5市1町）

病児・病後児保育所は、各市町に1カ所設置。 ｊ
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加古川市

加古郡

(1市2町）

ワクチン接種事務手数料の低減化交渉継続。 （接種委託料の5％） ｊ
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高砂市 欠席 A会員4名(ll)

B会員2名（→）

姫路市 急病センター出務は、以前の月1回から、 2カ月に1回程度。 A会員38名（2↑）

B会員9名（→）

三田小児

臨床談話会

欠席

丹 波 欠席 ｊ
ｊ

↓
↓

く
く

名
名

４
３

員
員

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

淡 路 ワクチン保管料（10％、破損の補償として)。手技料に対して、手数料

10% ◎

A会員8名（→）

B会員3名（3↓）

但 馬 欠席 ｊ
ｊ

↓
↓

く
く

名
名

５
３

員
員

〈
云
今
云

Ａ
Ｂ
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第24回地区小児科医会連絡協議会地区小児科医会近況報告

/…、

凧

地区名 神戸市 尼崎市

会長名 二 宮道人 徳田正邦

回答者 佐野公彦 徳田正邦

1．会員数
27年度

26年度

25年度

A会員 86名

B会員 23名

A会員 87名

B会員 22名

A会員 84名

B会員 25名

A会員 65名

B会員 22名

A会員 66名

B会員 18名

A会員 65名

B会員 21名

2．研修会、講演会 回/年 (20回/年） (10回/年）

3．任意予防接種の公費助成について

(9月現在）

l)水痘3歳以上2)おたふくかぜ

3）ロタウイルス 4)B型肝炎

5）成人風しん

6）インフルエンザ

7）補助的PCVl3

5）成人風しん

6）インフルエンザ

5）成人風しん

6）インフルエンザ

4-1.定期予防接種ワクチン購入につい

て（再調査）

l)すべて接種医療機関で購入

2）一部現物支給

3）すべて現物支給

l)すべて接種医療機関で購入

3）すべて現物支給

4－2．上記で2） 3） とお答えの場合、

ワクチンメーカー指定ができますか

1）すべてできる

2）一部できる

3）できない

2）一部できる

5．貴地区での同時接種の委託料について

(再調査）

同時接種の場合の委託料は？

l)単独接種料の合算で支払われている

2）合算より減額されている

回答がl)の場合、減額について協議に上

がったことは？

l)単独接種料の合算で支払われている

ない

2）合算より減額されている

ある

6．貴地区の独自の活動について 神戸市感染症ワクチンフォーラム（神戸市医師会主

催/神戸市小児科医会・神戸市産婦人科医会・神戸

内科医会共催）を毎年4月に開催

7．最近の貴地区における小児医療の問題
占
J0，、 ,

神戸市の小児科二次救急医療体制の再構築

8．本データを当医会ホームページに公開

してもよろしいか

諾 諾

9．最近1年間に「兵庫県小児科医会地区

医会ML」連絡先の変更有無は？

なし なし
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/~、

風
一

伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市

乾 幸治 伊賀和夫 森信孝雄 谷口賢蔵

乾 幸治 田上久樹 森信孝雄 谷口賢蔵

A会員 15名 A会員 6名 A会員 13名 A会員 61名

B会員 17名 B会員 11名 B会員 9名 B会員 16名

A会員 15名 A会員 6名 A会員 13名 A会員 62名

B会員 18名 B会員 11名 B会員 7名 B会員 17名

A会員 15名 A会員 6名 A会員 14名 A会員 61名

B会員 17名 B会員 10名 B会員 6名 B会員 17名

(6回/年） (1回/年） (2回/年） (10回/年）

3）すべて現物支給 3）すべて現物支給 3）すべて現物支給 3）すべて現物支給

2）一部できる

l)すべてできる

3）できない

l)すべてできる

l)単独接種料の合算で支払

われている

ない

l)単独接種料の合算で支払

われている

ない

l)単独接種料の合算で支払

われている

ない

l)単独接種料の合算で支払

われている

ない

A会員数が少なく、乳幼児健

診担当

医師確保が困難

・学校保健委員会で食物ア

レルギーに対する対応策を

検討。また本年度から学校

心臓検診で4年生の心電図

(12誘導）が導入される。

･乳幼児保健委員会で定期予

防接種率の向上目指し、市

民フォーラムを実施予定。

また誤接種の報告義務をし

ている。

病児保育所が一カ所となり､

今後の子育て支援が問題で

す

諾 諾 諾 諾

なし なし なし なし
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/“

“

芦屋市 明石市 北播磨 加古川

河盛重造 穴田玉輝 坪田 ， 徹 黒 田英造

河盛重造 穴田玉輝 坪田 徹 黒 田英造

A会員 8名 A会員 14名 A会員 14名 A会員 18名

B会員 2名 B会員 名 B会員 11名 B会員 12名

A会員 8名 A会員 17名 A会員 14名 A会員 17名

B会員 1名 B会員 11名 B会員 11名 B会員 10名

A会員 7名 A会員 14名 A会員 12名 A会員 16名

B会員 8名 B会員 16名 B会員 12名 B会員 10名

阪神小児科懇話会に参加 (2～3回/年） (0-1回/年） (1回/年）

5）成人風しん 2）おたふくかぜ(一部助成）
3）ロタウイルス(一部助成）
4) B型肝炎（一部助成）
6）インフルエンザ(一部助成）
上記の内、計2つについて、
各々2,000円助成

、
口
■
Ｊ
、
■
ｊ
ノ
、
９
０
ノ
、
１
０
ノ
、
ゴ
〃
姑

１
２
３
５
成
はな

水痘→加東市（3～5歳）
おたふくかぜ→加東市
ロタウイルス→三木市（半額）
成人風しん→三木市50歳未満助
加東市(抗体検査)小野市、加西市
し。西脇・多可はロタウイルス．

インフルエンザ・おたふくかぜワクチ

ンの中から2,000円×2回補助

2）おたふくかぜ→
播磨町2,000円 1歳－．3歳
5）成人風しん→
播磨町5.000円

6） インフルエンザ→
(加古川市：インフルエンザまたはお
たふ<かぜのどちらか1つ2.000円1回

のみ、 4歳未満）

3）すべて現物支給 3）すべて現物支給

1)すべて接種医療機関で購

入

1）すべて接種医療機関で購

入

2）一部できる

l)単独接種料の合算で支払

われている

ない

l)単独接種料の合算で支払

われている

ない

1）単独接種料の合算で支払

われている

ない

l)単独接種料の合算で支払

われている

ない

特になし 第2日曜北播磨総合医療セ

ンター

第4日曜西脇市民病院

に会員が出務し外来救急患者

に対応、病院の先生には入院

患者に専念してもらってい

る ◎

｢安心子育て応援ブック」の

発行及び改訂市民対象に「市

民健康フォーラム」 （年1回）

特になし 小児科医が少なく、地域の範

囲が広いこともあり、夜間

時間外の対応ができず、他地

区の病院、急病センターに迷

惑をかけています。

休日、夜間救急の定点化

諾

なし
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/~、

凧
一

高砂市 姫路市 西播磨（赤穂市医師会） 三田圏域

山名克典 山田一仁 里 田和司

小林 謙 山田一仁 黒 田和司 江原伯陽

A会員 4名 A会員 38名 A会員 4名 A会員 8名

B会員 2名 B会員 9名 B会員 5名 B会員 0名

A会員 4名 A会員 36名 (上記は、赤穂市医師会員数） A会員 6名

B会員 2名 B会員 9名 B会員 1名

A会員 5名 A会員 35名 A会員 9名

B会員 2v名 B会員 9名 B会員 1名

(6回/年） (1回/年） (2回/年） (10回/年）

5）成人風しん 5）成人風しん

1)すべて接種医療機関で購

入

1）すべて接種医療機関で購

入

1)すべて接種医療機関で購

入

3）すべて現物支給

3）できない

1)単独接種料の合算で支払

われている

ない

l)単独接種料の合算で支払

われている

ある

1）単独接種料の合算で支払

われている

ない

1)単独接種料の合算で支払

われている

特になし 開業医で乳幼児健診の可能な

医師が少なく、一人の負担が

大きすぎる。

又保育所、幼稚園、学校の

園・校医にもしわ寄せがあ

り、 きびしい現状です。

平成27年4月より、三田市民病院小
児科医が常勤1名に減少。それに伴
い、入院の停止、時間外診察の中止
を余儀なくされており、現在同市民
病院で開催されてきた三田小児臨床

懇話会も閉会となった。
今後は、神戸市北区の地域小児科セ
ンター＆地域周産期センターである
兵庫県済生会病院（常勤9名）が開
催する北神小児カンファレンス（年
2回）に集約されていくものと思わ
れる

今後、当地区の小児科医会の再開は
未定。

特になし 上記のように、三田市民病院が常勤1名で
あるにも拘らず、年間約400の分娩を扱っ
ており、早晩、分娩蘇生到潜の遅れによる
分娩障害が発生する可能性が大・小児科二
次轄番は、済生会兵庫県病院と神戸中央病
院により、月に10日の当番があるのみ。時
間外一次救急はすべて神戸こども初期救急
または伊丹広域こども急病にて対応をお願
いしている。日祝祭日の9AM－5PMまで
は三田休日応急センターが医師2名体制で
応需c小児科医の出務は年に4～5回。三
田市以外に、神戸市北区、加東市、篠山市
あたりより受診有り

諾 諾 否

なし MLより井上友子先生を削除



兵庫県小児科医会報No.65.2016 95

'へ、

凧

篠山・丹波 淡路 但馬

松本好弘 富本康仁 赤松 亮

松本好弘 富本康仁 赤松 亮

A会員 4名 A会員 8名 A会員 5名

B会員 3名 B会員 3名 B会員 3名

A会員 4名 A会員 8名 A会員 5名

B会員 3名 B会員 6名 B会員 3名

A会員 4名 A会員 8名 A会員 5名

B会員 3名 B会員 6名 B会員 3名

(2回/年） (2～3回/年） (3回/年）

5）成人風しん→妊娠可能な助成及び同居
家族（篠山市）

6） インフルエンザ→生後6カ月～中3
65歳以上

○地域独自の公貿助成方法
篠山市→MRワクチン（H12.4～H13.
4出生） 2期
(接種していない者）実施期間（H27‘11．
～H錫.3末）

2）おたふくかぜ
3）ロタウイルス→淡路市

¥2,000 1回
4)B型肝炎→南あわじ市

￥1,500 1歳未満
5）成人風しん

1）すべて接種医療機関で購

入→委託料にワクチン購入

費用含む（丹波市）

3）すべて現物支給→篠山市

l)すべて接種医療機関で購

入

3）すべて現物支給

3）できない

市の入札により決定した業者

のみ→（篠山市） 3）できない

1）単独接種料の合算で支払

われている

(丹波市・篠山市）

ない（丹波市・篠山市）

1)単独接種料の合算で支払

われている

ない

l)単独接種料の合算で支払

われている

ない

諾 諾 諾

なし なし
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は500人に1人， 疾病に例えると川崎病くら

いで， 小児科医として定期的にみることがあ

る疾患となります。 さらに， 虐待により傷徳

が生じているものの医療機関を受診するほとﾞ

ではない子どもたちになると50人に1人くら

い，小学校のクラスにほぼ1人ぐらいはいる

のです。親から子への体罰を，厳しい朕の一

環と考えるのか， 虐待とみなすべきなのか，

議論はあるかもしれませんが， 「体罰は育児

上， 不可欠である」と認知している親からし

ばしば'11]かれて育てられている子どもに至っ

ては， 5人に1人はいます。

この溝口先生の文章に出会うまで， 虐待を

小児疾患として身近に捉えるというエートス

は， 未熟な私には恥ずかしながら全くありま

せんでした。児童虐待とは， 私が認識して

いたよりもはるかに有病率の高いcommon

diseaSeであり，重症例を見逃した場合の再発

率・致死率は極めて高い（約25％・ 10%) fatal

diseaseであり㈱ 自然寛解率は低く , '|曼性化率

も高く ， 多彩な合併症をリ|き起こすchronic

diseaseと言えるわけです。 しかも‘ しばしば

垂直感染!?を来たして， 次世代へ伝播するので

（約3割)， 虐待による社会的な負のコストは

直接で年間約1,000億間接コストに至っては

年間1兆6,0()0億円の損失をもたらしていると

試算されています。こんな重大な|到民の健康

上の問題を医師が看過してよいはずがありま

せん。

では， どうすればよいのでしょうか。

まず， 「虐待に気づく」 ことです。私たち

が臨床の場でルーチンに虐待を疑うという対

応を行っていない限り， 多くの支援を要する

家族を見逃してしまっている1IJ能性がありま

す。夜中に㈱常識的には考えられないような

主訴で急病センターを受診したり， 医療者に

対して自分の主張を強引に押し通したりする

親に遭遇すると， つい， 「なんて非常識な…」

他府県小児科医会会報よしノ
鐸唱 …－門…g ~翠…一

｢群馬県小児科医会便り N062 2015.04.」

子ども虐待について

群馬県済生会前橋病院小児科

溝口史剛

児童虐待は深刻な社会問題となっています

が， 虐待を受けた子が毎日クリニックへ押し

寄せて困っているという先生はほとんどおら

れないと思います。 自分をかかりつけ医に選

んでくれた患者さんの中に， 虐待を日常的に

繰り返している悲惨な家族が潜んでいるとは

あまり考えたくないですよね。でも， 虐待の

疑いで児童相談所. ,1丁町村に通告・相談され

た件数は，単純に合算すると152,988件（平成

24年）であり， これは18歳未満人| lの0.75%に

相当します。未就学児に限ると1.04%になりま

す。 もちろん， 同じケースが重複して報告さ

れている場合もありますので， 実数は1%J<

りも少ないと予測されますが, 100人に1人と

いうことは，私たちの診察室でも週に数人は

虐待で相談・通告された児を診療しているわ

けです。

虐待の重症度と小児疾患を比較すると‘ さ

らにわかりやすくなります。 メディア等で大

きく報道される致死的な虐待事例は， 毎年数

十人， およそ50,000人に1人くらいと，極め

て稀な先天性代謝疾患のような頻度です。死

亡しないまでも虐待によって入院せざるを得

ない状態になる子は約5,000人に1人と， 急

性白血病やl型糖尿病の初発をみるぐらいの

頻度であり， 臨床医が， 普段自分で関わる

ことはまずないだろうと考えてしまうレベル

です。でも， 救急外来で医療的措置が必要と

なる子どもにまで感度を広げると， その頻度

一

到匹
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「今どきの若い親は…」と， どうしても憤り

を感じてしまいます（よね？）。しかし， その

ような際に「親にも発達上の困難さや感情の

制御を行う上で，何らかの問題が潜在してい

るのかもしれない｣， 「この常識の無さや利己

的な暴力の乱用が子どもに向かわないだろう

か」という視点を持って，共感的に接するこ

とが大切なのです。虐待という言葉を， 「無責

任な親というレッテルを貼り，親子をさらに

苦しめるためのもの」にするのか， 「親子へ

の適切な支援のきっかけの合言葉」として活

用するのかは， それを使う人間次第です。子

どもの味方を自認している小児科医は，子ど

もたちが心身ともに健全に育つための親子支

援のツールとして積極的に活用したいもので

す。

そこで，次に大切なことは， 「気づいたら，

関わる」ことです。独りで診療していると，

なるべくならややこしい患者には関わりたく

ない， 自分にとって不愉快な家族は単に相性

が悪いだけだと上手に切り捨てた方が診療の

効率としては良いのかもしれません。 しか

し， そのような場面にこそ小児科医の真価が

試されるのであり，社会的な弱者に寄り添え

ることこそが小児科医の真のアイデンティ

ティーです。虐待を疑い，通告することは

「犯罪を疑い，密告すること」ではなく， 「親

子に求められる真のニーズを診断し，親子関

係改善のきっかけを作る治療行為」であると

いう信念を持って，小さなアクションを起こ

すことを厭わないように心掛けるべきです。

もちろん，虐待の通告には勇気と手間が必

要です。私たちが診察室で虐待を疑う親子の

ほとんどは確証が持てないグレーなケースな

ので，実際の相談には様々なリスクが伴うの

も事実です。でも，虐待を発見した者1人だ

けが全ての責任を背負う必要は全くありませ

ん。重要なのは， 医療と同様の，一次一二次

一三次診療のような緊密な連携体制です。周

産期医療にしろ，小児救急医療にしろ， 医療

の集約化・地域化が大切であり， それは児童

虐待でも同様です。私たちのような地域の最

前線の医療者が見張り番として，気になる事

例に対し何らかの関わりを持つ。そして，対

応に困難が予想される事例には地域の中核病

院がチームで対応する。そのためには主要な

病院のChildProtectionTeam(CPT;虐待

対応チーム）が，予めトレーニングを受けた

状態となっている必要があります。枠組みだ

けで基礎的対応スキルに乏しいチームであれ

ば，結局，虐待の否認や倭小化が生じるリス

クは変わりません。さらに， 中核病院のCPT

が判断や対応に困難を感じた場合に，専門性

の高い医師に容易にコンサルトできるような

高次の連携体制を整えていく必要があるので

す。この際， 医療機関向けの虐待対応プロ

グラム「BEAMS」が良き教材となります。

BEAMSは日本子ども虐待医学会の推進事業

として開発され， 「皆で虐待の問題に光をあ

て，崩れゆく家庭を支え，子ども本来の笑顔

を取り戻してほしい」という意味が込められ

ており， それぞれの立場の医師が各ステージ

で的確な虐待への対応ができるように解説さ

れていますので，是非， ご参考にしてみて下

さい。 (http://beams.childrenfirst.orjp/)

今後，地域における児童虐待の対応体制

は， 「医療者の本来の仕事を離れた余剰サービ

ス」ではなく， 「小児医療提供体制の大切なセ

グメント」として整備していかなければなら

ない， つまり，小児科医の大切な仕事の一部

なのです。兵庫県においても，兵庫県小児科

医会の勤務医委員会や小児保健委員会などが

中心となって虐待拠点病院の整備体制を確立

することが強く望まれています。 《野間》
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あと がき

なり解明されつつある現状を教えていただき

ました。また，須磨崎亮先生には，本年10

月から定期接種の始まるB型肝炎ワクチンの

接種意義や効果，実施上の注意点などわかり

やすく教えていただきました。地方会では，

興味ある2症例をご報告いただき大変勉強に

なりました。

忙中閑話は，末廣名誉会長によりご趣味の

焼き物の世界をお話しいただきました。楽し

そうに絵皿を眺めておられる先生のお姿が目

に浮かびます。焼きもの好きの方には大変興

味深いお話だと思います。 リレーずいそうで

は, 13回も国体クレー射撃に出場された本郷

先生にご寄稿いただきました。クレー射撃と

の出会いのエピソードや競技のむつかしさが

わかりました。競技に打ち込む先生の気迫を

感じ， ますますのご活躍を期待しています。

今回も多くの新会員のご紹介がありまし

た。皆様とともに小児科医会をさらに盛り上

げていきたいと思います。その他，各委員会

報告，理事会議事録，他府県小児科医会報よ

り等盛りだくさんの内容となりました。どう

ぞ， じっくりお読みください。

最後になりましたが，医会報の編集，発刊

にいつもご尽力いただいております事務局の

平松様に深謝いたします。 《黒田》

最近は異常気象にもあまり驚かなくなって

いますが，急な気候の変化を乗り越え， それ

でも春は着実にやってきました。桜の開花情

報も次第に北に移っていき，気分も和んでき

ました。一方，先日の報道で，元有名プロ野

球選手の覚せい剤事件は，将来を夢見る子ど

もたちに大きな衝撃を与えたのではないかと

心配です。禁煙だけでなく薬物乱用防止に対

してももっと積極的に子どもたちに啓蒙する

必要性を痛感します。 3月には東日本大震災

が発生5年を迎えました。まだまだ復興途中

です。忘れることなく息の長い支援が必要で

す。

今回も， お忙しい中多くの先生方にご寄稿

いただき本当にありがとうございました。

巻頭言で二宮先生が述べられていますよう

に, 1月早々，化血研による血液製剤等の不

正製造が明らかになり， 同社製造のワクチン

に対する不信感が募り医療現場は大混乱しま

した。ワクチンによるさまざまなトラブルは

毎年のように起こっており医師，患児，家族

を不安に落とし入れています。 日本の予防接

種行政の未熟さを痛感します。

小児医学講座では，乾あやの先生によ

り，今まで解決できなかった小児の肝疾患

が，生検や遺伝子診断により， その病態がか
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