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成育基本法成立に思う

伸
士
心兵庫県小児科医会副会長渡辺

平成20年より理事としてお世話になり， この度兵庫県小児科医会の副会長を拝命致しま

した。どうぞよろしくお願い致します。

さて, 12月8日未明に参院本会議において「成育基本法」が全会一致で可決されたこと

は日本医師会周産期・乳幼児保健検討会議の委員としてその原案作成に関わった一人とし

て大変感慨深いものでした。

この法案の原点となる「小児保健法」は平成16年に日本小児科学会・ 日本小児科医会・

日本小児保健協会の合同プロジェクト委員会において，新生児から思春期までを一貫して

扱える小児を中心とした保健・医療・福祉の法律として検討され，平成20年に日本医師会

答申として提出されましたが，残念ながら国会での成立は見送られました。その後も関係

者の思いは熱く ，平成25年度にはその対象範囲を「成育過程にある者等」と拡大し， 内容

を再検討した上で， 名称も「成育基本法（案)」 として日本医師会より提出されました。提

出後も5年間という永い月日が流れましたが， 自民党議連，超党派議連での議論を経てよ

うやく成立の運びとなりました。この間，常に関わってこられ， 答申作成にも委員長とし

てご指導頂いた五十嵐隆国立成育医療センター理事長が8日午前2時20分過ぎ本会議場傍

聴席で成立の瞬間を見守られたとの報道を聞き，長年のご苦労が実ったことをうれしく思

いました。

この法律は， 胎児期から成人期までの子どもの成長過程を一連のサイクルと捉え，保

健・医療・教育・福祉を中心に切れ目のない施策を講じることを可能にするための基本法

となります。また養育者や国・地方自治体・医療関係者の責務を明らかにし， 国の專門機

関として「成育医療等協議会」を設置し成育医療等基本方針の案を作成することが盛り込

まれています。私たちは，法律に書き込まれた「医療関係者の責務」 として行政等の関係

機関と連携しながら，子ども目線に立ってその役割について検討していくことが求められ

るのではないでしょうか。

一

声司



兵庫県小児科医会報 No.7120192

第70回小児医学講座

|講演1 1

座長＝兵庫県小児科医会小児保健委員会担当理事

梶山小児科・アレルギー科院長 梶山瑞隆

こどもの健康を促す小児予防医学

～米国の健診システムから応用できること～

国立成育医療研究センター総合診療部総合診療科 。＝

阪下和美

1 ．本邦の小児医療・保健の現状と課題

本邦の過去50年間を振り返ると，社会構造

は大きく変化し子と・もを取り巻く家族のあり

方も大きく変容した。 さらに医学・医療にお

ける先人らの偉大な功績により，疾病構造は

大きく変化した。過去に多く存在した重症感

染症は激減し，大部分の子どもは重症の器質

的疾患には罹患せず、軽症の感染症や外傷

を経験するのみとなった。一方で， 「こころ

の健康」を保つことの困難さから身体症状を

呈したり登校困難を経験したりする子どもの

数は増えている。思春期に入ると，過度の勉

学や部活動による慢性的な脈眠不足やネット

依存安全でないSNS使用など過去にはな

かった問題も生じている。事故・外傷は変わ

らず小児の健康に大きな影郷を与えている。

本邦の小児医療はこれまで疾病の診'新・

原因究明・治療を重視してきた。その重要

性はこれからも変わらない。 しかし「からだ

の元気な子ども」が主である現在において，

子と､もを取り巻く環境を積極的かつ多角的に

評価し， 「こころとからだの健康を損なうリ

スク」へ介入する姿勢が求められている。す

べてのライフステージにおいて、子どもを取

り巻く環境には必ず「こころとからだの健康

を損なうリスク」がある。これらのリスクは

しばしば表面化せず‘ 当人・家族も気づかぬ

まま健康を脅かす。乳幼児健康診査は〃:子保

健の核であるが，疾炳の早期発見･早期介入

（二次予防）が主目的であり，個別化した詳

細な保健指導は難しいことも多い。就学以降

の学校健康診断は，学科履修に支|筐をきたす

身体的疾病の有無を評価することが目的であ

り、保健指導や健康教育はなされない。特に

思春期の年齢では， 医療機関へ受診する頻度

も低くなることから，何らかの症状が顕在化

して初めて医療従事者の介入が始まることに

なる。すなわち，現行の健診制度には一次予

防の要素が欠けており，子どもの傷病を十分

に予防できない。

本邦では， ｜玉|民皆保険ilill度・乳幼児医療

費助成制度のもと， 大部分の子どもが医療

費の負担なく気軽に医療的ケアを受けること

ができる。受診回数や診療科の選択に制限は

なく ， 医療へのフリーアクセスが実現してい

る。大変素晴らしい制度ではある一方で弊害

もある。医療機関を忠者が選ぶことができる

がゆえに，傷病の際に対応する医療従事者が

都度異なることも少なくない。都度対応は過

剰な検査や処方の原閃と成り得るほか，養育

へ
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者のニーズや解釈モデルを医師が把握しづら

い。この医療の形式を「点の医療」と称する

ことができる。さらに，現制度は「受診しな

い自由」を許しており，患者まかせの医療を

促してしまう。 「患者まかせの点の医療」は

健康教育や指導などの一次予防的介入を非常

に困難なものとする。さらに，予防的介入・

行為に対して診療報酬がないことも障壁であ

る。効果的な健康教育や指導を行うために

は，それぞれの子どもおよび家族からよく情

報を得たうえで，本人および家族と丁寧に話

し合う必要がある。診療報酬が得られないと

一人の患者に時間を割くことは難しい。効果

的な予防医療を実践するには，かかりつけ医

が長期的に介入を継続できる， いうなれば

「線の医療」を提供することが理想である。

前述のような課題があることを踏まえつつ，

子どもの健康を最大限となるよう支援するこ

とは小児科医の新たな役割であるという概念

変容が必要と考える。

ある。 1つ目は，予防のための行為に診療報

酬を付けられる点である。健康教育・指導を

行った場合は，要した時間や対象患者のリス

クの程度に応じて報酬を請求できる。 2つ目

は，疾病治療目的の医療行為よりも予防的行

為のほうが安価に抑えられるため，保険の対

象となりやすい。例えば，保険プランによっ

ては，歯牙のフッ素塗布は保険会社が支払う

が，齪歯治療は患者本人の自己負担となるこ

ともある。

良好な医療アクセスを持たない人々にとっ

て，かかりつけプライマリケア医は唯一頼れ

る存在である。良質なプライマリケアでは，

予防医学的介入を通じて医療費を抑える，か

つ，効果的な包括的医療を提供することがで

きる。アメリカ小児科学会（以下AAP)は

小児期を「出生前から21歳まで」と定義して

おり，かかりつけ医は最長で約20年もの間ケ

アを継続する。主業務は急性・慢性疾患の対

応とhealthsupervisionvisitである。

Healthsupervisionvisitは，本邦での健康

診査・診断に該当し，小児のプライマリケア

において最も重要視されている。これは，一

人につき30分以上をかけ行われる個別診察・

面談で，身体診察，成長発達評価予防接種

に加え， 医師による医療面接および保健指

導・助言に多くの時間を割く。医療面接で

は，養育者の疑問や悩みに答えるだけでな

く，生活習慣・親子関係・学校生活など児

を取り巻く環境を詳細に聴取し， こころと

からだの健康に影響しうるリスクの有無を

スクリーニングする。そして,Anticipatory

Guidance (直訳すると「予期ガイダンス｣）

を与える。次の健診までに起こりうる心身の

変化，養育者が悩むだろう事象，起こりえる

事故・外傷等を予測し，対応方法を具体的に

説明するものである。問題に直面する前に医

師と話し合うことで，養育者は安心感を得，

'…、

2．米国の小児保健

こころとからだの健康を支援する際，参

考になるのが米国の小児保健制度である。

米国では言語・文化・宗教・社会経済状況の

違いから，子どもを取り巻く環境は非常に複

雑である。国民皆保険はなく，職業・収入・

居住地域により，各家庭が民間の医療保険に

加入する。自治体による乳幼児健診や学校健

診はない。 「かかりつけ医制度」を採用して

おり，かかりつけプライマリケア医を通じて

医療ケアを受けることを原則としている。社

会経済状況の格差はそのまま医療アクセスの

格差となり，加入している保険のランクが低

いほど医療アクセスは悪く，受診できる医療

機関や医師の選択肢が制限される。米国の医

療保険制度は非常に複雑で欠点・課題も多い

が，予防的介入を実践するには有用な2点が

/“
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学校とかかりつけ医の連携を強める， なども

可能だろう。日常の臨床の場では，一次予防

を意識しながら一人ひとりの患者を診察し，

「受診の理由」以外に気づいた点があれば積

極的に介入をするよう努めることができる。

「もうひとこと．ひと観察・ひと評価」と普

段の診療に「プラスひとつ」することで，本

人および家族の健康意識を向上させる．行動

変容を促すことができるかもしれない。

子どもの「こころとからだの健康」を最大

限にする「文化」を小児科医自らが作り，新

たな役割として担う。この概念変容が実現し

小児医療がますます社会的に重要視されるこ

成長に伴う変化にうろたえることが少なくな

る。思春期の児に対しては，児と医師が1対

1で話し合うことが推奨されており，明らか

な自傷・他傷のリスクがない限りは，児との

話の内容を養育者へ伝えることはしない。

3. BrightFutures:GuidelinesforHealth

Supervisionof Infants,Chi ldren, and

Adolescents

標準化された小児期のhealthsupervision

を全国的に展開するため, AAPはガイドラ

イン"BrightFutures"を作成し，利用を推

奨している。ガイドラインは出生前から21歳

のすべての子ども （基礎疾患のある子どもも

含む）を対象とし, Healthsupervisionvisit

の具体的な実践方法が記載されている。推

奨されている健診の時期は，産前・出生時・

生後l～2週間・生後1 ． 2 ． 4 ． 6 ． 9 ・

12． 15･ 18カ月，以降3歳まで半年毎, 3歳

~21歳は1年毎である。予防接種は疾病管理

予防センターの推奨するスケジュールに沿っ

て実施される。各健診時に評価すべき身体診

察項目や検査項目，医療面接時に尋ねる項目

の質問例や指導内容も非常に詳細に記載され

ているので，ぜひご覧いただきたい。

/‐、

とを願う。

/駕一､

4．本邦への応用の検討

米国の健診の形式や@$BrightFutures''の

内容を本邦へそのまま導入することは不可能

だが，現存の既存の枠組みに概念を応用する

ことは可能である。乳幼児健診においては，

保健師による保健指導内容の標準化を図る，

クリニックでの個別健診では心理社会面を重

視した保健指導を行う，地域の集団健診に携

わる医療従事者とかかりつけ医の連携を強

める，等が考えられる。就学以降は，学校の

授業で心理社会面への指導をする， スクール

カウンセラーとの面談でリスクを評価する，

雲蕊
謹
鍵”

lム

』

1J

､

′ 《’繍篭 Ⅷ伽榊
蕊蕊 篭蕊鐘
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【講演2】

座長＝兵庫県小児科医会理事・教育委員会委員

野間こどもクリニック院長 野間大路

フィンランドにおける小児医療と育児支援

～ネウボラは全ての子どもを見守る～

般社団法人日本フィンランド協会事業推進委員

昭和薬科大学非常勤講師北方美穂

ア両

置という形で今'二|定着しつつある。この取り

組みからネウボラという言葉は消えたが， 自

治体によっては「○○版ネウボラ」 という

ネーミングを使用しているところもあるc

健康を促進し病気の予防を担うネウボラ

は， フィンランドでは「医療システムの一

部」 という位置づけである。 「日本版ネウボ

ラ」を模索したときの日本には， 医療との関

係が薄いような印象を受けた。ネウボラに常

駐するのは保健Ⅲjであるため， ネウボラは保

健師の仕事ととらえられやすい。 しかし， 日

本では産婦人科医が行う妊婦健診をネウボラ

の保健師がするように， フィンランドとn本

の保健師とは仕事の範囲が違い、 日本では医

療の純|||蒜とされているところまでネウボラの

保健師はカバーしている （しかし， 周知のこ

とであるが， 日本の保健師のように子と・もか

ら大人まですべてを担当するわけではない)。

また ネウボラには担当の医師も巡回して来

る。

ネウボラの子育て支援の方法を日本の子育

てに活かそうとするとき， 医療という視点が

重要だと考えている。 また， フィンランドで

は自匡lの子ども全員を把握しているというネ

ウポラの強みにも注目したい。 日本に生まれ

た子ども全員を乳幼児期に把握して支援する

方法を， 小児医療の視点からアブ．ローチして

写真1 保健所とネウボラが同じ建物にある

Palokanneuvola (パロッカネウボラ・フィンランド

ユヴァスキュラ市）の保健師SariTsusoff-Val ivaara

（サリ・ツソフーヴァリヴァーラ） さん

撮影/小杉皓男

一

［はじめに～医療システムとしてのネウボ

ラ～］

初めてフィンランドの子どもの育ちを取材

したのは2008年だった。そのとき， フィンラ

ンドの子育ての' | '核を担うのはネウボラだと

いう印象をもった。以来， フィンランドの子

どもの育ちに関して健康面だけでなく保育や

教育の面でもｲi)|究を続けている。

日本では｡ 2015年前後に少子化対策とし

て， フィンランドのネウボラが注目され始め

た。厚生労働省は4つのモデル地区（浦安

市・世田谷区・高浜市・名張市）で日本版ネ

ウボラの取り組みを始め㈱ それは自治体レベ

ルでの「子育て世代包括支援センター」の設
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6 妊娠期から子育て期を通して無償。出産

ネウボラと子どもネウボラが同じ保健師の

場合が多くなっている。

7 基本的に同じ保健師。予約による個別面

談形式。

8 その子どもが胎児のときからのデータを

一貫して50年間管理。

9 医師・保健所・歯科医・言語聴覚士・作

業療法士・保育園・小学校・等との連携。

10チェック機関が3つある。 「THL(国立

健康福祉局National lnstituteforHealth

andWelfare)｣, ｢Valvira」という健康と

福祉について監督する全国レベルの団体，

「AVI (RegionalStateAdministrative

Agencies)」という地方レベルの団体。 （注

l)

ll保健師は，高校卒業後にAMKと呼ばれ

る職業訓練高等教育機関で4年間学ぶ。

12国の推奨人数，子どもネウボラ1年間に

340～400人。子どもネウボラと出産ネウボ

ラの兼務は，子どもの数は約半数になり，

妊婦は38人まで。

みたい。

［フィンランドの医療システムとネウボラ］

フィンランドの医療は，約8割が公的部門で

行われていて，医師の約3分の2は公的医療機

関で働いている。公的医療機関は一次医療を担

う地方自治体の保健センターと専門医療を担う

公立病院に分かれている。一次医療には，公的

医療機関だけでなく私立のクリニックも存在す

る。一次医療の医師が専門的治療の必要性を認

めた場合に限り，大学病院などの公立病院での

診療を受けることができる。

ネウボラが担う基本的な仕事は，常駐する

保健師と， いくつかのネウボラを巡回する小

児科医によって個人面談の形で行われる。ネ

ウポラを担当する医師は，地域の保健セン

ターに所属する。ネウボラも保健センター

も，運営は地方自治体である。利用者は，地

域の決まったネウボラに行くことになり， そ

こでは担当者も基本的に決まっている。

/銅繍､

［ネウボラの概要］

ネウボラの概要を箇条書きにまとめると，

以下のようになる。

l 心身の健康に関して， その予防が第一の

目的。

2社会保健省(MinistryofSocialAffairs

andHealth)が管轄，地方自治体が運営。

3 妊娠から出産・子育て（就学前） まで，

子どもの人生のスタートを力強くサポート。

4 妊娠中は「出産ネウボラ」産後は「子ど

もネウボラ｣。主眼は子どもであるが，近年

は家族全体のサポートが重要さを増してい

る。

5 この国で出産する子どもと親のほぼ100%

が利用し， ネウボラは100％の子どもを把握

している。 （育児パッケージ， さまざまな手

当もある）

［ネウボラの変遷～子ども支援から家族支

援へ～］

ネウボラは, 1920年頃に市民活動から始ま

り， 1944年に法制度化され，設置が義務化さ

れたものである。初期の目的は，高かった乳

児死亡率を下げることであった。しかし現在

のフインランドと日本は，乳児死亡率が千人

あたり1.9人(2018年世界銀行発表） と同数で

世界3位。新生児死亡率においては日本が千

人あたり0.9人で， フインランドは1.2人である

(2018年版世界保健統計)。新生児・乳幼児死

亡率に関しては，両国ともに既に問題をクリ

アしたと言ってよいだろう。

ネウボラが注目する現代の課題は，結婚の

形を取らない夫婦や離婚の増加などによる複

/へ､
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なっている。 「出産ネウポラ」には， 出産直後

を含め最低10回訪問する。この時，妊婦健診

をしながら親になる準備を保健師がサポート

していく。ネウボラは特別に支援が必要な人

だけが行くところではなく，誰もが個別面談

で利用するところであるからこそ，相談の敷

居が低くなっている点は見逃せない。

雑な家族関係，家族のアルコール中毒，家庭

内暴力，虐待，発達障害，産後うつ等が挙げ

られる。これらの問題を抱える家庭の件数は

少ないかもしれないが，子どもの権利を保障

する社会を築くためには， ひとりもこぼすこ

となくサポートする必要がある。また， これ

らの現代的課題は，できる限り早期に手を打

つことが有効とされる。そのため， ネウボラ

では2011年より妊婦と子どもだけでなく家族

全体を対象とする「総合健診」が導入された。

［子どもネウボラ～「産後うつ」への手厚い

対応～］

「子どもネウボラ」では， 身長や体重など

の身体の成長の検査と共に，発達検査，予防

接種も行う。訪問回数が決められている （図

1 ）が， この数は最低のものであり必要があ

れば増やすことができる （既出のように出産

ネウボラに於いても同様に最低回数は決めら

れているが， 日本においても妊婦健診の補助

は保障されているので， 図表は省略した)。

ここでは， 1歳までの産後うつを起こしやす

い時期には，訪問回数が最低9回設定されて

いることに注目したい。面談を何度も重ねて

ようやく重い口を開く親もいると， ネウボラ

の保健師は話している。この時， ネウボラの

保健師は決して問いただすような聞き方をし

/へ、

［出産ネウボラ～すべての子どもの把握は

ここから始まる～］

フィンランドでは，妊娠がわかるとほぼ

100%の人が自分の地区の「出産ネウボラ」

へ行く。この国で出産する親と子どもを全て

把握することは， ネウポラの義務になってい

る。支援を必要とする子どもほど社会から見

えないところへ追いやられ，支援の手が届か

なくなる懸念はフインランドでも同様であ

る。深い問題を抱える親が心を開くには，保

健師への強い信頼が必要だ。そのため「出

産ネウボラ」と「子どもネウボラ」の統合が

進み，近年は同じ保健師が担当する例が多く
/“

子どもネウボラでのTHL推奨の最低訪問回数◎mihokitagata-THLテ図1

回 渦･月･年齢 定期健診 対象

1 l～4週 保健師 親子

2 4～6週 保健師医師 親子

3 2カ月 保健師 親子

4 3カ月 保健師 親子

5 4ヵ月 保健師と医師（一緒か別で） ：広範囲の総合健診 家族全員

6 5カ月 保健師 親子

7 6カ月 保健師 親子

8 8カ月 医師 親子

9 12カ月 保健師 親子

10 18ヵ月 保健師と医師（一緒か別で） ：広範囲の総合健診 家族全員

11 2歳 保健師 親子

12 3歳 保健師 親子

13 4歳 保健師と医師（一緒か別で） ：広範囲の総合健診 家族全員

14 5歳 保健師 親子

15 6歳 保健師 親子
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ない。面談を繰り返すなかで‘ 親自ら自分の

問題を話したくなるタイミングを待つのであ

る。

予約制での個別面談は， 通常l lml30～40分

程度であるが，生後4ヵ月・ 18ヵ月 ・ 4歳の

総合健診（図1の太字）では， 保健師と医

師による健診が家族全体を対象に行われるの

で， もっと多くの時間をかける （総合健診は

「出産ネウポラ」でも1回行われる）。総合

健診では， かなり多項目にわたるアンケート

（注2） を使うが． このアンケートの提出は

義務ではない。特にアルコール等の問題につ

いて， アンケートを機に自ら気づいてくれる

ことに期待し， この提出を強制しないことに

よってネウボラという場所は親子に指図する

ところではないことも伝えている。

拠を支えている．

［個別対応は， かかりつけ医の得意分野］

フィンランドのネウボラが日本の保健所と

大きく違うところは『 集川と個別という点で

あろう。個別という点では， 日本では小児科

のかかりつけ医が「子と､もネウボラ」に最も

近い位置にいるとは言えないであろうか。

フィンランドのネウボラは， 個別で対話を

重ねることで信頼関係を築き， 家族全体を把

握する点を高く評価されている。 日本の社会

では， 個Mllで信噸関係を築きながら子育てを

サポートしてきたのは， 小さい時から通うか

かりつけのお医者さんであった。既往の記録

もあり， よく知っているから相談しやすい。

また， そこには何でも話しやすい， いつもの

看護婦さんもいる。 日本の子育てにネウボラ

の支援の方.法を取り入れるとき、 これまで築

いてきた日本の子ども医療がもっている力を

もっと活かす方法があるはずだと思う。

二

［ネウボラは予防医療～しくみを支えるエ

ビデンス～］

18歳未満の子と÷もの医療費は基本的に無償

というフィンランドでは． 当然ネウボラも無

償である。この福祉システムを持続するため

には， 全体の医療費の無駄は抑えねばならな

い。例えば， 国立健康福祉局(THL)では予

防に予算を割いたら、 全体の医療費が抑えら

れたというデータ （図2） を取っていて， こ

のようなデータがネウボラに予算を費やす論

［子どもネウボラでの発達検査］

「子どもネウボラ」では， 身体の発達検査

だけでな< ｢LENE｣ (注3) と呼ばれるフィ

ンランド生まれのｲIII経系の発達検介も行って

いる （写真2）。 日本では．保健所での集団健

診の折に年齢に応じた発達検査が個別に行わ

二唾

1）0m
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図2 予防費と社会保障費の推移（フィンランド・イマトラ市) @miho.kitagata-THLデータより
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早期に支援の必要性が見つかり ， 個別にlirlじ

医師による信頼関係を築いた相談が繰り返さ

れるため，就園や就学を期に改善されるケー

スが多い。この発達相談に何度か立ち会い，

日本では元々個別に親子に対応することに‘|貰

れている小児科医によるネウボラ的個別対応

を検討すると良いのではないかと思った。

［ 1歳までに全員参加の個別面談を］

日本では。 虐待が深刻化して大きな事件に

なってから判明する例が後を絶たない。この

問題への対策は， 支援が必要な家庭を特定し

てから支援をする方法では難しい。問題が深

刻な環境に置かれる子と．もほど，支援の目か

ら見えないところにいることが多い。相談に

来るのを待っていても，支援が必要な人ほど

相談には来ない。本当に支援が必要な家族を

見つけ出すには， 問題ある家庭も問題ない家

庭も同じように利用できる， 個別の場所が必

要だ。

日本でも, 1歳になるまで91':'|程度は誰も

が小児科医や保健師などを個別訪問できるこ

とを保|章してはどうだろうか。 日本では14回

の妊婦健診に公費が投入されているが‘ 産後

は就学前までに4～5回で，学校健診になる

と集団健診の色がより濃くなってしまい，

深刻な悩みを医師に相談することはできにく

い。就学してからは｛ 子ども自身が個別に相

談しやすい環境も用意されていることが望ま

しい。

’二1本では「母子手'|腱」配布の時が全ての子

どもを把握する絶好のタイミングであろう。

「母子手帳」に出産後の発達検査の補助券を

付けるというのもひとつの方法ではないだろ

うか。子どもの問題は， 問題が小さいうちに

対応することが重要であることを考えると，

まず「産後うつ」になりやすい1歳までの個

》|｣健診を補助することは， その後の問題の発

写真2 2歳半での「LENE」による発達検査（

同じ色のものを同じ色の容器に入れている。

（写真･THL提供）

r■

れるが， 日本との大きな違いは検査方法であ

ろう。フィンランドの場合， 同じ教材を使っ

ても，保健師は子どもに応じて使い方を替え

ても問題にはならないし， むしろどの子にも

|可じ使い方をするということの方が珍しい。

しかし日本では，全く同じ検査をどの子に

も同じようにすることが平等な対応と考えら

れている。近年の課題と言える発達障害への

対応を考えるとⅢ子ども一人ひとりに合わせ

た発達検査も加えることが求められているの

ではないだろうか。

一

［医師による発達検査の実践例］

発達障害への早期の対応として， 小児科医

による個別の発達検査を取り入れている例が

ある。東京都のある区では， 保健所に小児科

医が来て発達相談を毎月行っているところが

あった。集川発達検査を経て保健師が必要と

思った子と≦もと親に， 医師による個別の発達

相談の予約を勧める方式だ。この発達相談で

は， 医師が必要と思った検査方法で一人ひと

りに対応している。私は， 初めてこの個別lll i

談の様子を見学したとき， 「日本のネウボラ

だ」 と思ったものだ。

この面談では，子どもの発達障害ではなく

親のネグレクトが発見されるケースがある。
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ンランドのネウボラより継続的に子どもを見

ることができることは， 日本の強みだと思

う。子どもを取り巻く課題が様々にある現

代，支援が必要な子どもを取りこぼさないよ

うに家族全体を支援するために，小児科医の

視点は欠かせないものだと考える。各分野の

連携を強くすることで，子どもが力強い人生

のスタートを切れる社会になることを願って

いる。

生を減らすためにも有効な手段だと思う。

［小児医療の視点を入れた連携］

フィンランドのネウボラのもうひとつの強

みは， あらゆる子ども関係の他の機関との強

い連携である。 日本の場合，母子手帳配布の

自治体，保健所，保育師とかかりつけ小児科

医の連携はもちろん，保育園や幼稚園小学

校， 中学校との連携もあれば， 日本の子ども

の未来はもっと明るくなるのではないだろう

か。フインランドにも個人配布の母子手帳は

あるが， それだけでなく妊娠からの記録が全

てコンピュータ管理されていることも連携を

容易にさせている。データを他の機関に公開

する時は，個人情報を保護する観点から了解

を得るのは当然のこととして， 日本も産婦人

科・保健所・小児科医に情報の共有がもっと

必要ではないだろうか。

現在， 日本では産後子どもが成長するにつ

れ保健所の集団健診の参加率も減る傾向にあ

ると言う。特に産後1年間の子どもと家族を

見守る個別健診と各機関の連携に予算を投入

し，全ての子どもを把握することが日本に生

まれる子どもの育つ権利を保障することにつ

ながるだろう。図2のフィンランドのデータ

を見ると， 日本においても予防医療に予算を

割くことに対して今後の検討が期待される。

子どもの問題は， フィンランドでも青年期に

様々に表出している。そして， それを視野に

入れてネウボラを強化している。

生後1歳までの親子と頻繁に会うことで信

頼関係を築き， その子どもの育ちを把握した

小児科医が医療的視点から学校保健とも連携

を取るなどすれば，子どもの育ちを継続的に

見守ることができる。近年，学校にはスクー

ルカウンセラーが配置されているが， スクー

ルカウンセラーと小児科医が連携していくこ

とは，有効だと思う。 日本の小児科医がブイ

注l THLは，国立健康福祉研究所と訳され

る機関。健康に関する調査研究をしている。

/缶､

http://www.thl.fi/fi/web/thlfi-en

VALVIRAは，保健師のリストを管理して

いる国家機関。地方公共団体が法律に基づい

たサービスを提供していないとValviraが判

断した場合は，地方公共団体に罰金を請求す

ることもできる。 http://www.valvira.fi/en/

valvira

AVIは，サービスの評価，社会福祉，保

健ケア，環境衛生および教育に関する業務な

どを行う地域行政機関。https://www.avi.fi/

web/avi-en#.VHelBdKsXos

/~、
注2 THLによって作成されたアンケート。

内容は， 「周囲に頼りになる人がいるか」や，

「将来的に経済的な不安がないか」など多方

面にわたる質問が記され， 同じ質問に父親と

母親が別々に答えるものもある。親との面談

ではこのアンケートの他に, AUDITテスト

（飲酒習慣のスクリーニングテスト）やEPDS

テスト （産後うつのスクリーニングテスト）

を使うこともある。

注3 フィンランド語で

neurologinenkehitysの略。

対象に神経系の発達をチェ

キスト

Leikki-ikaisen

就学前の子どもを

ヅクする教材やテ
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症例報告

感染症を契機としたループスアンチコアグラント陽性・

低プロトロンビン血症による筋肉内血腫の一例

姫路赤十字病院小児科l),北海道医療大学歯学部

井上翔太'） 神吉直宙'）

久呉真章'） 家子正裕2）

内科学分野z）

高見勇_1)

キーワード：ループスアンチコアグラント ・低

う。ロトロンビン血症ﾙｰブｽｱﾝﾁｺｱグ

ﾗﾝﾄ, クロスﾐｷｼﾝグ試験出血症状

スミキシングテストではインヒビターパターン

を示し, LAI暘性であった。 ｜可時に第Ⅱ因子活

性低下と抗プロトロンビン抗体陽性を認めたた

め， 川血症状はLAHPSがIf(|)<|と考えられた。

追加の検査でSLE等の自己免疫性疾患は否定

的であった。経過側察のみで血腫は縮小し，

APTTの改善と第Ⅱ因子活性の正常化を確認

できた。

感染症に伴うLAHPSでは症状が一過性であ

り，無治療で寛解する場合が多いが， ときに重

症化する例も認められる。軽微な出血であって

も, APTTの延長を認めた際には, LAHPSを

鑑別に挙げ， ‘|真重に経過観察する必要がある。

口司

代表著者連絡先

〒670-854O

兵庫県姫路市下手野l 12 l

姫路赤十字病院小児科

【要約】

ループスアンチコアグラント (lupus

anticoagulant :LA)はリン脂質に対する自己

抗体であり‘ リン脂質依存性の凝固経路を阻害

する抗リン脂質抗体の一つであり、全身性エリ

テマトーデスやその他の自己免疫性疾患， 感染

症の罹患で認められ，血栓症を特徴とする抗リ

ン脂質抗体症候群を引き起こすことでよく知ら

れている。

一方で．頻度は低いもののLA陽性に第Ⅱ

因子（プロトロンビン）活性低l､←を伴うルー

プスアンチコアグラント ・低プロトロンビン血

症(lupusanticoagulanthypoprothrombinemia

syndrome :LAHPS)では， 出血症状をきたす

ことがある。

症例は2歳男児。感冒症状後の背部腫瘤の精

査のため入院となった。 I亜瘤は超音波検査およ

KFMRI検査にて筋肉内血腫と診断された。血

液凝固系検査ではAPTTの延長を認め， クロ

口司
【緒言】

ルーフ°スアンチコアグラント (LA)は種々

のリン脂質およびリン脂質結合タンパクに対す

るインヒビターであり， リン脂質依存性の血液

凝固反応を阻害する免疫グロブリンの総称とし

て川いられている。その本体は不明なところ

が多いものの， リン脂質と凝固因子の結合に干

渉して，血栓症を来す抗リン脂質抗体症候群

(Antiphospholipidsyndrome :APS)を惹き起

こすことでよく知られている」)。成人ではLA

は自己免疫性疾患や悪性腫瘍により検出される

ことが多いが，小児では急性感染症を契機に出

現し，一過性であることが多い2)。そして，稀

ではあるが, LA陽性でフ･ロトロンビン活性低
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（表1 ）入院時血液検査

【LAMP法】

マイコプラズマ陰性

下を伴うループスアンチコアグラント ・低プロ

トロンビン血症(LAHPS)では血栓傾向でな

く出血傾向をきたすことがあり，その存在が注

目されている3)。

LAHPSは, LA陽性に加え低プロトロンビ

ン血症を伴うものとされ，正確な発症頻度や好

発年齢，性差は明らかとなっていないが，臨床

症状として軽症から重症の出血傾向を示すこと

が特徴である。LAHPSにおけるLAは抗プロ

トロンビン抗体やホスファチジルセリン依存性

抗プロトロンビン抗体(aPS/PT)であること

が近年判明し， これら抗体により低プロトロン

ビン血症に至り， 出血傾向となる機序が示され

た。

今回， われわれは感染症に続発したLAHPS

の一例を経験したので報告する。

(表2）追加で実施した凝固検査および免疫学的検査

【血液一般】 【生化学】

WBC 8,500/"l TP 6.59/dl

RBC 474×104/"l Alb 4.19/dl

Hb 12.09/dl AST 40U/l

Plt 16.8×104/"l ALT 21U/l

【凝固】 LDH 229U/l

APTT 122.6sec CPK 57U/l

PT-INR l.1 BUN 12.7mg/dl

Fib 2511ng/dl Cre O.31mg/dl

【その他】 Na l36mEq/l

マイコプラズマ 40倍未満 K 4．5mEq/l
抗体価(PA法）

Cl lO2mEq/l

BS 87mg/dl

CRP 3.521ng/dl

/ー慰、

【症例】

症例： 2歳，男児

主訴：背部腫瘤および瘤痛

既往歴：特記事項なし。鼻出血は時折あるも，

止血困難なし。外傷歴なし。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：当科初診の2週間前から発熱，咳嗽，

鼻汁あり。近医にて気管支炎の診断のため，

気管支拡張薬, CFPN-PI,鎮咳去疾薬を内

服していた。咳嗽が続き， 当科受診前日から

背部腫瘤および同部位の瘻痛が出現し，精査

加療のため当科を受診した。

現症：身長87.5cm(-l.2SD),体重ll.8kg

（肥満度-2.5％)。心拍数108回/分，血圧

84/44mHg,体温36.7℃・顔色不良なし。口

腔内出血斑なし。四肢・体幹に出血斑なし。

左背部に幅6cm台の腫脹と同部位の圧痛あ

り。熱感や発赤はなし。

抗原検査：マイコプラズマLAMP法陰性（表

1 ）。

血液検査：血小板は16.8×104/"L, PT-INRは

1.1と正常範囲であるも, APTTは122.6sec

と延長しており， 内因系の凝固異常を認めた

（表2）。凝固異常の原因が凝固因子の欠乏

なのか，凝固因子に対するインヒビターが存

在するかの鑑別のためクロスミキシング試験

を行ったところ, APTTが正常血漿で補正

されないインヒビターパターンであった（図

1 )｡LA3.02,aPS/PT-IgG>50U/mLと抗リ

ン脂質抗体は陽性を示し，凝固因子活性は第

/~､

180‐r－．－－－－－－－－－．－．－－､－－~~一一一一・-－－．－－－－．．－･~一一陰･-一・一一----------------
I

160

140

120

100

APTT（sec）
80

60

40

20

＝

◎

患者血凝:正常血漿，』－－－面5－－浦-－－海一一一壽講－－－i而一

（図1 ） クロスミキシング試験

患者血漿と正常血漿の混和（患者：正常=0:10,

1:9, 2:8, 5:5, 10:0)で，混和直後（即時反応）
と37℃で2時間加温後も共にAPTTが補正され

ず，上に凸のインヒビターパターンを示した。
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(表3） 経過

【その他】

抗核抗体

抗DNA抗体

抗ds-DNA抗体

C3

C4

【凝!,irl系】

第Ⅱ凝固因子活性

第V凝|!'il因子活性

第Ⅷ凝l, 'fl lK|子活性

第Ⅸ凝間因子活性

第X凝ll'il因子活性

<40倍

1.7

（).7

105mg/dl

l9mg/dl

１
１
１

ゾ

ー

ゾ

宮

』

ゾ

、

陰
陰
陰

36％

73％

17%

5％

73％

陽性

|場性

陰性

陰'姓

陰性

陰性

陰性

3.02

＞50

3．2

3．8

().2

0．9

2．4

LA

aPS/PT-IgG

aPS/PT-IgM
へT Tハ

aしL－1gb

aCL-IgM

a"GPI-IgG

a6GPI-IgM

。－

Ⅱ因子活性低下をはじめ，複数で低下を認め

た（第Ⅱ因子沽性36％， 第Ⅷ因子活性17%,

第Ⅸ因子活性5％)。

抗リン脂質抗体陽性が判明し, SLE等の

自己免疫性疾患を疑い， 追加検査を行った

が, C3105mg/dL, C419mg/dLと補体低下

はなく，抗核抗体の上昇も認めなかった（表

3)。

超音波検査：腫脹部位に一致して48mm×26mmの

筋層内腫瘤あり。膿瘍や嚢胞なし （図2)。

腰部MRI検査:L2～L3レベルの左脊柱起立

筋内にT2強調像で高信号と低信号の混在す

(図3）腰部MR|検査

一

る長径34mmの血腫あり。 （図3)

臨床経過：背部腫痛と凝固能異常を認めたこと

から精査目的に入院とした。病歴や身体所

見， 各種検査結果から気道感染に合併した

LAHPSによる筋肉内血腫と診断した。

血腫は安静と鎮痛薬の頓服で緩徐に縮小

し，血液検査にてAPTTが改善傾向にある

ことを確認し， 入院10日目に退院とした。

APTTと凝固因子活性は約3カ月後に正常

化した（表4)。

【考察】

本症例は気道感染後に発症したLAHPSのl

例であった。

(図2）腰部超音波検査
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(表4）

汁
一
一
緬

鼻嗽咳

入院にて安静指示一一一一一一量院

L爾萌

LAは全身性エリテマトーデスをはじめとし

た自己免疫性疾患により陽性となることが知ら

れるが，小児では感染症を契機に一過性に上昇

することも多い。

小児LA陽性患者では84%が無症状と報告さ

れており4)，術前スクリーニング検査での凝固

能異常を契機にLAが発見される場合もある。

感染症では気道感染や冑腸炎発症後，数日か

ら2週間でLAが出現するといわれている。ま

た，小児では成人と異なり，血栓症ではなく出

血症状をきたすことがしばしば見受けられ， こ

れらはLAHPSとして1983年にBajajら5)によ

り報告された。LA陽性に伴う第Ⅱ因子活性の

低下から診断され，抗プロトロンビン抗体がプ

ロトロンビンと抗原抗体複合体を形成し，負食

細胞に排除され，低プロトロンビン血症と出血

症状が起こると考えられている。また，複数の

凝固因子活性の低下は, LAによるリン脂質活

性の阻害のため起こると考えられている。

LAHPSのように凝固時間が延長している場

合， クロスミキシング試験を行うことで凝固延

長の原因が凝固因子の欠乏かインヒビターかを

鑑別することができ， 同時にLAと凝固因子イ

ンヒビターとの迅速な鑑別にも有用である6)。

LAの場合は混和直後も, 37℃で2時間後も上

に凸のインヒビターパターンを示す（即時型）

が，凝固因子インヒビターの場合，混和直後は

上に凸のインヒビターパターンを示さず， 2時

間後に上に凸のインヒビターパターンを示す

（遅延型） ことが多いとされる。本症例では即

時反応，遅延反応どちらも補正されないことか

らLAが関与している可能性が高いと判断する

ことができた。

抗プロトロンビン抗体として，最近ではリン

脂質であるホスファチジルセリンにプロトロン

ビンが結合した関連複合体に関する抗体として

aPS/PTが測定されており，本症例のように

LAHPSでもaPS/PTが陽性となる症例が報告

されるようになった7)。

Mazodierら3)による1960年から2011年まで

の文献的検索では74例のLAHPSが報告され，

55％が自己免疫性疾患に関与し， 33％が感染症

を契機に発症したと報告されている。また，

58％が16歳以下の小児であり，比較的低年齢で

発症しやすいことが明らかとなっている。出

血症状については89％で認められ，感染症が原

因となる場合は軽症でかつ一過性であること

が多いものの, 17%で顕著な出血をきたし，

ステロイド投与や輸血を要した症例が8％で

認められた。LAHPSの出血症状としては紫斑

（44％)，鼻出血（35％)，血尿(15%)など

が頻度が高いものの，脳出血（6％)，消化管

出血(12%),びまん性筋肉内出血(9%) と

いった重篤な出血症状を示す場合もあると報告

された8)。

血液検査では明らかな貧血や血小板低下はな

く，気道症状は軽微であり，細菌感染示唆する

所見は乏しく, CRP高値は血腫を反映したも

のと考え，超音波検査での血腫の大きさの推移

を慎重に観察した。

/~、

/~駒、

X日 X+3日 X+8日 X+28日 X十52日 X+63日 X+91日

APrr （SCC） 122.6 96.3 82.4 67.6 47.9 40.2 34.9

第Ⅱ凝固活性（％） 36 “

LA【基瀬く1.3】 3．02
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Mizumotoら2)は， プロトロンビン活性が

10％以下の症例では， 出血症状が強い傾向にあ

ると報告した。本症例では筋肉内出血を認め

たものの，経過中に増悪はなく，感染を契機と

した急性発症であること， プロトロンビン活性

36％と比較的保たれていたことなどが良好な転

機を辿った要因と考えられる。

一方で， 自己免疫性疾患が関与する場合には

持続性で，再発する可能性があり，死亡例も認

められる。薬物治療はステロイドや免疫抑制療

法が選択され， ステロイドについては多くの症

例で凝固活性の正常化と， 出血症状の速やかな

改善が期待できるものの， 出血症状の治療中に

血栓傾向を認め，死亡したとする症例3）もあ

り，安易な薬物治療は控えるべきである。

今回我々は背部腫瘤の精査過程でLAHPS

と診断した一例を経験した｡LAHPSは出血症

状に幅があり，重症化する場合があるため，

疑って調べる必要があること， また診断がつい

ても多くが予後良好であるため，安易に治療を

するべきでなく，慎重な経過観察が望ましいこ

とを理解しておく必要がある。

al.Transientantiphospholipidantibodies

associatedwithacuteinfectionsinchildren:

areportofthreecasesandareviewofthe

literature.EurJPediatrl65:484-488,

2006

3)MazodierK,ArnaudL,MathianA,etal.

Lupusanticoagulant-hypoprothrombinemia

syndrome: reportof8casesandreviewof

theliterature.Medicme(Baltimore)91 :251

-260, 2012

4)MaleC,LechnerK,EichingerS, etal:

Clinicalsignificanceoflupusanticoagulants

inchildren.JPediatrl34: 199-205, 1999

5)BajajSP,RapaportSI,FiererDS,etal.A

mechanismforthehypoprothrombinemia

oftheacquiredhypoprothrombinemia-lupus

anticoagulantsyndrome.Blood61 :684-692,

1983

6)SuchitraS.Rarebleedingdisordersin

children:identificationandprimarycare

management.Pediatricsl32:882-892, 2013

7）吉賀正亨，小宮山豊，吉田美香，他． フオ

スファチジルセリン依存性抗プロトロンビン

抗体を認めたループスアンチコアグラント ・

低プロトロンビン血症症候群のl例．臨床病

理64:631-635, 2016

8)MulliezSM,DeKeyserF,VerbistC,etal.

Lupusanticoagulant-hypoprothrombinemia

syndrome:reportoftwocasesandreviewof

theliterature.Lupus24:736-745, 2015
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シャンプーによる重篤な接触皮虐炎をきたした－小児例

兵庫県立こども病院アレルギー科

飯塚 理 笠井和子

とから可能性を疑う必要がある。一方で小児の

シャンプーによる接触皮層炎の報告例はほとん

どない。今回市販のシャンプーによる重篤な

接触皮層炎を発症した生来健康な小児の一例を

経験したので報告する。

キーワード：接触皮膚炎， アトピー性皮膚炎，

シャンプー， ラウレス硫酸ナトリウム

代表著者連絡先

〒650-0047

神戸市中央区港島南町1丁目6－7

兵庫県立こども病院 飯塚 理

/…、

症例

症例: 14歳女児

主訴：皮疹，体重減少，全身倦怠感脱毛

既往歴：アトピー性皮膚炎や接触皮層炎を含め

たアレルギー疾患の既往なし。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：入院9カ月前，後頭部に掻痒感を伴う

皮疹を認めた。近医を受診し， アトピー性皮

膚炎と診断された。オリーブオイルとステロ

イド軟膏の塗布を開始したが，皮疹は改善し

なかった。入院7ヵ月前，皮疹は頭部全体に

拡大し鱗屑を伴った。ステロイド軟膏による

治療を継続したが，増悪緩解を繰り返してい

た。入院5カ月前にさらに皮疹の増悪を認め

たため，以前より使用していた市販のシャン

プー（シャンプーA)から低刺激性の市販の

シャンプー（シャンプーB)に変更した。近

医よりステロイド軟實の使用を減量するよう

指示された。入院3カ月前に皮疹は更に増悪

し，顔面全体，頚部，両上下肢に拡大した。

入院1カ月前に， シャンプーを別の低刺激性

のもの（シャンプーC)に変更したが，皮

疹は増悪し，脱毛と体重減少（1ヵ月で－2

kg) と全身倦怠感を伴った。さらに皮疹の増

悪を認めたため（図1 ）難治性アトピー性皮

層炎として当科に紹介され，精査加療目的に

要約

接触皮層炎は，特定の金属，医薬品，生活用

品にさらされることによって起こり ！)，疑わな

ければ診断に難渋し， アトピー性皮層炎として

長期間治療されている場合がある。しかし適切

な診断により原因物質を除去することで，薬物

治療が不必要になることが期待できる疾患であ

る。今回の症例では，生来健康で重症アトピー

性皮層炎と診断されていた患児を，詳細な病歴

聴取と身体診察およびパッチテストから， シャ

ンプーによる接触皮層炎と診断し，速やかな原

因物質の除去と適切な治療介入によって，早期

に治癒することができた。

/‐､

序文

接触皮層炎は，特定の金属医薬品，生活用

品にさらされることによって起こり 』)，疑わな

ければ診断に難渋し， アトピー性皮層炎として

長期間治療されている場合がある。しかし適切

な診断により原因物質を除去することで，薬物

治療が不必要になることが期待できる疾患であ

る。接触皮層炎は発症部位から原因物質を推

測することが重要であり， シャンプーによる接

触皮膚炎は頭皮を中心とした皮層炎を起こすこ
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鼠
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図1 入院時の皮疹

表1 血液検杳

緊急入院となった。

入院時現症：身長155.9cm、体重50kg,体枇

37.9℃，呼吸数181口|/分‘脈拍751' ' |/分， Ⅲl

圧92/61mmHg, SpO2 100%(roomair)、頚

部・腋窩リンパ節に腫脹を認める‘鱗屑とび

らんを伴う紅斑を頭部全体に認める，頭部か

ら顔面・頚部・体幹・四肢にかけて軽度紅斑

を認めるが，程度は頭部が最も重篤で‘頚部

から体幹・四肢にかけて軽症化している。前

頭部の50％以上は脱毛を伴う。

血液検査所見：白血球数とCRPの軽度の上昇

以外は有意所見を認めなかった。好酸球数増

多や非特異的IgE値の上昇はなく ， アレル

ゲン検査で感作を認めなかった（表1 ）。

経過：これまでアトピー性皮膚炎の既往が全

くないこととⅢ重篤な皮疹が頭皮を中心に起

こっているという皮疹の分布からシャンプー

による接触皮膚炎を疑った。ボデイソープを

含めてシャンプーの使川を中止し， 第Ⅱ群の

ステロイド外用剤と抗ヒスタミン薬の内服を

開始した。発熱は認めていたが‘ 感染徴候を

認めなかったため抗菌薬治療は行わなかつ
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た。入院6日後に解熱を認め，体重増加も確

認でき、 入院2週間後にはびらんは消失し、

発毛を確認できた（図2）。入院前に使用し

ていたシャンプーとボディソーフ。のパッチテ

ストを施行した。下記の通りの所見を認め，

ラウレス硫酸ナトリウム (SLES)による接

触皮膚炎と診'折した。頭部の皮疹は軽度残存

していたが，他の部位の湿疹は速やかに改善

し再燃を認めなかったため， 入院2311後に退

院した（図3)。退院後SLES含有の洗浄剤

の使ﾉ'1を避けるよう指導し， 第Ⅱ群のステロ

イド外用剤の使用を継続した。約1ヵ月後に

は皮膚の正'陥・化と毛髪の回復を認めた。

パッチテストの方法と結果：

l ) ノJ法：パッチテスター「トリイ」を川

いた。また製造元メーカーによって提供さ

れたシャンプ°－Aの含有成分別の1%溶液

も同様に用いた。

2）結果：シャンプーA. ボデイソーフ､

シャンプーCはSLESを含有している。

シャンプーBはSLESを含有していない。

シャンプーAおよびボデイソープでは48時

間および72時間後に陽性反応を示した。

シャンプ。－Cは72時間後に陽性反応を示し

た。シャンプーBは陰性反応を示した。同

時に施行したS1"FS1%溶液も48時間およ

び72時間後に陽性反応を示した。 （表2お

よび図4）

考察：接触皮膚炎は．外因性の刺激物質や抗

原が皮膚と接触することにより発生する皮膚

の炎症反応で，皮疹の形態がアトピー性皮膚

炎と酷似しているため㈱疑わなければ接触皮

膚炎の診断に難渋する。 しかし，診断されれ

ば特定された原|封物質との接触を避けること

で根治できる疾患である。そのため， 局所的

一

い‘上背部に48時間貼布した。判定は48

時間後72時間後7日後にInternational

ContactDermatitisResearchGroup

(ICDRG)の基準を用いた。シャンプー

A･B･Cとボディソープは1%溶液を用

へ

図2 入院2週間後

図3退院時
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表2 パッチテスト結果

48時間後

十

十？

72時間後

1

－F

十？

1週|川後

十？

SLES含有

SLES含有

SLES非含有

SLES含有

成分 1%

シャンプーA

ボディソーフ

シャンプーB

シャンプーC

SLES

辞
．
｜
＋

*ICDRG基準

発生部位が原|上Iの推定に重要である。例えば

シャンプーによる接触皮膚炎の局所的な皮疹

は， '11額部, i'l 'j耳介後部， 下顎， 頚部， 上

肢、手の甲，胸部前面および背中上部に

沿って発生することが指摘されている1 '2!4)o

アレルゲンの特定が難しい場合は，推定され

る物質を使用したパッチテストが診'析の一助

となるL25)。今|両|の症例では，皮1首炎が頭皮

から発症したため， 原|大|物質としてシャン

プーを疑った。パッチテストでは， ともに

S1,FSを含むシャンプーとボディソープにお

いて陽性を示したため、 SLESによる接触皮

盧炎と診'折した。

シャンプーの主成分は界面活性剤であり，

イオン性と非イオン性に分類される。SLES

はイオン性のなかでもアニオン性界面活'性剤

に分類され，比較的皮膚への刺激が少ない

ことが知られている6－s)。よく比較されるラ

ウリル硫酸ナトリウム (SLS)はSIFSと比

べて分子量が小さく，皮府に浸透しやすいた

め，接触皮膚炎を引き起こすという報告は多

くある79)。 しかし, SLESによって皮膚炎を

引き起こしたという報告は小児においてなさ

れてない。

本症例は重篤な皮膚炎のため，発熱と体重

減少をきたし，数ヵ月にわたり学校を欠席せ

ざるを得ず， 日常生活に大きな支障をきたし

た。発熱は皮膚炎が重症であったためであ

り，体重減少は兎篤な皮ﾊｻ炎の罹世によって

浸出液からたんぱく質を喪失したためと考え

一

…

＄
、
？
｝

§ ，
図4パッチテスト （48時間後）

上から、 シャンプーA、 シャンプーB

一

な難治性の皮疹を認めた場合，接触皮膚炎を

鑑別にあげるべきである。アトピー性皮膚炎

の患者が接触皮膚炎を合併した場合はより

診断に難渋する場合もあるが， アトピー性皮

膚炎の既往がなく突如として局所''1りな湿疹が

続いた場合には特に接触皮膚炎を考慮する必

要があり，本症例ではそのような理由により

当初から接触皮府炎として対応した。接触皮

膚炎の原因物質として報告が多いものでは，

シャンプーや化粧品，金属植物， ゴムⅢ 局

所用薬など多111支にわたる！3)。小児において

も金属による接触皮虐炎の報告は散見され

る2)。脈因物質を特定するためには，詳細な

問診と診察が必要不可欠であり㈱特に皮疹の
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られる10)。アトピー性皮層炎と診断されて

いる症例や，難治な皮層疾患として治療され

ている症例の中には接触皮膚炎が含まれてい

る可能性があり2)，皮層炎の分布から接触皮

層炎と積極的に疑い，原因物質を推定し除去

することが重要である。また，鑑別をすすめ

る上でも専門各科との連携も重要と考えられ

た。

7)LofflerH,HappleR.Profileofirritant

patchtestingwithdetergents:sodiumlauryl

sulfate, sodiumlaurethsulfateandalkyl

polyglucoside.ContactDermatitis.48:26-

32， 2003．

8)CharbonnierV,MorrisonBM,Jr,PayeM

MaribachHI.Subclinical,non-erythematous

irritationwithanopenassaymodel

(washing): sodiumlauryl sulfate (SLS)

versussodiumlaurethsulfate(SLES).Food

ChemToxicol.39:279-86, 2001.

9)KantoH,WashizakiK,ItoM,etal.Optimal

patchapplicationtimeintheevaluationof

skinirritation.JDermatol.40:363-9, 2013.

10)AbrahamovA,SchifmannR,Goldstein

R,TalY,FreierS.Growthfailuredueto

proteinlossindermatitis.EurJPediatr.

145(3) :223-226, 1986.

利益相反

兵庫県小児科医会の定める利益相反に関する

開示事項はありません。
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不適切な育児環境と誤った医療情報からくる病をきたした男児例

姫路赤十字病院 小児科

神吉

久呉

直宙 藤田秀樹

真章

東口素子

五百蔵智明

情報が氾濫する社会の在り方も，飽食の時代

においてのビタミンD欠乏性くる病増加に関

与していると考えられる3.5)。今回不適切

な育児環境と誤った医療情報の認識からビタ

ミンD欠乏性くる病をきたした幼児例を経験

したので報告する。

キーワード：ビタミンD欠乏性くる病， アト

ピー性皮層炎，食物アレルギー，社会的ハイ

リスク

/…I

代表著者連絡先

〒670-854O

兵庫県姫路市下手野1丁目12番1号

姫路赤十字病院小児科 東口素子 症例： 1歳10ヵ月男児

主訴：歩き方がおかしい，手を動かさない

周産期歴：38週5日出生体重2850g (AFD)

周産期異常の指摘なし 12月生まれ

発達・発育歴：発達に異常の指摘なし。身長体

重増加不良あり （図1 ）。

要約：近年日本を含む先進国でのビタミンD

欠乏性くる病の増加が問題になっている。今

回偏食と紫外線暴露不足によりビタミンD

欠乏性くる病をきたした1歳男児例を経験し

た。背景として周囲から孤立した育児環境と

誤った医療情報の認識があり， 内服治療およ

び生活指導を要した。本疾患は適切な日常生

活の指導によって十分に予防可能な疾患であ

り，小児科医師には疾患の早期発見に努める

とともに正確な医療情報を発信する責任があ

ると考える。
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緒言：近年先進国におけるビタミンD欠乏性

くる病の増加が大きな問題となっているl)o

本邦における原因としては①母乳栄養の促進

によるビタミンD摂取不足②紫外線暴露を避

けることによるビタミンD合成不足③アレル

ギーによる食事制限によるビタミンDの摂取

不足④離乳開始の遅れや離乳遅延によるビタ

ミンDの摂取不足が主なものである2)。それ

らに加え，地域や家族との関係性の希薄化に

よる育児の孤立化や誤った知識を含む様々な

I

救急外来受診時

６
５

一一■＝

面面〒両詞画蔦一頃司下画、面r亜■百○F貞写 QnmL狸鋒墓3鋳訓n 句R”さ~ず9ﾀ抄令■四回阿宮ザ●←抑．、唾韓■a毎■復』

図1 成長曲線
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家族歴：特記すべき家族歴なし同胞なし

アレルギー：小麦粉・卵

既往歴：生後6カ月尿路感染症・敗lill症で入

院1歳4カ月両側膀胱尿管逆流症手術，

アトピー性皮盾炎， 食物アレルギー

生活歴：母親20歳。父親28歳と児の3人暮ら

し。乳児期は母乳・ ミルクの混合栄養であっ

た。

現病歴：当院救急外来受診の10日ほど前から足

をひきずるような歩き方をしており，整形外

科を受診し|､肢X線画像を搬像されたがあき

らかな異常所見は指摘されなかった。受診当

日に両手の親指を|ﾉ1側に握るような肢位があ

り，手を動かさなくなったため救急外来受診

された。

受診時現症： 38.3度その他バイタル異常なし

身長78cm (-20SD)｡体重104kg (lOSD) ,

意識清明，活気あり，心音整肺音清，

腹部平坦軟， ｜ﾘ}らかなO脚なし。肋骨念

珠認めず。外表奇形なし。特異顔貌なし。脱

毛なし。両手に助産師手位あり。咳嗽・鼻汁

あり。

検査所見: lill液検査結果（表1 )ではALP上

昇, Ca ･ P低下を認め‘ のちに判明した'|'l-

代謝ホルモン検査結果ではiPTH高値および

250H-D低仙を認めた。甲状腺ホルモン値は

’
、
幸
手
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耳
職
呼
避
考
察
韓
澤
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零
琵
茸
毛
手
鈩
垂
詔
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宅
さ

R

a)診断時:尺骨･撰骨遠位端 b)治療開始4カ月後：
にくる病骨変ｲ陸認める 骨変化は改善している

図2手関節X線画像
-

正常であった。 ，L､竃IXI検査では明らかな不繋

脈を認めなかった。

画像所見（図2a) : i'i,i側前腕のX線写真で尺

骨・僥骨骨幹端の杯状陥凹(cupping) 、毛羽

立ち不整(fraying)を認めた。

経過：低カルシウム血症によるテタニーに対し

，L､竜|可モニター装着|､~に85％グルコン酸Ca

lml/kgを緩徐に投与したところ， 血清Ca

値は上昇し以降症状の再燃なく経過した。検

査結果や経過からビタミンD欠乏性くる病を

疑い活性型ビタミンD (アルファカルシドー

ル)01ug/kg/dayの内服を開始した。入院

時上気道症状と発熱を認めたが↑ 入院翌日

には自然解熱し上気道症状も軽快した。①

型司

表1 入院時検査所見

【 li[L算】 【骨代謝ホルモン】

WBC

RBC

Hb

Hct

Plt

【生化学】

TP

Alb

AST

ALT

ALP

Ca

l－P

Mg

K

CRP

16,900/#1

496×10'/卜L1

12．29/dl

37．6％

30.9×lOl/仙1

iPTH

］ ､25(OH)2，

250H－D

【甲状腺ホルモン】

TSH

FT3

FT4

【尿検査】

味中Ca/Cr比

％TRP

Ｉ
１
１

ｍ
ｍ
ｍ

Ｊ
ノ
ノ

ｇ
ｇ
ｇ

ｐ
ｐ
ｎ

２
３
４

盟
凱
く

1.53pIU/1

3.6pg/m1

1.16n9/dl6.39/d1

4.49/dl

341U/l

l5U/l

2315U/1

5.7mg/dl

3.2mg/d1

1.7mg/d1

3.9mEq/L

2.56m貝/dl

０
９

８
０

，
１
〃
・

Ｘ
１

１
９

０

蕊！
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血清250H-D低値②単純X線像でのくる病変

化③成長障害④低Ca血症⑤高ALP血症⑥

PTH高値よりビタミンD欠乏性くる病と診

断した67)。自宅での生活について詳細を聴取

すると，生活リズムが不規則であるために朝

昼兼用の食事と夕食の1日2回食になること

がしばしばあり， 間にスナック菓子などの間

食で空腹を満たしている状態であった。家族

がそろって食卓を囲むことはなく，児は常に

父親とふたりで食事をとっていた。白米とお

茶および目の前で袋をあけたアレルギー除去

のレトルト食品以外は警戒してなかなか食べ

なかった。乳児の成長に必要な栄養につい

て，およびビタミンD・カルシウムを多く含

む魚介類・乳製品などの摂取の必要性につい

て，管理栄養士による栄養指導を行った。ま

た母親はアトピー性皮層炎には紫外線が有害

である， という偏った知識からほぼ外出をし

ていない状態であり，適度な外気浴の必要性

についても指導を行った。両親は児の出産後

に地元から離れて転居してきており，周囲に

育児支援者のいない状態であった。母方祖母

はすでに死去しており，育児について相談で

きる知人もおらず孤立していた。また経済的

な困窮から夜間に仕事をしており， 日中に勤

務している父親とはすれ違いの生活が続いて

いた。母親より 「育児が楽しくない。病気で

入院することも多く， この子が生まれてきた

意味があるのかと考える｡」などの育児スト

レスを示唆する発言が多くみられ，医療ソー

シャルワーカーおよび臨床心理士の介入を開

始した。児の定期外来受診に併せて臨床心理

士との面談を行い，育児支援のため地域の保

健センターでの保健師による育児相談につい

て紹介を行った。内服治療を開始後，血液検

査所見は速やかに改善し（図3）， 4ヵ月後

のレントゲン画像でくる病変化の改善を確認

した（図2b)。血液検査の持続的な改善と

Ｄ
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図3

生活習慣の改善を確認のうえ内服治療を終了

とした。また外来受診の際には尿中Ca/Cr

の測定を試みたが，検体量の不足や採取困難

が持続し計測することはできなかった。

伽、 考察：

本症例は紫外線暴露不足によるビタミンD産

生低下と偏食によるビタミンD摂取不足からビ

タミンD欠乏性くる病をきたした。食物として

摂取した， あるいは皮層で紫外線(UV-B)の

エネルギーを使って生合成されたビタミンD

は，肝臓において25位が水酸化されて25位水酸

化ビタミンD(250H-D)に変換される。さら

に腎近位尿細管において1α位が水酸化されて

ld, 25位水酸化ビタミンD[(la,25(OH)2D)]

に変換されることで強い生理活性を持ち，小腸

におけるCaやPの吸収や骨における石灰化の

調節，副甲状腺におけるPTHの分泌調整など

を行う7)。近年では免疫機能低下やがん，糖尿
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夏季であれば皮層の25％（顔・両腕）を露出し

た状態で3分程度，冬季であれば12%(顔・

手）を露出して50分程度の日光暴露が必要であ

ると環境省は提示している'6)が， 目安時間は

緯度'7)や季節・時間帯・皮層色によって大幅

に異なり， 日光浴のみで十分なビタミンDを確

保するのは現実的ではない。WHOは手・腕・

顔に1回5-15分程度，週に2－3回の日光浴

を推奨しており』8)，極端な食事の偏りのない場

合には，通常の生活で達成可能なこれらの数値

は目安として適切であると考える。

また本症例では極端な偏食があり， ビタミン

D欠乏の大きな原因と考えられた。両親の生活

リズムのずれから家族でそろって食事をとるこ

とはなく，児にとって食事の楽しさを知る機会

が少なかったことが食への警戒心やそれに伴う

偏食を助長した可能性が高い。

平成29年度の国民健康・栄養調査では日本

人の1日当たりの年齢別ビタミンD摂取量の

平均値は1～6歳で3.8ug, 7～14歳で5.7ug

となっている｡ 2015年度版食事摂取基準で

は， ビタミンDの1日摂取目安量は0～llヵ

月5.0ug, 1～2歳2.0ug, 3～5歳2.5ug,

6～7歳3.0ug, 8～9歳3.5ug, 10～ll歳

4.5ug, 12～14歳5.5ugであり，一般的な食生

活であれば1歳以上の児においては摂取目安量

を満たしているといえる。しかし，母乳栄養の

児10.19)や食事のバランスに偏りのある児12.13)に

ついてはビタミンD欠乏状態に陥りやすく注意

が必要である。欧米では乳児期から安全に使用

できる天然型ビタミンDの予防投与が推奨され

ているが， 日本国内ではサプリメント以外に医

薬品としての天然型ビタミンDは存在しない。

そのためバランスのよい食生活と適度な日光浴

がビタミンD欠乏性くる病の予防には必須であ

る。

本症例は尿路感染症・敗血症やアトピー性皮

層炎の治療のため定期的に医療機関を受診して

病， 自己免疫性疾患の発症などにもビタミンD

欠乏が関連している可能性が報告されており8)，

その重要性が再認識されている。

小児期のビタミンD欠乏性くる病は戦後の日

本においては比較的多い疾患であったが9)，経

済復興により栄養状態が改善することでその発

症率は激減した。しかし2000年以降先進国を中

心に再度増加傾向となり，本邦でも1万人～1

万5千人に1人程度の割合で発症している6)。

現代のビタミンD欠乏性くる病の発症要因は，

ビタミンD含有量の少ない母乳栄養の推進偏

食などによる母親のビタミンD摂取不足，食物

アレルギー治療や自然食志向による過度な食事

制限，皮盧がん発症のリスクや美容的な観点か

らの紫外線暴露回避や日焼け止めの使用などが

あげられる25,'0'4） ○

本症例では，母親は医療機関受診時に小児科

医師から受けた「アトピー性皮虐炎の児に紫外

線を当てることは良くない」という説明を言葉

通りに受け取り，極端に紫外線を回避してい

た。また両親の生活リズムも不規則であり日中

に外出することはほとんどなかった。過度な紫

外線暴露は皮層の角層バリア機能を低下させ炎

症を引き起こすが， 日常生活レベルの紫外線の

与える影響は極めて少ない。むしろビタミンD

欠乏がアトピー性皮膚炎の重症度と関連する可

能性も示唆されていることから15),極端な遮光

は控えるべきである。紫外線による将来的な皮

盧がん発症リスクを考盧して1998年に母子手帳

から「日光浴」の項目が削除されて久しく， イ

ンターネットなどでも発がんリスクや皮層の老

化への影響などその害のみを報じる情報が多く

みられるため，医師からの説明に母親が疑問を

抱かなかったとしても不思議ではない。養育者

の理解状況を確認しながら，生活全般について

正しい知識を提供し具体的な指導を行うことは

小児科医師の大切な役割である。日光浴に関し

ては, 10ugのビタミンDを産生するために，

/…、

/ー、
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おり，診察や血液検査を施行される機会は多く

あった。特に生後6ヵ月以降は身長・体重の増

加も緩慢になっていたことから， 日常診療のな

かで成長曲線の確認を行い，母の育児状況の聴

取を行うことで， より早い段階で不適切な育児

環境やビタミンD欠乏性くる病の前段階である

ビタミンD欠乏性低Ca血症やビタミンD欠乏

状態に気づき，適切な生活指導や早期の内服治

療を開始することができた可能性がある。

また本症例では両親は児の出生後に転居して

きており祖父母との関係も途絶えていたことか

ら， 身近に相談できる知人や育児支援者のいな

い不安定な育児環境に置かれていた。経済的な

困窮から母は夜間の仕事を余儀なくされてお

り，生活が不規則であったことから，基本的な

食習慣が身につかず屋外での活動も限られたと

考えられる。乳児期からの度重なる児の入院や

育児支援者の欠如による孤独から，母親は強い

育児ストレスを感じており，虐待やネグレクト

につながりかねない症例であった。若年であり

経済的にも不安定なハイリスク家庭であること

から，本来であれば出産前から途切れない公的

支援が入るべきケースであったが，転居などを

契機としてサポートが途切れていた可能性が高

い。姫路市では育児相談室や育児サークルなど

多くの育児支援事業が展開されているが, 10代

で出産した母親は20代以降で出産した母親と比

較して公的な育児サポートを利用する割合が有

意に低い傾向にある20)。本症例においても日常

的に母児と関わりを持っていたクリニックや病

院が早期に母親の育児不安に気が付き，公的支

援の利用について積極的な働きかけを行ってい

れば，家庭環境の改善につなげることができた

可能性がある。

ビタミンD欠乏性くる病は適切な日常生活の

指導によって十分に予防可能な疾患であり， そ

の発症背景には複雑な家庭背景や育児者の知識

不足などなんらかの問題点が隠れている可能性

がある。

一般・救急外来診療のいずれにおいても小児

科医師が日常的に遭遇する可能性のある疾患で

あり，早期発見に留意して診療にあたるととも

に，適切な日光浴の方法などの生活習慣につい

ても正しい医療情報を発信していく必要がある。

結語：

不適切な育児環境と誤った医療情報からビタ

ミンD欠乏性くる病をきたした一例を経験し

た。ビタミンD欠乏を認めた症例では背景に育

児上の問題点が隠れている可能性があり，詳細

な生活歴の聴取と適切な介入が必要である。ま

た定期的な外来通院や入院時には，原疾患の治

療だけでなく，児の栄養状態や社会的背景につ

いても注意をはらって診療にあたることが小児

科医師の大切な役割であると考える。

伽、

利益相反について：

兵庫県小児科医会の定める利益相反に関する

開示事項はありません。
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初めての反復性耳下腺炎，繰ﾚﾉ返す急性耳下腺炎のエコー像

日野小児科内科医院（西宮市）

日野利治

における対象疾患に含まれておらず，任意接種

の位置づけにあり， そのワクチン接種率は，

2015年の調査で, 2～3歳で40%程度であっ

た。そのため未だ4～5年周期で大きな流行が

あり，近年では2016年に大流行が見られl),今

でも小児科外来で見られる小児の流行性ウイル

ス感染症である。小児が耳下腺腫脹を主訴に受

診した場合， ムンプス流行期で周囲に感染源が

あれば， ムンプスと診断してまず間違いない

が，非流行期に耳下腺腫脹を診た場合， ムンプ

スでないことが多く2)，診断は慎重を要する。

ムンプス以外で耳下腺腫脹を来す疾患で一番多

いものは反復性耳下腺炎と言われ，繰り返す耳

下腺腫脹があり，多くは片側耳下腺のやや硬い

腫脹が特徴である。その耳下腺エコー像は多発

小円形低エコー域という特徴的な像を呈し， ム

ンプスの耳下腺内部エコーは時に枯れ枝状の線

状低エコーが見られるが均一なエコー像である

ことから， この2疾患の鑑別に耳下腺エコーは

有用である35)。 しかし， ムンプスウイルス以

外のウイルスや，細菌感染による急性耳下腺も

あり， ウイルス性急性耳下腺炎のエコー像で

は， ムンプスと変わりなく6)，エコー検査では

鑑別できない。当院では耳下腺腫脹が有る場

合，耳下腺エコーを実施し，鑑別診断に用いて

いるが， その中に， はじめての耳下腺腫脹で，

耳下腺エコーに多発小円形低エコー域が見られ

た例， ムンプスの耳下腺エコーで，多発小円形

低エコー域が見られた例， 2回目の耳下腺腫脹

でも耳下腺エコーが均一な内部エコーで， ウイ

ルス性急性耳下腺炎に2度罹患した例など興味

深い症例を経験したので，その症例の耳下腺エ

キーワード:反復性耳下腺炎(recurrent

parotitis), ムンプス(mumps),急性耳下腺

炎(acuteparotitis),耳下腺エコー(parotid

ultrasonography)

/凧

代表著者連絡先

〒662-0927

兵庫県西宮市久保町10-26-104

日野小児科内科医院 日野利治

電話(0798)35-1003

E-mail thino@hi-ho.nejp

要旨

反復性耳下腺炎の耳下腺エコー像は，耳下腺

内部に多発小円形エコー域が見られ，流行性耳

下腺炎（以下ムンプス）の均一内部エコーと異

なる。両者の鑑別に耳下腺エコーは有用で， 当

院では耳下腺腫脹のある症例に耳下腺エコーを

行っている。その中に，初めての耳下腺腫脹で

多発小円型エコー域を認めた症例，反復性耳下

腺炎の前にムンプスを罹患した時，内部エコー

に不整を認めた症例，不明のウイルス感染によ

ると思われる急性耳下腺炎を繰り返したが，均

一内部エコーであった症例を経験した。これら

の症例から，反復性耳下腺炎では，初回のエピ

ソード時から多発小円型エコー域が見られ， ウ

イルス性急性耳下腺炎では，耳下腺腫脹を繰り

返しても内部エコーは均一のままであると思わ

れた。

'…､

はじめに

ムンプスは, 2019年においても，予防接種法
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[血液検査所見］ （表1 症例1 ）

[耳下腺エコー所見］右耳下腺腫脹多発小円

形低エコー域を認めた（図1 ）

[診断］以上から反復性耳下腺炎の初発と診断

した。

[経過］不投薬で経過観察，その後発熱無く数

日で耳下腺腫脹軽快した。

コー像を提示し，若干の考察を行った。

対象と方法

2010年から2018年の期間に， 当院で経験した

耳下腺腫脹を来した症例の中で，耳下腺エコー

を実施して多発小円形低エコー域の見られた症

例で，生まれて初めての耳下腺腫脹であった症

例，および，耳下腺腫脹を繰り返した症例で，

耳下腺内部が均一内部エコーであった症例を

検討した。超音波検査は7.5MHzリニアーセク

ターを使用した。症例に関して， プライバシー

を守り，その論文使用に関して患児保護者に口

頭での同意を得た。

症例2 6歳女児

［主訴］両側耳下腺腫脹

［現病歴］前日から左耳下部痛，受診当日から

左耳下腺腫脹あり37.2℃にて受診。今回生ま

れて初めて耳下腺腫脹とのことだった。所属

する小学校でムンプス流行あり。

［既往歴ワクチン歴] 11ヵ月 b型インフル

エンザ桿菌髄膜炎

ムンプス既往なしムンプスワクチン未接種

［診察所見］左耳下腺約4.0cmの腫脹圧痛あり

右耳下腺触知せず

［血液検査所見］施行せず

［耳下腺エコー所見］左耳下腺腫脹あり 耳下

腺内リンパ節と思われる円形低エコーと，そ

れより小さい円形低エコー域の散在が見ら

ノー､

症例1 5才女児

［主訴］右耳下腺腫脹，発熱

［現病歴］前日から，右耳下部腫脹あり 当日

37.5℃の熱あり受診

通っている保育園でムンプス流行なし初め

ての耳下腺腫脹とのこと。

［既往歴ワクチン歴］ムンプス既往なし， ム

ンプスワクチン未接種

［診察所見］右耳下腺わずかに触知やや硬

/‐､表1 症例の臨床検査結果

基準値 症例1 症例2 症例3 症例4

生化学

アミラーゼ(U/L) ↑58338－136 ↑315 ↑20281

免疫学

ASO(IU/ml)

CRP(mg/dl)

ムンプスウイルスIgG(EIA価）

ムンプスウイルスIgM(抗体指数）

0－239

0．00－0．30

↑496

0．12

29．4(＋）

2.67(＋）

28

↑0.53

2.7(＋-）

0.19(-）

0．05

2.0(-）

0.80(-）

0.05

25.9(＋）

0.26(-）

血液一般検査

赤血球数（×104/ul )

白血球数（×102/ul )

ヘモグロビン量(g/dl)

血小板数（×104/I｣ I )

白血球分類

好塩基球（％）

好酸球（％）

好中球（％）

リンパ球（％）

単球（％）

376-500

35－91

11．3－15．2

13．0－36．9

487

↑99

12．9

28．9

456

↑93

11．9

28．3

435

↑102

11．8

36．4

443

78

12．6

20．2

0．0－3．0

0．0－10．0

44．0－72．0

18．0－59．0

0．0－12．0

0．0

1．0

67．0

26．0

6．0

0．3

↑12．8

49．0

32．3

5．6

0．3

2．2

69．6

24．1

3．8

0．3

3．7

58．6

31．7

5．7
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図1 症例1 耳下腺エコー像

両側耳下腺に多発小円形低エコー域を認めた
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図2症例2 ムンプス罹患時耳下腺エコー像

両側耳下腺内部に，腺内リンパ節と思われる円形低エコー，線状高エコー， を認め

また，反復性耳下腺炎で見られる多発小円形低エコー域より小さい円形低エコー域も
認め，典型的なムンフ°スエコー像に比し， 内部エコーに不整を認めた。

ありと判断した㈱耳下腺エコーでは，両側耳

|ﾏ腺に多発小円形低エコー域が見られ，反復

性耳下腺炎のエコー像と思われた。 （図3）

[診断］ムンプス抗体は， 初感染パターンで

あったが‘ 3ヵ月前のムンプス初感染で，

IgMは|場性が持続していたと考え， 反復性

耳下腺炎の素地のある児がムンプス罹患し，

その3カ月後に反復性耳下腺炎を発症したと

診断した。

[経過］不投薬で経過観察，熱無く， 耳下腺

腫脹痙痛は数日で軽快した。

れ，典型的なムンプスの耳下腺エコー像に比

し内部エコーの不整が見られた。 （図2）

［診断］臨床所見よりムンフ°スと診断した

［経過］第4病日には両側耳下腺，顎下腺も

腫脹著|ﾘ]となったが，解熱し， その後軽快

した。

症例2 6歳女児， 3ヵ月後

右耳下部痛あり，再来院した。

［主訴］右耳下部痛

［現病歴］当日朝から右耳下部痛あり受診，今

回周囲ムンプス流行なし

［診察所見］少し硬く腫脹した右耳ド腺を触

知，体湿369℃

［血液検査所見］ （表1 症例2）

［耳下腺エコー所見］両111l1耳下腺わずかに腫脹

r■

症例3 3歳女児

［主訴］左耳下部腫脹痙痛

［現炳歴］前日，幼稚匝|お↑|'|まり保育から州
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図3症例2 3ヶ月後反復性耳下腺炎耳下腺エコー像

両側（とくに右側）耳下腺エコーで多発小円形低エコー域を明瞭に認めた

餌唾

1回目 3歳時 2回目 5歳時
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図4症例3耳下腺エコー像

どちらも内部エコーにわずかに線状高エコーを認めるが， ほぼ均一エコーであった

宅， 夕食取らずに眠る， 当日朝から左耳|､部

IEII長痙痛あり，熱なし， 周囲ムンプス流行な

し。初めての耳下腺腫脹だった。

[既往歴ワクチン歴］ムンプス既往なし， ム

ンプスワクチン接種歴なし

[診察所見］左耳下腺約3cm触知36.5℃

[血液検査所見］施行せず

[耳下腺エコー所見］左耳下腺腫脹内部均一エ

コーで， 枯れ枝状線状陰影あり， わずかに線

状の高エコーも見られた。 （図4左3歳時

1回目）

[診断］不明のウイルス性急性耳下腺炎

[経過］不投薬で経過観察，翌日右耳卜腺腫

脹瘤痂有るも， 2日後両側耳下腺腫脹痙痛

軽快熱なし。 3日後疾からむ咳，声|夏れあ

り その後軽快

症例3 5歳女児’ 2年後

［主訴］両側耳下部痛

［現病歴］当日朝からの両側耳[現病歴」当n朝からの両側耳
へ

下部ﾘ前訴える

熱なし周朋ムンプス流行なし

[既往歴ワクチン歴］ 3歳急性耳下腺炎以降

耳下腺腫脹なし ムンプスワクチン未接種

[診察所見］両側耳下腺約3.0cm触知圧痛

あり 36.7℃

[lill液検査所見] (表1 ,症例3)

[耳下腺エコー所見］両側叫下腺腫脹均一高

エコーで，線状高エコーが見られた。 （図4

右2回目5歳時）

[診断］不明のウイルス性急性耳下腺炎（2

1 ' '|目）

[経過］血液検査所見‘ 2回| 1の5歳時もム

ンプス抗体検査で未感染パターン。耳下腺エ
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図5症例4耳下腺エコー像

2回とも腺内リンパ節の円形低エコー

枯れ枝状の線状低エコーを認めるが， ほぼ均一内部エコーであった。

へ

[経過］不投薬で経過観察熱なく 数日で

耳下腺痙揃腫脹稚快した。

コー像から細菌感染の関与の可能性もあった

が，不明ウイルスによる急性耳下腺炎を疑

い，抗生剤は投与せず， その後熱なく， 3日

後耳下腺腫脹軽快した。 考案

反復性耳下腺炎は，通常3～6才頃から発症

し，耳下腺腫脹を繰り返すが． ほとんどの例で

思春期頃までに軽快し．耳下腺腫脹は見られな

くなる。症状は有痛性の耳下腺腫脹で､発熱

全身倦怠を伴うこともある。耳下腺腫脹は通常

片側で｡症状は数日で軽快する。病態は耳下腺

内導管末端の嚢状拡張が存在し，先天性形態異

常や細菌感染が原因との説があるが，幼児期頃

から発症し， 多くは思春期までに自然に軽快

すること㈱ 治療に抗生剤の投与を推奨するもの

もあるが．必ずしも抗生剤を投与しなくても数

日で自然に軽快するなど， まだ正確な病因は不

明で， 臨床的に繰り返す耳下腺腫脹を根拠に診

'折されることも多い。その診断において，耳下

腺管造影検査では， 耳下腺内導管末端の襄状拡

張が見られ, appletreesignと呼ばれる所見を

呈する。耳下腺エコーは診断に有川で， 多発小

円形低エコー域という， ちょうどスイスチーズ

のような特徴的な像を認めることが知られてい

る。エコー検査における多発小円形低エコー域

の成因は， その径が㈱嚢状拡張耳下腺内導管末

端の径より大きいことから，拡張導管とその周

症例4 8歳女児

［主訴］左耳下腺腫脹瘤痛

［現病歴］当日朝から左耳下腺腫脹痙痛あり

熱なし周囲ムンフ。ス流行なし

［既往歴ワクチン歴］ 3歳両側耳下腺腫脹あ

り‘ 当院にてムンプスの診断受ける （図5左

1回目 3歳時）ムンプスワクチン接種歴な

し

［診察所見］左耳下腺触知約3.0cm

［血液検査所見］ （表1 症例4）

［耳下腺エコー］左耳下I泉腫脹あり内部エコー

は均一であった（図5右2回目）

［診断］不明のウイルス性急性耳下腺炎

ムンプス抗体検査は既感染パターンでIgG

は高値であった。

以上から。不明のウイルス性耳下腺炎と診断

したが， ムンプス再感染の可能性も考えられ

た｡ 3歳時の耳下腺腫脹がムンプスであった

か確定出来ないが‘ その後ムンプスワクチン

接種，耳下腺腫脹なかったことからムンプス

であった可能性は高いと考えた。

一
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発と診断した。反復性耳下腺炎の腫脹のない間

欠期において，耳下腺内導管末端の嚢状拡張は

残存しているとされているが，エコーにおける

多発小円形低エコー域は， 間欠期にも残ってい

るとするものや6)，消失するものもあり9)，結

論は出ていない。今回の症例2において，反復

性耳下腺炎発症3カ月前ムンプス罹患時の耳下

腺エコー像では不整が見られるが，反復性耳下

腺炎発症時の多発小円形低エコー域より小さな

円型形低エコー像が見られ， ムンプス罹患時点

における耳下腺内導管末端周囲のリンパ球浸潤

は，反復性耳下腺炎発症時より少ないのではと

考えた。症例2とは逆の経過で，反復性耳下腺

炎の既往があっても， ムンプスの免疫がなけれ

ば， ムンプスは当然罹患し， ムンプス流行期に

おいての耳下腺炎は，多発小円形低エコー域の

エコー像を根拠にムンプスを否定することは出

来ないとの報告がある5)。

耳下腺炎を起こすウイルスは， ムンプスウ

イルス以外に， アデノウイルス， コクサッ

キーウイルス，エコーウイルス, EBウイルス

(Epstein-Barrウイルス),HHV6A6B(ヒ

トヘルペスウイルス6Aおよび6B),パライン

フルエンザウイルスI型， Ⅲ型, HIVウイル

ス（ヒト免疫不全ウイルス）などが知られてお

り，近年， アメリカではA型インフルエンザウ

イルス (H3N2)での耳下腺炎の報告も見られ

る'0．'')。これらにより，複数回の耳下腺腫脹を

異なるウイルス感染により起こすことがある。

症例3では3才と5才時，症例4では3才と8

才時に耳下腺腫脹を起こしているが， いずれの

耳下腺エコーも，内部エコーは均一で， 2回目

の耳下腺腫脹時も小円型低エコー域は見られな

かった。

最後に， ムンプスでは， まれに再感染がある

と報告されており， 2回目の耳下腺腫脹におい

ても，周囲の状況によりムンプスを完全に否定

出来ない。この場合，診断には，唾液中ウイル

囲のリンパ球浸潤によるものと考えられてい

る3)。唾液腺に多発小円形低エコー域を認める

エコー像は反復性耳下腺炎に特有のものでな

く，唾液腺にリンパ球浸潤を認めるシェーグレ

ン症候群でも同様のエコー所見が知られてお

り，耳下腺腫脹の発症が年長の場合は注意が必

要である78)。

また， この多発小円形低エコー像は反復性耳

下腺炎の初回エピソードにおいても見られると

言われている5)。今回の症例lにおいても，生

まれて初めての耳下腺腫脹において， ムンプス

抗体価は未感染パターンで，エコー所見で多発

小円形低エコー域が見られ，初めての反復性耳

下腺炎という表現が矛盾する診断となった。

これに関して，多発小円形低エコー域を根拠に

診断した反復性耳下腺炎患児の3分の1は，耳

下腺腫脹を反復しなかったとの報告もあり6)，

ムンプス既往の有無や，繰り返す耳下腺炎によ

り， このようなエコー像が形成されるのではな

く，初回から，耳下腺内導管末端の襄状拡張と

ともに周囲のリンパ球浸潤があると思われた。

以上から，反復性耳下腺炎という病名は適切で

ないように思われ，多発性低エコー病変性耳

下腺炎(PMHL:ParotidMultipleHypoecoic

Lesions) というエコー所見そのものを診断名

とする報告6）も見られたが，未だ一般的でな

く， もう少し病因や病理に即した診断名が必要

と思われた。

症例2では反復性耳下腺炎発症前に， ムンプ

スを罹患した症例の耳下腺エコー像を観察する

ことが出来た。この例において， はじめムンプ

ス罹患時，すでに耳下腺エコーは， ムンプスに

典型的な均一内部エコーではなく，内部リンパ

節低エコー像と，一部に小円形低エコー域を認

める内部エコーの不整を認めていたが，臨床経

過よりムンプスと診断していた。 3ヵ月後，耳

下腺再腫脹時に，耳下腺エコーは多発小円形低

エコー域が明瞭となり，反復性耳下腺炎の初

〆~、

'~、
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本論文の要旨は2018年11月11日第4回日本小

児超音波研究会学術集会にて発表した。本論文

に関して開示すべきCOIはない。

スやウイルス遺伝子の確認が必要であるが，

庵原らはムンプスIgM抗体陰性か2.5抗体指数

以下の弱陽性で， ムンプスIgG25.8EIA価以

上の高値で，抗体avidity検査（抗体結合力検

査）でアビデイテイー・インデックスが高値の

場合， 2次性ワクチン不全か再感染の診断が出

来るとしている'2'3)。今回，症例4では, 2回

の耳下腺腫脹時，周囲の流行はなく， ウイル

ス検査，抗体avidity検査は出来ず，原因は確

定出来できなかったが，抗体検査では，既感

染パターンでIgG高値となっており， ムンプ

ス2度罹りも可能性としては否定出来ないと考

えた。ムンプス再感染時， あるいは，異なるウ

イルス性耳下腺炎を繰り返し罹患した症例にお

ける耳下腺エコー所見を詳しく検討された論文

は，見つけられなかったが，症例3， 4の耳下

腺エコーでは2回目腫脹時も均一内部エコーで

あり， ウイルス性耳下腺炎同様， ムンプス再感

染でも，多発小円形低エコー域は出現しないと

考えている。
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表2耳下腺腫脹の鑑別

ムンプス抗体

~パターン

初感染

再感染

未or既感染

初or再感染

未or既感染

未or既感染

再感染

未or既感染

未or既感染

初or再感染

未or既感染

ムンフス

；ﾐ既往

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり

なしorあり

なしorあり

なし

なしorあり

ムンプス

ワクチン匿

なし

済

なしor済み

なしor済み

なしor済み

なしor済み

なしor済み

なしor済み

なしor済み

なしor済み

なしor済み

耳下腺エコー>
！パターン ；

均一エコー

均一エコー

均一エコー

多発小円形エコー域

多発小円形エコー域

その他のエコー像

均一エコー

均一エコー

多発小円形エコー域

多発小円形エコー域

その他のエコー像

診断耳下腺噸眼

の既往

周囲の

』ﾐジブｽ流行

あり

あり

なし

あり

なし

なし

あり

なし

なし

あり

なし

ムンプス

ムンブス（ワクチン不全）

その他のウイルス性

ムンプス（反復性耳下腺炎の素因）

反復性耳下腺炎（初発）

その他の耳下腺疾患

ムンプス（再感染）

その他のウイルス性

反復性耳下腺炎

ムンプス（反復性耳下腺炎既往）

その他の耳下腺疾患

はじめて

ﾌ同日以上
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院しかありませんので， ハイリスク新生児につ

いては海側の遠い施設までいかなくても済むよ

うに当院でできるだけくい止めるように努力し

ているつもりです。ただし当院のような中小病

院に新生児救急車などがあるわけもなく， 出動

が求められる場合にはタクシーを利用してハイ

リスク新生児が生まれた施設にli1かっていると

いうのが現状です。兵庫県や神戸市にそういう

現状を理解していただき，本当の意味で緊急対

応できる搬送システムが構築されることを期

待している毎日です。当院周産期センターは

WHO/UNICEFからBabyFriendlyHospital

として認定されており， Iｿ乳育児支援について

は最も得意としているところです。国際認定ラ

クテーション・コンサルタント (IBCLC)の資

格をもった小児科医もいます。け乳にこだわっ

ているわけではなく，母乳の出ない方への支援

も当然行っており，母子間の愛着形成を最重要

視した支援を行っています。小児医療のキモと

考えています。

一般小児科入院はここ数年は年間1000名程度

の入院数となっています。入院数の割に川崎病

が多い印象です。この地区の水が悪いのではな

いかと以前より風評被害まがいの噂も出たりし

ています（苦笑)。 また小児科病棟では2年前

より空床利用型で重症心身障害児の短期入所も

開始しています。少ない看護スタッフには大変

苦労をかけていますが，宝塚市や三木市からも

利川依頼が来ており， この事業はぜひ続けてい

きたいと考えています。今の所原則3泊4日だ

けであり，緊急レスパイトにも対応できません

が， 近隣でご利用を希望される方がありました

らⅢ ご紹介ください。

小児科外来では午前は一般外来を2診体制で

行っていますが‘二次病院なので小児科医院か

らの紹介患者がメインとなっています。近隣の

小児科医院の先生方が大変しっかりしておられ

るため，通常の風邪などで当院を最初に受診さ

医局だより西東

済生会兵庫県病院

済生会兵庫県病院小児科

奥谷貴弘

声込

済生会兵庫県病院は， 明治天皇の済生勅語に

よって大正8年神戸市葺合区（現中央区）に開

設（今年で100周年です),平成3年神戸市北区

に移転し，北ﾈ'l'の中核病院としての地礁を築い

てきました。病床数268床の中小規模病院で，

標梼診療科は21科あります。現病院は築27年に

なりましたが，平成25年に地域周産期母子医療

センターがリニューアルされ6階病棟全体が周

産期センターとなりました。平成26年より小児

専川病棟である小児医療センター（24床）が開

設されましたが，二次病院小児医療の不況の嵐

により，平成30年11月から整形外科との混合病

棟に戻っています。

地域周産期母子医療センターはNICU9床，

GCU12床で稼働しています。2018年の実績です

が㈱ NICU総入院数211名， 超低出生体重児7

名，極低出生体重児12名， 人工11乎吸管理41名，

低体温療法3名，双胎入院20組(NICUに入院

しなかった双胎は含まず）でした。入院数はそ

れほど多くありませんが，対象としている医療

圏域は神戸市北区だけでなく三田市，西宮市，

宝塚市丹波市， 篠山市‘ 三木市など広域か

ら患者さんを受け入れています。六甲l l lのI｣|側

にはそもそも小児科入院施設が少なく， 周産期

センターについては当院と県北端の公立豊|川病

一
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紹介患者をすべて受ける体制を続けています

（ブラック体1illではなく居残り医師は翌日2時

間早く帰宅しています)。原則的に一次救急は

神戸こども初期急病センターにお願いしていま

すが，六lll山の山側地域の中核病院小児科とし

て可能な範囲で， けいれん重積呼吸困難ア

ナフイラキシ－, CPAについては対応救急

車も可能な限り対応をしています。

最後に当院は2018年から基幹型臨床研修病院

となり, 2019年から初期研修医の先生が2人研

修に来られることになりました（国試合格すれ

ば)。 うれしいことに2人ともが小児科医を目

指していますので， 当院で小児科の魅力を伝え

ていき小児科医の増力'1に貢献できればと考えて

います。小児科医会の先生方には今後ともご指

導いただければ幸いです。

れる患者さんはほとんどおられません。すなわ

ち午前一般外来は患者数が少なく『 広い意味で

はいいことなのですが， 当院としては悩みと・こ

ろとなっています。ワクチンの普及で重症感染

症が激減した現在，二次病院における一般小児

科外来の向かう道はどこにあるのでしょうか。

午後の専門外来としては，新生児発達外来乳

児健診，予防接種外来， アレルギー外来，心臓

外来を院内スタッフで行っており， また別に神

戸大学から非常勤の先生に来ていただき， 神経

外来， 内分泌外来，小児外科外来も行っていま

す。

時間外救急については小児科医師はNICU

当直なので原則救急外来対･応はできないため，

平日は連日19時まで，土暇日は12時まで当直医

とは別に居残り医師をおいて小児科医院からの

口巳

. ． ． ． ， ：

理牢銅

》←嬢＊←搾

熱一’ゞ説一

ユマ 繩 鴨 霧砺

:；
;I

I

’

二厘
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は省略） し，講師（玉木幸則さん） と共に昼

食会をして解散としたのですが，実はその日

の夜は姫路市休日・夜間急病センターの当番

であったので， その時間から自宅に帰っても

家に2時間ほどしか居られないということも

あり，姫路駅近くの映画館に行くことにしま

した。選んだ映画は大ヒット上映中の「ボヘ

ミアン・ラプソディ」。クイーンのフレデイ ・

マーキュリーの伝記的映画です。これがなか

なか良かったので，是非皆様にお勧めしたい

と思い， このリレー随想に書かせていただき

ます。

私は小学生からのギターキッズで， ’70年代

後半から洋楽を聴いて育ってきました（ジヨ

ン・レノンが凶弾に倒れたのは中学3年生の

12月でした)｡ただ，割とブルース寄りでし

たので， ブライアン・メイよりエリック・ク

ラプトンという感じではあったのですが，映

画の中でのクイーンの楽曲がとても心に染み

入ってしまいました。 もちろん，映画は楽曲

を聴かせるだけではなく，今で言うところの

LGBTの苦悩も当然扱われ，単純な娯楽映画

ではない側面を多く持っていたのですが，映

画鑑賞後，急にクイーンファンとなり，気が

つけば，急病センターに出務する前に姫路の

商店街にあるCDシヨップに立ち寄って，サ

ントラ盤を手にしていたのでした。

LGBTで今も思い出すのは，今から15年

ほど前に2年間ほど診ていた中学1年生の女

子の事です。不登校として紹介されてきたの

ですが，話を聴いてみると明らかに（今でい

うところの） トランスジェンダーであり，女

子と一緒に着替えたり，制服のスカートをは

くことが耐えられないとのことでした。養護

教諭を含め学校側と協議して体操服のジャー

ジを着て登校することを認めてもらい， その

女児はようやく学校に行けるようになりまし

た。LGBTの苦悩の一端を垣間見た気がし

Iノレー ．'いそう

ボヘミアン・ラプソディ

北山真次

姫路市小児科医会の宴会の際に木花咲子先

生の隣で呑んでいたことから，バトンをいた

だきました姫路市総合福祉通園センター・ル

ネス花北の北山真次です。姫路に勤務するよ

うになる前は，約20年間神戸大学医学部附属

病院に勤務しておりましたので，研修医時代

の木花先生の中ベンとなって， いろいろな複

雑な背景をもつ子どもさんを一緒に診ていま

した。 3年半程前から姫路に勤務するように

なりましたが，住み慣れた地から離れるとい

う選択をせず，電車とバスでの片道約2時間

の通勤生活をしています。朝一番のJR新快速

に1時間ほど乗って通っているのですが，途

中までは席に座れないことがほとんどで，揺

れもあるのでなかなか本を読むというわけに

もいかず， いつも，愛用のiPodnanoでお気

に入りの音楽を聴きながら朝のひとときを過

ごしています。時間もちょうどアルバム1枚

分くらいなので， 区切りも良く，朝からご機

嫌な感じになります（帰りは姫路駅から座っ

て帰ることができるので，本を読んだり，寝

たりしています)。今朝（この原稿を書いてい

るのは平成31年1月）は，昨年の12月に観に

行った映画「ボヘミアン・ラプソディ」のサ

ントラ盤を聴いていました。

私はそれ程映画を観に行く人ではなく，年

に1回観るか観ないかというところですが，

昨年の12月の第2日曜日は障害者週間の最終

日であり，午前中は「第31回ルネス花北公開

セミナー」 という講演会を姫路駅前の姫路

キャスパホールで開催（これはこれでなかな

か面白かったのですが，紙面の都合上，今回

鯛へ

へ、
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て， そのことを第2回| |本小児心身医学会関

西地方会（平成17年1月開催）で「性liil-性

|潭害を背景とし不登校を呈した一例」 として

症例発表したのですが， まだ当時は小児領域

において性|司一性|潭害がやっと認知されはじ

めた頃で‘ 発表時の質疑応答では学会の重鎮

の先生からそんな疾患は存在しない旨の発言

があったことを今でも'|要かしぐ思い出されま

す（ただ， その女児については， 家族がその

状況を受け入れることができず， 登校できる

ようになった後も苦悩は続くのですが･ ･ ･)。

映仙iでは， 本人そっくりのブライアン・ メ

イのギターがり念り ‘ これもまた本人そっくり

のフレデイ ・マーキュリーが歌い上げるとい

う音楽の力に圧倒的な強さがあり，正にWe

AreTheChampionsという感じなのでした

（ただし， この楽曲は本当は勝者の歌という

わけではなく，敗者を含めて皆がチャンピオ

ンであるという歌なのです)。

別れがあるのは仕方のないこと。人はその

悲しみを背負っていくのでしょうけれと、も、

同時に沢山のあたたかい心も持ち続けること

が,1ll来る。そんなことを考えさせられた映画

でした。

ここまで読んでいただいた先生におかれま

しては， この文章が掲載される頃にはもう

「ボヘミアン ・ラプソディ」は上映されてい

ないとは思いますが， きっとDVDやブルー

レイで発売されていると思いますので，ぜひ

ご覧いただき､ この私の感動を少しでも共有

していただければ幸いです。 ここまで‘駄文に

お付き合いいただき、 ありがとうございまし

た。

随想のリレーは， 以前からいろいろな話し

の柑手になってくれている神戸市灘区の梶111

小児科・アレルギー科の梶山瑞隆先生にお願

いいたします。 《姫路市》

‐巳

へ

､紗
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いくつかの航空会社が乗り入れていますが，昨

年は香港経由でチューリッヒに入りました。長

時間機内で過ごし， 「さあ，着いた，楽しい旅

の始まり」 と荷物受け取りのターンテーブルで

はやる心を抑えて待ち構えていました。待つ事

数-|分， あれっ， いつまで待っても私たちの荷

物が出てきません。

とうとう周りに誰もいなくなりました。

ひょっとして， と係員に聞くと， 「ああ， もう

無いよ。終わった」 「えっ， じゃあ，荷物はど

こへ行ったの？」 「あっちのバケージクレーム

カウンターに行って， 交渉してね」おいⅢ お

い， どうなっちゃったの？ブツフシ言いながら

仕方なくそちらに向かいました。カウンターで

担当の女性は，事務的に「明日には着くから，

ホテルはどこ？」どうやら香港で積み替え損

ねたようです。拙い英語でやりとりしながら

「ま， 明日ホテルに着くならいいか」 と予定を

2時間遅れて目的地まで移動しました。

手ぶらでの旅行は身軽といえば身軽ですが，

何か物悲しい。ホテルに着いて， フロントに

「明日には荷物が着くから， よろしくね」と伝

言をしてお買い物です。何しろ， トレッキング

用の服装川具だけではなく，着替えなど何も

手元にありません。翌日には到着するであろう

とはいえ， 山岳リゾートは日本とは気温が違い

ます。急いでスポーツ用品店に駆け込みウエア

ー式やリュックを､ COOPで洗面具や下着など

日用雑貨を買い揃えました。

ところが‘翌日になっても翌々日になっても

荷物は届きません。朝な夕なにフロントに「ま

だ届いてない？」 「…NoinfOrmation｣｡

結局4日間の滞在中には届かず， 移動した

チューリッヒのホテルに帰国前日にようやく届

きました（写真1 ）。

このような事態はだれもが遭遇する可能性が

あるとはよく耳にするのですが， まさか我が身

にふりかかるとは。そのような場合に備えて1

忙中閑話

山歩きだけではなかったアルプス

くまがいこどもクリニック

熊谷直樹

ここ数年来， 夏休みは毎年のようにアルプス

で'1|歩きをしています。

これまで山岳部に所属したこともなければ本

格的な登山経験もありませんが， もともと山歩

きは好きな方で㈱勤務医時代からたまの休みの

日に近隣の山に登っていました。開業してから

も日帰り，時には一泊して九州や東北地方の山

にトライすることもありました。

最近は体力の衰えもあり，標高差がある山は

登山力が追いつかず， ゴンドラなどを利用して

登り，頂上付近まで散策してから再びゴンドラ

で下る， いいとこ取りのお手軽登山が多くなっ

ています。

国内にもロープウェーを利用して登ることが

できる山はいくつかありますが， アルプスには

数え切れないほど多くのハイキングコースとゴ

ンドラがあります。

夏に1週間お休みをいただいてアルフ°スの山

岳リゾートに泊り’数日間の山歩きを楽しんだ

後はチューリッヒなどの都会でおしゃれな食事

を楽しむ贄沢な時を過ごしてきました。

このような旅を重ねていると， 時には思わぬ

ことに出会うことがあります。

今振り返ってみると, 3,000m級の登山や氷河

を眺めながらの山歩きよりもはるかに印象に残

る出来事がいくつかありました。

とても皆様の旅の参考にはなりませんが，思

い出しながら書き連ねてみました。

r巳

r■

その1 ロストバゲージ

スイスの玄関'二lであるチューリッヒ空港へは
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二里

写真1

日分の下着や洗面具を機内荷物にしておくべ

き， とはよく言われますが， いえいえ，今回の

ように届くのに数日間も要すれば， ほとんど意

味を持ちません。

帰りの荷物が増えたとはいえ，新たな装いが

できたと思うしかないのでしょうか。

ホテルに持ち帰って， シェフに焼いてもらい

ましょうか。いや‘ スイスには松茸を焼いて食

べる習|賞はないだろうから日本に持って帰ろう

か，でもそれって食物防疫上ダメでしょう。 と

このような結論になって， お土産は写真のみで

す。

帰国して， 海外から野菜や果物を|王|内に持ち

込む場合の規制について洲べ， 食物防疫所の

ホームページを見ると‘持ち出す国や地域・野

菜や果物別に規制の有無が記されています。そ

れによりますと， スイスからはキノコ類は「検

査なしで持ち込める」 とありますが㈱ ただしキ

ノコ類（ポルチーニ， トリュフ） とあり，松茸

には触れられていません。防疫所もスイスで松

茸が採れるとは想定外なのでしょう。

しまった，採ればよかった。今度見つけたら

持ち帰って焼き松茸にしましょう， あつ‘ もう

行くことはないか。でも，採らずに匂いと写真

で満足した私たちの対応は間違っていなかった

と思う事にしました。

2松茸

3年前，標高2,000mの森林を歩いている途中

に， 「あれ，松茸じゃない？」家人の声によく

見ると， 山道脇に確かにキノコが生えているで

はありませんか。 「ふ～む，確かに姿は松茸の

ような…，でもこんなところに生えるわけない

よね」と私。そっと近づいて匂いを嗅いでみる

と， 「おっ， 本物だ！ 」 （写真2，裏表紙にも）

へ

3． 5時間ディナー

2年前でしたか‘ チューリッヒの☆☆付きレ

ストランで夕食を摂りました。

ヨーロッパ特にパリなどは， 8月はレストラ写真2
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との素ぶりはだれにもありません。

で， ようやく全ての食事を終え， シェフが挨

拶に来てくれました。 「IseverythingOK?」

とシェフ。 「待たせましたねえ」とは言えませ

ん, ｢Goodl 」と私。そしてシェフは満足気に

厨房へと去って行きました。

会計を終え『 レストランを後にしたのは午

前0時10分， なんと5時間余りのディナーでし

た。匡|が違うとこうなのか， そのレストランが

そうなのか。

えっ，料理の味？最初の一Ⅲ以外思い出せま

せん。

いずれにせよ，私たちの会話の乏しさを実感

した5時間でした。

写真3

ンも夏休みというところが多いのですが， スイ

スは観光国ですので，夏休み期間でも営業して

いるレストランがたくさんあります。またスイ

スは全世界から観光客が押し寄せるので，美味

しいお店がたくさんあります。

トラムとケーブルカーを乗り継いだ小高い丘

の頂にあるホテル内にそのレストランはありま

す。市内が一望できる絶好のロケーションでし

た（写真3）。

予約時刻の午後7時にお店に入り， ひとしき

り雑談をした後， まず飲み物を注文し， お料理

はシェフお奨めのコースにしました。私たちの

他には数組の客があり， それぞれ楽しそうにお

喋りをしていました。

少し時間をおいて前菜が運ばれてきました

が， きれいなお皿に美味しい料叫， さすが一流

レストラン， スイスならではだれ， と余裕の会

話･ しかし食べ終わってから次の料理がなかな

か来ません｡30分ほどしてようやく次のプレー

トが運ばれてきました。 しかし， また次が来ま

せん， その次は， また， また…。

私たちの会話も底がつき （もともとなかっ

た？），腕組みをしながらひたすら次のプレー

トを待つだけになりました。周りのテーブルは

と見回すと、 カップルやらがいかにも楽しげに

お喋りしていますc料理を楽しみながら会話も

楽しむ， まさに優雅なディナーを満|喫している

かのようで、 「次の料理は， まだ来ないの？」

一

4． パラグライダー

健康人生も残り少なくなった昨今ですが，

「元気なうちにしておきたいこと100」に是非

入れようと思っていたことの一つが，空中を烏

のように舞うパラグライダーです。

昨夏ついに実行しました。マッターホルンを

間近にのぞむ標高2,600mからの滑空です。

全く未経験でも大丈夫と聞いていたとはい

え，パラグライダーを催行しているオフィスへ

恐る恐る行きました。 「初めてだけど，大丈夫
－

鱗
写真4
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も無い‘ ああ，本当に空に浮いてるんだ， と何

だかゾクッとすることもありました。

さて， 次は何に挑戦しましょうか， パラ

シュートかな？ 《尼崎市》

ですか？」 「Noprobleml 」

もちろん，一人で飛ぶわけではありません。

ドライバーといわれるスタッフと一体になって

飛ぶのです。

直前に，飛び出す時と着地の際の注意事項

を聞いて準備をします。緩やかな坂のスター

ト地点から号令とともに数歩走ると， もう浮

いた。マッターホルンを始めアルプスの雄大

な姿を眺めながら， ツェルマットの町並みを

||艮下に見て， もうテンションは最高（写真

4荷物が届かなかったので普段着です)。 ド

ライバーの説明を受けながら, ｢Excitingl 」

「Wonderful l 」を連発（それしか知らな

い)。途中でぐるつと回転したり，急に高度を

落としたり， まあ， サービス満点でした。

初めは少し緊張したけれど，慣れてくるとな

んとも快適でした。ただ， ふと足元を見ると何

へ

口 口
私は‘ 人の健康を考えての決定は，早すぎ

て悪いことはないと思う。

｢どっちやねん」
へ

なと．と考えていたら， こんなニュースが飛

び込んできた。

関西圏のある府で，小中学生にスマホ・携

帯電話を携帯して登下校してもいいとする案

が出された。地震などの時につながらないと

不安だという保護者の声があったとのこと。

確かにそうかもしれないが， 連絡はスマホ

じゃないとできないのか， その便利さ以上の

問題ははらんでいないのか。

私は， 人の健康を考えての決定はゆっく

りして悪いことはないと思う。

「早〈か， ゆっくりか， どっちやねん」

《K･M》

最近よく似た術図だなあと思ったニュース

があった。

新潟高校野球連盟（高野連）が，故障予防

などの目的で投手の投球数を100球のイニン

グまでしか投げられないとした。 しかし全国

高野連は㈱勝敗に直接結びつく決定は全国で

足並みをそろえるべきだなどと言って，新潟

高野連に再考を求めた。

また， 関西圏のある市で↑市職員全員に禁

煙の取り組みの宣誓害を書かせると市長が求

めた。そうすると， それはやり過ぎだとか文

句を言う人がいた。
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も属しておらず，医会の活動に引っ張ってく

ださる先輩がいらっしゃいません。だからま

さか自分が編集委員になるとは夢にも思って

いませんでした」

聞き手「じゃあ，本当に青天の霧震だったんで

すね」

委員長「はい，そうでした」

聞き手「編集委員になられて苦労されたことは

ありますか？」

委員長「そうですね，一番困ったのは医会に

知った方がほとんどいらっしゃらなかったこ

とですね。

先程述べましたように医局関係の知り合い

がないので，例えば原稿の依頼をするにも全

く見ず知らずの方にお願いすることになるの

です。それが結構ストレスでした。依頼の電

話をする前に電話口の前で何を言うか予行演

習を繰り返したこともありましたよ。でも県

立尼崎病院で研修をしている時に，常勤医と

して働いておられた河盛先生が編集委員会に

おられて，先生には随分助けていただきまし

た。そして歴代の委員長や担当理事の先生方

がとてもいい方ばかりで，見ず知らずの私を

温かく迎え入れてくださいました。そのこと

は今でも感謝しています」

聞き手「それは良かったですね」

委員長「はい，そうです。以前の編集委員会は

いくつもある委員会の中で一番小さな委員会

でした。だからこそアットホームな雰囲気で

活動していました」

聞き手「そんな編集委員会ですが，今の委員会

について委員長なりの考えをお聞かせくださ

い」

委員長「はい， わかりました。私が委員長に

なってから一番の変化は，論文が掲載される

ようになったことです。別に私が動いたわけ

ではありませんが，前会長の熊谷先生の肝入

りで始まりました。これは他府県の小児科医

ク
ノ
委員長、

ちょっとおじゃまします

(第8回）

編集委員会訪問記

田乃介芦

このシリーズも回を重ね， いよいよ我が編集

委員会の番になりました。そこで今日は芦田委

員長にお話を聞きたいと思います。

芦田（聞き手） 「委員長，今日はお時間をいた

だきありがとうございます」

芦田委員長「いや， こちらこそよろしくお願い

いたします」

聞き手「それでは早速お話を伺います。委員長

が編集委員になられたきっかけは何だったん

ですか？」

委員長「それは忘れもしない，私が開業して’

週間も経たない時でした。今は小児科医会の

名誉会長になっておられる末廣先生から電話

がかかってきたのです。末廣先生には私が研

修医の時にとてもお世話になっていました。

その先生から電話です。私はてっきり 『先

生，開業してどうや。うまくいっているか』

と心配されての電話だと思ったんです。とこ

ろが末廣先生はいきなり 『先生，頼む，小児

科医会の編集委員になってくれへんか』 との

お言葉でした。言葉の表現上は打診ですが，

実はこれは命令なんです。NOの返事があり

えません。こうして私は編集委員会の末席に

名を連ねることになったんです」

聞き手「それはいかにも末廣先生らしい話です

ね。委員長はそれまで医会の活動に参加され

ていたんですか？」

委員長「いいえ，それは全くありませんでし

た。私は卒業した大学の関係でどこの医局に

′…、
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たのでとても新鮮な感じがします。そして新

しい委員の先生方は他の委員会にも加わって

おられます。このような新戦力を得て，会報

がさらにブラッシュアップされるのではない

でしょうか。野間先生もとてもActiveな先

生なので， もしかすると何か新しい企画が生

まれるかもしれません。私はそれをサポート

していけたらなと思っています。昨今紙媒体

の情報の位置付けが低くなってきています。

その影響で製紙業界は過去にない程の不況に

あえいでいます。 l l本製紙は70年持ち続けて

いたアイスホッケーチームを廃部にしなくて

はならないほどです。兵庫県小児科医会にも

HPがあります。速報性，柔軟性ではHPに

は勝てません。 しかし紙媒体には紙媒体の良

さがあると思うのです。一旦活字になったも

のは消えません。そこにネットとは違う重み

があります。医会の会員の皆様が届くのを心

待ちにされるような会報をこれからも野間先

生や委員の先生方と一緒に作っていきたい，

それが私の抱負です」

聞き手「素晴らしいですね。今日はありがとう

ございました」

委員長「こちらこそありがとうございました」

会報では実現していないことだと思います。

これで一気に会報のレベルが上がったと思い

ます」

聞き手「そうですよね。他には何かありません

か？」

委員長「特別にこれはと言うものはありませ

ん。ただ他の都道府県の会報を読むと‘兵庫

県小児科医会の会報の内容の豊富さにびっく

りします。先程の論文はもちろんのこと，

「地方会の抄録」 『理事会議事録」 「各委員会

報告」 「学会見聞記』のような硬派な内容か

ら， 「リレーずいそう」 『忙仁'1閑話」そして

『この委員長， ちょっとおじゃまします」の

ような肩の凝らない文章まで， とてもバラン

スよくたくさんのことが散りばめられていま

す。これも今まで会報の編集に携わってこら

れた先生方の努力の賜物だと思っています。

この伝統を今後も守って次の代に引き継いで

いかなくてはなりません」

聞き手「それでは今後の抱負についてお聞かせ

ください」

委員長「昨年から担当理事に野間先生が就任さ

れました。それと時期を同じくして編集委員

が一気に増えました。私が委員になった後こ

んなに新しいメンバーが増えることはなかつ

一
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*第278回

2019年5月ll日 （土）

神戸大学医学部会館シスメックスホール

広報だより

l.第5回小児在宅医療実技講習会が2018年12

月2日 （日）に兵庫県医師会館で開催された。 ◇日本小児科学会◇

*第122回日本小児科学会学術集会

2019年4月19日 （金）～21日 （日）

石川県立音楽堂ほか

◇小児医学講座◇

＊第71回

2019年3月23日 （土）

三宮研修センター

講演1 「こども病院における遺伝子検査部

門の役割」

兵庫県立こども病院臨床遺伝科長

森貞直哉氏

講演2 「小児の急性脳炎，脳症の画像診断」

兵庫医科大学放射線科准教授

安藤久美子氏

◇近畿小児科学会◇

*第32回

2019年3月17日 （日）

国立京都国際会館

伽、

◇日本小児保健協会◇

*第66回学術集会

2019年6月20日 （木）～22日 （土）

タワーホール船堀（東京都）

◇小児在宅医療講習会◇

◇入退会・異動◇敬称略

入会

2018.8.7.桃田敬子（加古郡稲美町）

2018.8.22. 三輪明弘（姫路市）

2018.8.22. 長谷川大一郎（兵庫県立こども病院）

2018.9.12. 下宮一雄（姫路市）

2018.10.3. 橋村裕也（西宮市）

2018.10.30. 永瀬裕朗（神戸大学）

2018.11.10. 宇都宮剛（兵庫医大）

2019.1.4. 藤原絢子（姫路赤十字病院）

2019.1.9. 井上翔太（姫路赤十字病院）

2019.1.11. 飯塚 理（兵庫県立こども病院）

2019.1.17． 河盛重紀（あいち小脇離撒ﾝﾀ-)

2019.1.21. 東口素子（愛仁会千船病院）

2019.1.24. 坂田千恵（姫路赤十字病院）

退会

2018.12. 國府 肇（こくぶ小児科ｱﾚﾙギｰ科）

2018.12.11. 平山 毅（平山こども医院）

《折山》

*第3回

2019年3月17日 （日）

県医師会館

◇日本小児科医会◇

*第21回子どもの心研修会

前期2019年5月18日 (jz), 19日 （日）

後期2019年7月14日 （日), 15日 （月祝）

グランフロント大阪ナレッジキャピタ

ルコングレコンベンションセンター

＊第30回小児科医会フォーラム

2019年6月8日 （土)～9日 （日）

京都テルサ

/凧

◇日本小児科学会兵庫県地方会◇

＊第276回

2019年2月2日 （土）

尼崎ハーテイ21
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④新会員ご紹介④

可二

霊

氏名：橋村裕也（はしむら ゆうや）

勤務先：はしむら小児科

住所：〒662-8203

西宮市深津町7-21

阪急西宮ガーデンズ別館1階

TEL :0798-69-0120

FAX:0798-69 1030

E-mail :hashimurayuya@)yahoQco.jp

出身枝：関西医科大学

卒業年度：平成15年

趣味：食べ歩き

抱負（自己紹介） ：

このたび平成30年10月1日より西宮ガーデン

ズ別館で小児科を開院しました橋村裕也と｢|]し

ます。

私は平成15年に関西医科大学を卒業し，神戸

大学小児科に入局いたしました。入院患者を専

ら診ていく中で，入院生活は児を取り巻く環境

（家族を含め） を大きく変化させることをｿ前感

し， 開業医の先生方がこれまで指導されてきた

ホームケアの重要性を改めて再認識しました。

私の父も神戸市で開業しているということもあ

り，私もいずれはと思っていましたので， 40歳

を機に開業を決意しました。

阪急西宮ガーデンズは当院|荊院と同時に別館

（医療モールと駐車場） をオープンし、 少し遅

れてゲート館もオープンしました。来館される

方に， また近隣の方に適切な小児医療が提供で

きるように近隣医療機関と密に連絡を取って，

頑張っていきます。 また阪急西宮ガーデンズに

来院される親子に対して何らかの医療メッセー

ジを発信できればとも考えており，西宮阪急の

子育てコミュニティールームで月1回ですが講

演会を予定しています。兵庫県小児科医会に

は|司門の先生方や大学時代の'11期も所属してお

り，非常に心強く感じています。今後ともご指

導ご鞭燵何卒よろしくお願いいたします。

へ
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氏名：稲垣茉世（いながき まよ）

勤務先：兵庫県立尼崎総合医療センター

住所：〒660-8550

尼Ill奇市東難波町2 17-77

TEL :06 6480-7000

FAX:06-6480-7001

E-mai l :minagaki305@gmail,com

出身枝：愛媛大学

卒業年度：平成25年度

趣味：写真

抱負（自己紹介） ：

兵庫県内の子ども達のため, n々精進して

まいります。至らない点も多々あるかと存じ

ますが、 ご指導のほと､よろしくお願い申し上

げます。

氏名：玉置依子（たまき よりこ）

勤務先：たまきこと÷もクリニック

住所：〒670-0092

姫路市新在家本町1丁目3 5

TEL :079-228-8550

FAX:079-228-8550

出身校：大分大学

卒業年度：平成15年度

趣味：ガーデニング

抱負（自己紹介） ：

この度入会させて頂きました玉置依子と申

します。これまでド ネ'l'戸大学附属病院， 兵庫

県立こども病院， 神戸百年記念病院，姫路聖

マリア病院などで勤務させて頂き，平成29年

11月に， 私の生まれ故郷であります姫路に

「たまきこどもクリニック」を新規開院させ

て頂きました。この間に， 3人の子と．もを産

み， 育てても来ましたので㈱全力疾走のあっ

という間の15年間でした。

開業医となった現在は，患者さんのより身

近な存在として㈱ 地域のお子様やご家族の健

康のために， 少しでも貢献させて頂きたいと

思っております。そして， 私自身の残りの人

生を， まだまだ前を|i1いて走り続けて行きた

いと思っております。

兵庫県小児科医会の先生方には， 色々とご

支援を賜り深く感謝しております。今後とも

より一層のご指導ご鞭捷を賜りますよう， とﾐ

うぞ宜しくお願い申し上げます。
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氏名：奥山浩子（おくやま ひろこ）

勤務先：奥山クリニック

住所：〒670-0804

姫路市保城491-1

TEL :079-289-1123

FAX:079 289-3089

E-mai l : okuhiro@deluxe.ocn.ne.jp

出身枝：神戸大学

卒業年度：平成2年

趣味：観劇， カラオケ

抱負（自己紹介） ：

卒後， 神戸大学捕院， 兵庫県立こと§も病院

の研修を経て， 西脇市立西脇病院， 姫路赤十

字病院神戸大学病院NICUで勤務させてい

ただきました。結幡後6年間． 名古屋で子育

てと乳児検診中心の生活を経て，平成14年に

姫路に帰り， 開業されている先生のもとで診

療を行っていました。平成29年5月に‘ 内科

で開業している主人の所で小児科を併設しま

した。患児だけでなく 、 家族・家庭環境も含

めてフォローができる小児科をめざしていま

す。今， 地域の子と、も達のために, 11分に何

ができるのか模索｢I！ですが， 貢献していきた

いと思っています。今後ともご指導のほと、よ

ろしくお願いいたします。

氏名：高橋宏暢（たかはしひろのぶ）

勤務先：たかはしこどもクリニック

住所：〒671-1561

揖保郡太子町鵤43-1

TEL :079-287 6701

FAX :079-287-6691

E-mai l : takahashikc@wind.ocn.ne･Jp

出身枝：神戸大学

卒業年度：平成9年

趣味：ピアノ演奏

抱負（自己紹介） ：

この度入会させて頂きました高橋宏暢と'二旧

します。たつの市に生まれ， 神戸大学を卒業

した後， 県立淡路病院， 公立豊岡病院神戸

大学．姫路赤|一宇炳院にそれぞれ勤務平成

27年11月に生まれ故郷のすぐ．近くである揖保

郡太子町で開業しました。地域に密着したフ・

ライマリーケア， アレルギー疾患や｣il[友描な

ど血液疾患の診療および土地勘を生かした

保健活動に迩進する所存です。小児科医会の

先生方には勤務医時代より色々とお世話にな

りありがとうございます。今後ともよろしく

お願い致します。

一
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勿論， ケースに応じて行いますが‘ 子どもを

取り巻く家庭や学校などの環境を調整して，

子どもとお母さんのカウンセリングを丁寧に

行うことで， 子ども達は目覚ましく改善し

成長していきます。外来に来ている子ども達

が， 回復して社会に復帰していく姿を見るこ

とが， 私の一番の楽しみだといっても過言で

はありませんc悩みをかかえた親子が，受診

して， ホッと一息つける癒しのクリニックに

なることを目指しています。 まだまだ未熟な

駆け出しですが， このクリニックが母と子の

癒しの場として少しでも地域に貢献できれば

と思っています。至らぬ点も多々あるかと思

いますが何卒ご指導， ご鞭權の程よろしくお

願い申し上げます。

氏名：東佐保子（あずま さほこ）

勤務先：東こどもの心とからだのクリニック

住所：〒658-0047

神戸市東灘区御影2丁目2-13

斎藤ビル5階

TEL :078-846 4156

FAX :078-846-4155

E-mai l : sahoko-azuma@azuma-clinic.net

出身校：大阪医科大学

卒業年度：平成9年

趣味：旅行，音楽鑑賞

抱負（自己紹介） ：

平成28年3月18日に小児の心身症専門のク

リニックを開院いたしました。

卒後3年目に長男を授かり、 子どもを育て

ながら子育ての大変さをﾘ前感し‘心身症を専

門としていくことを意識するようになりまし

た。子育て4年目， 長女が1歳になった頃，

大阪医科大学の田中英高先生の心身症外来で

シュライバーをしながら心身症の勉強を始め

ました。田中英高先生の御専門は起立性調節

障害ですが‘ 起立性調節|境害の患者様だけで

なく，発達障害の患者様やその他の心身症の

患者様が多数来院されました。その後， 昭和

病院に勤務し心身症外来の開設を皮切りに‘

私の心身症外来がスタートしました。小児科

の心身症治療の中心は環境調整です。投薬も

戸司

一
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氏名：渡平陽史（はまひら きよし）

勤務先：はまひらこどもクリニック

住所：〒670-0085

姫路市山吹1丁' ’ 3－5

TEL :079-299-1213

FAX :079-299-1208

E-mai l :hamahira@'gmail.com

出身校：神戸大学

卒業年度：平成6年

趣味：音楽鑑賞プロ野球観戦

抱負（自己紹介） ：

2017年（平成29年) 5月に姫路市ではまひ

らこどもクリニックを開院しました損平と申

します。開業前は姫路赤'一字病院に14年間勤

務し， 主に腎疾患・夜尿症・低身長の患者さ

んの診療などを行っておりました。開業後も

低身長・夜尿症の患者さんの診療に携わって

いきたいと考えております。現在も勤務医時

代よりお世話になっておりました諸先生方よ

り患者さんをご紹介いただき．大変助かって

おります。 また現在は感染症対策委員会に加

えていただき， 私がこれまで不得意としてい

た分野でもあり ， 大変勉強になっておりま

す。今後も微力ながら地域医療および医会

の活動に貢献できますよう頑張ります所存で

す。ご指導。ご鞭燵のほどよろしくお願いい

たします。

氏名：三輪明弘（みわあきひろ）

勤務先：三輪小児科

住所：〒6712221

姫路市青山北3丁目18 8

TEL :079-267-0381

FAX :079-267-5511

出身枝：神戸大学

卒業年度：平成14年

趣味：読書バイク

抱負（自己紹介） ：

この度兵庫県小児科医会に入会させていた

だきました． 三輪明弘と申します。姫路市で

父の後を継承し, 2018年7月より三輪小児科

を開業させていただきました。

これまで， 神戸大学卒業後． 愛仁会高槻病

院， 六甲アイランド病院，神戸大学医学部附

属病院周産母子センター， 済生会兵庫県病院

で主に新生児を中心に診療してきました。神

戸大学医学部附属病院で勤務していた時期を

除けば， 一般小児に関しても診療していたと

はいえ， 開業医としての診療はまったく不'|賞

れであり， 勝手も違い戸惑うばかりです。 し

かし父やスタッフの皆さん， 近隣の先生方，

姫路赤十字病院の先生方に助けられて何とか

頑張っております。久しぶりに姫路に戻り，

少子化の実態を実感しながらも診療を続けて

まいりたいと思っております。今後ともよろ

しくお願いいたします。

一

へ
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氏名：柄川 剛（えがわつよし）

勤務先：姫路赤十字病院小児科

住所：〒670-8540

姫路市下手野l－12-1

TEL :079-294-2251

FAX:079-296-4050

出身校：近畿大学医学部

卒業年度：平成10年

趣味：ジョギング，読書，

音楽・映画鑑賞, YouTube鑑賞

抱負（自己紹介） ：

この度は入会させて頂き，誠にありがとう

ございます。僕はこれまで兵庫県立こども病

院新生児科，姫路赤十字病院で研修し，兵庫

県立柏原病院，神戸大学附属病院NICUで働

かせて頂きました。 2007年より姫路赤十字病

院NICUで診療をさせて頂いております。仕事

で忙しかったり，嫌なことがあっても， あせ

らず， イラっとせず，卑屈にならず，過信せ

ず，偉そうな態度にならず，楽しくできれば

と思っていますが， なかなか上手くいきませ

ん。

46歳と若くはありませんが，今後ともご指

導のほど宜しくお願い致します。

氏名：長谷川大一郎

（はせがわだいいちろう）

勤務先：兵庫県立こども病院

住所：〒650-0047

神戸市中央区港島南町1-6-7

TEL :078－945－7300

FAX:078-302－1023

E-mail :hasegawa_kch@hp.pref.hyogojp

出身校：鳥取大学医学部

卒業年度：平成4年

趣味：スポーツ観戦，音楽鑑賞

抱負（自己紹介） ：

この度兵庫県小児科医会に入会させていただ

いた長谷川大一郎と申します。これまで神戸大

学病院，加古川市民病院，呉共済病院高砂市

民病院，市立川西病院，済生会兵庫県病院など

で勤務させていただきましたが， 2003年より現

職の兵庫県立こども病院で勤務しています。こ

ども病院では主に血液疾患，腫瘍性疾患を専門

として診療を行っています。

今後とも一層のご指導ご鞭燵を宜しくお願い

します。
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氏名：平井孝長（ひらいたかひさ）

勤務先：平井小児科， アレルギー科医院

住所：〒675-1371

小野市黒川町103番地のl

TEL :0794 63 2228

FAX:0794-63-0843

E-mail : takahisamhmthirai@yahoo.cojp

出身校：愛媛大学

卒業年度：平成3年

趣味： ドライブ， サイクリング，

ジョギング、 スイミング，読書

抱負（自己紹介） ：

平成25年5月小野で開業しました。以降地

域の子どもたちと共に歩んでいます。

先日入会し多くの有益な情報をいただいて

おります． これを地域のため役立てたいと,'』

います。

氏名：桃田敬子（ももたけいこ）

勤務先：桃田小児科医院

住所：〒675-1127

兵庫県加古郡稲美町中一色822 2

TEL :079-497-0700

FAX :079-497-0101

E-mai l :ped_k_momo@yahoo.co.jp

出身枝：筑波大学

卒業年度：昭和57年卒

趣味： ミュージカル鑑賞， スポーツ観戦

抱負（自己紹介） ：

このたび入会させていただきました桃田敬

子です。大学卒業後, 10年間は常勤の小児科

医として勤務しました。その後4年半は專業

主婦として子育てを満喫したあと．健診や障

害児施設などで細I々と小児科医を続けていま

す。いつの間にか， 一般社会では退職となる

還暦を過ぎてしまいましたが，学生時代にご

高名な某教授が講演に来られた際に「女性の

平均寿命が男性より長いのは子育てをする期

間があるからだ」 と言われたことがずっと頭

に残っています。子育てを楽しんだ分， まだ

もう少し，微力でも地域の子どもたちのお役

に立ちたいと思っていますので， ご指導ご鞭

燵のほどよろしくお願い致します。

写呈

皇
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再診Ⅱ寺383点→406点

く処方菱を交付しない場合＞

初診ll*682点→716点

再診時493点→524点

③小児かかりつけ診療料

く処方せんを交付する場合＞

初診時602点→631点

再診時413点→438点

く処方菱を交付しない場合＞

初診時712点→748点

再診時533点→556点

審査上の諸問題（早野委員長）

①外来での血液培養同定検査プロカルシ

トニン検査の算定について

原則算定不可。

②小児療養環境特別力II算の算定について

ア麻疹などの感染症に罹患しており，

他の患者への危険性が高い患者

原則として空気感染する麻疹， 結

核，水痘が対象となるが，院内感染の

おそれがある感染性疾患は認められ

る。 「上気道炎」病名では請求不可。

感染症以外で個室管理が必要な場合で

あって通知に該当すれば「重症者等療

養環境特別力Ⅱ算」で請求する事。

イ． 易感染性により，感染症罹患の危険

性の高い患者。

浦
臼
領 裸険

平成30年度第2回兵庫県小児科医会・地方会

合同社保委員会報告

日時：平成31年3H14日 （木）

場所：兵庫県医師会館

出席者：＜小児科医会＞

早野昌毅・二宮道人・河盛重造

佐野公彦・横山純好・辰巳和人

上谷良行・山川勝・大倉完悦

八若博司・橋本直樹

く地方会＞

野津寛大

談題：

l . 日本小児科医会社会保険全国委員会報告

（佐野理事）

・次期診療報酬改定に向けた要望のとりまと

めについて

①「小児かかりつけ診療料」算定要件にあ

る「文書による同意」および施設基準の

「時間外対応力||算届出」の削除

②「診療情報提供料I」の小児科外来診療

料包括からの除外（小児かかりつけ診療

料では除外となっている）

2 平成30年度第4回～第6111l兵庫県小児科医

会理事会・社会保険委員会報告（佐野理事）

3‘兵庫県医師会保険委員会報告

（二宮副委員長）

・平成31年度消費税引上げに伴う診療報酬|改

定について

①基本診療料

初診料282点→288点

再診料72点→73点

②小児科外来診療料

く処方菱を交付する場合＞

初診時572点→599点

一

I

r■

免疫不全を来す疾患・病態a

悪性疾患・糖尿病・肝硬変などの

肝疾患・ネフローゼなどの腎疾患

膠原病，再生不良性貧血などの血液

疾患HIV↑原発性免疫不全症重

症外傷重症熱傷，低栄養，新生

児, 1歳未満の乳児

b， 医療行為による病態

抗がん剤， ステロイド，免疫抑制

剤，放射線治療手術，人工呼吸管

理， カテーテル管理なとﾞ
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c その他川崎病急性期など

③マイコプラズマ検査について

抗原迅速, LAMP法‘抗体検査の複

数検査は原則不可。

④小児抗菌薬適正使用加算算定時の病名に

ついて

「急性気道感染症」または「急性下

痢症」とされているが， 「喘息性気管支

炎｣， 「細気管支炎」などは算定可だが，

「発熱｣， 「鼻閉」では不可。 「感染性

胃腸炎」は算定可だが， 「嘔吐症」は不

可， 「感冒」は算定可だが「中耳炎」の

みでは不可。

⑤インフルエンザ診療について

症状発現後48時間を越えての検査・投

薬は認められない。

予防投薬の保険請求は認められない。

臨床診断で抗インフルエンザ薬投与開

始後の迅速検査は算定不可。

ゾフルーザlllif吐後の再投与は患者負担

となる。

⑥シナジスの投与期間について

7月から投与開始した場合， 2月まで

の8IIIまでは認める。 3月まで9回投与

する場合は流行状況などのコメントがあ

れば認める。

社保・国保審査委員の推薦について

早野委員長の勇退に伴い，八若委員を新規

社保審査委員として推薦する。その他の委員

については前回通り。

対

感染症対策委員会報告

感染症対策委員会の現在の活動は， 2年前

より協議しておりました「停電時のワクチン

管理について」 （山本委員) ， 昨年度の協議事

項の「予防接種スケジュールについての調

査」 （杉原委員） を日本小児科医会総会フォー

ラムにおいて発表しました。 3年l111継続訓査

を行ってきました「おたふくかぜワクチン安

全性調査について」 （吉田委員）は小児感染症

学会にて発表しました。 この内容に関しまし

ては県小児科医会総会でも発表の予定です。

本年度の活動としては①「停電時のワクチ

ン管理について」を引き続き協議し， 停電時

における保管庫内の経時的温度変化について

パイロットスタディ （山本委員・田中委員・

折I l l委員･ l洲藤委員長） を行っております。

②「兵庫県小児科医会における百日咳臨床調

査」 （富本委員）百日咳の報告がiW加してお

り．特に成人百日咳に対する内科医への啓発

を検討したいと考え百日咳臨床調査を行いま

した。 「停電時のワクチン管理について」 と

「兵庫県小児科医会における百日咳臨床調

査」は本年の日本小児科医会総会フォーラム

で発表予定です。③「小児の外来内服抗菌薬

処方内容に関するアンケート調査への協力」

（笠井委員)。AMR対策は喫緊の問題になっ

ております。今回厚生労働省感染症対策総合

研究事業「小児における感染症対策に係る地

域ネットワークの標準モデルを検証し全|韮|に

普及するための研究」の一環で兵庫県がモデ

ル地区に選定され， 医会として協力すること

になりました。既に診療内容‘抗菌薬処方状

況の「場面魁定型アンケート」が会員の先生

方には届いていると思いますのでご協力のほ

二

へ

5

＊ゴールデンウイークの休日・時間外算定につ

いて

地域輪番医療機関に指定されていれば，休

日加算が算定できます。それ以外の医療機|乳l

では6歳未満では小児休日特例加算6歳以

上では終｢| ，夜間早朝等力l l算が算定できます。

《佐野》



兵庫県小児科医会報No_71.2019 55

と．よろしくお願いいたします。④「任意接種

の接種率向上のためのアイデア集作成につい

て」 （小林委員）は， リーフレット等多くの

ツールがある中㈱先ずはできることを一つず

つと委員からアイデアを募集しております。

⑤「使用済み注射針等医療廃棄物の処理法な

ど予防接種実施手順についての調査」を予定

しております。主に予防接種時の薬液・注射

器の準備から接種，廃棄までの各医療機関で

の手lllHを調査させていただき， インシデン

ト ・アクシデントの起こりにくい手順を検討

し会員の皆様に提供したいと考えております。

当委員会はここ数年， 日本小児科医会総会

フオーラムや小児科関連の学会に複数の演題

を発表しており ， 活発に椚動しております

が， 委員のメンバーは仲良く ㈱ 和気あいあい

と活動を行っております。感染症対策にご興

味のあられる先生は是非，参加していただき

たいと思います。これからも， 会員の皆様に

役立つ情報の発信を心がけたいと思いますの

で， ご指導ご協力をお願いいたします。

《八若》

蕊

小

i小児傑健
｜
i
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小児保健委員会報告

平成30年度の小児保健委員会は， 第3回は平

成30年10月6日 （土) , 第4IEIは平成30年12月

22日 （土)、 第51nlは平成31年2月23日 （土）

に開催された。

現在‘ 以下のようなテーマについて協議を

行っている。

l 学童保育における問題点の実態調査

学童保育における事故・感染症対策等の現

状を知るために兵庫県下41市町にアンケート

調査を実施した。洲査対象期間は平成29年4

月1日から平成30年3月末。結果， 27市町よ

り |回i答を得た( Iml収率65.9%)｡27市町にお

ける学童保育施設数613件， そのうち公立公

営313件だった。学年別では低学年が850%

を占めた。ケガ・事故の報告は24市町が受け

ていた。医療機|乳l受診を要した事故の報告

数は581件。切り傷・擦り傷125件、打撲120

件， 骨折88件、 ねんざ・脱臼84件， 頭部打

撲59件‘眼のけが37件，歯のけが36件などで

あった。軽症の事故の報告は8市町ヒヤリ

ハット事例の報告は13市町が受けていた。事

故に関する報告のフィードバックは11市町が

行っていた。事故防止マニュアルは11市町が

ありとlul答した。児童が感染症症状を認めた

ときの対応指導は23市町が行っていた。児童

の感染症罹患歴‘予防接種歴の記録の指導は

20市町で行われていなかった。保育スタッフ

の感染症罹患歴，予防接種歴の記録の指導は

23市l1l].で行われていなかった。保育スタッフ

に対するワクチン接種勧奨の指導は22市町で

行われていなかった。感染症対策マニュアル

は20件が保有していなかった。隆療機|判との

連携は21市町が必要としたが㈱ 19市町で連携

一

一
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よって差がある。今後は眼科医会などとも連

携が必要であろう。先天性股関節脱臼（発育

性股関節形成不全）の健診マニュアルは各自

治体にあるが，問診と診察でのチェック項目

の基準を満たすと無条件に二次医療機関に紹

介している場合と医師の判断をふまえ症例を

絞って二次に紹介する場合があり， 自治体に

よって差がある可能性がある。辰己副会長

が，次回の地区連絡協議会で，以上三つの事

例について議題に挙げる予定にしている。

5．障がい者通所事業について

最近，障がい児通所事業（本事業） とし

て，児童発達支援や放課後等デイサービス

などの事業所の設立が相次いでいる。その都

度協力医を要請されるが，その実態が不透

明である。本事業の円滑な運営に当たるべき

協議会の設立もほとんどなく，事業所によっ

て支援内容の格差が大きいのが実態である。

医師会は基本的に関与しない。協力医は施設

設立のためには必要だが， その地域の医師で

ある必要はなく，基本的に無報酬である。そ

れでは，何のために協力医が存在するのか不

明である。また，事業所の医療的知識や保育

レベルが分からない不安もある。半面，本事

業により発達障害の子どもたちの受けⅢが広

がり，協力医になれば診療所との連携も取

りやすくなるメリットがある。平成30年度か

ら，本事業の適正な運営について自己評価結

果などの情報の公表など課し，満たされない

場合は報酬を減算することになり， ある程度

の質の担保はなされる可能性はある。その中

で，小児科医がどうこの事業にかかわってい

くべきなのか議論していく。

6．液体ミルクについて

ホームページ委員会からの依頼で，近日発

売される予定の液体ミルクに関しての安全性

や必要性の情報を， 日本小児科学会の提言な

どを参考に作成することにした。 《梶山》

を取るように指導はされていなかった。保育

現場からの家庭内の児童虐待に関する相談・

報告は15市町がありと回答し， また22市町が

早期発見や対応の指導をしていた。以上をま

とめて， 日本小児科医会総会フォーラムで発

表予定である。今後，各学童保育施設へのア

ンケートにつなげていく。(担当：辰己副会長）

2． ネット依存・ゲーム依存・メデイア依存

2歳くらいからスマホを触る環境があり，

待合でも目にする機会が多い。ネット依存と

ネット使用の境界が不明瞭で，保護者もネッ

トを手放せていないケースが多い。ネット情

報を過度に正しいと信じる保護者がいるな

ど， メディアに関する問題は大きい。小中学

生に対するメディアに関するアンケートは存

在するが，就学前の子どもに対する調査は少

ないと思われる。今回医師にアンケートを

送付し，就学前の子どもを持つ保護者に回答

をお願いしていただくこととした。ネット依

存の発端になりうるスマホやタブレットなど

を何歳から与えたのか，その使用時間や保護

者の考え等を質問する予定｡(担当：杉原委員）

3．発達障害・児童虐待

一般開業医が発達障害を診られて，児童虐

待を早期に発見できるようにすべきと言われ

ている。そのヒントを見つけられるように，

「医療者が育児困難を抱えた保護者へ投げか

けてみて良かった一言｣， 「気になる養育不

良保護者（ネグレクトや虐待の手前）を疑う

特徴」「WEB相談している医師」「どんな相

談が多いのか」 「困った質問とそれに対する

回答」などを調査することにしている。 （担

当：野間理事）

4．乳幼児健診

発達障害の早期発見のために健診で

M-CHATの導入をするかどうかは， 自治体に

よって差がある。 3歳児眼科健診で， スポッ

トビジョンスクリーナー③の導入も自治体に

/~、

/ハヘ
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教
る。講演lは兵庫県立こと÷も病院臨床遺伝科

科長の森貞l11i哉先生で誹演名は「こと､も病院

における遺伝子診療部門の役割」である。座

長は当会教育委員会委員長の乾幸治である。

溝演2は兵庫医科大学放射線科准教授の安藤

久美子先生で講演名は「小児の急性脳炎，脳

症の画像診断」である。座長は当会会員で神

戸大学医学部小児科准教授の永瀬裕朗であ

る。

⑤令和元年第72回小児医学講座は在宅医療関

連の要望があり。

兵庫県立こども病院病院長の中尾秀人先生

と当会小児在宅医療委員会担当理事の橋本直

樹氏が候補者に選定された。

⑥定時総会の講演の演者は会長一任となって

いるが，平成30年度の総会が延期され，特別

講演を依頼していた㈱ ネ'l'戸大学大学院人間発

達環境学研究科准教授の林創先生が日にち

の都合で講演できなかったので，再度依頼す

る事となった。

教育委員会報告

平成30年度第2回教育委員会

日時：平成30年11月10日 （士）

場所：兵庫県医師会館6階2号室

出席者：乾委員長，谷口委員，前田委員，野間

委員藤IH会長，辰己扣当副会長，安

部担当理事

議題：

①第27回兵庫県小児科医会地区小児科医会連

絡協議会は，平成30年11月10日 （土）に兵庫

県医師会館で行われた。

乾教育委員会委員長が,'{怖し，教育委員会

報告を行った。

乾委員長から報告内容の説明を受けた。

②平成30年度第llul兵庫県小児医会教育委員

会（平成30年8月18日),兵庫県医師会館で

の議事録を確認した。

③平成30年第701m|小児医学識座は兵庫県医|111i

会館で平成30年11月10日 （土）に開催され

た。講演lは国立成育医療研究センター総

合診療部総合診療科の坂|､~TII美先生で講減名

は「こどもの健康を促す小児予防医学～米国

の健診システムから応用できること～」であ

る。座長は当会小児保健委員会担当理事の梶

山瑞隆である。講演2は一般社団法人日本

フィンランド協会兼昭和薬科大学非常勤講師

の北方美穂先生で満演名は「フィンランドに

おける小児医療と育児支援～ネウボラは全て

の子どもを見守る～」である。

座長は当会理事・教育委員会委員の野IIIMc

路である。参加者83名。

④平成30年第71回小児医学講座は三宮研修セ

ンターで平成31年3ﾉ｣23H (土）に開催され

rL

平成30年度第3回教育委員会

日時：平成31年3月23日 （土）

場所：三宮研修センター6階会議室

llI席者：乾委員長谷口委員前出委員，野間

委員藤田会長，辰i.‘ｷ日当副会長、安

部担当理事

談題：

①平成30年度第2回兵庫県小児医会教育委員

会（平成30年11月10日）の議事録を確認し，

平成30年11ﾉ｣10H (土）に兵庫県医師会館で

行われた， 第70回小児医学講座の講演lの演

者の国立成育医療研究センター総合診療部総

合診療科の坂|､和美先生の名字は阪~1､,和美先

生が正しいとの指摘を受け，議事録を修正し

た。

②平成30年第71回小児医学講座は三宮研修セ

一
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のメンバーから探す事とした。

⑥上記の第73回小児医学講座は小児科專門医

制度の研修会も多いので， 製薬会社との共催

も考える事となった。

《安部》

ンターで平成31年3月23日 （土）に開催され

る。講演lは兵庫県立こども病院臨床遺伝科

科長の森貞直哉先生で講演名は「こども病院

における遺伝子診療部門の役割」である。座

長は当会教育委員会委員長の乾幸治である。

講演2は兵庫医科大学放射線医療センター准

教授の安藤久美子先生で講演名は「小児の急

性脳炎，脳症の画像診断」である。座長は当

会会員で神戸大学大学院医学研究科内科系講

座小児科学分野樅教授の永瀬裕朗である。参

加者95名。

③令和元年度の兵庫県小児医会定時総会は令

和元年7月6日 （土）に兵庫県医師会館で行

われる。一般講演は吉田元胴先生の「兵庫県

で実施したムンプスワクチンの安全性調査」

(16 : 10～16:30)で，特別講演は神戸大学

大学院人間発達環境学研究科准教授の林創

先生でにどもの社会的な心の発達一子ども

の「うそ」はどのように発達するのか－｜

(16:30～17:40) となった。

④令和元年第72回小児医学講座は兵庫県医師

会館で令和元年11月30日 （土） に開催され

る。講演lは当会小児在宅医療委員会担当理

事の橋本直樹先生で講演名は「(仮）一般小

児科診療でもできる小児在宅医療」である。

座長は当会小児在宅医療委員会委員長で医療

福祉センターきずな院長の常石秀市である。

講演2は兵庫県立こども病院病院長の中尾秀

人先生で講演名は「(仮）在宅医療への移行

からみた新生児医療変遷」である。座長は当

会理事で教育委員会委員の兵庫医科大学小児

科講師の皆川京子である。

⑤令和2年3ﾉ1頃（土）に開催される，第73

回小児医学講座の候補演題として， 便秘や消

化管アレルギーが推薦された。便秘の演者は

小児の機能性便秘ガイドライン作成の近畿地

区の委員等から探す事とした。また消化管ア

レルギーは新生児乳児食物アレルギー研究会

I

|勤務医 I勤

一

勤務医委員会報告

平成30年度兵庫県小児科医会

第1回勤務医委員会

日時：平成30年10月2日 （火）

場所：神戸サンセンタープラザ会議室6階

第10号室

出席者：安部治郎， 久呉真章（委員長)、小阪

嘉之，冨永弘久，貫名貞之，米谷昌彦

（五十音順敬称l'lff)

審議事項

l 今年度の活動計画について

l)勤務医化l別実態調査の実施について

前年度からの懸案であった勤務医個別実

態調査について， あらかじめ作成した調査

案（別添）の内容と調査の方法について検

討を行った。年代別に実際の勤務の実態を

洲査するとともに，勤務上の| IM題点とその

改善のための要望についても尋ねることと

した。調査方法としては‘ 各施設の小児科

代表者に洲査用紙を郵送し，卒後5年| ｜ま

で（専攻医) 、 5年目以降10年目まで, 10

年日以降の各年代の医師， それぞれ1名ず

つに回答してもらい，代表者にまとめて返

送いただくように依頼することとなった。

夕司
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また，従来行ってきた各施設の小児科代

表者向けの調査も同時に行うこととした。

そのため勤務医個別調査の調査項||から施

設や小児科全体に関する項目は省くことに

した。小児科代表者への調査には，従来ま

での質問項目に加えて医療事務作業補助体

制（クラーク業務）や時間外勤務に対する

対策などについても新たな調査項目を設け

ることとなった。

これらの意見を踏まえて調査案の見直し

を行い， その内容についてメーリングリス

トで各委員に諮ることとなった。

救急対策委員会報告

2018年救急患者報告を振り返って

本年度より救急対策委員会の三役がすべて入

れ替わり，今後何を提案していくか思いつかな

いまま時間が過ぎてしまいました。

報告すべき事項もないので， この1年間の救

急患者報告で散見した事柄を綴ってみたいと思

います。

へ

その他

1）時間外勤務体制について

労働基準監督署の指導等により各施設で

勤務医の時間外勤務の超過が問題となって

いる。特に小児科では深刻な問題であり，

週末など一部勤務にシフト制を取り入れて

いる病院もあるが， 人員によって困難なと

ころも多い。外注やオンコール制なと：を

とっている施設もあった。

2）医療事務作業補助体制について

勤務医の業務負担軽減のためには医療事

務作業補助者（医療クラーク）の有効な活

用が望まれるが，施設によってその配置や

業務に大きな違いがあるようである。実態

の調査と情報交換が望まれる。

《米谷》

2

l)J･ 2月

神戸市立医療センター中央市民病院：患者数

の割に入院患者が多い。

県立こども病院：昨年に比べ，患者数が約2

倍強, #7119からの軽傷外傷が増加。

3月・ 4月

全体に患者数は前年と変わらず↑ 落ち着いて

いる。

5月・ 6月

神戸市立医療センター中央市民病院：相変わ

らず患者数減少も入院患者数は変わらず。

エンテロウイルスによる髄膜炎あり。

県立尼lll奇総合医療センター：急性脳症3例，

HUSl例。

7月・ 8月

7月より姫路赤十字病院のデータも記載．

1カ月30()名|}iI後， 入院が3割程度。

加古川夜間急病センター： 7月の豪雨の際，

避難勧告により夜間の診療は休診。

ル4立尼l11奇総合医療センター：台風による停電

が発生。すぐに復旧するも， Ⅱ乎吸器を装着して

いる患児が来院数人が停電復旧まで入院。

阪神北広域こども急病センター；台風により

2日間停電。自家発電により対応。

一
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★県特別支援教育課よりデータ （神戸.'1丁を

除く県|､~の集計）

★医療的ケア児支援連携協議会よりデー

タ （神戸IIj除くり}L下の集計25市町/41自

体）

★29年夏の特別支援学校/養護学校へのア

ンケート ・データ

◎神戸市を包括すると推定50～60名の小

児在宅人工呼吸ケースが存在か

4 訪問医アンケート

アンケート依頼対象の選定が問題いずれ

は非小児科医を対象とした講習会開催へ

市|X町村医師会に依頼して訪問医療を実践

中の診療所名収集へ

5．平成30年度小児在宅医療関連人材養成研修

日時：平成31年1月27日 （日）

会場：東京日本医|1ili会館にて

宅見，河崎田中委員参加

6．保育所での医療的ケア実施案について

（高田委員）

保育所での看護帥による医療的ケア実施へ

の手引き案

9月･ 10月

神戸-i lj立医療センター中央市民病院：コク

サッキーA16による急性弛緩性麻卿の患者。

11月･ 12)」

年末になりインフルエンザ急増。

県立こども病院: 12Hに入り脳症の患者が数

名入院。

2018年は, 2017年に比し患者数は減少の傾向

のようですが， 入院に関してはあまり変化がな

いようです。

思わぬ災害による休診や，停電に対する救急

の対策・救急に従事するスタッフの確保なと・ま

だまだ考えねばならない問題はあるようです。

《中迫》

餌司

医療

小児在宅医療委員会報告

［瀧糟篇扉雷芸］
○検討事項

l 第5回小児在宅医療実技講習会

日時：平成30年12月2日 （日) 13時から

会場：県医師会館2階大会議室十6階

呼吸リハ予定現在PT6名確保

希望者: 163名（実技込み122名座学のみ40

名）

2 次回の講習会について

日時：平成31年3月171 1 (日）午後のみ

会場：県医師会館2階大会議室

テーマ： 「小児在宅医療と災害対策」

3．災害対策としての喫緊問題への対応

（2． に|封連して）

在宅人工l1乎吸器ケースの全数把握→非常

電源と避難先の確保

［覗糟蒲責需会］
○検討事項

1 ． 第6回小児在宅医療講習会について

日時：平成31年3月17日 （日）午後

会場：県医師会館2階大会議室

対象：すべての職種

テーマ： 「小児在宅医療と災害対策」自然災

害とライフライン障害

2． 第2回小児在宅医療推進会議の開催につい

て（杉原委員）

日時：平成31年2月7日 （木) 14:30~

会端：県医|'111j会館6階会議室

3．兵庫県における周産期センターの配置と分

娩蘇生を要する児の予後について（江原委

へ
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員）

丹波圏域での分娩蘇生問題・母体搬送の不

徹底問題→小児在宅医療推進会議の議題へ

高見隆先生

講演⑥重症児者・支援者合同シミュレー

ション型研修の試み

にこにこハウス医療福祉センター施

設長河崎洋子先生

指定発言地域における人工呼吸器ネット

ワーク形成への動き

小児在宅医療委員会常石秀市先生

2．在宅人工呼吸器ケースの全数把握について

小児神経学会等から県単位で災害時の人工

呼吸装着児のためのネットワーク構築の要請

あり

く問題点〉

． 「災害時対応マニュアル」の様式は県が

提供していて，各自治体に作成義務あり

拒否している家族少なくない

→在宅人工呼吸器取り扱い業者に依頼し

ての災害時対応マニュアル閲覧では全

数把握不可能

く全数把握方法〉

・地域ごとの呼吸器ケース患者数は業者か

ら得られるはず

・小児在宅医療推進会議メンバー施設（災

害拠点施設）に在宅人工呼吸管理料算定

ケースを調査

・講習会までに業者側に在宅呼吸器ケース

の数と分布，マニュアル作成率を調査

・第三次医療施設に在宅人工呼吸管理料

算定数.分布を調査（2/7推進会議資料

へ）

3．第2回小児在宅医療推進会議の開催につい

て

日時：平成31年2月7日 （木）

14:30～16:00

開場：兵庫県医師会館

主催：兵庫県医師会兵庫県小児科医会

主旨：地域医療介護総合確保基金事業による

各地域での支援体制の構築

［認I蠕男寮蕾会］
○検討事項

1．第3回小児在宅医療講習会

日時：平成31年3月17日 （日）

13:00～17:25

会場：兵庫県医師会館2階大会議室

テーマ： 「小児在宅医療と災害時対応」

共催：兵庫県医師会兵庫県小児科医会

定員：250名（参加費無料）

対象：医師，看護師，理学療法士，教職員

福祉・行政職ほか

内容：

講演①平成30年台風21号停電被害から見

えた災害時の在宅療養における現状

と課題

はらクリニック院長原秀憲先生

講演②平成30年台風21号による被害と当

センターの防災対策について

西宮すなご医療福祉センター院長

田中勝治先生

講演③災害時の人工呼吸器装着児のため

のネットワークーオール小児在宅医

で取り組もう－

兵庫県リハビリテーシヨン中央病

院・睡眠と発達医療センター副セン

ター長木村重美先生

講演④災害時小児周産期リエゾンと日本

小児科学会の災害支援について

帝京大学医学部附属溝口病院小児科

教授井田孔明先生

講演⑤兵庫県の災害時要援護者（要配慮

者）支援

兵庫県企画県民部防災企画局長

凧I

~、
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場所：兵庫県県民会館会議室

出席：河盛重造渡辺志伸，土屋さなえ， 多

木秀雄宅見晃子，八若博司， 中迫博

英梶III瑞隆木花咲子『村瀬真紀‘

折山文子，神尾範子。寺田春郎

(1) 兵庫県小児科医会一般用ホームページにつ

いて

ア） トップページで緊急メッセージを掲載で

きるようにした。

イ）事務局の連絡先電話番号･FAX番号

を修正した。

ウ）石垣先生の追悼文の掲載場所を変更し

た。

エ）小児科医会入会ご案内を2018年版に更新

した。

オ）行事予定は記事の更新（第25回日本保育

保健学会in神戸の掲載など）をした。

力）地区別小児科医会の記事の更新を重ねて

お願いすることにした。

キ）救急医療は神戸地区の#7119を掲載する

ことにした。

ク）感染症情報は記事を整理して，麻しんの

最新情報を掲載することにした。

ケ） リンクの整理と確認をした。

(2) 兵庫県小児科医会会員用ホームページにつ

いて

ア） インフルエンザ流行株の情報を掲載する

ことにした。

イ）医会報への投稿川フォームを掲載するこ

とにした。

ウ）スマートフォンへの対応は，情報．デー

タ集を整理してインデックスを作成するこ

とにした。

エ） リンクの整理と確認をした。

(3) 理事会報告・資料を速やかに掲載するため

に，報告メーリングリストの活用を呼びかけ

ることにした。 《寺田》

<プログラム〉

★報告内容

①兵庫県行政（健康局医務課健康局健

康増進課， 教育委員会特別支援教育

課健康局障害福祉課）

②小児科医会小児在宅医療委員会報告

（常石委員）

③地域の取り組み

・ 30年度「束播磨小児在宅研修会」

(11月24日）について（西山委員）

． 「第1 1口l尼III奇市小児在宅医療フオー

ラム」 （7月21日）について（松本

委員）

． 「重旋児者・支援者合同シミュレー

ション型研修」 (11月6-7日) (河

崎委員）

・参加施設・圏域からの発言を募る

★協議

①兵庫県における周産期センターの分布

と分娩蘇生緊急時対応の在り方につい

て（奥谷先生）

②県下ショートステイの実情と問題点

（常石委員）

③災害時対策の実際・問題点（橋本委員）

《橋本》

ダ己

要＝

’ ホームページ ｜
I

ホームページ委員会報告

平成30年4月から平成31年2月までのアク

セス数は39↑347件であった。デバイス別ではモ

バイル（スマートフォン）が57.9％パソコン

32.4％， タブレットが9.6％であった。

＜平成30年度第2回＞

日時：平成31年2月9日 （土) 15時
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I
l

l
議事録要旨

な心構えに6Cということを挙げておられま

す。ご存知かもしれませんが, Curiosity:好

奇心, Courage :勇気, Challenge :挑戦，

Confidence :確信Concentrate :集中，

Continuation:継続の6つです。これは研究

だけでなく ，すべてのことに共通することだ

と思います。趣味はゴルフでⅢ ベストスコア

は78．エイジシュートが目標だそうです。

さて， 9月29日に第8回の日本小児在宅医

療支援研究会が船戸先生会頭， 高田先生副

会頭のもと, rlll戸国際会議場で開催されま

した。私は地域包括支援のシステム・研修と

いう部門の一般演題の座長をさせていただき

ました。 11席の演題が発表されましたが， そ

の中でも多くを占めたのが災害時の対応でし

た。私たちの感染症対策委員会でも災害時の

対応．特に停電時の対策についての検討がな

されていますが， 障害を持つ児や家族にとっ

て予め対応しておくことは生死にかかわる大

きな問題です。特に冒頭に述べましたように

今や災害大国である日本においては小児医療

においても今後の大きな検討課題になりそう

です。さて本日も大きな課題があります。理

事の皆様の慎重な群議のほどよろしくお願い

致します。

2． 日本小児科医会ニュース（藤田会長）

第3同通常理事会が9月に開催された。会

長の挨拶は，子どもたちを見守っていくのが

小児科|矢の役目であり， そのためにはいろい

ろな健診l' 'l数が少なすぎる，個別健診を推進

したいとクーポン券の発行を国に申し入れた

い， と成育基本法の制定も含めて国に働き掛

けていくという話であった。松平名誉会長が

教育情報誌に成育基本法ネウボラについて

の考え方をわかりやすく述べている。議題と

して会員表彰の件があり， 日本小児科医会で

活躍された方が表彰されるが，熊谷直樹名誉

会長が表彰されることが決定。

理事会

【第4回】

日時：平成30年10月4日 （木）

14:30~

会場：兵庫県医師会館6階会議室

,i l 1,席者：藤田会長，末廣#ll'尾横山，熊谷各

名誉会長，河盛辰己，渡辺，谷口各

副会長小阪，安部，八若， 佐野，野

間米谷，寺田， 田中，折山，桃田‘

’ |｣迫，橋本、梶山， 中西各理事森川

多木各監事筒井議長，二宮副議長

【司会：辰己副会長】

へ

1 ．藤田会長挨拶

朝晩めっきり寒くなり，萩の花，彼岸花が

咲き始めようやく秋が来たと思ったら， 日中

は30度近く上がる，今日はまた涼しいという

変わった天候ですがⅢ皆さん体調はいかがで

しょうか。今年は地震大雨台風と天災の当た

り年のようです。雨降って地固まると言いま

すが固まる暇もないくらい，雨が多いです。

先週は台風24号の関西直撃を避けられました

が，今週末はまた25号がくるということで毎

年大型化していて， 私の医院では一度床上浸

水を経験しているだけに気が気ではありませ

ん。早く災害に強いH本を榊築してほしいと

思っています◎

皆様ご存知のように, 2018年のノーベル医

学生理学賞にがんの免疫療法を実現された功

績により，本庶佑教授が選ばれました。以前

から受賞される可能性が高いことは知られて

いましたがようやく実現したということで

す。座右の銘は“有志寛成，，で，強い志を持

てば目的は必ず達成できるという後漢の光武

帝の言葉だということです。また研究に必要

F■■
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当医会の活動状況（過去1年間の総会・

理事会．研修会・学会発表，小児在宅医療

への取り組み等）を報告する予定。 承認

3）第25回日本保育保健学会inKobeへの助

成並びに後援名義依頼

規定により100,000円助成する。藤田会

長が学会頭で学会への出席も願う。 承認

4） 「多可町いじめ問題対策委員会」委員の

推薦について（県医）

藤田会長を推薦する。 承認

5）就学時健診に関するアンケート調査のお

願い（日小医）

地区小児科医会連絡協議会(10月27日）

で各地区の代表にお願いする。 承認

6）入退会，移動の件について

入会：桃田敬子先生（桃田小児科医院)，

三輪明弘先生（三輪小児科)，長谷川大

一郎先生（兵庫県立こども病院)，下宮

一雄先生（姫路市立ぼうぜ医院)，橋村

裕也先生（はしむら小児科） 承認

7）その他

兵庫県医師会医学雑誌EditorialBoard

メンバーの確認等について（県医生涯教育

委員会）

安部理事，佐野理事で変更なし。 承認

4．報告事項

l)社会保険委員会（二宮副議長・佐野理

事）

○平成30年9月13日に第1回兵庫県小児科

医会・地方会合同社保委員会が開催きれ

た。

・事後報告になるが， 「次回診療報酬改定

要望事項に関する意見について」まとめ

たが， さらに意見があれば受け付ける。

・今年度より更新時集団指導は，翌年度に

6年更新を迎える医療機関を対象に県下

5カ所で行われる。この時同時に社会保

険医療懇談会を併せて開催する。更新時

渡辺副会長：成育基本法は今秋の国会に提

出される模様。

．協議事項

l)平成30年度（第27回兵庫県）地区小児科

医会連絡協議会の件

日時：平成30年10月27日 （土) 15:00~

会場：兵庫県医師会館6F会議室

○協議会(15:00～17:30)

司会：辰己副会長

l.開 会（司会：辰己副会長）

2．会長挨拶（藤田会長）

3．報 告

1) 日本小児科医会の現況（藤田会

長）

2）地区小児科医会からの近況報告・

提言（藤田会長）

アンケートを整理し当日に提出。

今回，空白地域であった西播磨地区

の村瀬先生にはアンケートに答えて

いただき，三田地区からオブザー

バーとして岡本先生に協議会に参加

いただく予定。どちらの地域も小児

科医会の設立はむずかしい。

かかりつけ診療料，抗菌薬適正使

用支援加算，停電時のワクチンの管

理等を話題にしていただきたい。

3）委員会報告

○第27回兵庫県地区小児科医会連絡協議会

懇親会(18:00～20:00)

司会：田中理事

於西村屋ダイニング 承認

2）第35回日小医近畿ブロック連絡協議会

日時: 11月17日 （土) 15:30協議会

17:30懇親会

会場：ホテルグランヴイア和歌山

出席者：熊谷名誉会長藤田会長，河盛，

辰己，渡辺，谷口各副会長，八若

理事（公衆衛生委員会担当）

3

/凧

/一八
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集団指導の対象医療機関には近畿厚生局

より初回開催日 （10月4日）の1カ月前

を目途に通知される。

保険審査上の諸問題

1. 「小児抗菌薬適正使用支援加算」に

ついて

算定要件の確認が求められる。

2．初診料算定について

毎回問題になる。特に開業当初の医

療機関で，初診料算定についての疑義

解釈が最も多い。

今年度より，新設された機能強化加

算，小児抗菌薬適正使用支援加算（と

もに80点）の算定には初診料が算定で

きることが前提であるため，初診料算

定の留意事項（7項目）に注意する必

要がある。

3．吸入， ネブライザーと外来管理加算

について

メプチン吸入液やインタール吸入液

は添付文書にネブライザーを用いて吸

入すると記載されているため，外来管

理加算はD査定（算定要件）される。

6カ月間は文書連絡とする。

4． ヒルドイドの投与回数と投与量につ

いて

年齢別全身塗布時の1カ月最大処方

量の目安は3～6カ月:2009 1～2

歳:4009 3～5歳:5009 6～10

歳:7009．毎回（毎月）の「皮脂欠乏

症」は査定される。

5． 「日本におけるパリビズマブの使用

に関するガイドライン」の一部改訂に

ついて

RSV流行時期は年度によって変動

があり， さらに地域によりばらつきが

ある。パリビズマブ投与は, RSV流

行の注意報レベルで開始するのが望ま

しいが，兵庫県のRSV感染症の発生

動向調査の実態を見て各地域で検討し

ていただきたい。

2）感染症対策委員会（八若理事）

9月1日に第4回感染症対策委員会開催。

． 「おたふくかぜワクチンの安全性調査に

ついて」ll月10日，第50回日本小児感染

症学会にて吉田委員が発表

． 「停電時のワクチン管理についての検

討」停電時におけるワクチン保管庫内の

経時的温度変化のパイロットスタディを

様々な条件下で行っている。

（例）いわゆるワクチン保管庫では，室

温が高い場合，保冷材やアイスノンを

入れていない状態では10分で，入れた

状態でも30分～40分で10℃を超えた。

・任意接種の接種率を上げる方法について

検討中。

・使用済み注射針等医療廃棄物の処理法な

ど予防接種実施手順についての調査を行

う。

・ワクチン接種が終了した年長児，成人の

百日咳の特徴を捉えるための調査を行う。

3）小児保健委員会（梶山理事）

10月6日委員会開催予定

4）教育委員会（安部理事）

平成30年度兵庫県小児科医会総会の教育

公演の出席者は67名。

第70回小児医学講座

2018年ll月10日 15:00～17:00

兵庫県医師会館

講演①「こどもの健康を促す小児予防医

学～米国の健診システムから応用でき

ること～」

国立成育医療センター総合診療部総合

診療科 阪下和美氏

講演②「フィンランドにおける小児医療

と育児支援～ネウポラは全ての子ども

凧、

“
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を見守る～」

一般社団法人日本フィンランド協会事

業推進委員

昭和薬科大学非常勤講師

北方美穂氏

第71回小児医学講座

2019年3月23日 15:00～17:00

三宮研修センター

講演①「こども病院における遺伝子診療

部門の役割」

兵庫県立こども病院臨床遺伝科科長

森貞直哉氏

講演②「小児の急性脳炎，脳症の画像診

断」

兵庫医科大学放射線科准教授

安藤久美子氏

5）編集委員会（野間理事）

秋の70号, 11月に刊行予定。

6）勤務医委員会（米谷理事）

10月2日に委員会開催。勤務医の個別実

態調査を卒後5年まで， 5～10年, 10年以

上，それぞれに分けて行う。

7）救急対策委員会（中迫理事）

9月20日に第3回委員会を開催。

1．各地区救急患者報告

7月の救急患者は減少

・姫路急病センター；平成29年度統計で

は小児の救急患者は減少

・加古川夜間急病センター； 7月の豪雨

時，避難勧告により休診。

・県立尼崎総合医療センター；台風によ

り停電復旧するも人工呼吸器を使用

している患者が小児成人同時に来院。

・阪神北広域こども急病センター；台風

により2日間停電。自家発電で扇風機

にて対応。電子カルテは1台のみ稼

働。

2．急病診療所の災害時・停電時の対策に

ついて

診療体制や出務者をどうするかがすべ

ての地域で課題となる。

8）ホームページ委員会（寺田理事）

委員の交代あり，寺田委員長，多木・村

瀬副委員長で運営する。

l.兵庫県小児科医会一般用ホームページ

について

内容の再確認，更新・改訂を考える。

2．兵庫県小児科医会会員用ホームページ

について

スマートフォンでも見やすくする。

災害等の時，パスワード不要のトップ

ページで緊急メッセージが見られるよう

にする。

9）小児在宅医療委員会（橋本理事）

7月8日 （日）に予定していた第5回小

児在宅医療実技講習会が豪雨で開催でき

ず, 12月2日に変更になった。

平成31年3月17日に在宅医療講習会を災

害をテーマに行う予定。

10）広報部（河盛副会長）

他府県の会報でも査読制度を開始してい

るところが増えている。

ll)経理部（谷口副会長）

特になし

12)総務部（辰己副会長）

①平成30年度兵庫県小児科医会定時総会・

講演の件

日時：平成30年8月18日 (jz) 16:00~

会場：兵庫県医師会館6F会議室

出席者67名にて開催，審議事項は原案

通り承認された。

②「周産期及び小児期の医療・保健に係る

専門家会議に係る構成員の推薦及び日程

調整について」の依頼（兵庫県）

思春期保健・妊娠出産関係ということ

で前年度より引き続き，米谷昌彦先生を

イー､
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⑤本医会が後援をした第8回日本小児在宅

医療支援研究会（9月29日，船戸正久会

長，高田哲副会長）からお礼があった。

13)その他

①性犯罪被害者対応マニュアルについて

（渡辺理事）

法改正に伴い今回改訂された。主なも

のはl. ドラッグに関する記載（疑いあ

る時は血液検査をする）が追記された。

2．小児において肛門内容物の検査をす

るときは細心の注意を払うこと。

性犯罪被害者支援については， ひょう

ご被害者支援センターとの連携等今後も

協議を重ねる。

12月2日，姫路市で市民講座「地域に

おける性教育」が開催される。講師は県

立尼崎医療センター産婦人科田口奈緒

先生，立命館大学総合心理学部仲真紀

子先生。

②任意予防接種における公費負担状況（県

医師会から情報提供）

行政との折衝に利用されたい。

③県医師会と専門分科会との懇談について

（藤田会長）

9月13日に開催

1．平成31年1月10日新年祝賀会

2．外国人観光客医療について；未収の

問題言葉の問題を県に要望

3．倫理審査委員会の発足；会員宛ての

アンケートに倫理審査は不要

4． 7月14日から24日までJMATが岡

山に発動

5．県医師会は警報発令時の職員の対応

を取り決めた。各医会で決定してほし

い。

6．小児科医会からの要望；小児在宅医

療の推進広域予防接種の拡大，風疹

ワクチンの成人接種勧奨を兵庫県に要

推薦。

③兵庫県小児医療協議会（兵庫県の小児医

療に関する懇談会）の件

(1)兵庫県内の夜間・休日における小児

救急医療体制の整備について

（2） 虐待予防のための兵庫県内の医療

ネットワーク構築について

（3） 認可外保育所における事故件数調

査，事故発生防止のための啓発につい

て

（4）重症心身障がい児・者の医療に関す

る基礁整備について

（5）新生児の聴覚スクリーニングについ

て

（6）麻疹流行に対する対策に関して

（7）病児保育の体制整備について

（8）新生児先天性代謝異常等検査にかか

わる費用について

（9）保育園， こども園における看護師の

配置について

⑩ライソゾーム病のマススクリーニン

グの実施に関して

(11) 開業医のかかりつけ医制度の推進に

当たり，発達検査受託施設の整備に関

して

④台風21号によるワクチン被害と対応に関

する調査

各地区の小児科医会に依頼。被害状況

を知ることと行政との対応の差をなくす

ことが目的。

定期接種の被害については現物支給の

4市は行政負担，医療機関購入のl市は

医療機関負担。

停電等で被害があった場合の取り決め

があるのは2市，今後協議がなされるも

のと思われる。

この結果は10月27日の地区連絡協議会

に提出する。

“、
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ざいました。一方，委員会活動は盛んで，特

に感染症対策委員会は災害時のワクチン保存

について検討した結果を横浜の総会フオーラ

ムで発表されましたし，先ほどムンプスワク

チン安全調査がありましたが， これも吉田先

生が小児感染症学会で発表されました。小児

保健委員会では，認可外保育所における事故

の検討をフォーラムで発表していただきまし

た。その成果は総務省の子育て会議に取り入

れられることになりました。また後程報告さ

れると思いますが，小児在宅委員会の活動も

盛んで，今週日曜日に県の医師会と共同で開

催された講習会は，参加者が本当に熱心で大

変盛り上がりました。ホームページ委員会も

新しい理事の編成で込み入った仕事を見事に

こなしていただきましたし，皆さんに本当に

感謝に堪えません。その他の委員会の皆さん

も本当にご苦労様でした。

今年はスポーツ界でいろんな不祥事があ

りました。大相撲， レスリング， アメリカ

ンフットボール。そして日体大陸上部ではパ

ワハラがありました。最近感じたことがあり

ます。先日私のおばが亡くなり， その法要が

ありまして， いとこと出会う機会がありま

した。そのいとこは私より10歳年上なのです

が，かつて西脇工業高校のラグビー部の監督

をしていた人物です。西脇工業といえば皆さ

んご存知のように陸上部， とくに全国大会

を8回も制した駅伝が有名ですが， その礎を

作ったのが渡辺公二監督で， この方は選手を

褒めて育てます。勝ったときは選手の能力，

負けた時は指導者の責任と受け止めることを

モットーにされており,NHKのプロフェッ

ショナルにも登場されていました。そのいと

こに就任当時からやさしい先生だったのか聞

いたのですが，いやいや実は厳しい指導をさ

れていたのだと言うのです。面白いことに厳

しく指導している問は， どうしても報徳学園

望

7． 同時接種委託料に関する富田林市の

裁判の結果

④野津寛大理事が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急性疾

患学部門特命教授に就任された。 （藤田

会長）

次回理事会

平成30年12月6日 （木) 15:00~

兵庫県医師会館

理事会終了後忘年会開催

/へ、

《桃田》

【第5回】

日時：平成30年12月6日 （木）

15:30～17:00

会場：兵庫県医師会館6F会議室

出席者：藤田会長，神尾，横山，熊谷各名誉会

長，河盛，辰己，渡辺，谷口各副会

長，小阪，安部，八若，野間，貫名，

寺田， 田中，桃田橋本，梶山， 中西

各理事，森川，多木各監事，筒井議

長，二宮副議長

【司会：辰己副会長】

1 ．藤田会長挨拶

皆さんこんにちは。今年ももう1カ月足ら

ずとなり，本日はもう忘年会となってしまい

ました。今年4月に熊谷前会長から会長職を

引き継ぎ，早8カ月が経ちましたが，今年も

本当にいろんなことが我が小児科医会に起こ

りました。総会の開催が台風の影響で1カ月

遅れ，小児在宅医療講習会は5ヵ月も延期す

ることになりました。また尼崎など阪神地区

では，台風の影響で停電して大変なことでご

/~、
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に勝てなかった。ところが， それでは勝てな

いからと褒める方針に変えた途端に報徳学園

に勝つようになったのだと言っておりまし

た。褒めることをしてから全国チームに生ま

れ変わったのだなと，教育の基本に触れるよ

うな思いがありました。渡辺公二監督は，高

齢のため監督を引退されていたのですが， 日

体大の不祥事があり，そのお陰で自分の母校

である日体大にまた戻られて再び監督をされ

ているようです。今後の活躍を期待するとこ

ろです。西脇工業は，都大路をもうすぐ走り

ますので，応援のほどよろしくお願い致しま

す。本日も少し議題があります。慎重なご討

議のほどよろしくお願い致します。

2． 日本小児科医会ニュース（藤田会長）

日本小児科医会理事会が, 12月9日 （日）

に開催予定。 ll月3日に岐阜市で第4回中部

近畿合同ブロック協議会があり，その中で富

田林市の藤岡先生の同時予防接種料金に関す

る裁判判決報告があり， 同時接種においても

ワクチン－つずつに診察料が認められた。

3．協議事項

1) 日本小児科医会社会保険全国委員会の件

日時：平成31年2月24日 （日) 13:00~

会場：エイジーエス西新宿ビル2F204号室

出席者：二宮副議長もしくは佐野理事

承認

2）入退会，異動の件について

入会：永瀬裕朗先生（神戸大学)，宇都宮

剛先生（兵庫医科大学） 承認

3）市民講座「地域における性教育～子ども

への性被害の現状をふまえて」後援依頼の

件（県立尼崎総合医療センター平家俊男

院長）

日時：平成31年4月13日 （土）

13:00～16:30

会場：豊岡市民プラザほっとステージ

承認

4） 日本子ども虐待防止学会第25回学術集会

ひょうご大会後援依頼の件（神戸大学小児

科飯島一誠教授）

日時:2019年12月21日 （土）

～12月22日 （日）

会場：神戸国際会議場，

神戸ポートピアホテル 承認

5）小児感染症学会で感染症対策委員会吉田

前理事が発表されたムンプスワクチン安全

調査を来年の総会のあとの講演会で報告い

ただく （論文として投稿予定)。 承認

4．報告事項

1)社会保険委員会（二宮副議長）

①再診時のネブライザー処置と外来管理加

算について

基金本部より処置の手技料を算定せず

に薬剤料のみを算定し，外来管理加算を

算定された場合は, D査定（告示・通知

に沿わない診療行為であり，外来管理加

算が査定される） とする審査基準が示さ

れた。しばらくは文書連絡の予定。

②福祉医療費助成事業の取り扱い変更につ

いて（平成30年10月10日兵庫県健康福

祉部社会福祉局長）

平成31年3月診療分から，福祉医療費

の請求方法が国保連合会あてに福祉医療

費請求書を提出する方法から支払基金あ

てに併用レセプトを提出する方法に変更

となる。それに伴い医療機関等事務処理

費が廃止される。変更以前の過誤に係る

再請求は2020年1月までは従来の請求方

法で，変更以降に月遅れ分を請求する際

は新しい請求方法となる。

③抗不安薬・睡眠薬を12ヵ月以上投与して

いる場合の処方料，処方菱料の減点につ

いて

2018年診療報酬改定でベンゾジアゼピ

ン系の抗不安薬・睡眠薬を12カ月以上に

凧へ
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て自治体により健診方法の違いがあり調

査のうえ検討が必要。

4）教育委員会（安部理事）

①平成30年度第70回小児医学講座(11月10

日）の出席者は83名。

②第71回小児医学講座

2019年3月23日 15:00～17:00

三宮研修センター

講演1 「こども病院における遺伝子診療

部門の役割」

兵庫県立こども病院臨床遺伝科科長

森貞直哉氏

講演2 「小児の急性脳炎，脳症の画像診

断」

兵庫医科大学放射線科准教授

安藤久美子氏

③平成31年度第72回小児医学講座は在宅医

療関連で兵庫県立こども病院院長の中尾

秀人先生と当会小児在宅医療委員会理事

の橋本直樹が第一候補で選定された。

5）編集委員会（野間理事）

会報秋の70号が完成。

会報の原稿ひな形を作成（使用方法説

明)。

ホームページに掲載し希望者に使用して

もらえれば。

6）救急対策委員会（河盛副会長）

ll月15日に第4回委員会開催

①各地区救急患者報告

9月は前年比では変わらず, 10月は減

少。

神戸市立医療センター中央市民病院：

コクサッキーA16による急性弛緩性麻痒

の患者1名。

尼崎医療センター：＃8000から救急車

による火傷（軽傷）の搬送がありトリ

アージの改善を検討している。

姫路急病センター：ベトナム人が多

わたって同一量で投与している場合の処

方料，処方菱料が新設（減点） された。

不安又は不眠に係る適切な研修を修了し

ていれば減点対象外となる。詳細は各医

師会に要確認。 （河盛副会長）

2）感染症対策委員会（八若理事）

10月6日に第5回感染症対策委員会開催。

①「おたふくかぜワクチン安全性調査につ

いて」 ll月10日，第50回日本小児感染症

学会にて吉田委員が発表された。

②「停電時のワクチン管理についての検

討」停電時におけるワクチン保管庫内の

経時的温度変化のパイロットスタディを

様々な条件下で行っており少しずつ結果

がでてきている。

③任意接種の接種率を上げる方法について

委員会内で検討予定。

④使用済み注射針等医療廃棄物の処理法な

ど予防接種実施手順についての調査方法

を検討中。

⑤百日咳を内科医に啓発していくために，

小児の症例集積を行っていく予定。

3）小児保健委員会（梶山理事）

10月6日に第3回委員会開催。

①学童保育における問題点の実態調査

現在まとめており次回の委員会で報告

予定。

②ネット依存・ゲーム依存・メディア依存

について

子どもだけでなく保護者も依存してい

るケースがある。

保護者にアンケート調査予定。

③発達障害・児童虐待について

野間委員作成の「育てにくさを感じる

親とのより良いコミュニケーションのた

めに」アンケート原案をもとに議論。

④乳幼児健診

眼科健診と発達障害の早期発見につい

/…､
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〈，救急搬送による診察後帰宅できない

案件あり。

②来年5月の10連休：休日加算はとれない

が6歳未満は特例として算定できる。

8）ホームベージ委員会（寺田理事）

緊急時にメッセージを掲載できるように

なった。

9）小児在宅医療委員会（橋本理事）

10月13日に第3回12月2日に第4回委

員会開催。

①重症児者・支援者合同シミュレーション

型研修ll月6～7日

②「第35回日本小児科医会近畿ブロック連

絡協議会ll月17日

③東播磨小児在宅医療推進協議会主催

フオーラム ll月24日

④医療的ケア児等コーディネーター養成研

修事業に係る講師派遣

⑤第5回小児在宅医療実技講習会

12月2日 （日) 205名参加

呼吸リハ実技講習

⑥第2回小児在宅医療推進会議開催予定

平成31年2月7日 （木) 14:30~

県医師会館6階会議室

⑦第6回小児在宅医療講習会開催予定

「小児在宅医療と災害対策」

平成31年3月17日 （日）午後

県医師会館2階大会議室

10)広報部（河盛副会長）

会報春号の査読論文締め切りは2月末日

（ホームページに掲載） とする。

ll)経理部（谷口副会長）

特になし。

12)総務部（辰己副会長）

①平成30年度地区小児科医会連絡協議会が

10月27日に開催された。

（詳細は，会報に掲載予定）

②「性犯罪被害者対応マニュアル」の配布

先が未決定であり協議予定。

③「平成30年度小児在宅医療に関する人材

養成講習会」に係る兵庫県からの受講者

の推薦済。

④平成30年度乳児突然死症候群(SIDS)

対策強化月間(ll月）県医師会報にリー

フレットあり。

⑤第35回日本小児科医会近畿ブロック連絡

協議会報告ll月17日和歌山

出席者41名で当医会から藤田会長，熊

谷名誉会長河盛，渡辺，谷口，辰己各

副会長，八若理事の7名が参加。日本小

児科医会の各委員から委員会報告のあと

に近畿ブロック各医会より小児在宅医療

に関する活動報告がなされ， 当医会から

は渡辺副会長が報告。大阪は2013年から

委員会が発足し，在宅小児かかりつけ医

紹介事業， トランジション対策として小

児科医師と成人科医師の同行訪問など

全国的にも先進的な取り組みを行ってお

り，それに続いて京都・兵庫が同程度，

奈良・滋賀・和歌山はこれから。

13)その他

①「多可町いじめ問題対策委員会」委員を

稲垣由子先生に依頼

②会員名簿配布（今年度から自宅住所非掲

載）

風

'~I

次回理事会

平成31年2月7日 （木） 14：30～

兵庫県医師会館

《橋本》
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【第6回】 ます。

来年度内藤壽七郎記念賞の受賞候補として

神尾名誉会長を推薦し，受賞されることが内

定いたしました。故石垣名誉会長に続いての

受賞となります。我々にとって嬉しいことで

す。心よりお祝い申し上げます。今後時期を

見て受賞記念パーティが出来ればと思ってお

ります。

2． 日本小児科医会ニュース（藤田会長）

小児科外来における抗菌薬の適正使用につ

いて日本小児科医会から声明文が出ました。

1 .感染症の予防に努めます。 2.十分に

データを活用し，分析したうえで抗菌薬使用

の判断をします。 3．抗菌薬の必要不要を

わかりやすく説明します。 4．抗菌薬は科学

的根拠に基づいて処方します。 5．最新の医

学情報収集に努めます。

自見はなこ先生より自民党の厚生労働部会

の中のワクチンプロジェクトチームが発足す

る予定で，つきましては日本小児科医会神川

会長に4者協としてプロジェクトチームに参

加してほしいと依頼がありました。またワク

チン協議会の岡田先生からも同様の要望があ

りました。それを受けて日本小児科医会の理

事が参加予定です。

3．協議事項

l) 日小医次期代議員，予備代議員選出の件

（辰己副会長）

日小医次期代議員：河盛，辰己渡辺，

谷口各副会長

予備代議員：八若，佐野，野間

寺田各理事 承認

2）第30回日本小児科医会フオーラムin京

都演題募集の件（辰己副会長）

感染症対策委員会から2題，小児保健委

員会からl題発表予定 承認

3）入退会，異動の件について（辰己副会長）

入会：藤原絢子先生（姫路赤十字病院）

日時：平成31年2月7日 （木）

14:30～16:00

会場：兵庫県医師会館6階会議室

出席者：藤田会長，末廣，神尾，横山，熊谷各

名誉会長，河盛，辰己，谷口各副会

長，小阪，安部，八若，佐野，野間，

貫名，寺田， 田中，折山，桃田， 中

迫，梶山， 中西各理事，森川，多木各

監事，筒井議長

【司会辰己副会長】

/~、

1 ．藤田会長挨拶

今月に入り悲しい出来事がありました。野

田市の父親から虐待を受けていた10歳の心愛

ちゃんの心からの訴えが大人には響かず命ま

で落とすことになりました。父親教育委員

会，児童相談所まで巻き込んだ大人の身勝手

な思いが大切な命を奪ってしまったと言えま

す。本日も父親から性的虐待を受けてその後

亡くなった希愛ちゃんのことが報道されてい

ました。今後子どもを守る使命を持っている

我々小児科医がどのようにすれば良いのか

考えて行かねばならないと考えさせられまし

た。

昨年末，成育基本法が国会を通りました。

これも目黒区の結愛ちゃんの虐待死が関わっ

ております。皆様もご存知なように従来の児

童福祉法，母子保健法，健やか親子21,児童

虐待防止法，子ども，若者育成支援推進法の

5つの法律を1つにまとめたものです。今後

期待させる政策もあるのですが， まだまだ中

身がないので肉付けがとても大切になってき

ます。今後小児科医会も何が足りないのか，

何をどうしないといけないのか検討しないと

いけないですので理事の皆様におかれまして

も多くの意見を賜りますようにお願いいたし

/ー、
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井上翔太先生（姫路赤十字病院）

飯塚理先生

（兵庫県立こども病院）

河盛重紀先生

（あいち小児保健医療総合センター）

東口素子先生（愛仁会千船病院）

坂田千恵先生（姫路赤十字病院）

退会：國府肇先生

平山毅先生 承認

4）その他（辰己副会長）

予防接種基礎講座3月10日 （日）県立

こども病院にて開催。→ホームページに掲

載予定 承認

小児科学会専門医資格認定審査会：河

盛，辰己副会長が継続きれる。 承認

4．報告事項

l)社会保険委員会（佐野理事）

妊婦加算はいったん凍結。

インフルエンザ検査は原則48時間以内に

すること。同月に2回の検査時にはコメン

トが必要。治療も原則48時間以内にするこ

と。

2）感染症対策委員会（八若理事）

l.おたふくかぜワクチン安全調査につい

て現在執筆中

2．停電時のワクチン管理についての検討

及び百日咳臨床調査について：日本小児

科医会フオーラムで発表予定

3．小児の外来内服抗菌薬処方内容に関す

るアンケートへのさらなる協力願い

3）小児保健委員会（梶山理事）

l.学童保育における問題点の実態調査：

日本小児科医会フォーラムで発表予定

2． ネット依存，ゲーム依存， メディア依

存について：アンケート案を検討中

3．発達障害児童虐待について：継続議

論

4．乳幼児健診：眼科健診でのスポットビ

ジョン使用時には眼科医会との協力が必

要

5． 日本保育保健学会in神戸の演題につ

いて

4）教育委員会（安部理事）

第71回兵庫県小児科医会小児医学講座

平成31年3月23日 （土）

三宮研修センター

「こども病院における遺伝子診療部門の

役割」

兵庫県立こども病院臨床遺伝科科長

森貞直哉氏

「小児の急性脳炎，脳症の画像診断」

兵庫医科大学放射線科准教授

安藤久美子氏

第72回兵庫県小児科医学講座

平成31年ll月30日 （土）

兵庫県医師会館

テーマは在宅医療について。

5）編集委員会（野間理事）

第71号に向けて原稿ありがとうございま

した。

6）勤務医委員会：報告なし。

7）救急対策委員会（中迫理事）

各地区救急患者報告ではインフルエンザ

が多く，脳症も見られている。阪神北広域

こども急病センターでは1月連休に過去最

高患者数になった。

過去10年の救急患者の動向を人口の流出

も加味してデータのまとめを実施する予定。

8）ホームページ委員会（寺田理事）

緊急時メッセージを載せることができる

ようになった。

各委員会報告等，理事会資料をhoukoku

@hyogo-pa.orgに送信して頂く事を再確認

した。

9）小児在宅医療委員会（河盛副会長）

l.災害時小児周産期リエゾンに兵庫県で

凧

~ヘ
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④県立こと､も病院運営懇話会の件

佐野理事に出席依頼。

⑤第35回日本小児科医会近畿ブロック連絡

協議会議事録（和歌山県小児科医会）

2020年は兵庫県担当。 11月21日候補

⑥『第21回子どもの心研修会」

5月18日 （土) 19日 （日）

71114日 （日) 15日 （月祝）

ナレッジキャピタルコングレコンベン

ションセンターにて

13)その他

市民公開講座2019年4月13日 （土）

豊|m市民プラザにて

地域における性教育

～子どもへの性被害の現状をふまえて

は5名認定。

2. CPフォーラムが3月2 1 1 ･ 3日大阪

で開催。

3 第3IIII小児在宅医療講習会が3月171」

兵庫県医師会館2階大会議場で開催。

テーマ『小児在宅医療と災害時対応』

10)広報部（河盛副会長）

FAXニュースを21ul流した。

投稿論文3題査読中。

11)経理部（谷口副会長）

特になし。

12)総務部（辰己副会長）

①内藤壽七郎記念賞推薦の件

神尾名誉会長を推薦。

②神戸感染症セミナー共催並びに周知依頼

の件

2019年2jj14日 （木）開催共催を了承

③小児在宅医療推進会議開催の件

2月7日 （木）県医師会館にて

幻■

次回理事会

平成31年4月4日 （木) 14:30~

兵庫県医師会館6F会議室 《田中》

？
、一〆』一／ノ〉〉ノ（へ、ノ〈、／』一》一／へ』一一、一〈〉／、一巡〆、／〉〉〉〆、〉ノヘン、一一／へ一一一戸一、〆ゞ

匪… …鵠
〉

二両

電車内でのスマホ

電車内でスマホを触っている姿を目にする

のは， あたり前の光景です。立っている私の

前に乳児を連れた若いカップルが座わってい

ました。父親は， スマホがしたいのでしょ

う。抱いていた児を母親に預けました。母親

は， スマホを触っていましたので膝に抱いた

児にスマホを見せはじめました。親子で画面

を見ていると，不意にその子がちっちゃな人

I

口
ﾒｰﾍへ~ヘーーヘーヘへ～､へ～､ハーーーヘヘへ~~～営､～､ヘー､～､へ～､～､～
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て県への要望を続けております。 もちろん，

予算的な配慮もあってなかなかすぐには実現

いたしませんが，今後も粘り強く交渉して，

少しでも前へ進めていきたい所存です。地域

からのご要望があれば， 医会へお知らせ頂

ければ幸いです。 と§うか宜しくお願いしま

す｡」

l l本小児科医会の現況報告（藤田会長）

では‘ 日小医の松平前会長の寄稿記事「子

どもの養育環境改善の提言成育基本法によ

る結婚．妊娠・子育て支援」が紹介され． 成

育基本法の3本の矢である，①子どもを大切

にする国づくり，②ネウポラを全国に展開す

る．③小児科開業医は子と．ものかかりつけ医

になる， ことについて言及された。また， ｜］

小医の新会長の神川先生は健診の充実を考え

ておられ，米|玉iのBrightFuturesを参考に

して．今後の乳幼児健診が回数も内容もさら

に充実するように検討されるということであ

る。

(辰己副会長）地域総合小児医療検討委員会に

ついて報告。平成26年度に地域総合小児医療

認定医を取得された先生は来年の11月から更

新の手続きが始まる。

(野間理事） 「子どもの心」対策委員会につい

て報告。 11月に「子どもの心」カウンセリン

グ実習を大阪で開催する。

(八若理事）公衆衛生委員会について報告。抗

生剤の適正使川について検討中。 12月に予防

接種・海外渡航合同研修会が弘前で開催され

る。

(河盛副会長）法制委員会についてとくに報告

事項なし。

第27回兵庫県地区

小児科医会連絡協議会報告

平成30年10月27日 （土) 15時より兵庫県医師

会館6F会議室にて地区小児科医会連絡協議会

が開催された。出席者は県下17地区医会の代表

あるいはその代理人13名（本会役員との兼任5

名を含む） と， 本会役員18名の合計31名であっ

た。西宮市， 明石市， 高砂市， |几i播磨の代表者

は欠席であった。地区医会からの出席者（敬称

略） を以下に記す。神戸市（二宮道人）尼崎市

（田中尚子）伊丹市（山崎剛）川西市（田上久

樹）宝塚市（森信孝雄）芦屋市（河盛重造）北

播磨（坪田徹）加古川（多木秀雄）姫路巾（八

若博史）三田（岡本光治）丹波・篠山（松本好

弘）淡路（冨本康仁）但馬（赤松亮）

一

l)会長挨拶

辰己副会長の総合司会のもと開会され，会

長挨拶から協議会は始まった。

「4月より7代目の会長を拝命しました藤円

です。今年は地震や大雨など， 天災の当た

り年で， 7月の総会フォーラムも延期を余儀

なくされました。今週初めに台風26号発生の

ニュースを聞き， うわ，今胆|もかI?と懸念い

たしましたが， なんとか大丈夫でした。この

地区連絡協議会は，今後の兵庫県小児科医会

の活動を考える上で非常に重要な会と位置づ

けています。 しかしながら，県下のすべての

‐'1丁町に小児科医会があるわけではないので‘

その解消が急務と考えます。今l山。幸いなこ

とに三田地区から岡本先生がご参加され‘西

播磨地区の村瀬先生もご都合で川席にはなり

ませんでしたがコメントをお寄せ頂きまし

た。本当にありがとうございました。 ｜災会の

活動としましては，毎年，兵庫県地方会や小

児保健協会と一緒に‘小児医療の改善にlhlけ

一

2）地区小児科医会からの近況報告

司会が藤川会長に交代され， 地区小児科医

会からの近況報告を頂いた。神戸市小児科医

会の二宮会長からはじまり‘但馬小児科医会
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が，直流と交流のインバーター装置が必

要。

、病院の自家発電も燃料保管の点で万能で

はなく，数時間程度しか機能しない。

・人工呼吸器使用中の入院患者の長時間の

管理が大変である。

．日頃からワクチンの管理について何らか

の停電対策を考えている施設は約半数。

．感染症対策委員会でワクチン保存，冷蔵

庫の温度管理への対応をまとめる予定。

・災害時のワクチンの廃棄補償について，

予め，行政と取り決めをしておくことが

必要。

・クリニックが警備会社に入っている場合

は，停電状況などの情報提供が得られ

る。

④各地区小児科医会の最近の話題

◎神戸市小児科医会（二宮先生，渡辺先生）

年に20回ほど研修会を開催している。市

医師会内に子育て支援委員会が発足し，

渡辺先生が委員長に就任された。医師会

の委員会や行政の部署も縦割りの体制がほ

とんどなので，妊娠期から出産を経て，乳

幼児期，学童期，思春期と続くライフサイ

クルの中で切れ目なく全体的に支援できる

ように，関連している部署や委員に出席し

て頂き，情報を共有していきたいと考えて

いる。委員会で子育て応援情報誌やアプリ

の作成をしたり，来年度には子育て支援

フオーラムを開催する予定である。問題点

としては，小児救急の2次医療体制に不十

分な点があり，小児救急医療の検討委員会

も立ち上がった。初期救急医療現場からの

後送はほとんどを3次施設が受け入れてい

るのが現状で， 2次救急施設の機能が十分

に揃っていない点が問題とされている。来

年度からBCGの個別接種が始まる。市内

の各区によって小児科医の偏在があるた

の赤松会長まで15地区からの近況報告があっ

た。各地区小児科医会の活動状況についての

事前アンケートは後掲するが，今回は各地域

における①子育て世代包括支援センターの活

動状況，②予防接種の広域化，③地区医会独

自の活動や問題点， とくに今夏の台風災害に

よる停電時の対応についての3項目が主な話

題となった。

①子育て世代包括支援センターについて

・子育て世代包括支援センターに小児科医

が関与していない地域がほとんどであ

る。

・神戸市では各区の保健センターに子育て

世代包括支援センターができ，子育て

コーデイネーターが配置されている。

・神戸市医師会内に子育て支援委員会が発

足した。

・西脇市には子育てコンシェルジュがい

る。

・以前からあった保健センターや子育て支

援センターを子育て世代包括支援セン

ターに名称変更した地域も多い。

②予防接種の広域化について

・県外で定期予防接種を受ける場合に，後

で償還払いではなく，接種者の自己負担

になってしまっている地域がある。今回

の資料を行政に提示して， 自己負担の廃

止を要望して頂きたい。

・現在，県下41市町のうち, 14の地域でワ

クチンの現物支給が行われている。

③台風災害による停電時の対応について

危急な災害による停電への備えとして，

以下のような意見が寄せられた。

・診療所にも発電機や蓄電器を用意する必

要がある。

．日頃から保冷剤を準備しておいた方が良

いが，夏場では数時間しか持たない。

・電気自動車を準備しておくのが一番良い

凧
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め，乳児健診の出務医の確保にも苦労して

いる。

◎尼崎市小児科医会（田中先生）

尼崎市は予防接種の広域化が実現してい

ないので，医会から行政へ毎年強く要望は

している。今年度からBCGが個別接種と

なった。結核罹患率が比較的高<, BCG

接種に内科医も参加しているので， コッホ

現象を見つけた際の対応にも3種類あり，

見逃さないように注意している。保健所と

一緒にBCG接種に関しての講演会やアン

ケートを実施し，指導や研修を行ってい

る。個別化されてからも接種率は落ちてい

ない。台風21号の被害状況のアンケート調

査を行った。34／52の診療所に何らかの停

電の被害があった。地域に関係なく， まだ

ら停電であった。最長で停電が72時間にも

及んだ施設があった。ワクチンを移動させ

たのは9施設， ワクチンを破棄したのはll

施設，合計662本に及んだ。ワクチンの廃

棄は医師による判断で行われた。約半数の

施設はワクチン管理の工夫をまったくして

いなかった。災害時の対応として，携帯電

話によるメーリングリストの構築に向けて

検討をしている。

◎伊丹市小児科医会（山崎先生）

会員数はあまり増えてこない。講演会・

研修会は年4～5回，市内の病院小児科が

中心になって症例検討会と， おもに発達

障害や児童虐待に関する講演会を行って

いる。兵庫県医師会雑誌に，乳幼児保健

Q&Aとして子育て世代包括支援センター

についてまとめたので参考にしてほしい。

台風でのワクチン被害は8施設のみであっ

た。HPVワクチン等の推奨方法について

も検討している。

◎川西市医師会小児科医会（田上先生）

川西市の小児科医会は，川西市医師会の

内部組織になっていて， 内科医も会員に

なっている。以前から開業医の高齢化が深

刻で，健診医の確保が課題である。川西市

民病院は数年後に移転の予定である。包括

支援センターは設置されているが，母親の

メンタルヘルスについては精神科医の関わ

りが重要であると考えている。災害時のワ

クチン被害については行政の補償が決定し

た。小児科医の絶対数が少ないので，定期

予防接種でも圧倒的に内科や他科の医師に

よる接種が多い。

◎宝塚市小児科医会（森信先生）

子育て世代包括支援センターは子ども家

庭支援センターという名称で，子育て通信

の発行，育児相談，栄養相談，発達相談な

どを行っている。台風による小児科でのワ

クチンの被害はなかった。

◎西宮市小児科医会（寺田先生）

市内の地区で人口増減の格差がある。医

会から行政へ任意接種への補助を毎年要望

しているが今のところ公的補助はない。医

会の活動としては，発達障害専門の小児科

クリニックがあるので，発達障害への対応

マニュアルや学校医の対応マニュアルを作

成する予定である。台風でのワクチン被害

を受けたのはl施設のみで，定期接種分に

ついては補償あり。停電になった病院や療

育施設における人工呼吸器使用中の患者の

搬送状況について，詳細に報告した。

◎芦屋市小児科医会（河盛先生）

会員数の変化はなし。以前から子育てセ

ンターがあったが， そこが包括支援セン

ターになった。台風による医療機関の被害

はなし。来年，発達支援センターができる

予定であるが，行政による運営ではなく，

民間委託である。公立幼稚園が保育所と合

併してこども園に変更する施設が増えてい

る。

凧
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支援センターは市内3カ所に新設され，育

児やしつけの相談は年間約500件から2,000

件前後と大幅に増加した。小児救急の話題

としては，姫路市夜間休日急病センターに

おける抗生剤適正使用マニュアル「ひめマ

ニュ」が作成された。

◎西播磨地区（藤田会長）

－村瀬先生コメントー

2年前まで相生市には小児科専門医がい

なかったので，小児医療，保健ともに今後

の整備が期待されている。地域の小児科医

が少なく，勉強会などの情報も届きにくい

ため，県小医会の広報による支援が必要で

ある。

◎三田地区（岡本先生）

小児科開業医は6施設，勉強会は三田市

民病院を中心に行われていたが，現在は休

止状態である。包括支援センターはチャッ

ピーサポートセンターという名称で活発に

活動している。台風での被害はなし。小児

救急の問題点としては，三田市休日応急セ

ンターが休日の日勤帯に稼働しているが，

患者の約2/3は三田市外からの受診になっ

ている。繁忙期には深夜まで診療したこと

もあった。

◎丹波・篠山小児科医会（松本先生）

地域の少子高齢化，過疎化が厳しくなっ

てきているが， ようやく公立小学校が統廃

合された。小児科専門医も高齢者の診療を

している。包括支援センターや要保護児童

対策協議会は活発に活動しようとされてい

る。台風の被害として土砂崩れがあった。

◎淡路小児科医会（富本先生）

研修会は年に3回。包括支援センター

はNPO法人に任せている。停電災害があ

り，診療所の冷蔵庫の温度計を配布し，温

度管理を行うようにした。ワクチン被害の

補償はしてもらえていない。小児科夜間救

◎明石市小児科医会（中西先生，横山先生）

中核市に移行して，行政も大幅に変化し

ているが， 医会の会員数はやや減ってい

る。小児医療や育児支援への保障が手厚い

ので，転入者が多い。そのため，保育所が

急増し，小児科医の嘱託数も大幅に増えて

いる。医師会の委員会だけでは対応しきれ

ず, FAXで嘱託医を公募すると内科医が

応募されることもある。最近は保育所に直

接，嘱託医を探すように依頼もしている。

◎北播磨小児科医会（坪田先生，藤田会長）

包括支援センター，予防接種いずれも5

市1町，それぞれ対応が少しずつ違ってい

る。台風の被害はなかった。小児救急に関

して，他地区への患者流出が多いので迷惑

をかけている。

◎加古川小児科医会（多木先生，橋本先生）

勉強会は年2回の開催であるが，非常に

盛況である。行政と小児科医会との意見交

換会はあるが，包括支援センターの活動は

あまり活発ではない。医師会で安心子育て

応援ブックを作成していたが，行政との連

携には課題がある。小児救急の問題として

は，急病センターが3年後に新設予定で，

施設の設計は進んでいるが，運営管理の点

でまだ暖昧なところがある。小児在宅医療

連絡協議会が内科医も巻き込んで活発に活

動している。学校医が学校からクレーム

がついて交代するという残念な事例があっ

た。

◎姫路市小児科医会（八若先生）

会員数は増加している。研修会は年2回

の開催。医師会の乳幼児保健委員会に児童

虐待対応部会が設置され，虐待についての

研修会も毎年開催されているが，残念なが

ら虐待による重症事例が2例続いた。この

ため，今年度から子ども支援課に子ども

家庭総合支援室が新たに設立された。包括

/徳、
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各地区からの報告後，就学時健診に関するア

ンケート調査の依頼があった。

引き続き，辰己副会長より定時総会の報告が

あった。その後，担当理事より委員会報告があ

り，約3時間におよぶ協議会は終了した。協議

会の終了後18時より西村屋ダイニングにて懇

親会が和気藷々と行われた。

《野間》

急の人員不足が非常に深刻な問題となって

いる。

◎但馬小児科医会（赤松先生）

小児科医会の人数には内科医も含まれて

いて，小児科単科は3施設のみ。勤務医と

開業医ともに医師の超高齢化が問題であ

る。豊岡病院が救命救急夜間小児救急の

拠点病院になっているものの，小児医療体

制はつねに綱渡りの状態である。

“

[お知らせ］

第72回小児医学講座

l. 日時 令和元年ll月30日 （土曜日) 15:00～17:00

2．場所 兵庫県医師会館6階会議室

神戸市中央区磯上通6丁目1番ll号

/~、

①15:00~16:00

「一般小児科診療でもできる小児在宅医療（仮題)」

兵庫県小児科医会小児在宅医療委員会担当理事・

はしもとキッズクリニック院長

橋本直樹氏

②16:00～17:00

「在宅医療への移行からみた新生児医療の変遷（仮題)」

兵庫県立こども病院病院長

中尾秀人氏

3．講演

4．主催 兵庫県小児科医会
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平成SO年度各地区小児科医会近況報告

＃‐、

/‐、

地区名 神戸市 尼崎市 伊丹市

会長名
一
一 宮道人 田中尚子 山崎 剛

回答者 二 宮道人 田中尚子 山崎 剛

1．会員数

30年度

29年度

28年度

A会員 92名

B会員 18名

A会員 88名

B会員 21名

A会員 85名

B会員 23名

A会員 60名

B会員 14名

A会員 64名

B会員 11名

A会員 65名

B会員 21名

A会員= 18名

B会員= 18名

A会員= 18名

B会員＝ 18名

A会員＝ 25名

B会員= 10名

2．研修会、講演会開催は？ (20回/年） (9～10回/年） (4～5 回/年）

3．貴地区における子育て世代包括支援センターの活動状況について
巳一一一一一一一一一一--q■P---------■■■■■■----■■一一■■■■■■

(1) センターの設置状況につ

いて

･設置されている

･設置の準備中 ・不明
一一一一一一-----■■■■－－－■■■■－■■■■■■ ■■一一■■■■■■■■一一一一一一

(2) センターが設置されてい

る場合、活動状況は？

．とても活発 ・活発

．あまり活発でない

．ほとんど活動していない
ーーーーq■■一一ー■■一一一.■■ーー■■■■■■ー■■ー一一一一一一一一一一一一一一

(3) センターの活動に小児科

医会として関与は？

･積極的に関与

･関与している

．あまり関与していない

･関与していない

■■－－－■■一一■■■■－■■■■---------一一一一一一－一‐ｰ一一ー一

･設置されている

一■■－■■ ■■■■■■＝■■■■一一一一■■－■■一一一■■-------一一一一一一一

･活発である

一一一一一一一一一一一一一一・■D q■D一一一一一一一一一■■ー■■■■■■一■■■■＝ー

･関与している

(子育て支援委員会に参加）

一一一-一一ーー■■ー■■■■ー■■■■一一一一一一ーー■■■■一一一一一－一一一一

･設置されている

(様々な部署に分かれている）

一一一ーー■■一一一一一一一一一一一一-一一一一一－-----■■----

･活発である

ーー■■一一一一一一一一一一一一一■■■■一一■■－－－■■■■■■■■一一一一一一一

･関与している

(健診や保健師さんとの協議）

一一一一ーー一一一ー■■一一一一一一一一一■■■■ーーーーーーーーーー一一ー

･設置されている

一-------------■■－－－－－－－－－-一ー一一一一一一一一

．あまり活発でない

ー■■一一一一一一一一一一a■B寺一一一一一一一一■■ー■■■■ ■■ ■■ー■■■■ー■■■■ーq

．あまり関与していない

4．予防接種の広域化に関して、他都道府県とのかかわり方について？
■一一一一ーーｰーー■■■■■■■■ー一一■■■■一一一一一一一一一一一‐‐一一一一

(1) 貴地区住民が県外で定期

予防接種を受ける場合の行

政の対応は？

D ■■■■ー■■ーーー一一一一ー一一一一一一一－一一■■－－－■■■■＝■■■■■■■■■■－

(2) 貴地区で任意接種の補助

が実施されている場合、地

区住民が県外で任意予防接

種を受ける場合の行政の対

応は？
Dー一-一ーー■■ー一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一－------

(3) 県外の住民が貴地区で定

期接種を受ける場合の貴地

区行政の対応は？

一一一■■ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■■■■■＝■■■■■■■■■■

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

(接種依頼書を発行）
-■■■■-■■－■■■■■■■■－■■■■■■■■■■■■ ■■－■■一一一一一一ー‐‐一一一一一一

･元々任意接種の補助はない

－－－－－－－－－－---q■P-----一一一一一一一一一一一一一■■､一一

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

ー■■■■一一‐一一一一一一－---■■■■一一■■■■■■－■■一一一一一一一一一一

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

(事前に予防接種実施

依頼書の交付が必要）
一一ーーー■■一一一■■‐－－－－－ー一一一一一一一一-－－■■-■■－－－－

･元々任意接種の補助はない

一→一一ーーー■■■■■■ー一一■■一一一一一一一一一一一q■■一一‐ーq■P－－－－

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

一一一一一■■一一一一一一一一一一一一－一一■■ ■■ー■■■■■■■■ー■■■■＝■■ーー

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

----■■－－－－■■■■－■■＝■■■■－－－－－－－－－‐ロ■■一一一一一一一一

･元々任意接種の補助はない

一一一一－一一一一一一一q■F－－－一一一一一一一一一一一－一一一一一一一q

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

5．貴会独自の活動がありま

したら記載してください
※末尾に記載

･肥満検診

･尼っ子水泳

6．最近の貴地区における小

児医療の問題点について

･神戸市の小児2次救急医療

体制の再構築

･BCG接種の集団から個別へ

の移行

･各区における乳幼児健診の

出務医師の確保

･BCG個別化後、 1年経過で

の問頴点

7． 本データを当医会会員用ホーム

ページに公開してもよろしいですか？
諾 諾 諾

8． その他質問・協議事項は？
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へ、

砿、

地区名 川西市 宝塚市 西宮市

会長名 田上久樹 森信孝雄 谷口賢蔵

回答者 田上久樹 森信孝雄 谷口賢蔵

1．会員数

30年度

29年度

28年度

A会員＝ 9名

B会員= 11名

A会員＝ 8名

B会員＝ 8名

A会員＝ 6名

B会員＝ 8名

A会員= 16名

B会員＝ 名

A会員= 13名

B会員＝ 8名

A会員= 13名

B会員＝ 7名

A会員＝ 59名

B会員＝ 22名

A会員＝ 60名

B会員＝ 22名

A会員＝ 61名

B会員＝ 20名

2．研修会、講演会開催は？ (1 回/年） (2 回/年） (10回/年）

3．貴地区における子育て世代包括支援センターの活動状況について
b ■■■■■■■■--‐一-一一一一一一一一一一一一ー■■■■■■ー■■■■■■■■■■ー■■■■■■

(1) センターの設置状況につ

いて

･設置されている

･設置の準備中 ・不明
F－－－ｰ一一■■ーー■■■■一一■■一一一■■ーー■■ーーI■■一一一一一一一一一一一

(2) センターが設置されてい

る場合、活動状況は？

．とても活発 ・活発

．あまり活発でない

．ほとんど活動していない
p－■■■■-‐‐ーーー一一一一一一一一ー■■■■■■ー■■■■ー一一ーーー■■ーｰ‐ー

(3) センターの活動に小児科

医会として関与は？

･積極的に関与

･関与している

｡あまり関与していない

･関与していない

＝－－－－－－－-一一ｰ‐一一一一一一一一一一■■ー■■■■■■ー一ｰ一一ーー

･設置されている

ー一一一一■■－－一■■一■■＝■■■■ーーーー1■､ー一一一一一一一一一■■ーーー一

．あまり活発でない

一一一一一.■■一＝一一一■■■■■■ ■■■■ー■■■■ー一一一一一一一一一一■■■■ー一一

･関与していない

■■一一一一一一一■■一一一一一一一一一一一■■一一一一一一■■■■■■■■ーー■■■■

･設置されている

一一一一一■■■■一一■■■■一一一一-一一一一一■■--‐一一一ー一一一一一一

･活発である？

(基準がないので主観です）

一一一－--■■■■ ■■■■■■----■■－1■■一一一一ー‐~一一＝■■ーー一一一■■

･関与していない

■■---－一一一一一一一一一一一‐一一一一ー■■一一■■ー■■ー■■ー■■■■ーー

･設置されている

－■■－－－－－－-一一一一一一一一一‐ーーー一一■■一一■■ー■■ー■■ーーー1

･活発である。

■■－－－－－－－一一一－一一‐‐ー■■一■■■■■■■■ーーー■■ー■■ーーー一一一

．あまり関与していない

4．予防接種の広域化に関して、他都道府県とのかかわり方について？
D ■■一一一一-一一一■■一一一一一一』■■■■ー■■■■ーー一一‐一一ーー一一－一一

(1) 貴地区住民が県外で定期

予防接種を受ける場合の行

政の対応は？
D－■■■■一一一q■P一‐一－一一一一一一一ー一■■■■ー■■ーーーーーーーーー一一

(2) 貴地区で任意接種の補助

が実施されている場合、地

区住民が県外で任意予防接

種を受ける場合の行政の対

応は？
D一一一一■■■■---－一一一一一一一一一ｰ一■■一一■■一一ー■■■■ー一一■■ー

(3) 県外の住民が貴地区で定

期接種を受ける場合の貴地

区行政の対応は？

‐一■■一一一一一一一一■■一一■■ーーーーー一一一一一一■■一一■■■■ー一一一

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

＝一一ー一一一一一一一一一一■■■■ー■■ーー一一一一一一‐一一一■■ーー■■､一

･県外の任意接種は補助しない

---一一一一一一一一-一一一一一一一一一■■■■■■■■■■■■ー一一-一一■■ー

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

一一一－－－■■一一■■-■■一一一-一一一一一‐一一一一一ーーー■■一一一一

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

一一一一~一一一一一■■--■■P一一一一一一一－--一一■■一一一■■＝■■一一

･元々任意接種の補助はない

ーー■■ー一一一一一一-一一一一一一一一一■■ー■■ーー一一一一一一一q■P－q■P

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

(費用に関しては関与しない）

--一一一一一一一一一一一一一一一■■■■■■ーーーーー一一一一ーー‐一一一

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

＝一一一一一■■、一一一一一一ーー一一■■■■■■ーーーーーー一一一‐－－ー一一

･元々任意接種の補助はない

一一一■■■■ ■■ー■■■■■■一一一一■■ーーーー一一一一－一一一一一一一一一一■■

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

5．貴会独自の活動がありま

したら記載してください

･乳幼児保健一かかりつけ医

の発達障害児への対応（ア

ンケート ・マニュアル作り）

･学校保健一ネット依存児に

対する、学校医の対応につ

いて

6．最近の貴地区における小

児医療の問題点について

･救急について一夜間の救急

はほぼ充足

･予防接種一毎年市との協議

会を開きその都度解決

･健診について－新しい問診

システムを協議中

7． 本データを当医会会員用ホーム

ページに公開してもよろしいですか？
諾 諾 諾

8．その他質問・協議事項は？
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/…､

/鮴ー魚ミ

地区名 芦屋市 明石市 北播磨

会長名 河盛重造 穴田玉輝 坪田 徹

回答者 河盛重造 穴田玉輝 坪田 徹

1.会員数

30年度

29年度

28年度

A会員＝ 8名

B会員＝ 2名

A会員＝ 8名

B会員＝ 2名

A会員＝ 8名

B会員＝ 2名

A会員= 13名

B会員＝ 6名

A会員＝ 15名

B会員= 13名

A会員= 15名

B会員＝ 12名

A会員＝ 9名

B会員＝ 5名

A会員= 12名

B会員＝ 7名

A会員＝ 10名

B会員= 10名

2．研修会、講演会開催は？
（ 回/年）

阪神小児科懇話会に参加
(2～3 回/年） (0～1 回/年）

3．貴地区における子育て世代包括支援センターの活動状況について
pー■■ー■■一一■■ー■■一一一一ーﾛ■b一一一一一一一‐ｰ■■一一ｰ一q■■一一一一一

(1) センターの設置状況につ

いて

･設置されている

･設置の準備中 ・不明
p ■■ー■■一一一一一一一一-一一一一一一－－4■■－－－－－■■■■-■■----■■

(2) センターが設置されてい

る場合、活動状況は？

．とても活発 ・活発

．あまり活発でない

．ほとんど活動していない
bー4■Pーー■■ーーーー■■■■■■■■■■一一一一一一ー一一‐‐一一一一一一-一一一

(3) センターの活動に小児科

医会として関与は？

･積極的に関与

･関与している

．あまり関与していない

･関与していない

一一一－一■■D一一一一一一一一一q■F一一一一一一一■■一一一一一一一一一一■■

･設置されている

-----■■■■■■■■■■－－－－■■■■－■■■■－－－－－－－－一一一一－一一一

．あまり活発でない

‐一‐d■Pｰ一一一日■■－－■■､---■■---－一一一一一~ーｰ一一一一一一一

･関与していない

■■ー■■ー＝一一一－－－－－－－－－■■一一■■■■－■■■■■■－■■－■■－－－4■■一

･設置されている

－－－－ーー■■■■一一■■‐一一一一－一一一一一一■■一一一一一一一一＝--

．とても活発である

一一一一ーー■■一一■■一一一q■B一一一一一一一一‐－－－－－■■＝■■ ■■■■■■■■

･関与している

一一一一一■■ ■■一一一一一一一一一一■■ー■■■■一一一一■■ーー■■ーーー■■ー■■

･設置されている

■■一一一－-----■■■■■■■■■■■■-------日■P－－－一一一一一一－一

･活発である（三木・加西）

｡あまり活発でない

(小野・西脇）

■■ー■■■■ー■■ーーー■■＝一一一■■■■ーー■■■■■■ ■■ーー■■■■■■ーーーー■■ーーー

･関与している

（三木・加西）

｡あまり関与していない

（小野・西脇）

4．予防接種の広域化に関して、他都道府県とのかかわり方について？
■ーー■■■■■■■■ーー■■■■一一ー一一一■■P一一一一一一q■､一一--■■一一一一q■P＝

(1) 貴地区住民が県外で定期

予防接種を受ける場合の行

政の対応は？

トーーーーーーーーーー■■ー■■■■■■＝一一■■■■一一一ー一一一一‐一一ー一一一

(2) 貴地区で任意接種の補助

が実施されている場合、地

区住民が県外で任意予防接

種を受ける場合の行政の対

応は？
－－日■Pーーーーーーー一一一一一q■b一一一一ー一一一一一一一~■■､一一一一一

(3) 県外の住民が貴地区で定

期接種を受ける場合の貴地

区行政の対応は？

---■■■■－■■－－■■■■■■■■－－■■－■■■■一一-－1■■－－－一一一一一一一一

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

一一一‐一一一一一一一－---■■－－q■し q■■一一一一一一ー■■一一一一一一一

･元々任意接種の補助はない

－-一一一一一一－----------一一一一一一一一一一‐一一一一一

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

一ｰ＝ー■■ ■■一一一一一一一一一一一一一一--■■－＝■■＝■■■■■■■■＝－－■■

接種医療機関へ接種依頼

書・請求書等を持参させ接

種医療機関で被接種者が一

旦支払、償還する

･接種医療機関で被接種者が

一旦支払い、補助分を償還

する（事前に申請）

一一一一ーーー■■一一■■一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

■■一■■ ■■■■■■■■＝ー一■■ー一一一■■■■■■一一一■■■■一一ー■■■■■■ーーー■■■■＝

･接種医療機関で被接種者が

一旦支払、償還する

(三木・加西）

接種医療機関へ接種依頼

書・請求書等を持参させ行

政が医療機関へ支払う

(小野・西脇）
■■■■ー■■■■ ■■■■■■■■■■一一一一■■＝ー一■■■■■■ ■■ ■■ー■■■■■■ー■■■■■■ ■■-■■■■

･元々任意接種の補助なし

(小野・加西）

･接種医療機関で被接種者が

一旦支払い補助分を償還

(西脇・三木）
－－－－－－－－－－■■■■■■■■■■---------4■P一一一一一・■b一一一ｰ

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

5．貴会独自の活動がありま

したら記載してください

．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

来をしている

6．最近の貴地区における小

児医療の問題点について

･域外に流出が多く、他地区

に迷惑をかけている

7． 本データを当医会会員用ホーム

ページに公開してもよろしいですか？
諾 諾 諾

8．その他質問・協議事項は？
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凧

'凧

地区名 加古川市 高砂市 姫路市

会長名 多木秀雄 山名克典 本郷彰裕

回答者 多木秀雄 小林 謙 本郷彰裕

1．会員数

30年度

29年度

28年度

A会員= 18名

B会員＝ 22名

A会員＝ 18名

B会員＝ 22名

A会員= 18名

B会員＝ 22名

A会員＝ 4名

B会員＝ 5名

A会員＝ 4名

B会員＝ 3名

A会員＝ 4名

B会員＝ 2名

A会員＝ 45名

B会員= 10名

A会員= 41名

B会員＝ 10名

A会員＝ 38名

B会員= 10名

2．研修会、講演会開催は？ (2 回/年） (1 回/年） (2 回/年）

3．貴地区における子育て世代包括支援センターの活動状況について
b ■■－■■＝■■-■■---q■■ ■■､ q■■－－-一一一一‐ーー4■p‐一‐一一一一一一一一

(1) センターの設置状況につ

いて

･設置されている

･設置の準備中 ・不明
h一一一一■■■■ ■■一-一-一一一一-ロ■■一一‐－－ｰ一一一一一■■一一一一ー■■

(2) センターが設置されてい

る場合、活動状況は？

．とても活発 ・活発

．あまり活発でない

．ほとんど活動していない
D ■■■■一一一■■一一一一-■■D－4■■一一一一一一一一■■一一■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■

(3) センターの活動に小児科

疾会として関与は？

･積極的に関与

･関与している

．あまり関与していない

･関与していない

一一一一■■■■一一■■■■■■■■一一一■■■■■■ーーーー■■ー一一一一一一.■b一■■■■■■

1市2町

･設置されている

一一■■■■■■■■■■＝－－■■一一■■＝■■一一一一‐q■Pｰ一一一一一■■B ■■ー■■--~

･活発である（播磨町）

．あまり活発でない

(加古川市・稲美町）

－－■■---－一一一一一一一一一一一一一一一■■■■■■ ■■■■ーーー一一一一一

l市2町

･関与していない

■■■■■■■■－4■■ー＝－q■■一一一一一一ー一一■■■■ー■■ーー■■■■一一ー■■一■■ーー

･設置されている

一一~--■■■■一一一一一一■■■■----■■一一一一－一一一一－一一一‐ｰ

･活発である

■■一ー一一一一一-一一一一一一一一一一.■■一一一一一■■一一一一■■ー■■■■ー

･関与していない

－－－－－－－q■■一一一一‐一一-一－一一一一一一一一＝一一一■■ ■■ー■■ー1

H29.4～

･設置されている

■■■■■■■■一一一■■ ■■■■－－■■■■---q■P q■■ ■■ローーーーーーーーーーー‐ー一ーq

･活発である

(まだ周知は徹底されていない）

-－一一一一一一一一一‐ｰーー一ー■■■■■■■■■■■■ー■■■■--■■ ■■■■ーーーー

･関与している

4．予防接種の広域化に関して、他都道府県とのかかわり方について？
b一一■■一一■■■■■■■■■■－－－－－－－－－－‐ー‐一一一一一一一一一一一一

(1) 貴地区住民が県外で定期

予防接種を受ける場合の行

政の対応は？

p－－-一一一一一‐一一一一ー一一一一一一一一■■■■ー■■■■ーーーーー■■■■ー

(2) 貴地区で任意接種の補助

が実施されている場合、地

区住民が県外で任意予防接

種を受ける場合の行政の対

応は？
■一一一ー一一-一一一■■■■■■ ■■■■■■■■ー■■■■■■■■ーー--ーーーー一一一ーー

(3) 県外の住民が貴地区で定

期接種を受ける場合の貴地

区行政の対応は？

■■■■－■■■■＝■■------■■--‐一一一一‐‐ー■■ ■■■■■■ーー■■一一一一

･接種医療機関で被接種者が

一旦支払、償還する

(加古川市）

･県外の接種は自己負担播磨

町、稲美町→健康被害につ

いては救済措置
-ーー一一一一‐一一一一一一一一一一一一■■■■ーーー■■ーーーー一一一■■■■

･県外の任意接種は補助しない

(1市2町）

ー‐一一一一一‐‐一－一一一ー■■一一一■■■■■■ーーーーーーーー一一一一一

･県外の住民の定期接種には

行政は関与しない

(加古川市・播磨町）

※健康被害は救済措置

一一一－一一一■■■■■■■■■■----‐ー一一一ｰ■■一一一一一ー一一一一■■■■

･県外の接種は自己負担

ーーー■■■■一一一一一一■■一一一－一■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■一一■■■■■■ー--

･元々任意接種の補助はない

ー■■一一■■一一一■■一一一■■一一－－－ー4■■‐一一一一一一一－一一一一一■■

･その他

一一一一■■一一一一~一一一一一．■Bー■■■■一一ー■■■■ー■■■■■■ ■■＝■■ーーーー

･接種医療機関で被接種者が

一旦支払、償還する

(ただしA類のみ）

･県外の接種は自己負担

(B類（高齢者）はこれにあ

たる）
一一一一一一■■■一一一一一一一一＝ー■■ー■■■■ー＝ーーーーーーー‐‐ー一一

･接種医療機関で被接種者が

一旦支払い補助分を償還

(ムンプスのみ）

■■■■■■－－－■■■■■■－－＝■■＝一-一一一一一－一一一一一一一一一一一一一

･県外の住民の定期接種には

行政は関与しない

(紹介元の自治体及び本人と

実施医療機関との話し合い

で実施）

5．貴会独自の活動がありま

したら記載してください
※末尾に記載

6．最近の貴地区における小

児医療の問頴点について
※末尾に記載

7． 本データを当医会会員用ホーム

ページに公開してもよろしいですか？
諾

斗

冒右 諾

8． その他質問・協議事項は？

子育て世代包括支援センター

に、県内で小児科医が関わっ

て、成果を上げている地区の

情報を得たい
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郷､、

/~､

地区名 西播磨 三田 丹波・篠山

会長名 松本好弘

回答者 村瀬 苣
一、 紀 岡本光治 松本好弘

1 .会員数

30年度

29年度

(赤穂市）

28年度

(赤穂市）

A会員＝ 名

B会員＝ 名

A会員＝ 5名

B会員＝ 1名

A会員＝ 2名

B会員＝ 5名

A会員＝ 名

B会員＝ 名

A会員＝ 名

B会員＝ 名

A会員＝ 名

B会員＝ 名

A会員＝ 名

B会員＝ 名

A会員＝ 4名

B会員＝ 3名

A会員＝ 4名

B会員＝ 3名

2．研修会、講演会開催は？ (0 回/年） (1 回/年） （ 回/年）

3．貴地区における子育て世代包括支援センターの活動状況について
■‐‐‐一一一一一------■■－＝一一■■■■■■■■■■-------■■--‐

(1) センターの設置状況につ

いて

･設置されている

･設置の準備中 ・不明
B‐→ｰ一一一~－－－－－－q■■--■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■－－■■■■ ■■ ■■一

(2) センターが設置されてい

る場合、活動状況は？

．とても活発 ・活発

．あまり活発でない

｡ほとんど活動していない
■ー■■■■ーー一一一q■■ー一一一－一一一一一一一一一一一一一一－--■■ ■■‐‐

(3) センターの活動に小児科

医会として関与は？

･積極的に関与

･関与している

｡あまり関与していない

･関与していない

－－－■■ﾛ－－－－－－－ｰ~一一一一一一一一一ーー■■■■■■■■ーーー---ー

･設置されている

■■■■■■－－－－－－－－■■-■■■■一一一一一一一－一一一一一一一一一q■b一一

．あまり活発でない

一一一一－一一一一一一一一■■■■----一一一一q■■一一一一一一一■■■■■■■■

･関与していない

－－ー■■ー■■ー一一一一一ー一一一一■■一一一一一一一一一一一一一一一一一

･設置されている

一一一一一一一■■■■ ■■一■■■■一一ー■■一一一一一一一－一一一一一一一一一一

･活発である

ーー＝■■一一一~－－－■■-------■■■■ ■■■■■■ ■■－一一一q■■一一一一＝

･関与している

一一一一一■■一一一一■■－■■ ■■－■■＝■■＝---－一一一一一一一一一一一一

･設置されている

一一一一一一一一一一一一一一一一4■■一一一一■■■■■■ー■■ーーー■■■■--■■ー

．とても活発である（丹波市）

･活発である（篠山市）

一一一一一一一一一一＝一一一一一一■■一一一■■■■■■ー■■ーー■■■■ーーー■■■■

･関与していない

4．予防接種の広域化に関して、他都道府県とのかかわり方について？
b－－■■－－ー一ー■■ー一一ーー■■■■ ■■■■■■一一一ー一一一一一一一一一一一一

(1) 貴地区住民が県外で定期

予防接種を受ける場合の行

政の対応は？
■ーーーー■■■■ーーー■■ー■■■■一一■■一一一q■b一■■b－－－－－－q■D一一一一一一

(2) 貴地区で任意接種の補助

が実施されている場合、地

区住民が県外で任意予防接

種を受ける場合の行政の対

応は？
－－ー■■ーーー一一一一ー一一一一一‐一一一一一一一－一一一一一一一一一

(3) 県外の住民が貴地区で定

期接種を受ける場合の貴地

区行政の対応は？

一一一一一■■一一一一一－一一一一一一一一一一■■＝■■一一■■■■■■■■■■ーーー

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

一一一一一一一‐一-一一一一‐一一一一一一一一ー■■ー一一一一■■■■ーーー

･県外の任意接種は補助しない

一一一■ﾛ■一一一一一一‐一一－－－q■■一一一一一一一■■一一一一一一一一一■■

･県外の住民の定期接種には

行政は関与しない

(該当自治体の方針に従い処

理）

--■■ ■■‐■■一一一一一■■D-q■D－－－－－－－■■■■■■－－－－■■一一一＝一一

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

(前もっての申請が必要）
ー一一ー一一一一一一－－－－q■■ ■■ローーーー■■－－■■一一一一■■一一■■＝一一

･元々任意接種の補助はない

ー■■ー一一一一一一一----q■p一一一一一一■■■■■■－一一一一一一■■一一一

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

一一一一一一一一一一一一‐‐ｰ→一一一一一一一一■■■■ーー■■一一一一一－4

･接種医療機関で被接種者

が一旦支払、償還する

一一－一一一一一一■■ー一一一一一一一一一一一■■ーー■■■■■■■■ ■■ーーー■■ー

･接種医療機関で被接種者が

一旦支払い補助分を償還

(篠山市）

･県外の任意接種は補助しな

い（丹波市）
一一一一一一一一■■一一一－一一一一一一一一■■ー■■■■■■ーー■■ーーーーーーq

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

5．貴会独自の活動がありま

したら記載してください

6．最近の貴地区における小

児医療の問題点について
※末尾に記載

･救急について

休日日勤帯は三田市休日応

急センターで小児科医が診

療してますが，約3/2は三田

市外からの受信者のため、

年末年始やインフルエンザ

流行時には小児科医の負担

が過大になっている

7． 本データを当医会会員用ホーム

ページに公開してもよろしいですか？
諾 諾 諾

8． その他質問・協議事項は？
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伽へ

…、

地区名 淡路 但馬

会長名 富本康仁 赤松 亮

回答者 富本康仁 赤松
■ 一

元

l.会員数

30年度

29年度

28年度

A会員＝ 9名

B会員＝ 1名

A会員＝ 8名

B会員＝ 6名

A会員＝ 8名

B会員＝ 6名

A会員＝ 7名

B会員＝ 2名

A会員＝ 8名

B会員＝ 8名

A会員＝ 8名

B会員＝ 8名

2．研修会、講演会開催は？ (3 回/年） (2 回/年）

3．貴地区における子育て世代包括支援センターの活動状況について
､一一一一－一一一一一一一一一一一一－一一一■■ー■■ー■■ーーーー■■■■ーｰー

(1) センターの設置状況につ

いて

･設置されている

･設置の準備中 ・不明
､ ■■■■－－－－■■~一一一一一一一一一一－－－－－■■■■■■■■＝一一一■■■■ーー

(2) センターが設置されてい

る場合、活動状況は？

．とても活発 ・活発

．あまり活発でない

．ほとんど活動していない
P一一一一一一一一■■■■ーーーーーーーーー■■一一一一一一一一一一一q■B一一■■

(3) センターの活動に小児科

医会として関与は？

･積極的に関与

･関与している

．あまり関与していない

･関与していない

一一一－一■■P一一一‐一一一一一一一一一ー■■■■ー■■■■ーーーー一一一一ー■■

･設置されている

(淡路・洲本）

･準備中（南淡路）
＝■■-----＝ｰ‐一一一一一一一一一一一■■■■■■■■■■■■ーー-－一ｰ一一

･活発である（洲本）

．あまり活発でない（淡路）

-■■■■■■■■■■＝■■－－－－－－－－一一一一一一一一一一一■■■■■■ー一一一一

･関与していない

■■ー一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一■■■■ー■■■■ーーー1

･設置されている

一一ー－－一一■■＝■■一一ｰ一一一‐一一■■■■一一■■ー■■ー＝■■■■■■■■ーーー

．殆ど活動していない

一一ﾛ■■一■■､---------一一-一一一一一一一一一一ー■■■■ー■■ーーー

･関与していない

4．予防接種の広域化に関して、他都道府県とのかかわり方について？

:舗斑欝辮ゞ
(1) 貴地区住民が県外で定期

予防接種を受ける場合の行

政の対応は？

(2) 貴地区で任意接種の補助

が実施されている場合、地

区住民が県外で任意予防接

種を受ける場合の行政の対

応は？

･接種医療機関で被接種者が

一旦支払い補助分を償還

(南あわじ）

･県外の任意接種は補助しな

い（洲本・南あわじ）

･県外の住民の定期接種には

行政は関与しない

･その他

(洲本・南あわじ）

淡路市：他市から依頼状が

届けば、関係医療機関連絡

及び結果報告書を発行

･元々任意接種の補助はない

(3) 県外の住民が貴地区で定

期接種を受ける場合の貴地

区行政の対応は？

･県外の住民の定期接種

には行政は関与しない

5．貴会独自の活動がありま

したら記載してください

6．最近の貴地区における小

児医療の問題点について

7． 本データを当医会会員用ホーム

ページに公開してもよろしいですか？
諾 諾

8．その他質問・協議事項は？
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(神戸市）

5．医会の独自の活動

・毎年5月に「神戸市感染症・ワクチンフォーラム」 （神戸内科医会，神戸市産婦人科医会との共

催）を開催

・毎年7月の神戸市小児科医会定時総会で学術講演会を開催

・神戸市医師会の「救急対策委員会」 ・ 「小児救急医療体制検討委員会」 ・ 「子育て支援委員会」に参

加

・神戸市行政の「予防接種運営協議会」 ・ 「予防接種健康被害調査委員会」・ 「傷病者の搬送及び受け

入れの実施基準検討委員会」に参加

・神戸市小児救急医療事業団に評議員・理事として参加

(加古川市）

5．医会の独自の活動

5．加古川医師会より 「安心子育て応援ブック」を発行し，予防接種・健診時に，各小児科医療

機関健診会場で行政より配布している。

加古川医師会HPにweb版を掲載。https://www.kakogawahyogo.med.or.jp/health/childcare
本年5月，加古川市が， 「子育て応援情報誌かこたんガイド」なるものを，発行する情報を得た

ので，本文に， 「安心子育て応援ブック」の案内, HPへの誘導も依頼した。ガイドのスマホ版で

は，子育て支援情報が得られ，登録すると，予防接種スケジュール通知等が案内される。

'‐、

小児医療の問題点

救急について：休日の輪番救急にも，色々，問題点があり，定点化が計画されていたが， ようや

く具体化の方向へ。元加古川市民病院の跡地に， 内科・小児科で設計図から検討開始。

予防接種について：現物給付の行政との交渉に成功していない。

学校医について：医師会の学校保健委員会の担当理事にはじめて，小児科医が就いたが，就任そ

の日に，小児科医の学校医に，学校側からクレームが挙がり，交代となる事象が発生した。

6

(西播磨）

6．小児医療の問題点

自分が2年前に開院する以前，相生市には小児科医がゼロでした。小児医療は内科他の開業医

か，市外（赤穂市， たつの市，太子町，姫路市，上郡町）の小児科医が担っておりました。このう

ち，主な部分は相生市内の小児科を比較的積極的に診る内科診療所と，赤穂市の二つの総合病院で

あり，多くの面で現在の小児医療の常識とはやや離れた医療が行われておりました（例：発熱→必

ず抗生剤内服， など)。

/~､

l) もちろん，小児救急体制は無<,市外の時間外診療システムに依存しておりました（それは現

在でも変わっておりませんが)。

2）予防接種は，相生市が子育て応援宣言市を標椿しているため， 「子育て応援券」の活用など，

比較的行政支援はあるほうでしたが， 自分が開院した当時， 同時接種もまだそれほど一般的でな

く，接種漏れのチェックシステムも存在せず， ロタウイルスワクチン接種率もおそらく50％無い

くらいでした。

3）健診は相生市の公的集団健診が， 4カ月, 1歳6カ月, 3歳の3点のみ行われており，そこに

内科医他が出務しておりました。現在は1歳6カ月， 3歳がすべて自分の担当です。

自分が開院して2年， まず現在の子育て，小児医療の常識的な知識（発熱対応，投薬の常識な

ど）を，地域に根付かせて行くことから，ぼちぽち始めております。あと，個人的に非常に困るの

は，姫路より以西は小児科医会もなく，小児科医も少ないためか，勉強会含めた最新の知識に触れ

る機会がほとんど無いことで， よほど気をつけてても勉強会・講演会の案内などは，相生まで回っ

てこないことでしょうか。
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「知っておきたいわくちん情報」の刊行によ

る保護者のワクチン接種における行動変容に

ついてのアンケート調査が小児科学会倫理委

員会に諮られたが‘ ワクチン接種の安全性と

有効性には議論があるという1人の委員の反

対があり，暗礁に乗り上げている。ワクチン

供給体制について'1本小児科医会の立場と意

見の集約，予防接種広域化調査の継続総会

フォーラムin京都での委員会企画シンポジ

ウム等が協議された。予防接種委託料の算定

根拠について，富田林市で起こされていた同

時接種での接種委託料についての訴訟の経緯

が説明された。

4．乳幼児学校保健委員会

第8回乳幼児学校保健研修会は2019年9月

15日 （日）に開催。テーマは「小児科医とし

て知っておきたい「学童・思春期の健康教

育｣｣。調査研究は「就学児健診」に関するア

ンケート調査を実施。BrightFutures日本版

作成への参画を検討。

5．社会保険委員会

平成29年度社会保険全国委員会、平成30年

度第1回， 第2回委員会の報告があった。神

川新会長の諮問『｢これからの小児医療・保

険を考えた診療報酬の在り方」について』。

次回の診療所小児科医業経営実態調査では

小児かかりつけ診療料での算定要件や施設基

準における実態を掴む内容を検討。各地区報

告では小児かかりつけ診療料届出状況に大き

なばらつきがあることが報告された。 日本小

児科学会学術集会では．社会保険診療報酬に

関するシンポジウムが行われる。各都道府県

小児科医会会長宛のアンケート結果について

の協議がされた。小児かかりつけ診療料につ

いて：要件が緩和されており，新たな要望は

無理ではないか。診療情報提供料(1)の情

報提供先に学校関係への拡大や包括除外項目

への追加等の要望について：提出する診療情

第35回日本小児科医会

近畿ブロック連絡協議会報告

辰己和人

第351m1日本小児科医会近畿ブロック連絡協議

会は和歌山小児科医会が担当し，平成30年11月

17日 （土）ホテルグランヴィア和歌I I |にて開催

された。出席者は41名で当医会からは藤田会

長熊谷名誉会長，河盛渡辺谷口，辰己各

副会長八若理事の7名が参加した。

はじめに和收山小児科医会平石英三会長よ

り開会の挨拶があった。予定では神川晃会長

の挨拶であったが， 交通事情で遅れられたた

め， 武知哲久日本小児科医会副会長より成育基

本法の経緯日本小児科医会で検討されている

小児科医の将来像（地域総合小児医療認定医や

健診の在り方など),BrightFutures日本版作

成などに関する報告があった。そのあと出席者

による自己紹介があり， 日本小児科医会の各委

員から委員会報告があった。

戸司

1 広報委員会

会報55, 56号， ニユースNO65, 66号を発

行。委員会は4回開催。査読を受けた原著論

文は会報56号に掲載。 日本小児科学会では入

会促進のためのブースを設けた。

2 ホームページ委員会

本年2月に起きた個人情報漏洩に関する報

告。WWS社の不注意によるものであり，今

後の対策を交渉中。HP更新は原則週1回。

医会へのお|川い合わせフォームの入力項目の

見直しをする。今後Eラーニングについても

検討する。

3． 公衆衛生委員会

平成30年9月9FIに第31 ' '|委員会が開催。

日本小児科医会予防接種委員会‘予防接種推

進專l'i1協議会報告がされた。 日本小児科学会

一
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～44歳の若年層も増加傾向。相談医申請者は

過去5年間では60～75％で登録比率を如何に

あげるかが課題。第21回「子どもの心」研修

会（大阪）について紹介。

子どもの心対策委員会は平成30年6月24日

に開催。

第20回「子どもの心研修会」前期平成30

年5月6 ． 7日受講者471名，後期平成30年

7月15･ 16日受講者464名，第6回「子ども

の心」研修会（導入編）平成30年10月14日受

講者133名，第18回思春期の臨床講習会平成

30年ll月4日220名参加予定。カウンセリン

グ実習は全国10ヵ所で開催される。平成31年

度事業計画：第21回「子どもの心」研修会は

前期平成31年5月18． 19日，後期7月14･ 15

日グランフロント大阪にて。第7回「子ども

の心」研修会（導入編）は平成31年10月27日

KFCホール，第19回思春期の臨床講習会ll

月10日KFCホールにて開催予定。

8．小児救急医療委員会

第4回小児救急研修会は2018年9月23日に

全国町村会館にて，第4回家庭看護力醸成

セミナーは平成30年10月28日山形市保健セン

ターにて開催された。＃8000についての講演

内容の説明があった。

9．地域総合小児医療検討委員会

平成29年度地域総合小児医療認定医は65名

で全認定医数は1,049名。近畿ブロックでは

滋賀12名，京都12名，大阪62名，兵庫63名，

奈良6名，和歌山12名。平成26年よりスター

トした暫定期間は終了し，平成31年度より本

制度へ切り替わる。初年度に認定医なられた

約630名の方の更新手続きは2019年11月1日

から開始されるため，順次，更新申請書類を

送付している。なお更新時小児科専門医であ

るという条件は継続。指導者研修会につい

て：第4回は平成30年6月24日総会フオーラ

ム時に開催されたが今後は総会フオーラム時

報の対象を学生生活管理表のような形式の決

まった文書に絞って要望した方が良いのでは

ないか。小児特定疾患カウンセリング料2年

間期間制限の撤廃：日本心身症学会から2年

以降は精神医学療法を算定するよう指導あり

要望を出すべきではない。アレルギー疾患療

養指導管理料について：各学会が内保連経由

で提案書を提出し医会も共同提案していく。

2019年度診療所小児科医業経営実態調査はA

会員全員を対象とし，各都道府県小児科医会

会長には協力依頼害を送付していただく。平

成30年度日本小児科医会全国委員会は平成31

年2月24日 （日）和光堂西新宿ビルで開催。

6．学術教育委員会

第29回日本小児科医会総会フオーラム

(2018神奈川）の有料参加者はl,117名， ス

タッフなどを含めると1,200から1,300名の参

加であった。第30回総会フオーラム (2019

年6月8 ． 9日京都テルサ）についてプロ

グラムはほぼ決定。第31回総会フォーラム

は2020年6月6 ． 7日北海道札幌コンベン

ションセンターにて開催。市民公開講座は

JAXA川口教授を予定。第32回総会フオーラ

ム (2021九州福岡市),第15回生涯研修セ

ミナー(2019年10月13日 （日）愛知ウイン

クあいち)，第16回生涯研修セミナー(2020

和歌山）は日程と会場検討中。第17回生涯

研修セミナー（2021年10月ll日群馬県高崎市

予定)，第18回生涯研修セミナー(2022宮崎

県）について報告があった。

7． 「子どもの心」相談医認定審査ワーキング

グループ

2018年度相談医登録者数滋賀県17名，京

都府25名，大阪府78名，奈良県10名，兵庫県

63名，和歌山県13名。相談医登録者数は2004

年1,219名をピークに2009年まで1,100名前後

を推移， それ以降漸減し2014年は953名と

なったが2015年以降は再び上昇している。35

/~、

/~、
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の同時開催はされない。第5回指導者研修会

はll)125日に開催。認定医研修会について：

学術教育委員会と協同してプログラムを検討

していく。

10． 国際委員会

主な取り組み：在外邦人|句け， もしくはこ

れから海外在住予定の方へのオンライン医療

相談。会員向けの予防接櫛情報としてWHO

のHPから引用した各|玉|の予防接種情報の紹

介や英文ワクチン接種証|川耆のフォームをダ

ウンロードできるようにしている。在外邦人

向けにも予防接種情報を提供。その他モンゴ

ル， インド，台湾， ミャンマーなどと海外交

流も行っている。

11 ． メディア委員会

幼稚園, PTAなどでの啓発スライドの作

成，学会・フォーラムなどの開催を行ってい

る。啓発活動・課題について協議している。

日本小児科陛会関連の報告後，近畿ブロック

各府県医会から活動報告が行われた。各医会会

員数, H本小児科医会会員数，過去1年|川の総

会．理事会・研修会などの一般活動報告ととも

に，和歌山小ﾘ凸科医会から要望のあった「小児

在宅医療への取り組み」についても報告があっ

た。各医会の規模により取り組み状況は異なっ

ていたが今後の参考となった。

第36回は大阪小児科医会の担当で開催される

予定である。 《副会長》

声司

､-戸、-/-,/-,-/、-〆､‐/-、-/､-/-、-/-、‐/-,/-、‐/、-/、-/-,-戸、‐/毎、-/-,-/-,-/一世/-,ﾉﾍｰ/~、-戸､-/、‐/、‐/~､/~､/-,-/~､‐〆、-/~、ﾉﾍｰ/言、-戸､-/へ‐/~､‐/壼巡/~､-/へ-/～ﾉｰ､-/~、‐/~、-/~､‐/~、-/~、-/~、′

＜ 〉
r■

なえるためにした努力は？これから将来の夢

を考える私たちにアドバイスは？という'ﾉ1容

だ。昔のことを思い出しながら懐かしむよう

に一つ一つ丁寧に答えた。少し|' |分を見つめ

なおすきっかけにもなった。私や私の仕事に

興味を抱いてくれて感謝である。 と思ってい

たら校医をしている小学校から，先生が今ま

で歩んできた道を子とゞもたちに話してくださ

い， という依加が来た。小児科医として医療

だけではなく， こんな形で子と÷もたちのお役

に立てるのは光栄である。一生懸命話そうと

思う。 《T・M》

＝

インタビュー

先日インタビューを受けた。勿論テレビで

はない。小さい頃からよく診ていた中2女子

からである。何でも学校の課題で身近な人に

色んな話を聞いて来なさいということらし

い。仕事の魅力は？やりがいはあるか？どこ

が大変？嬉しかったことは？この仕事をする

きっかけは？将来の夢で悩むことはあった

か？仕事を選ぶのに重視したことは？夢をか

、
／
、
／
、
／
、
／
、
／
、
ノ
、
ノ
、
／
、
／
、
ノ
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ノ
、
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一性障害の診療拠点は不足しています。子ども

の受診も増えていて， 小児科医で性同一性障害

認定医は今のところいない， とのことです。小

児科医に求められていることも多lll支にわたって

きたと感じました。

「愛着障害と疑似発達|環害」と題した岡田ク

リニックの|i'1田先生の講演は， 昨今の発達|境害

に対する安易な薬物投与に対して強い警鐘を鳴

らすもので、 その前に「愛着（障害)」に注目

し，環境訓整をlXlることがいかに重要か‘ す

べての医師が理解すべきと強く思いました。発

達|境害は養育要因の関与なし、 が定説でした

が， ルーマニアの孤児や被虐待児にASDが多

い等，養育要因が見直されてきています。リl1子

提供により生まれた子どもを対象とした研究

では，子と．ものADHD疵状は，適伝的母親の

ADHD症状とは全く無関係で，生み育てた母親

のADHD111i状と有意な関係があります。ADHD

の母親が育てた場合，活発に動く子どもの特性

に親が敵意を持つ（心理的虐待） とADHDを発

症しますが，敵意がないとADHDは発症しませ

ん。親が安全基地となれるように|乳lわり方をか

える， という愛着アプローチが有効です。

4番目は神山淵先生のお話でした。以前は

「-1 1 1起き」を強調して， 「遅寝早起き」のIIIIIIR

不足が増えてしまったので最近は「夜更かしし

ないことの大切さ」を強洲している， とのこと

でした。睡眠不足は， アルツハイマーの要因に

もなるという論文も出ています。気合と根性の

礼賛は日本人が大好きな感性で，寝不足で我慢

することをほめる大人が多いですが， まず大人

がllltりを大切にすることが大事。何よりもヒト

は寝て，食べて㈱ 川して， 初めて脳や身体の活

動が充実する昼行性の動物。眠くなったら寝る

しかない。身体の声に耳を傾け、 感謝してH々

を過ごすこと。眠りを意1L(でコントロールしよ

うとするのは人間の思い上がり。 というお話で

した。 《加古川市》

第6回子どもの心研修会

（導入編）報告

桃田小児科医院

桃田哲也

平成30年10月14日東京KFCホールで開催さ

れた第6回「子と、もの心」研修会（導入編）に

参加してまいりました。

最初の講油の白梅学園大学子ども学部の稲丸

由香先生の講演はCAREのお話でした。子とﾐ

もの深刻な|111題行動への介入や，治療のための

ものではなく ㈱子どもと関わる全ての大人を対

象とした㈱子どもとの絆を深め， ポジティブな

関係を築くために役立つスキルを大人が習得す

るためのプログラムです。正直なところ， こう

いうものが必要とされる時代になったんだなと

いう,IL!いでした。

2帯月は岡1 1 1大学病院ジェンダークリニック

の中塚幹也先生のお話でした。LGBTについて

わずかな知識しか持っていなかったので新鮮で

勉強になりました。性を決定する要素は． 身体

の性性自認，性的指向，性役割など多様であ

り，最近はLGBTという言葉が使川されるこ

とが多く↑ LGBT当事者はl l本人の約8%であ

ることが複数の調査でわかりました。これは日

本人の左利きの人‘ 血液型がAB型の人の割合

と同じです。最近，子ども，思春期の性同一性

障害も注目されています。思春期に親や教|1iljが

性的指向を雌理に変えようとすると， 自身の本

質を否定されたことになり， うつや自殺につな

がるので注意を要します。 日本精神神経学会が

性同一性障害に関する診断と治療のガイドライ

ンを提示しています。2018年4月から一部の手

術療法が保険適応になりましたが, GID(性|司

一性障害）学会の認定I玉が在籍し，一定の基準

を満たした認定施設に限定されています。ジェ

ンダークリニックは全国で10施設もなく，性|可

一

へ
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手技・対応まで写真や動画を用いた分かりやす

い説lﾘjで，今までの理解を深めることができま

した。最後は‘大阪発達総合療育センター小児

科竹本潔先生に「兎症児者の呼吸障害の管

理呼吸リハを中心に」というテーマで講演を

していただきました。重症児者のl1乎吸リハには

姿勢管理が最も重要であること （特に腹臥位

の有川性)， さらにはカフアシスト，肺内パー

カッションベンチレーター, RTXなどの機械

を用いた排疾補助につき実際の症例提示や実験

動画などを交えて大変分かりやすく説明いただ

き， ｜ﾘl[|からのケアにすぐに活かせる|ﾉj容でし

た。誹演終了後には，応募者114名を6組にわ

けて理学療法士による11乎吸リハ実技講習を行い

ました。理学療法士による実演に続いて参加者

同士でll乎吸リハを体験いただきました。

講習会終了後のアンケートでは，非常に分か

りやすかったというコメントや今後も参加した

いというコメントを多数いただきました。今後

は神戸のみならず他地域での開催や成人在宅医

の先生方にも参加していただける講習会を検討

中です。 《加古川市》

第5回小児在宅医療

実技講習会報告

糯本直樹|I可

12月2日 （日）に第51 ' !I小児在宅医療実技講

習会を開催しました。平成30年7月豪雨の影響

で7月8 1二|から延期となったにも関わらず，

205名（医師35名．看護帥104名、教員． リハ職

66名） と多数のﾉに参加いただきました。

最初は，常石委員の「在宅児への医療．柵祉

サービスの現状と問題点」 というテーマでの講

減で， 医療が必要な重症児が地域で暮らしてい

くための医療・福祉サービスにつき詳しく分か

りやすい説明でした。成人と比べて子どもの支

援が複雑かつ未整理であり， 成人頷域のケアマ

ネージャーに相当するコーディネーターの必

要性が指摘されました。続いては， 「呼吸障害

の内科的対応」 として吸疾・在宅呼吸管理を中

心に八木委員より㈱ 「呼吸障害の外科的対応」

として気道管理・気管切開を中心に大片委員よ

り講演があり，疾患についてのみならず実際の

I

r可

r巳
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第278回日本小児科学会兵庫県地方会

1 1 1 時 令和元年9月28H (十） 言
＝

＝

＝

2号場所 姫路キヤスパホール 言
＝
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れは平成19年に発表された「授乳・離乳の支援

ガイド」の普及・周知が定着したためと考えら

れるとのことでした。母乳栄養児では前述のよ

うに鉄欠乏性貧血を生じやすいため，離乳食を

調理する際に乳児用調整粉乳， フオローアツプ

ミルクを利川すべしという点が興味深かったで

す。

次にさかいたけお赤ちゃんこどもクリニック

の堺武男先生の「離乳食の考え方とその支援～

小児科|災が出来ること～」では離乳食の歴史，

手引きの推移について解説があり，離乳食の開

始が早くても遅くてもアレルギーの促進に傾く

こと，離乳食が進んでも母乳の回数を減らす必

要がない点なと等， 非常に興味深く拝聴しまし

た。

東洋大学ライフデザイン学部の太IH百合子先

生からは「離乳食を食べない子への指導」とし

て各月齢における離乳食に関する悩みとその対

応について詳細に解説されました。何れも明日

からの診療に役立つものでした。雌終的には親

子で「楽しく食べる」環境を整え，無理強いは

しない！ 〃:親のストレスを減らすよう周囲の人

が協力することが重要であることを痛感しまし

た。

最後にll召和大学歯学部スペシャルニーズI I腔

|炎学講座口腔衛生学部門の弘中祥可先生より

「｢I腔機能の発達と発達不全」というタイトル

で興味深い講演を拝聴しました。 うまく食べる

ことが出来ない子どもにいかに食べやすい食事

を考えていくかについて非常に考えさせられる

|ﾉ1容でありました。

何れの講演も非常に興味深く， ｜ﾘ1日からの臨

床に直結するものでした。次回もこのような研

修会がありましたら是非参加したいと思いま

す。

《姫路巾》

第8回日本小児科医会

乳幼児学校保健研修会報告

慣平陽史

平成30年9ノ116日に東京大手前にあります三

井住友銀行東館ライジング・スクェアで開催

されました第81'!旧本小児科医会乳幼児学校保

健研修会へ参加してきました｡ l1本小児科医

会の主催する研修会へは初の参加でありました

ので少々緊張して参加してきました。研修会

のテーマは「乳幼児の食について考える」とい

うものでした。私は平成29年5月に開業したば

かりであり， それまでの勤務医時代にはあまり

乳児健診などの業務にも携わらずⅢ乳幼児の栄

養や離乳食の進め方なと．について勉強してこな

かったこともあI) ㈱少しでも診療の助けになれ

ばとの思いから参加しました。

会長挨拶にリ|き続きまして帝京平成大学健康

メディカル学部健康栄養学科の児玉浩子先生よ

り 「乳幼児の栄養～ビタミン・微量ミネラル等

を含めた基本的知識と最近の話題～」というタ

イトルで講演があI)ました。要旨としまして，

近年は母乳栄養が増力llしており、 児にも母親

にも利JI!fが多いが， 母乳はビタミンD､ ビタミ

ンKビタミンBl,鉄などの含有量が少ないの

で， その不足について留意する必要がある点

アレルギーを含めて特殊ミルクを必要とする乳

児においてビオチン， カルニチン『 セレン， ヨ

ウ素などの不足が生じうる点について詳細に解

説されました。

続きまして， 相模女子大学栄養科学部健康

栄養学科の堤ちはる先生より 「離乳食の進め

方～保護者への支援も含めて～」というタイト

ルで，乳幼児期の「食」の支援で配盧すべき点

を解説していただきました。現在は離乳食の開

始時期は生後6ヵ月が岐も多<, 10年前と比べ

て約1ヵ月遅くなってきているとのことで， こ

一

二
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まれましたし， たとえ今後具体的に経験する

可能性は低くとも．基本的な対応のコンセプ

トは卜分共有してしかるべきもので，最初か

ら最後まで何度か言われていた「 | ’ごろか

ら，保健所， 医師会，総合病院のICTと良

好な関係を築いておくこと」のお言葉は身に

しみるものでした。講演の3番目は島根大学

医学部皮膚科森田教授による「感作経路から

みた小児食物アレルギー｣。皮膚科の観点か

らみられた， 食物依存性運動誘発アナフィラ

キシーと|」腔アレルギー症候群についてのお

話ですが， この2病態に入られる前段階とし

て， 図を使用して詳糸|||に解説された，食物ア

レルギーの経皮的感作機序が， まことに一点

の曇りも無く理路整然としており，食物アレ

ルギーの経皮的感作成立・消化管を通した耐

性獲得が， 自分たちのようなアレルギーの素

人にもよく理解できました。こういった優秀

な皮膚科の先生のお話を聞くと， つくづく，

医者になって30年， 自分たち小児科医はどれ

だけ患者に回り道をさせていたのだろう， と

感じます。運動誘発アナフイラキシーは，小

麦アレルギー、特に〔"－5グリアジン，高分

子量グルテニンといった抗原の重要性につい

てお話されました。

第14回日本小児科医会

生涯研修セミナー見聞記

村瀬真紀

2018年10ﾉ18日

於：ホテルグランヴイア広島

相生駅6 ：46発「ひかり」に乗り, 1時間で

広島到着。自分にとって初めての， 日本小児科

医会研修セミナー参力llです。この日は数l l前に

広島カーブの優勝があり， どの演者もまず「こ

の度はカーブの優勝おめでとうございます…」

から始められるのを‘何となく可笑しく聞いて

ました。

一

1 ．午前の部

午前中の最初の講演は， 「発達|潭害のライ

フステージと必要な支援」 ：広島大学小児科

の梶梅先生。発達'億害児の乳児期から学童期

に至るまでの支援に必要な知識を，特に周囲

との関わりを中心に， 具体的な注意点を豊

富に織り交ぜながら解りやすく解説してくだ

さり，発達障害児でない児の育児支援という

観点からも教えられるところの多い内容でし

た。 2番目の講演は， 広島大学感染症科大毛

教授による「外来診療における感染対策とリ

スク管理｣。この講演は主に感染症（特に不

測のアウトブレイクなど）発生に伴う㈱外

来における危機管理対応・地域社会/マスメ

ディア対応を具体的な事例提示とシミュレー

ションによって， 解説していただいたもの

で，全く初めて耳にするお話しも多く，理屈

抜きで面白くまた無茶苦茶勉強にもなりまし

た。開業医となった自分にとってはもはやあ

まし)関係は無いと,IEIわれる「記背会見の注

意」 「取材対応の注意」なと÷も，教授の巧み

な話術と豊富なご経験によってすごくひきこ

一

2． ランチョンセミナー

ﾗﾝﾁｮﾝは， ムンプスﾜｸﾁﾝについて

の重要な講演2題。簸初は成育医療センター

耳鼻咽喉科守本先生のムンプス難聴のお話で

す。昨年度，全国の耳鼻咽喉科施設による大

規模調査で， ムンプス難聴が従来考えられ

ていたよりも， かなり高頻度（2年間で348

人， うち80％が高度難聴, FI Ij側難l聴も15例）

であることを|ﾘjらかにされた先生でありこ

の講演もその洲査をベースに， 野生株のムン

プスによる難聴がいかに多く， いかに難沿

（というか‘ 沿療はほぼ不能）であり．結局
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に，厚生労働省およびムンプスワクチン定期

接種化を中心になって検討されている方々

は， あくまでMMRの2回接種(1歳およ

び就学前）を大前提として検討し，そのため

にはムンプスワクチンの定期接種化は多少遅

れてもやむを得ない， と考えておられるの

が，何となく透けて見えるようです。この時

の会場からの質問でも， あくまでMMRが

前提， という観点には異論が提出されてお

り， 自分個人としてはMMRの復活には全

く反対ではないものの，その方針によってム

ンプスワクチンの定期接種化がこれ以上先延

ばしされるのは， 日本全国の小児にとっては

いかがなものか， との思いを持ちました。

ワクチンを確実に接種する以外に，対応の方

法は無い事を強く訴えられたものでした。昨

年は幸いNHKの朝ドラの影響もあり （医者

の言葉よりも効果的！ ）， ムンプスワクチン

接種率は確実にアップしていますが，それで

も自分の居る兵庫の田舎では， まだおたふく

かぜは「うつった方がいい」 「大した病気で

ないからワクチンは必要ない」といった発言

が，一般の方のみならず（あろうことか！ ）

医者からもたまに聞えてくる状況は存在し，

改めてデータをしっかり患者さんに提示し

て， ムンプスワクチン接種の必要性を訴えて

いくべきであると感じました。 2題目は，江

南厚生病院の西村先生による「ムンプスワ

クチンの必要性と定期接種化に向けての課

題｣。乳児から思春期に至るまでのムンプス

抗体価の推移，本邦および国際的に利用され

ているワクチン株の長所，短所の検討などの

様々な観点から，実際のムンプスワクチン定

期接種化への想定される道筋と課題をいくつ

か示唆していただきました。本邦においても

ムンプスワクチン定期接種化が絶対に必要で

ある事は前提として，それをどのワクチン株

で，何時の時期に接種していくか，おそらく

厚生労働省において，かなり実際的な検討

に関わっておられるのでしょう。まず2回接

種の時期ですが，初回が1歳の誕生日越えた

直後は当然として，追加接種（2回目）の時

期。提示された抗体価の推移では，就学前に

は60％が有効値以下， 20％以上が抗体価陰性

化というデータでしたが， 「やはり就学前が

妥当」と述べられていました。自分は抗体価

の低下をみると追加接種の時期が就学前， と

いうのは明らかに遅いと思われるのですが

…･第2点， ワクチン株ですが，やはり国産

株によるワクチンに拘っておられるようでし

た。結局， この講演では明確には述べられな

かったものの，他の会での講演などから慮る

/~ヘ

3．午後の部

午後は，広島平和祈念館館長志賀賢治氏の

特別講演「記憶の継承：あのときピカが無

かったら」から始まり， たはらクリニック田

原先生による「地域総合小児医療と3ship-

Leadership,PartnershipandFriendship｣。

日本小児科医会副会長で，地域総合小児医療

認定制度の先頭に立っておられる先生によっ

て，地域総合小児医療の概念を詳細に説明さ

れました。ついこないだまでNICUの機械

に囲まれ，心エコーの数字だけで物を言う，

実学の世界に居た人間には， このような観念

的なお話は正直まだ馴染がなく， お話の十分

の一も理解できた自信は無いのですが，大変

に大事な事を話されてることだけは朧げに解

ります（笑)。午後最後の講演は，県立広島

病院小児感覚器科の益田先生による「発音が

わるい子｣。この講演は個人的にはこの日最

もインパクトのあるお話と感じましたが， あ

まりにも内容が豊富で密度が濃かったので，

正直資料を見返さないと重要な事が覚えれて

ません（泣)。まず基本事項として乳幼児の

構語障碍（この講演では「障害」ではなく，

/‘‐､
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言語聴覚士による言語療法を早期に受けられ

ない場合の，家庭でできるトレーニング表な

ども頂きました！ ）。講演内容の雰囲気以上

のものをお伝えするスペースも能力も無い自

分ですが， とにかく現場の小児科医なら一度

は是非聞いておきたい，素晴らしい内容で

あったことは確かでした。

すべて「障碍」と記されていました）の判断

に子音の完成一発達段階があり，それに則し

た判断が必要となる。言語発達障碍を疑われ

る児には，構語障碍，軽度難聴，発達性読み

書き障碍，発達性ケルストマン症候群，発語

困難症など，非常に広範な病態が潜在してい

る。県立広島病院小児感覚器科に受診され

た, 1歳以上の言語発達障碍疑い児で, 40%

は正常であったが, 21.5%に言語発達障碍，

43.1%に構語障碍を認め，介入が必要な児の

割合は決して少なくないこと，疾患にもよる

が，すべての構音動作は小学校就学前に習得

され，就学後に構音矯正のトレーニングを開

始しても改善は困難であること， しかしなが

ら医療資源的に言語聴覚士による言語療法が

実施できる施設は， どの地域においても圧倒

的に少なく，需要に応えることができないこ

とが強烈に訴えられていました（不幸にして

4． まとめ

今回初めて日本小児科医会生涯研修セミ

ナーに参加させていただき， その内容の充

実に圧倒される思いでした。すべての御講演

が， 自分たちの日常診療に有意義な情報を提

供して〈ださり，考えさせられる内容ばかり

だったと思います。来年度は名古屋のようで

すので，今度は一泊してでもぜひまた参加さ

せていただきたいです。

《相生市》

凧、

鯛

L 』

[お知らせ］

第29回日本外来小児科学会年次集会

2019年8月31日 （土）～9月1日 （日）

（福岡）

福岡国際会議場、福岡サンパレスホテル＆ホール

時
場

ｎ
口
今
云

1

2

3．運営事務局

株式会社エス・テイー・ワールド コンベンション事業部

TEL:092-288-7577/FAX:092-738-3791

E-mail :sagpj29@stworld.jp

『
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も制限しません。 「とにかく何でも診る」こと

をモットーに診療を行っておられました。その

医局に属された白イi先生に，翌年北海逆で小児

科の研修をするチャンスがやってきたのです。

そこにおられたのが，五十嵐先生です。当時白

府先生には生後8ヵ月のお嬢さんがおられまし

た。そのお嬢さんをご実家に預けて, l］石先生

は北海道へと向かわれたのです。

私が在学中，五|嵐先生はまだ自沿医大の小

児科におられました。なかなか厳しい先生だっ

たと記憶しています。その後「日々の診療の中

で．子どもが産まれてから大人になるまでに起

こる， ごくありふれた｢|常問題， と・んな医療を

受けて， どんな保険をして， と・ういう大人に

育っているかという全体像をみたい」 （原文通

り） と思われた五|嵐先生は， ジェネラリスト

として子どもをみるために地域へ出ることを決

意されました。このあたりの経緯はみなさんご

承知のことと思います。

さて北海道に行かれた|'|石先生を待っていた

のは．五十嵐先生の厳しくも愛情のある指導で

した。白石先ｲ|ﾐの文章を引かせていただきます。

「質問はいつでもして良いと言われました。た

だし， 質問する時は，何がわからないのか， 自

分の考えを必ず述べるように注意されました。

ただ「わかりません」の質問には先生は一切答

えてくれませんでした。 （中略）度々口にされ

ていたのは， 『知らざるを知らずと為す延知る

なり」 という言葉です。今日やった診療の中

で’ わからない， ことはどんな些細なことでも

書いておきなさいと言われました。 そ/i:･ l-嵐先生

ご自身も 『わからないことリスト」を作り，常

に勉強されていらっしゃいました｡」

そして白イI先生は毎晩五-l ･嵐先生から，対，

でその'1の外来に来られた患者さんのカルテ

のチェックを受けられます。五|_嵐先生はそ

れを「デート」 と呼んでおられたそうですが，

脂導を受ける白石先生にとっては， とてもそん

他府県小児科医会会報より

茨城県小児科医会報第31号

｢恩師五十嵐正紘先牛

との思い出」

白石由単

今回この内容を批当させていただくに当たっ

て， 22冊の会報が送ってこられました。それに

Ⅱを通しながら感じたことは､我が兵庫県小児

科医会報の充実ぶりです。硬軟取り混ぜて様々

な内容が盛り込まれています。それとこのコー

ナー， これに該当する内容が他の都道府県の会

報にはありません。

「県内のことだけに留まらず‘他府県の会報に

まで注意を払う， なんと素H冑らしい会報なんで

しょう ！ 」 と編集委員長としてPRを最初に入

れさせていただきました。

さて，今回選ばせていただいたのは学術的な

砧ではなく随想です。筆者のFI石先生が取り上

げられた五十嵐正絃先生は，小児科|災であれば

知らない人はいない立派な先生です。 日本外来

小児科学会は，先生の名前を冠した賞まで設け

ています。その五|嵐先生の思いII IIを白石先生

が綴られているので， 内容をかいつまんで紹介

したいと思います。

白石先生は小児科專門|差ではありません。た

だお父様が有床の診療所をされていて， とにか

く何でも診るお医者さんだったので．先生ご自

身も 「地域医擦」 というものに漠然とした‘|堂れ

を持っておられ, それがI． '治医大地域医療学講

座での後期研修に繋がったと書かれています。

私の母校であるのでよく知っていますが． ｜ ' |治

|差大の地域医療学満座には「地域家庭診療セン

ター」 という外来部門がありました。そこは大

学病院の中にありながら， 普通の診療所と同

じ内容の診旅を行っていました。診旅する科目

口司

へ
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れば『よくなったかを判断するのは私です。良

くなったこともちゃんとわかることが私には必

要です｡』と， 口角に泡を飛ばしながら電話口

で真っ赤になって怒っていた姿を思い出しま

す｡」

「先生は，小児科医として患児にとって正しい

と思ったら， たとえ保護者と 『喧嘩』をしてで

も，患児のためになることは主張するとおっ

しゃっていました」

この話を読んだ時，私（芦田）は恥ずかしく

なりました。ここまでの責任感と情熱を普段の

診療に注いでいるかと言うと，正直に申し上げ

てそんなことはありません。時に子ども本位で

はなく自分の都合で事を進めようとする保護者

と喧嘩することはありますが， ただ五十嵐先生

ほどの真蟄な姿勢で日々の診療を行っていると

はとても言えません。

白石先生に話を戻しましょう。先生は3カ月

の研修を終えられて自治医大に戻られます。

その時， 3カ月間に診察した患者さんの全て

のデータを五十嵐先生からいただかれたそう

です。全部で869名の患者さんを診ておられま

した。そして白石先生が大学に戻られた1年後

に，今度は五十嵐先生が自治医大の地域医療学

の教授として招聰されたのです。再び五十嵐先

生の指導を受けるようになられた白石先生です

が，教授になられてからの五十嵐先生は北海道

時代と違って穏やかな指導に変わられたと書い

ておられます。そして「今の私があるのは先生

のお陰です」と記されています。

白石先生の人生に五十嵐先生が大きな影響を

及ぼしたのは間違いありません。どなたもそん

な人がいるはずです。私にも何人かの方がおら

れます。その中の一人が末廣名誉会長です。そ

の末廣先生の教えと今回白石先生が書いておら

れた五十嵐先生の様々なエピソードを胸に， も

う一度気持ちを入れ直して子どもたちに向かい

たいと思いました。 《芦田》

な風に思える時間ではなかったようです。診断

の多くが急性上気道炎などのありふれた病気で

したが，そのようなCommondiseaseを通じ

て様々なことを教え込まれました。その五十嵐

先生の指導は厳しく， 間違ったことをすれば，

病棟でも外来でも，周りに誰がいようと患者さ

んの前であっても，大声で，すごく叱られたそ

うです。今このような指導法を行うとどうなん

でしょう。医師，看護師等を含め，私は今の医

学教育（卒前，卒後の両方）の現場を知りませ

ん。でも聞くところによると，指導者が相手を

叱る時，相当気を遣って叱るようにしていると

の話を聞きます。どちらが良いのか， なかなか

難しい話かもしれません。

白石先生は他にこんなエピソードも記されて

います。

「ある腹痛のお子さんが救急外来にやってきま

した。涜腸をしました。その時に担当だった看

護師さんが【普通の便】で問題ないと判断し，

先生が見る前に流してしまったのです。それを

知った先生は激怒され， 『君はなぜ便を流して

しまったんだ！一番大切な診療情報を一体何だ

と思っているんだ！ 』と15分以上も怒られたで

しょうか。最後に『大切な便を見られなかっ

たから， もう一度涜腸して見せてもらいます』

とおっしゃったときには，その場にいた全員が

びっくりしました。 『もう結構です。子どもの

腹痛は治りましたから今日は帰ります』 とお母

さんがいわれ，逃げるように帰宅されました。

またこんなこともありました。先生は患者

さんの再診予約日もノートにきちんと記録し

ていました。 もし予約日に患者さんが受診しな

い時は，先生自ら電話をかけて， なぜ来なかっ

たかを確認されていました。 『私はあなたのお

子さんに責任を持って診療しています。なぜ私

と約束した予約にこなかったのですか？』 と言

い，お母さんが『もう良くなったから行かなく

ても良いと思いました』 と言うようなことがあ

へ、

凧、
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～兵庫県小児科医会報投稿・原稿規定～i -""E¥"'J]~｢-=IMx'n-"MRMME- ii ’

三

1 ．掲載対象は小児科学全般に関連する領域の学術論文です。 ’
三

！ ・論文の筆頭著者は原則として兵庫県小児科医会会員に限ります｡兵庫県小児科医会に未入会 1
三

！ の方は,下記事務ﾎｰﾑページ(http://www.hyogo-pa.org/)より入会手続きをお願いいた ！
i！ します。 ゞ

．ご投稿いただいた論文は年2回発刊される兵庫県小児科医会報に掲載させていただきます。 ！

； ･論文投稿時にﾎｰﾑベｰジから同意書誓約書および利益相反報告書をダｳﾝ｡-ドし& ！’
i 要事項を記入の上, PDF化しﾒｰﾙ添付で提出して下さい。 ‘I
i ･臨床実験である場合は｡ 1964年のﾍﾙｼﾝｷ宣言(以後の改定を含む)に基づいて行われて i
i いなければなりません｡また,動物実験である場合は, 1980年の学術会議決議による｢実験 i
i 動物取扱い指針｣ (以後の改定を含む)に基づいて行われていなければなりません。 ’ゞ
三

i ・患者プﾗｲパｼｰ保護を考慮し,個人が同定されないよう執筆してください。 ’ゞ
三

i ・臨床研究(介入･観察）に関する論文には倫理委員会承認を得ている旨を明記してくださ i

i い｡また動物実験に関する論文には動物実験委員会(またはそれに相当する委員会)の i
三

I 承認を得ていることを明記してください。 ’
三

三
三

I ●投稿の際には文頭に「原著」 ・ 「症例報告」の別について明記して下さい。未発表で他誌に投 1

1 稿予定のないものとします。 i

l ･文字数は原著15000字以内,症例報告9000字以内（図,表は1点600字換算とする）でお願い i
i

三

！ します。
三

三

1 ・原稿は次の順序に並べて作成して下さい。 ！

! ,Wｲﾄﾙペｰジ:ﾀｲﾄﾙ著者共著者所属要約(発表時抄録と同じでも可) i
l I

キーワード（5語以内)，代表著者連絡先（別刷請求先） 三三

u (2)本文,文末に利益相反に関して明記してください。 I

i！ (3)文献 ミ
！ (4) 図および表(原則白黒です)｡ｶﾗｰの場合は実費を差額で頂きます。 ‐I
I ___ - I

i (5' 図の説明 ミI
i ・文献については本文に引用した順序に番号を付け配列して下さい． ‐I
i [原著の場合] :I
i 著者名論文題名雑誌名巻:頁-頁西暦(著者が4名までは全ての氏名を記す。 i
i 5名以上の場合は筆頭者から3人目までを記し, 4人目からは省略して"他",英文の場合 i
i "etal"として下さい) i
三 三

i [著書の場合〕 i
三

三

i 著者名：題名．監修者名（編者名) 書名，版発行所，発行地：頁一頁西暦年号 i

i
三

I 〔例〕雑誌
三

i ,)西村康孝吉岡博光藤仲人,他ﾓﾔﾓﾔ病の診断後'年6カ月で右腎動脈の完全 i
三
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閉塞がみられたl例．小児科臨床48: 1060-1064, 1995

2)SendeskiMMConsolim-ColomboFM,LeiteCC,etal. Increasedsympatheticnerve

activitycorrelateswithneurovascularcompressionattherostralVentrOlateral

medulla.Hypertension47:988-995, 2006

〔例〕書籍

l)池住洋平， 内山聖無症候性血尿・尿蛋白（家族性良性血尿).飯野靖彦，槙野博

史，秋澤忠男，編集．腎疾患・透析最新の治療2008-2010,南江堂，東京: 141-

143, 2007

2)Nikolic-PatersonDJ,LanHY,AtkinsRC・Macrophagesmimmunerenal injury. In:

NeilsonEG,CouserWG,eds. ImmunologicRenalDisease,2ndedition,Lippincott

Williams&Wilkins,Philadelphia,PA:609-632, 2001

●図表について

図については発表時に用いた図でも結構ですがなるべく解像度の高いものをお送り下さい。

●原稿の送付

下記事務局宛に郵送，電子メールの添付ファイルでお送り下さい。

【送付・連絡先】〒651-8555兵庫県神戸市中央区磯上通6丁目1-11

兵庫県医師会内兵庫県小児科医会事務局宛

電話078-231-4715, FAXO78-265-2326

E-mail : toukou-ronbun@hyogo-pa.org

●投稿論文はすべて査読の上，採否を決定させていただきます。編集委員会が2名の査読者を

決定し査読を依頼します。採否は，査読結果を参考に編集委員会で決定します。査読終了後

の再投稿は， 3ヵ月以内とさせていただきます。それ以後は，新規論文として扱わせていた

だきます。採否結果は編集委員会での採択結果後に速やかにご返信させていただきます。

●校正は，初校のみ投稿者及び寄稿者に依頼させていただき，再校以後は編集委員会で行いま

す。校正は，字句の訂正に止めてください。

●論文の内容については，著者が責任を負ってください。共同研究の論文の場合は，代表著者

を代表責任者とし，誓約書および同意書に直筆のサインをお願いいたします。論文が受理さ

れた場合は，上記のサインによって， その著作権を本学会に委讓することを承諾したものと

させていただきます。

●著者が開示する義務のある利益相反状況は，投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団

体に関わるものです。投稿時に論文の本文末尾に利益相反状況を記載するとともに利益相反

報告書を提出してください。

●この規定を改正する場合は，兵庫県小児科医会理事会の承認を経なければなりません。

“

′“

2017年10月5日 兵庫県小児科医会会長
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あと がき

平成が終わり，令和になりました。平成は

阪神・淡路大震災，東日本大震災など数多く

の災害があり，多くの人命が失われ，甚大な被

害を受けました。平成は，災害による悲しみの

多かった時代ではありますが， 日本にとって戦

争がない時代でありました。令和も戦争があり

ませんように。また災害の少ない， いい時代に

なりますように。そう心から願います。また，

小児医療については平成30年間で大きく進歩し

ました。しかし社会の変化，特にスマホやイン

ターネットによりライフスタイルが大きく変化

したことで新たな課題も出てきております。令

和も小児医療が果たすべき仕事は多そうです。

皆さまのお手元に会報71号をお届けいたしま

す。今号も内容豊富な会報になりました。お忙

しい中， ご寄稿いただきました先生方に心から

御礼申し上げます。

「巻頭言」は兵庫県小児科医会副会長の渡辺

志伸先生です。昨年12月に成育基本法が全会一

致で可決されました。成育基本法は，多くの先

生方の長年のご苦労により成立した法律で，渡

辺先生も成育基本法の原案作成に関わられまし

た。法律に書き込まれた「医療関係者の責務」

について子ども目線に立って検討することが求

められると語りかけておられます。

「小児医学講座」は2題です。阪下和美先生

が，子どものこころとからだの健康を促すため

の米国の健診システムから応用できることにつ

いて，北方美穂先生がフィンランドにおける小

児医療と育児支援， ネウボラについてのお話で

す。これからの子どもの健康，育児支援におい

て重要で興味深い内容です。

学術論文は4編です。じっくりお読み<ださ

いo

「医局だより西東」は済生会兵庫県病院で

す。多くの地域の患者さまのためにご尽力さ

れ， また2年前からは重症心身障害児の短期入

所も開始されておられます。

「リレー随想」は北山真次先生です。クイー

ンのフレデイ ・マーキュリーの伝記的映画「ボ

ヘミアン・ラプソディ」についてご紹介されて

います。この映画を観られた先生の感動が温か

く伝わってきます。

「忙中閑話」は熊谷直樹先生です。アルプス

の絶景の中を山歩きすることはもちろん心に残

ることですがそれだけではない，旅をするとい

ろいろ印象に残ることに遭遇するということを

「ロストバゲージ」 「松茸」 「5時間ディナー」

「パラグライダー」と項目ごとに楽しく読ませ

ていただきました。

「委員長， ちょっとおじゃまします」は編集

委員会です。 「医会の会員の皆様が届くのを心

待ちにされるような会報を作っていきたい」芦

田先生に熱く語っていただきました。

その他， 日本小児科医会生涯研修セミナー見

聞記，研修会報告にも多数ご寄稿がありまし

た。また，理事会議事録，各委員会報告もご覧

になってください。

「他府県小児科医会会報より」は，五十嵐正

紘先生の診察に対する責任感と情熱についてで

す。なかなか私にはできないことが多いと思い

ましたが， 日々の診療に対する姿勢をもう一度

考え直さなければならないと感じました。

そして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。 （伴）

'~、
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◆編集委員◆

○芦田乃介

折山文子

河盛重造

宅見晃子

田中尚子

（○は委員長）
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