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巻頭言

何でも話せる、何でも聞ける
根本小児科医院根本 薫

耀耀進耀耀耀灌灌耀耀灌進灌進耀灌耀曙耀耀灌選耀灌耀灌耀

開業してもう20数年になります。その間小児医療は大きく進歩してきまし

た。この進歩になかなかついていけず、講演会でも、 「○○の最先端医療｣、

｢△△の最新知見」などのテーマだと聞いていてもチンプンカンプン、とい

うことが少なくありません。医療の進歩により、今まで救えなかった患者さ

んが救われるようになってきました。最先端医療の恩恵は計り知れないもの

があります。ですから最先端医療が全く別世界のものであってはいけないで

しょう。一方、小児科一般診療において、高度最先端医療を必要とする患者

さんは極めてまれです。町の小児科医としては、大多数を占めるそのほかの

患者さんに軸足を置いて診療したいと思います。

最先端医療ではないにしろ、最近の医療は医師あるいは医療機関と患者さ

んやその家族が一つのチームを組み、その患者さんに最も適した治療を選択

し、患者さんが望む医療を築き上げていくようになってきました。かぜなど

軽症の急性疾患が大半を占める小児科一般診療において、そこまで大げさに

なることはほとんどありませんが、患者さんの親は受診のきっかけになった

疾患以外に、子育てのこと、受診した患者さんの兄弟のこと、などなどいろ

いろな悩みや心配事を持っています。 もちろん短い診療時間内で解決できる

ものではありませんし、解決する力もありません。でも、たとえ答えが出な

くとも、話をよく聞き、 「一緒に考えましょうね」と言うだけでかなり安心

していただけることが多いように思います。町の小児科医の存在意義はそこ

にあるのではないか、と思っております。そのためには、 「何でも話せる、

何でも聞ける」環境を作ることが必要です。他科の先生方に叱られるかもし

れませんが、このような環境を作るのに、数ある診療科の中で小児科医が最

適だと思います。誰が言ったか忘れましたが、 「患者さんの話をよく聞きな

さい。正しい診断はそのなかにある」という言葉があります。何でも話せる、

何でも聞ける、これは時代を超えた最先端医療なのかもしれませんね。
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第72回岩手県小児科医会談話会・講演会

第72回岩手県小児科医会談話会・講演会
日時：平成31年1月19日（土）午後3時～

場所：ホテルメトロポリタン盛岡本館

【§､談話会，
1 ．会長挨拶 （代理本多聡）

三浦会長は、本日愛媛県での講演のため欠

席です。代わりに、本多副会長から開会のご

挨拶を頂いた。

§談話会

1 ．会長挨拶

2． 日本小児科学会專門医更新についての

説明

3．報告

（ 1 ）事務局より

（2）県医師会より話題提供

（3）各郡市医師会より話題提供

（4）各委員会より報告

（5）その他

4．協議

（ 1 ）保険診療問題について

（2）その他

5． その他

皆様あけましておめでとうございます。三

浦会長が不在のため代理で一言ご挨拶申し上

げます。インフルエンザで日々お忙しいとこ

ろ本日はお集まり頂きましてありがとうござ

います。平成最後の年になりました。思えば

平成の間に小児科を取り巻く状況は大きく変

化しました。少子化に加えて、多くのワクチ

ンの定期接種化で感染症は激減し、抗アレル

ギー剤の改良や吸入ステロイドで重症の喘息

患者も減少しました。子どもたちが病気をし

なくなったことは良いことですが、患者数の

減少というのは我々にとっては収益の減少に

なり、また小児科医としての存在感の低下に

もつながります。平成も残り3か月となり次

の元号がどうなるか分かりませんが、新しい

時代は小児科がこのまま存続していけるかど

うかの、いよいよ正念場になると思っており

§一般講演

座長：小林有一(岩手県小児科医会理事）

演題： 「雫石町におけるスポット ・ビジョン

スクリーナーの就学時健診時と

3歳半健診時の実施について」

講師：上原充郎（上原小児科医院）

§特別講演

座長：伊東宗行(岩手県小児科医会監事）

演題： 「けいれん重積ガイドライン

・アップデート

ー熱性けいれん診療ガイドライン2015

・てんかん診療ガイドライン2018」

講師：伊予田邦昭（福山市こども発達支援

センター名誉所長）
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第72回岩手県小児科医会談話会・講演会

ます。これから我々小児科医はいろいろと工

夫しながら前へ進んで行かなければいけない

と思っておりますので、今後も御指導ご協力

宜しくお願い致します。

日本小児科学会HP

会具専用ページ

ユーザー名：日本小児科学会雑誌の送付宛名シール右下に印字され
ている数字の下5桁を入力

パスワード：生年月日を西暦8桁（例：2m5年1月10日の温合
2m50110）で入力

2． 日本小児科学会専門医更新についての説明

（赤坂真奈美） 専門医関係

新制度における専門医更新の手続きの留意点と更新審
査について（旧・新の必要書類）

JPS専門医オンラインセミナー

|小児科専門医資格更新基準

I ZO19年二月申請について
1） 診療実繍の証明(80症例/8単位):必須

2015年～18年度に経験した症例や健診、予防接
種事業における実績を提示。

症例は専攻医とともに自らも診療したものについても
診療実績に含めることが可能。

外来・入院については単独あるいは混在も可で、疾患
の領域も問わない。

健診、予防接種は半日程度を1回として診療実績1症

壼借の年で百

岩手医大附属病院専攻プログラム担当
赤坂真奈美

E-mail:manami-imed＠umin・net

とみなす。列分（10回分且 ・1 1

ZO19年垂月に専門医更新が
必専移先生方

・旧制度(20単位) :小児科専門医
認定期間内取得分 B同匪豪 j～■牢皿J

竹以上:宜円雇詮渭伍型毎日■耐

・新制度(40単位) :2015年度～

両方の書類を提出する必要がある

提出期間:2019年S月1日～S1B

･医療機関や医師会などで主催され、小児科領域
専門医委員会で審議し、日本専門医機構によつ
て認定された、

]した証明薑る講当室

（小児科学会HPオンラインセミナーを受講する
のが一番確実）

小児科学会HP→会員専門ページ→専門医関係
→JPS専門医オンラインセミナー受講→ミニテ
スト→修了証発行＝証明書（1時間1単位）

2019年3月申綱

2014/4/1～2019/3/31
2014/10/1～2019/9/30

1/5

(20単位：うち基本単位10単位以上）

4/5（40単位）

80症例＝8単位（必須)

3～8単位（必修3単位含め上限8

単位）

14単位（必須)_～

O～10単位（上限10単位）

40単位

新更新基準

認定期間

現制度（認定期間内取得分）

3）小児科領塘購習(14単位鰍上必須）
小児科領麓鏑習会受購証明書
3）小児科領塘購習(14単位鰍上必須）
小児科領麓鏑習会受購証明書

新制度

1診療実綱

め中央資格認定委員会（小児科領域専門妻

1認定し単位を昌一ら2.共通請習（必修講習）

3.小児科領域謂習
･認定は、認定申請害とプログラムを開催3か月以上
前に地域資格認定委員会へ提出（東北大学事務局）
し、学会本部から認定番号をもらう。営利団体が主
催または共催するセミナーは原則認定されない。

4.業纏、学会参加

合計

圭付を取得するこンラインセミナ＝

可能。
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第72回岩手県小児科医会談話会．講演会

新制度で専門医更新をする禧切に
4）学術業績･診療以外の活動実績単位(0～10単位）

診療実績の記録：診療年月日、年齢、性別、経験した

患者｜D、病名、簡単な診療内容、診療施設名(10

症例1単位）

健診・予防接種の記録：日時、場所、接種したワクチ

ンの種類、人数など（半日程度で1症例分）

医療機関や医師会などで主催された感染対策・医療安

全・医療倫理に関する講習会に参加、またはHPのオ

ンラインセミナーを受講

日本専門医機構小児科領域専門委員会が指定する取得

すべき講習会を受講（オンラインセミナー受講も可）

学術業績（論文、学会発表）

学会参加単位（

の参加1回1単の参加1回1単

へ

位。ただし5年間の上

限は6単位）

その他の活動に関しては、申請者の5

年間の専門医認定期間内の業績を対象

とする。

●

専門医更新必蓉書類4）学術業績

I : |日申請書

・参加証原本を貼付した研修記録簿

・手数料20,000円の郵便振替振込受領書

Ⅱ ：新申請書

・勤務実態自己申告書、診療実績の証明、専門医共通

講習、小児科領域講習、学術業績・診療以外の活動

実績、単位取得

・こちらにも手数料が要求されます

※書類等が必要な方は、赤坂までご連絡ください。

提出先〒160-8306

東京都新宿区西新宿5 25－11和光堂西新宿ビル2F

日本小児医事出版内専門医新宿事務所
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学術柴会小

オ

児保健協会学術錐会、小児科医会総会う

日本小児科学会地方会での遮頭演者

抄録を提出 l単位

|抄録を提出 |~－疎莅1

抄録を提出

ー
ー
小
オ
｜
ピ ビ

" 第2兼頭発表者く貢献度の最も満い共同発表者）

小児科学会学術簗会､ ﾉl､児保健協会学術集会､小児科医会総会ﾌ

ｫｰﾗﾑ､ 日本/｣､児科学会地方会での司会･座長

抄録を提閃 1噸位

抄録を提出 2単位

抄愚を提出 】単位

抄録を提閃

抄録を提出

1噸位

’(商業肋I土除く)の筆頭著者 ｜
共幕者

ｭｱﾚビｭｰを受けた内外胎二典

AおよびCについては､学術業殺を証閲できる抄録、プログラム、活動実縦を証Wjできる

蒋類のコピ時-を添付し､Bについては参加証の原本を貼付して提出をお願いします。

[
’Z019年3月に専門医更新が

必専啓先生方

旧制度(20単位) :小児科専門医
認定期間内取得分

1n

房

・新制度(40単位) :2015年度～

両方の書類を提出する必要がある

提出期間:2019年3月1日～31B

t

演
者

１
凸

4）その他の活動

誹握試験問題作成､試験委員,監督

症例要約の接点など専門医試鞍に明

する髭務

ロ本小児科学会銭誌､英文誌の査蔑本jI,児科学会哉誌､英文誌の査蔑

1年度につきI順位を算亀委員

の委嘱状のｺピｰを提出すること

］距位

旧年ロT

融なし〉

3．報告

（1）事務局より （小林有一）

1 ．会員消息（平成30年7月28日以降）

異動

半井潔先生総合水沢病院退職

平成30年12月31B

吉田幸恵先生盛岡赤十字病院退職

平成30年12月31B

】姶文につき】単位を算定｡和文誌も英 1単位

文飴も「査試ありがとうございました」 （5年間

(践文受付秀号付)のﾘﾀｰﾝﾒｰﾙを隈なし）

査陵証明得として提出すること。

地域'学校電で小児科関係の市民啓

目的の講按を行った欝合ウ
ウ
ウ

約60分で1 111位を算定･謂演会ブﾛゲ

ﾗﾑ等ｺピｰを提出すること。

敢位

年間で

Rなし）

学壌医･園医や､地壌の保健活歎

員をI年以 と務めた楊台

z地位を算定｡委嘱状のコピーを提出す

ること．

単位

地絃における小児肴関係の雰顔会等地絃における小児肴関係の雰顔会等胃 I単位を算定。その狂瞬に抄録､プﾛグ 1単位

｜…ビｰを…こと。 ‘…：限なし)

単位

(3年間で上で座長､司会を行った壌合

｜限なし）

’
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第72回岩手県小児科医会談話会・講演会

．第29同争国病児保育研究大会 （盛岡市）

会頭：山口淑子

実行委員長：小野寺けい子

平成31年7月14日（日） ・15日（月）

マリオス他

・第38回東北・北海道地区小児科医会

連合会総会（新潟）

平成31年9月28日(土） ・29日（日）

5．共催・後援について

・盛岡市医師会

「禁煙フォーラム岩手2019」の共催

平成31年10月頃・未定

・平成31年こどもの健康フォーラムの後援

平成31年10月頃・未定

6． その他の報告

平成31年2月IBCラジオ「健康で長生きす

るために」の出演について（金濱誠己）

7．震災関連

西日本豪雨被害の広島県小児科医会に30万

円お見舞い

（2）県医師会より話題提供（金濱誠己）

1．第34回岩手県学校保健・学校医大会

日時：平成31年1月20B(B)

会場：岩手県医師会館4階大ホール

2．平成30年度日本医師会母子保健講習会

日時：平成31年2月17日（日）

会場：日本医師会館

3．平成30年度日本医師会学校保健講習会

日時：平成31年3月17日（日）

会場：日本医師会館

4．第31回東北学校保健・学校医大会

テーマ： 「 “生きる力”を育む

～次世代を担う子どもたちへ～」

日時：平成31年7月20日(土)～21日（日）

会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館

5．発達障がい対応力向上研修

昨年度に引き続き、岩手県からの委託事

業として国の指定する発達障がいに関する研

修を受講した者による伝達講習の開催。

入会

渡辺悠太先生盛岡赤十字病院小児科

平成31年1月19日

2．岩手県小児科医会の入会条件として、

日本小児科医会会員であることとなって

おります。

3．今後の談話会・講演会日程

・岩手県小児科医会講演会

「小児における慢性便秘症の診断と治療(仮題)」

講師：羽烏麗子

群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野

平成31年3月23B(土) 17:00~

マリオス18階181会議室

・平成31年度岩手県小児科医会総会

並びに講演会

「これからの小児医療・保健(仮題)」

講師：神川晃

日本小児科医会会長

平成31年4月13日(土）

岩手県立中央病院大ホール

（日本小児科学会専門医iv-B1単位、

日本小児科医会地域総合小児医療認定医

新規申請5単位・更新5単位）

4． これからの学会予定

・第34回岩手県学校保健・学校医大会

平成31年1月20B(日）

・第30回日本小児科医会総会フォーラム

（京都市）

平成31年6月8日(土)･ 9B(B)
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第72回岩手県小児科医会談話会・講演会

薬剤の適応症がグリーンブックに書いてあ

り、私も確認しましたけれども、クラバモッ

クスは咽頭炎だと良いのですが、溶連菌感染

症の病名は適応としては載っていないのです

ね。多分、咽頭炎とつけていただければその

まま通ったと思いますが、溶連菌感染症だと

事務方で査定の標的にされてくることがあり

ますので、病名と適応症についてはクラバモッ

クスに限らず確認してつけていただければと

思います。

回答一社保審査委員

もしどうしてもクラバモックスを使いたけ

れば、溶連菌感染症を書かないで中耳炎の病

名をつけていただくしかないです。余計な感

染症の名前を書かれると、溶連菌感染症で引っ

かかって、適応の無い薬を使っているぞと判

断されますので、その辺だけはご注意願いま

す。因みに、 クラバモックスに関してはβ‐

ラクタマーゼをブロックする薬が入っている

わけですけれども、溶連菌には今の所耐性菌

が出ていないということで、適応になってい

ませんので、ご注意願いたいと思います。教

科書とか文献を見ますと、治らない中耳炎に

はクラバモックスと書いてあります。溶連菌

ということについては書いていないのですけ

れども、現実的には難治性の中耳炎にはクラ

バモックスの適応となっていますので、その

辺だけご注意いただきたいと思います。

質問

日時：第1回：平成31年1月13日（日）

～終了

第2回：平成31年3月21日(木･祝）

会場：岩手県医師会館4階大ホール

6．子どもの予防接種週間

平成31年3月1日(金)～7日(木）

7．岩手県広域的予防接種事業について

予診票標準様式の検討について。現状の

進捗状況と協議内容、今後の予定について

説明。

（3）各郡市医師会より話題提供 なし

（4）各委員会より報告 なし

（5）その他 なし

4．協議

（1 ）保険診療問題について

質問1

6月25日溶連菌感染症にワイドシリン10日

分を処方。 7月9日溶連菌感染症が再発し、

クラバモックスを10日間処方。更に7月25日

に溶連菌感染症が再々発し、メイアクトを10

日分処方しました。クラバモックス10日分が

医学的に適応と認められず査定されました。

クラバモックスの適応菌種にレンサ球菌がな

いので処方すべきではないということなので

しょうか？今まで再発例にクラバモックスを

使っていたのですが、今後は使わないように

すべきでしょうか？

回答一国保審査委員

Ｉ
１
Ｈ
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■
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第72回岩手県小児科医会談話会・講演会

この間、どこかの病院だと思いますが、 ヒ

ルドイド1kgという処方が出ていました。

常識的に1kgのヒルドイドをどうやって使

うのかわかりませんけれども、常識的な範囲

に留めていただければと思いますので、よろ

しくお願いします。

質問

先ほどの国がどうこうというのはどういう

ことですか？

回答一社保審査委員

インフルエンザの病名がついているのに、

抗生剤を出さないからといって、抗生剤を使

用しない加算は取れませんよという話です。

病名に対しての抗生剤を投与しないという加

算についての判断が混乱していると思います。

先生方が、上気道炎でも風邪でも、抗菌剤を

必要ないと判断されたら適正使用加算をとっ

て構わないと思いますけれど、喘息があった

場合は駄目とか、色々なことが言われてきて

いて混乱しているところがあるので、もう少

し時間をかけたいと思います。

もちろん抗生剤を使わないと治らない感染

症もあると思いますし、それはみた先生の判

断で取らない取るは一番決まると思いますの

で、その時に厚労省でパンフレットを作って

皆さんに配ったと思いますが、それに則った

病名であれば認めてくれると思いますが、そ

ういった複雑な病名がついてくると、そこは

なかなか現場での判断が難しい時があります。

抗菌薬の適正使用加算についてお聞きした

いと思います。去年の5月の症例で1例保険

者の方から査定ということがあったのですが、

1例だけだったのでもっと沢山抗菌薬適正使

用加算をいただいているのに。支払基金を通

して聞いていただいたのですけれども、病名

が合っていないということだったのです。適

正使用加算を取るには、急性気道感染症か急

性下痢症でなければ駄目だと言われたのです。

急性気道感染症というのは厚生省マスタに無

いんですね。だから、この1例だけが問題な

のか、他のも帰ってこないと分からないので

すけれども、そういうことはこれからも起こ

りうることなのでしょうか？

回答一社保審査委員

急性気道感染症という病名ではなく、急性

の気道の感染症の病名をつければ良い。

質問

戻ってきた症例について、急性気管支炎と

つけたのです。それで戻ってきたのでなぜか

と聞いたら、急性気道感染症ではないからだ

ということです。抗生剤を出す意味もないの

で、ちょっとおかしいなと思っているのです

けれども、査定として去年の5月の症例がき

たので、何も言えない訳ですけれども一応。

回答一社保審査委員

再審依頼を出していただければ検討します

ので、不審に思ったらば戻していただいて全

然構いませんので、もし自分で納得のいかな

いような査定があった場合には、社保・国保

のほうに申し出ていただければありがたいと

思います。

ただ、今現場も混乱していて、どういう風

な病名ならば認めるのか認めないのか、国側

の考えと現場の考えが混乱しているので、 も

う少ししたらちゃんとした方針が出るのでは

ないかと思いますので、 しばらくは様子見に

していただければと思います。

社保審査委員

生
露鍔
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第72回岩手県小児科医会談話会・講演会

それがまだ落ち着いていない状態ですので、

もう少しお待ちください。厚労省でも今検討

していると思いますので、そのうち答えが出

てくると思います。新しく導入された点数で

混乱しているところがありますので、よろし

くお願いします。

質問

病原性大腸菌の除菌が必要かどうかという

ことで、 4種類でしたか？

社保審査委員

除菌の確認が必要なのは一般的には3種類

と言われています。ベロ毒素が出ているとか。

質問

うちの町ではお母さん方が、お店で食べ物

を扱っている、包んだり野菜を袋に入れたり

とかですね、そういうのをやっている時に除

菌されたかどうか確認してこいと言われまし

たと来るんですね。その時に確認するのは保

険外でやるしかないのでしょうか？それとこ

れの除菌をしたよと請求しては駄目でしょう

か？

社保審査委員

一般的には、026と0111と0157はベロ毒

素が出ていれば、いわゆる感染症としてきちっ

と治療した上で、除菌の確認しなさいという

ことになっています。ただ、01とか0類の

抗原は調べれば数限りなくあると思いますの

で、健康保菌者という形で01は沢山いらっ

しゃるのですね。ですから、そういうところ

は医学的には除菌の確認は必要がないとお話

しするしかないのかなと思います。保険診療

上も、それ以外のものも全て、Olが出たか

ら除菌ができたかどうかということを繰り返

しマイナスになるまで調べることは適応が通

らないと思います。

意見

審査というのは、お上からというか審査委

員会というかで決められた部門の中でやると

いうのは当然なのですけれども、現実にはこ

ういう問題があるのだよということを訴えて

いくことも審査の先生方の一つの仕事だと私

は思います。運営委員会から言われることを

我々に周知徹底することも大事かもしれませ

んが、今みたいなことがあるので、そういう

ことをどうするのかと訴えていくことも、私

は非常に大事な仕事だと思っています。私の

やっていた時には、 ノロウィルス検査が3歳

未満と65歳以上の制限付きですが、働きかけ

で保険請求が認められたんですね。そういっ

た働きかけをすることも先生方の大事な仕事

だと思いますので、よろしくお願いいたします。

社保審査委員

子どもであれば1月下痢して、 2月下痢し

てということがありますが、毎月ロタとノロ

をセットで検査している医療機関があります。

経過で、 1回マイナスでも、気になってまた

調べることもありうると思いますが、毎月やっ

ているとコンピュータシステムで全部チェッ

クされますので、どうしても複数回必要だっ

たり、月を跨いで必要な場合は、それなりの

症状の説明をきちっと書いていただきたいと

思います。

それから、先ほどの件について、医学的に

どうしても必要で、例えばRSV検査なども

外来の場合は0歳しか認められていませんよ

ね。そういうのも病状によって必要であれば

やっていただきたいということは、その都度

個別にも申し入れとかはしていますので、こ

唾
宮
息
力
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身体、精神症状を訴え学校不適応を起こし

ている児に対し短期入院で心身両面での集中

的な検査を行い不適応要因を解明して、その

後の治療方針をたてることを目的とした取り

組みについて報告された。対象児は20例（男

子10人女子10人）の学校不適応児。 8日間入

院し精査した結果、不適応要因として①身体

疾患11人（過敏性腸症候群4、起立性調節障

害4、他3）②発達の問題6人（自閉症スペ

クトラム4，境界知能2）、③生育歴の問題1

1人（いじめ5、他6）、④家庭の問題11人

(親の精神疾患4、単親家庭4、他3）、⑤本

人の心理的問題12人（不安傾向5、他7)が

あった。またWISC-Ⅳ検査で全員何らかの

項目に有意な凸凹を認めた。不適応児の病態

には心身的に多因子が関係するため、短期入

院検査は有意義であると考えられた。

（文責吉田研一）

の点は不合理なのではないかなということは

先生方からいろいろご提案いただければと思

います。

国保審査委員

私が気づいたことは、薬を出していて初診

をとる、前月に2週間分の薬を出していて、

それが終わらないうちに次の病気になって、

そういうことはあると思うんですけれども、

2週間ある薬をまだ飲んでいて、それも抗ア

レルギー剤を飲んでいて初診をとるという方

が結構見受けられて、これは再診ではないか

と、違う病気ではあるのですけれども、慢性

疾患の場合は区分けしてみていかないといけ

ないと思います。

司会

病原大腸菌についてはO抗原だけではなく

病原性をしっかり判断した方が良いのかなと

思います。以上、審査委員の先生方ありがと

うございました。 （文責伊東亮助）

（2）その他 なし 大船渡方式「赤ちゃんふれあい体験学習」

～体で感じる命の尊さ～

大津定子

平成16年から大船渡市で行われている「赤

ちゃんふれあい体験学習」は、気仙医師会学

校医部会の提案で始まり、平成18年度から大

船渡市教育委員会主催となり、震災後の2年

間を除き平成30年度まで継続して行っている。

参加対象は小学校5， 6年生で、気仙医師会

と助産師の会の有志、市の保健師が授業を受

5．その他

平成31年1月20日（日）の第34回岩手県学校

保健・学校医大会で発表予定の米沢俊一先生、

大津定子先生から、それぞれの演題について

講演を頂いた。

学校不適応児への短期入院精査のアブ・ローチ

米沢俊一

1
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第72回岩手県小児科医会談話会・講演会

け持ってきた。実施内容はその時の社会事情

により変わっているが、体験学習の基本であ

る「命の誕生とその尊さ・大切さ」 「生きて

いる事への感謝」を実感できる学習である。

｢赤ちゃんとふれあい体験学習」を通し参加

した子どもたちが見せる生き生きした表情が

印象的だった。 （文責吉田研一）

をスクリーニングできる検査機器で、雫石町

では平成29年度から就学時健診と3歳半健診

に取り入れている。結果、両健診それぞれで

12～13%の子どもに異常が見つかり、そのほ

とんどが乱視であった。 SVSはあくまでも

スクリーニング機器であるが、その使用は簡

便で3歳児でも抵抗なく容易に検査が可能な

有用な検査機器と考える。価格が高価なため

行政に導入を促すのは容易ではないが、就学

前学校保健の充実のため1人でも多くの弱視・

斜視を早期発見できるよう、その普及を願う。

（文責吉田研一）

r

§､一般講演lL

座長：小林有一(岩手県小児科医会理事）

演題： 「雫石町におけるスポット・ビジョン

スクリーナーの就学時健診時と

3歳半健診時の実施について」

講師：上原充郎（上原小児科医院） I §.特別講演l
座長：伊東宗行(岩手県小児科医会監事）

演題： 「けいれん重積ガイドライン

・アップデート

ー熱性けいれん診療ガイドライン2015

．てんかん診療ガイドライン2018」

講師：伊予田邦昭（福山市こども発達支援

センター名誉所長）

スポットビジョンスクリーナー（以下SVS)

は1秒程度で屈折異常や斜視、瞳孔不動など

熱性けいれんやてんかんは小児によくみら

れる疾患で、小児神経専門医だけでなく、一

般小児科医、救急医、内科医や研修医なども

診療する機会が多い。とくに熱性けいれんや

小児期発症の一部のてんかんでは予後が良好

なことが多いが、一方で鑑別診断、救急対応、

臨床検査の意義、予防対策と治療の必要性や

家族が感じる不安への対応など、現場の担当

医がとまどう局面も多い。そこで当日は標準

化された診療のための指針である熱性けいれ

ん診療ガイドライン2015とてんかん診療ガイ

ドライン2018について各cQをもとに解説した。

以下、講演内容項目を列挙する。

●熱性けいれん診療ガイドライン2015

「総論的cQ』①定義、②臨床病型、③重積

症、④熱性けいれん再発予測因子（発熱・発

小林有一座長

■
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作間隔と発作時の体温が39･C以下を加えた)、

⑤てんかん発症関連因子（同様に短時間の発

熱・発作間隔を加えた）

「各論的cQ』①初期対応と処置入院の目安、

②慢性期の管理として、脳波検査の意義、再

発予防治療の考え方と適応、さらには注意す

べき薬剤と予防接種について言及した。

なお昨年の第60回日本小児神経学会（千葉

幕張メッセ）で、全国の小児科学会認定研修

施設・各都道府県小児科医会に対してガイド

ライン発刊前後の診療行動の変化に関するア

ンケート調査を行った結果についても紹介し

た（報告者：名大小児科田中雅大先生)。

●てんかん診療ガイドライン2018

『診断面cQ』①てんかんの定義（とくに実

用的定義の紹介)、②てんかん分類2010の紹

介、③てんかん診断手順と脳波検査・ビデオ

脳波モニタリングの意義について言及した。

『治療面cQ」①てんかんの薬物治療（発作

型による薬の選択:CQ3、小児思春期発症の

てんかん治療:CQ4、てんかん症候群別治療：

CQ6)、②てんかんの治療経過（血中濃度モ

ニタリング:CQ12、薬の副作用:CQ7)、③

てんかん治療終結に向けて(cQ11)、など診

断から薬物治療にいたる流れを各cQと関連

付けて解説した。
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伊予田邦昭講師伊東宗行座長

14岩手県小児科医会報第96号



平成31年度岩手県小児科医会定時総会並びに講演会

平成31年度岩手県小児科医会定時総会

並びに講演会
日時：平成31年4月13日（土）午後4時～

場所：岩手県立中央病院4階大ホール

I§､総会I§総

1 ．

2．

会

会長挨拶

報告

（ 1 ）事務局より

（2）県医師会より話題提供

（3）各郡市医師会より話題提供

（4）各委員会より報告

（5） 日本小児科医会社保委員会報告

（6）その他

議事

（1）平成30年度庶務報告および

決算につき承認を求める件

（2）平成31年度事業計画案および

予算案につき承認を求める件

（3）その他

協議

（1 ）保険診療問題について

（2）その他

1 ．会長挨拶三浦義孝

4月になりました。本日は、平成31年度の

総会です。お忙しい所お集まりいただき有難

うございます。

盛岡の桜もあと1週間で咲くところですが、

肝心の外来はすでに閑古鳥が鳴いています。

2月にFluAが少し流行しましたが、その後

はFluBも全く流行せず、このままいつもの

夏に向かっていくのかなと思っています。

今朝の岩手日報（論壇）に、一関の「ぼけっ

との会」の代表の方が、 「こども病院心か

ら感謝」とお礼の文章を載せていました。

｢私の娘は、重い障碍で生まれ、 もりおかこ

ども病院に28年間お世話になりました。毎月

1回、一関から外来に通い、入院も何度もし

ました。子どもが重い障害でも楽しく子育て

し続けることができたのは、米沢院長はじめ、

スタッフの皆さんが励まし守って下さったか

らです」とありました。 「古い建物なのに、

おむつやよだれのにおいは一切せず、子ども

3

4

§特別講演

座長：三浦義孝（岩手県小児科医会会長）

演題： 「これからの小児医療・保健」

講師：神川晃（日本小児科医会会長）

＝一
～ー

』QP一
ー

L 曇。
「

a

〃

演
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葛西健郎先生

岩手県立療育センター所長就任

平成31年4月1日

梶原和華先生もりおかこども病院から

盛岡赤十字病院へ異動

平成30年10月

佐々木美香先生もりおかこども病院から

独立行政法人国立病院機構

盛岡医療センターへ異動

平成31年4月1日

佐々木朋子先生もりおかこども病院から

独立行政法人国立病院機構

盛岡医療センターへ異動

平成31年4月1日

吉田幸恵先生

盛岡赤十字病院小児科部長を退職

平成30年11月30日付

半井潔先生

奥州市総合水沢病院院長を退職

平成30年12月31日付

嶋田泉司先生

岩手県立療育センター所長退職

平成31年3月31日付

※独立行政法人国立病院機構盛岡病院→

盛岡医療センターに改称

（平成31年3月1日付）

※もりおかこども病院→子どもは未来もり

おかこどもクリニックに改称

（平成31年4月1日付）

のケアの確かさ、気持ちよく過ごせる環境作

りの徹底ぶり、看護のチームワークの素晴ら

しさ、手際の良さ、共有した技術の積み上げ、

その病院が3月末で閉鎖になって残念です」

と。

また米沢先生はじめみちのく療育園の伊東

先生には、相当前から長期入院の子どもたち

の受け皿確保を県にお願い、奮闘していただ

き、大変有難かったと､､、

我々小児科医は将来、何で食べていくのか。

｢子育て支援が大切だ」といくら声を高くし

て叫んでも、健診、予防接種、事業として広

がらなければ意味がありません。小児科医が

生き残るために、利益を上げながらの「子育

て支援」でなければなりません。患者さんか

ら慕われ一生懸命診療していたこども病院が

閉鎖する、地域の基幹病院であった総合水沢

病院から小児科がなくなる、おかしい話です。

保険点数を上げても、医療が必要な子ども

の数は減っていきます。小児科医が生き残る

ために真剣に考えなければなりません。国も

県も市も、 もう少し真剣に我々小児科医の意

見・要望を聞いて欲しいと思います。

昨年12月8日に、日本小児科医会が20年以

上前から成立を願っていた「成育基本法」が

可決成立しました。本日の講演では、昨年6

月に日本小児科医会会長になられた神川晃

先生をお招きしました。その辺のところも踏

まえ、 「これからの小児医療・保健」のお話

を伺えると思います。本日はよろしくお願い

致します。
一

2．報告

（1 ）事務局より （小林有一）

1 ．会員消息（平成30年7月28日以降）

入会

渡辺悠太先生盛岡赤十字病院小児科

平成31年1月19日

異動

伊ロ 咽

Iも
＝＝

「

ﾛ
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2．会員数（平成30年4月14日現在）

岩手県小児科医会会員109名

※岩手県小児科医会の入会条件として、日本

小児科医会会員であることとなっております。

3．今後の談話会・講演会日程

・岩手県小児科医会講演会

「アトピー性皮虐炎におけるスキンケア」

講師：塩原哲夫

杏林大医学部皮層科教授

令和元年5月11日(ia) 17:00～18:30

マリオス18階181会議室

・第73回岩手県小児科医会談話会・講演会

令和元年8月3日(土）

会場：ホテルロイヤル盛岡

・第74回岩手県小児科医会談話会・講演会

令和2年1月18日(土）

未定

4． これからの学会予定

・第30回日本小児科医会総会フォーラム

in京都

平成31年6月8日(土）・ 9日（日）

京都テルサ

。第29回全国病児保育研究大会

会頭：山口淑子

実行委員長：小野寺けい子

令和元年7月14日（日）・15日（月）

マリオス（盛岡市民文化ホール）

・第31回東北学校保健・学校医大会

令和元年7月20日(土)･21日（日）

ホテルメトロポリタン盛岡本館4階

（例年1月開催の岩手県学校保健・学校

医大会は、東北大会開催のため中止）

・第38回東北・北海道地区小児科医会

連合会総会

「子育て支援の今」

令和元年9月28日(土）・29日（月）

ホテルオークラ新潟

（地域総合小児医療認定医新5規単位・

更新5単位

5．共催・後援について

。第29回全国病児保育研究大会の後援

令和元年7月14日（日）・15日(月）

・盛岡市医師会

「禁煙フォーラム岩手2019」の共催

令和元年10月頃・未定

・令和元年度こどもの健康フォーラムの後援

令和元年10月頃・未定

6．その他の報告

・平成31年2月IBCラジオ｢健康で長生き

するために｣の出演について金濱誠己

・岩手医大医局員の会費無料と会則附則の

追加について

7．震災関連 特になし

（2）県医師会より話題提供(代読小林有一う

1．第31回東北学校保健・学校医大会

日時：令和元年7月20日(土)･21日（日）

会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館

テーマ：「“生きる力”を育む

～次代を担う子どもたちへ～」

※東北学校保健・学校医大会を担当する

ため、本年度の岩手県学校保健・学校

医大会は開催されません。

2．第50回全国学校保健・学校医大会

日時：令和元年11月23日(土）

会場：ソニックシティ

（さいたま市大宮区）

テーマ：「多様化する社会と子どもの成長

～これからの学校医の役割～」

※令和4年度の全国学校保健・学校医大

会は岩手県が担当する予定です。

3．発達障がい対応力向上研修

昨年度に引き続き、岩手県からの委託

事業として国の指定する発達障がいに関

する研修を受講した者による伝達研修の

開催を予定。

（3）各郡市医師会より話題提供 なし
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b)該当する保険医の年齢及び過去の小

児医療や地域医療への貢献度並びに実

績等により、算定要件・施設基準を数

段階に細分化して、その中から選択を

可能にする。小児かかりつけ診療料の

点数も細分化しランクを設ける。

c)患者の同意があれば、かかりつけ医と

しての対応を、グループで行うことを

可能とする。

②診療情報提供料(I)の見直し

a)日本小児科医会としては、初めは文

書として内容が比較的複雑で、書式が

決まっており、かつガイドライン等で

提出が推奨されている「学校生活管理

指導表」に絞って提案しようと考えて

いた。ただし、疾病によっては、管理

料や指導料が算定できるもの、あるい

は算定を要望しているものもあり、こ

れらの疾病では、二重請求を指摘され

かねない恐れがある｡

b)そこで、管理料や指導料の算定でき

ない疾病に関しての、教育・福祉・保

険機関への診療情報提供だけを対象に

しようと考えた。

c)診療情報提供料(I)の見直しについ

ては、現在のところ日本小児科学会、

日本小児神経学会、日本アレルギー学

会及び日本小児アレルギー学会からの

共同提案の意思表示がある。

d)医療的ケアを常時必要とするハイリ

スク乳幼児に対しては、診療情報の交

換は、より密接でならなければならな

い。このような児に対して1つ1つの

疾病ごとに管理料を設定するのか、現

行の診療情報提供料(I)を見直して

組み入れるのか、情報提供先が保健・

福祉・教育の機関を対象に新たな診療

情報料を設定するのか、いくつかの選

択肢がある。

なし（4）各委員会より報告

（5）日本小児科医会社会保険委員会報告

（伊東亮助）

平成30年度公益社団法人日本小児科医会

社会保険全国委員会

日時：平成31年2月24日(日）

13：00～16:00

会場：エイジーエス西新宿ビル2階

204会議室

神川晃日本小児科医会会長の挨拶に続い

て8項目の報告・協議と、それに続いて厚

生労働省大臣官房審議官迫井正深氏の

｢かかりつけ医機能と小児医療」と題した

特別講演が行われた。

1．報告の中では、平成30年4月の診療報

酬改定では、一般小児科外来診療において、

なかなか診療報酬の増点が望めない厳しい

環境の中で、小児かかりつけ診療料の算定

要件の緩和（夜間、休日の相談等に対し

#8000でも対応可能となった。 しかし、緊

急の電話相談等については常時対応の文言

が残り、小児科外来診療料を算定していな

い医療機関では算定できない｡)、初診料機

能強化加算、小児抗菌薬適正使用支援加算

などの改定を達成できたことが挙げられた。

次回(2020年度）診療報酬|改定に向けた医

療技術提案書の検討中の案が示され、①小

児かかりつけ診療料の見直し、②診療情報

提供料(1)の見直し等の要望を行なって

いく予定とのことだった。

①小児かかりつけ診療料の見直し

a)基本的な診療料の算定要件、施設基

準の緩和についての要望は、 「時間外

対応加算の届出」と「文書を持って同

意を得ること｣の2つの削除のみにする。
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e)小児科外来診療料の包括除外項目には

何としても加えたい。 （小児かかりつ

け診療料では除外されている）

2．特別講演「かかりつけ医機能と小児医療」

2018年度診療報酬改定では、団塊の世代

が75歳以上となる2025年とそれ以降の社会・

経済の変化や技術革新への対応に向けて、

効率的な医療提供体制の整備とともに、新

しいニーズにも対応できる質の高い医療の

実現を目指す必要があった。外来医療の今

後の方向性として、新しい医療の提供体制

は、利用者である患者が大病院への選好を

今のままで続けたままでは機能しない。フ

リーアクセスの基本は守りつつ、限りある

医療資源を効率的に活用するという医療提

供体制改革に即した観点からは、医療機関

間の適切な役割分担を図るため、 「緩やか

なゲートキーパー機能」の導入が必要であ

る。大病院の外来は紹介患者を中心とし、

一般的な外来診療は「かかりつけ医」に相

談することを基本とするシステムの普及、

定着は必須である。医療の提供を受ける患

者側に、大病院にすぐに行かなくとも、気

軽に相談できるという安心感を与える医療

体制の方が望ましい。 (H25.8.6社会保

障制度改革国民会議報告書抜粋）

（6）その他

・パリビズマブの使用に関するコンセンサス

ガイドラインについて 小山耕太郎

岩手医科大学小児科学講座教授

パリビズマブ（シナジス⑰）はRSウイル

ス感染症の重症化リスクを有する児に対し

重症化の抑制を目的として使用されている。

近年のRSウイルス感染流行時期の変動を

受けて、 2018年4月には日本小児科学会の

ガイドラインの一部である｢パリビズマブ

の初回投与日と投与期間｣についての改訂

が行われた。 しかし各“ガイドライン”お

よび“使用の手引き”が作成され既に一定

程度時間が経過したこと、適応疾患別にこ

れらが存在することから、統一した新しい

ガイドラインが必要と判断され、日本小児

科学会予防接種・感染症対策委員会の下で

パリビズマブの適正使用を目的に新たなガ

イドラインを作成した。なお、ガイドライ

ンの作成の手順としては、 システマティッ

クレビューを実施できる科学的根拠は現状

では充分に存在していないとの判断で、関

連各学会と協議の上で、最新のエビデンス

と現在の医療状況を反映したコンセンサス

に基づく “コンセンサスガイドライン” と

してまとめた。 （文責吉田研一）

･独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター

小児科開設の概要の紹介 佐々木美香

盛岡医療センター小児科長

3． その他

・今年7月に、今後の診療報酬改定に向け

た根拠ある資料を作成するため、 「2019年

度診療所小児科医業経営実態アンケート調

査」を行うので協力をお願いしたい。

・厚労省がまとめている平成30年度診療科

別平均点数一覧表の小児科（レセプト1件

ごと）において岩手県は777点で全国最低

だった。最高は東京1,277点。 (H30.4.27

公表）
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－－－－－－－－－－－－ 一

社会福祉法人岩手愛児会「もりおかこども

病院」の病棟閉鎖および「こどもは未来も

りおかこどもクリニック」開設に伴い、入

院部門を独立行政法人国立病院機構盛岡医

療センターへ移行することになった。平成

31年4月1日からの盛岡医療センター小児

科の概要について紹介があった。

1．医師の異動は佐々木美香と佐々木朋子

の2人。

2．外来：消化器・アレルギー疾患を中心

とした予約外来

3．一般小児病棟： 8床（4人部屋、個室

3）…8月完成予定

・急性疾患の紹介患者（感染症、喘息、

川崎病など）

・輪番は10月から月に3回のペース（水

曜日）

・食物アレルギー負荷試験・その他負荷

試験、スキンケアなど

・遣糞症、慢性腹痛、血便検査のどの消

化器疾患

4．療養介護病棟:40床…6月開設予定

･18歳以上の重症心身障害者の入所

・重症児者のレスパイト入院

・重症児者の急性疾患・慢性疾患増悪時

の治療

（15歳以下の重症児は岩手県立療育セン

ターへ） （文責吉田研一）

愚｜

3．議事 （議長森田友明）

（1）平成30年度庶務報告および決算につき

承認を求める件

原案どおり承認された。

監査報告書

「平成30年度（平成30年4月1日～平成
31年3月31B)岩手県小児科医会歳入歳
出決算｣につき監査した結果を次のとお
り報告いたします。

記

適正と認めます。

平成31年4月13日

岩手県小児科医会

会長三浦義孝殿

監事上原充郎印

監事伊東宗行印

’

』
「

■－

碆司＝二 二二
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（2）平成31年度事業計画案および予算案に

つき承認を求める件

原案どおり承認された。

と体重が小さくて、調剤の方から話を聞いて

きたのですが、量が少ない場合はコメントを

書いたりすると、単シロップ．とか他のを混ぜ

て量をきちっと評価してくれると、ただ小数

点以下、 これは2.5ccですけれども、それよ

り厳密に計算した量ですと計量するのが難し

いので、その辺を配盧していただきたいとの

ことでした。

あとは、支払基金の方でいろいろな見解が

ありますので、できたらば原則として2回投

与ということで量の検討はそれなりにしてい

ただければと思います。

質問

気管支炎でクラリスロマイシン、カルポシ

ステイン、アンブロキソール、う｡ロカテロー

ルを投与していて、熱が下がらないから肺炎

の診断名でオラペネムに変更しました。そう

するとカルボシステイン、アンブロキソール、

プロカテロールは肺炎の適応がありませんと

いうことで査定されます。実際に肺炎の時に、

咳止めは何を出せばよいのでしょうか？適応

がないのでしょうか？気管支炎の場合は、そ

こまでは認められるけれども、肺炎の病名だ

と認められないということで、何回か査定さ

れています。

回答一国保審査委員

気管支炎を肺炎にしたら鎮咳剤とか気管支

拡張剤は駄目だったということですけれども、

気管支炎を中止にして肺炎にしたのか？ （質

（3）その他 なし

4．協議

（1）保険診療問題について

司会

事前に1件の質問が届いておりますので、

ご紹介して審査委員の先生方に回答していた

だきたいと思います。

質問

抗アレルギー薬ザイザルの使い方について、

お願いいたします。年齢に対し体重が少ない

児（例えば2歳、体重8kg)に対し、薬を

減量して（ザイザル2.5ml/1xl)使用したい

が、保険診療上問題となるか？また、逆に増

量する場合はどうか？

回答一国保審査委員

ザイザルシロップの添付文書に用法用量と

して成人では「適宜増減」の記載があります

が、小児の用法にはこの記載がありません。

記載には「通常、 1歳以上7歳未満の小児に

1回2.5cc1B2回」とあり、ご質問の2歳

児の体重は8kgと乳児並で「通常」ではあ

りませんので、コメントを付記すれば乳児の

用法で保険請求で問題ないと思います。逆の

｢過量投与」は副作用として傾眠、小児では

｢激越、落ち着きのなさがあらわれる」こと

があり 「使用上の注意」記載があります。保

険上問題となるおそれがありますので「通常」

でない用法用量理由を付記してください。

一般に、判断の難しい保険診療上の問題の

場合、保険請求を認めるかどうかは、個々の

惠児毎に、ケースによっては複数の審査委員

や国保中央会に問い合わせて判断します。

回答一国保審査委員

今のコメントでよろしいと思います。 もつ

＝二

■ h

■心■
1

1
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ルエンザの疑いの病名をつければ、何の問題

もなく通っていきます。例えばこういうのも

あるんですね。月初にインフルエンザの疑い

とつけていて、それが決着しないまま月末に

また検査をした時、それもそのまま請求して

いる先生もいらっしゃるので、きちんとそう

いうところを見て病名をつけた方が良いと思

います。

司会

ありがとうございました。今日はこの辺で

終了したいと思います。

（文責伊東亮助）

間者：いいえ）気管支炎をそのまま残してプ

ラス急性肺炎としたのか？ （質問者：はい）

その人の病名は気管支炎と肺炎があると、そ

うしたら削られることはないと思いますけれ

ども。 （質問者：削られました）おかしいな

あ。わかりました。持ち帰って調べてみます。

質問

気管支炎に中耳炎の病名を追加した方がど

ちらも生きるのですか？気管支炎でカルポシ

ステイン、アンブロキソール、プロカテロー

ルの処方が可能ですが、肺炎にすれば適応が

ないからということになります。中耳炎の病

名であればオラペネムを使えるし、気管支炎

での適応はあるし。

回答一国保審査委員

よく気管支炎と肺炎と両方ついているレセ

プトは多いので、特に問題なく過ごしていま

す。わかりました。調べてみます。

回答一国保審査委員

インフルエンザの検査のことですが、イン

フルエンザの病名をつけた時は詳しく見てお

いた方が良いと思います。例えば、48時間以

降に2回目の検査をした場合は、おかしいと

いうことで事務段階で削ってくるんですね。

48時間までが治療なのだからということなの

で、私は1回目の検査がマイナスでインフル

エンザの疑いがずっと続いていたんだと、こ

れを一旦切って中止にして、 もう一回検査し

た時は48時間以降であってももう一回インフ

なし（2）その他

I §.特別講演】
座長：三浦義孝（岩手県小児科医会会長）

演題： 「これからの小児医療・保健と

成育基本法」

講師§神川晃

（公益ﾈ十同法人日本小児科医会会長）

小児人口は減り続けていますが、本来なら

ば大切に育てられるはずの子ども達に大きな

問題がおきています。児童相談所への虐待相

談は増加し、防げるかもしれない子どもの不

盧事故死は一定数発生しています。発達障害

やいじめ、不登校も年々大きく増加し、子ど

もの貧困が大きな社会問題になっています。

人にとって大切な自尊心が若者において低下

していること、そして若者の自殺が多いこと、

また医療の進歩に伴い、医療的ケアを必要と

する子どもの増加など、成長の過程で様々な

問題が生じています。また、養育者の子育て

の力が弱まり、一方では社会が子どもとその

養育者に不寛容となり、養育者の育児不安の

原因の1つとなっています。

このように子ども達の成育過程には多くの

問題があります。成育育基本法の理念に基づ
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き、子どもが健やかに成育するように、愛着

形成に重要な乳幼児時期に、全員にきめ細か

く接して子育て支援をする必要がありますし、

その後も成育過程の子どもを継続的に見守る

体制を構築する必要があります。

乳幼児期のポピュレーションアプローチを

実施しするためには、子育て世代包括支援セ

ンターの機能を補完する体制の整備すること、

公的乳幼児健診実施回数を増加すること、小

児かかりつけ診療料を発展拡大することなど

を考えています。

次に乳幼児期から継続して子どもの成育を

見守るためには個別健診制度の構築が必要で

す｡BrightFutures のヘルス・スーパー

ビジョンのガイドラインを参考に、日本の事

情に合った、標準的な健診の問診・診察・指

導をまとめた学童生徒の健診マニュアルを作

成し、キーになる年齢でかかりつけ医がガイ

ダンスできるようにしたいと考えています。

日本小児科医会乳幼児学校保健委員会の皆様

に多大なご負担をお掛けしこの検討をお願い

しております。

これからも、子どもと保護者が、日本のど

こに住んでいても、安心して子どもを産み健

やかに育てられる社会環境を整えることを、

成育基本法で実現したいと考えています。

財政措置が大きな問題です。現政権は全世

代型社会保障を政策課題に挙げています。現

状社会保障関連支出に加えて、家族関係の支

出を拡大するのでは財政が逼迫することは明

らかで、高齢者向け社会保障関連支出を抑制

することも必要と思われます。また、負担の

公平性の観点から、消費税の更なる増税も議

論されるかもしれませんが、増税目的が家族

関係支出に特化しないと国民の理解が得にく

いと思います。家族関係社会給付費は福祉で

はなく、未来の子どもへの投資と言われてい

ます。日本の人口を維持し活力のある社会を

継続するために、大胆な子育て関連予算が組

まれることを望みます。

『一一一一一

一

象

目
蓮貯

演

三浦義孝座長 神川晃講師
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章第34回岩手県学校保健・ 掌
学校医大会 ÷

掌 口時:平成3,年,月20日(日)午前,0時 室
掌 会場:岩手県医師会館4階ﾎｰﾙ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

他5名、総計で178名であった。

プログラム・一般演題については次ページ

のとおり。

一般演題

｜ 内科・小児科 座長金濱誠己

岩手県医師会学校医部会副部会長

1．大船渡方式「赤ちゃんふれあい体験学習」

～体で感じる命の尊さ～

岩手県小児科医会

大津定子

2． 「学校不適応児への短期入院精査のアプ

ローチ」 岩手県小児科医会

米沢俊一他

3．本校における肥満予防及び改善への取組

～岩手型肥満解消ぺっこアプローチの活

用とチーム支援を中心に～

二戸市立福岡小学校指導養護教諭

永井悦子

| ｜ 整形外科 座長大内怜次郎

岩手県臨床整形外科医会会長

4． 3年目の運動器検診

岩手県臨床整形外科医会

菅義行

| | ｜ 精神科 座長山家健仁

岩手医科大学神経精神科学講座助教

5． いわてこどもケアセンターにおけるTF-

CBT施行31例の検討 岩手県精神科医

内出希

IV皮虐科 座長瀬川郁雄

岩手県皮層科医会会長

6．陥入爪の原因・予防・治療

岩手県皮層科医会

佐藤隆亮

V耳鼻咽喉科 座長齋藤達雄

平成31年1月20日（日）午前10時から岩手県

医師会館4階ホールにて開催された。

小原紀彰岩手県医師会会長の挨拶、高橋嘉

行岩手県教育委員会教育長の祝辞に続き、各

診療科から一般演題9題が発表され、それぞ

れについて活発な討論がなされた。

午後0時25分から第2回岩手県医師会学校

医部会幹事会が開催され、平成30年度学校保

健活動報告（第1回幹事会以降)、平成31年

度学校医部会事業計画（案)、平成31年度学

校医部会予算（案）等について協議を行った

引き続き、午後1時30分より平成30年度岩

手県医師会学校医部会総会が滝田研司岩手県

医師会学校医部会部会長の議長のもと開催さ

れ、事業計画（案)、予算（案）について承

認を得た。平成31年7月2旧（日）に岩手県医

師会が担当となり、東北学校保健・学校医大

会が開催されることが報告された。

午後1時45分から、特別講演「生きるチカ

ラを育む～子どもたちの幸せな人生のために。

岩手県医師会少子化対策委員会から～」を、

千田恵美岩手県医師会少子化対策委員会委員

を講師として行った。現在進められている教

育改革の中で「生きる力」は幼児教育と学校

教育におけるキーワードであり、生きる力を

育むことは少子化対策にも繋がる可能性を参

加者に示すものであった。

今回の参加者は、医師74名、医療関係者13

名、学校関係者78名、保育関係者8名、その
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岩手県医師会学校医部会副部会長

7．当院での難聴児の言語訓練について

日本耳鼻咽喉科学会岩手県地方部会

水川知子

VI 眼科 座長森俊郎

岩手県医師会学校医部会副部会長

8． スマホ時代の眼鏡合わせの難しさ・ ・子

どもの眼鏡が危ない 岩手県眼科医会

鈴木武敏

9．雫石町におけるスポットビジョンスクリーナー

の就学時健康診断時と3歳6か月健診時

の実施について 岩手県小児科医会

上原充郎

総会 議長滝田研司

岩手県医師会学校医部会部会長

特別講演

『生きるチカラを育む～子どもたちの幸せ

な人生のために。岩手県医師会少子化対策委

員会から～』

座長滝田研司

岩手県医師会学校医部会部会長

講師千田惠美

岩手県医師会少子化対策委員会委員

一般演題

1．特別支援学校の訪問教育における唾液ア

ミラーゼ測定を用いた重度重複障害児の

ストレス推定 菊池直実

（岩手県立盛岡青松支援学校）

2．医療的ケアが必要なパキスタン人への支

援～特定妊婦受理から育児支援まで～

小原朋子

（矢巾町）

3．小児看護学実習において実習事前アンケー

トと実習後の振り返りが実習指導者に与

える影響 竹花知恵子

（北上済生会病院）

4．発達障がい児のMRI撮影の現状と課題

芦萱ミサ

（岩手県立療育センター）

5．大学病院との連携によりマウスピースを

製作した2症例 天沼由美子

（みちのく療育園）

6．当院で診療した乳幼児の重篤な不慮の事

故について 荒谷菜海

（岩手医科大学小児科）

第32回若生實表彰式

受賞者：佐藤永子先生（栄養管理士）

所属：花巻市健康福祉部健康づくり課

(金濱誠己いわて医報2019 2月号

No.813より転載）

÷÷÷÷÷÷÷÷÷｡§･÷÷÷÷÷÷÷÷÷

掌第5ｱ回岩手県小児保健学会掌
÷ ÷
÷ 日時：平成31年2月9日(士） ÷
÷ 会場：プラザおでって ÷
÷ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

特別講演

「最近の小児歯科診療におけるトピックス」

森川和政

（岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座

小児歯科学・障害者歯科学分野教授）

一般講演では、行政、看護、学校、医学の

分野から演題をいただいた。今回から座長の

ほかに各演題ごとにコメンテーターを置いた

ことで、活発な意見交換ができた。また岩手

医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯

科学・障害者歯科学分野の森川和政教授より、

｢最近の小児歯科診療におけるトピックス」

というテーマでのご講演をいただき、近年の

小児歯科診療の知見を広げることができた。

森川先生は、小児歯科治療を進めていくにあた

り、多職種との関わり・連携は重要であり今

後の課題であるということも言及されていた。
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液体ミルクはあくまで代替のもの、ガイドラ

インを作っていく必要がある。

一般演題、特別講演を通し、様々な視点か

ら小児医療が支えられていることに気づかさ

れた学会であった。 （文責古川ひろみ）

次のシンポジウムでは、 「成育医療の現代

的課題と対策」というテーマで、 1．産婦人

科領域における諸課題、 2．小児科領域にお

ける諸課題、 3．成育過程におけるメンタル

ヘルス～精神科の役割について～、 4．母子

保健行政の最近の動向の講演が行われた。

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

章平成SO年度日本医師会 掌
母子保健講習会÷

掌 口時:平成3,年2月Ⅷ日)午後,時 掌
掌 会場旧本医師会館大講堂 ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

1．産婦人科領域における諸課題

石渡勇

（日本産婦人科医会副会長／

日医母子保健検討委員会委員）

本日は、 1）妊産婦のメンタルヘルス事業

(主に母子保健部） ：妊産婦自殺・児童虐待

について、 2）思春期の性の問題（主に女性

保健部会） ： 10歳代の妊娠等、 3）性暴力へ

の対応（主に女性保健部会） ：被害者支援、

ワンストップ支援センター、について述べる。

1）妊産婦のメンタルヘルス事業として、

2018年6月13日に「周産期メンタルヘルスプ

ロジェクトの経過報告」があり、 「妊産婦メ

ンタルヘルスケアマニュアル」の作成報告が

なされた。妊娠と判明した後、 「うれしい、

慶び」の気持ちを持つ人と「困った、望んで

いない、生みたくない」と思う人とに分かれ

る。「うれしい、慶び」の一部は、「育児が不

安、抑うつ状態、望まぬ妊娠」に変わり、中

絶や妊婦健診未受診につながっていく。また、

｢困った、望んでいない、生みたくない」は、

中絶や妊婦健診未受診、飛び込み出産、児童

虐待につながっていく。

周産期メンタルヘルスの重要性についてだ

が、母親のメンタルヘルスの問題は、養育機

能の低下、愛着形成の障害につながり、虐待

につながり、さらには子どもの成長・発達に

影響を与えるようになる◎周産期メンタルヘ

ルスプロジェクトの目的は、心理社会的ハイ

平川俊夫日本医師会常任理事の司会で開会。

中川俊男副会長が、公務のため欠席した横倉

義武会長の挨拶の言葉を代読した。

最初に、 「子ども政策の今日的課題～成育

基本法の成立と今後について～」と題し、自

見はなこ参議院議員の講演が行われた。

成育基本法が成立したことについて感謝の

言葉を述べ、「子ども政策の今日的課題～母

子保健の拡充に向けて～」と題し、 「成育基

本法」（略称）成立、「児童の養護と明るい未

来を考える議員連盟｣、液体ミルク「赤ちゃ

ん防災プロジェクト」開始について説明した。

平成30年12月8日午前2時25分に成育基本

法」が可決・成立した。 「成育過程にある者

及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成

育医療等を切れ目なく提供するための施策の

総合的な推進に関する法律」の略称が「成育

基本法」である。従来の主な制度と今後期待

される政策の間にあるのが理念である。この

理念が大事である。

現在の法律では、親が子どもを戒める「懲

戒権｣、すなわち「体罰する権利」を認めて

おり、親がしつけの一環だ、といえば児相は

入れない。今回、 120年ぶりの民法改正では

見直しができなかったが、児童虐待死の事件が

起きたため、また見直しされることになった。

液体ミルクは、厚生労働省の所管。規格が

無かったため、熊本地震の時、フィンランド

から5,000パック輸入した。母乳が大事で、

26岩手県小児科医会報第96号



学会報告

リスク妊産婦（子どもの養育や愛着形成に問

題が起こりそうな妊産婦）を早期に発見して、

適切な支援に結びつけていくための体制を作

ることにある。2016年に立ち上げた周産期メ

ンタルヘルスプロジェクトは、全国産科医療

機関で妊産婦のメンタルヘルスのスクリーニ

ングとケアを行う体制づくりを進めている。

教育・研修システムができつつあり、入門編、

基礎編、応用編の教育プログラムの作成と、

これを普及させるための研修会および地域で

実践していく人材育成を目的とした指導者講

習会の開催を開始している。また、産婦人科

医会の組織を基盤に、地域での研修会開催を

支援していく体制づくりを目指している。

2）思春期の性の問題について述べる。性を

めぐるさまざまな問題がある。性犯罪、売買

春、麻薬、デートDV、レイプ、痴漢、性虐

待、望まない妊娠、性感染症など。大切なの

は、 「性的欲求を自分でコントロールするこ

と｣、「『NO1』と言えること」である。

10代の人工妊娠中絶件数の推移をみると、

15歳以上は減っているが、 14歳以下が減って

いない。 10代の出産の理由として、中絶の遅

れ、妊娠に気づかない、気づきたくない、相

談できない、性虐待（加害者による口止め)、

ぬくもりへの依存、家族への憧慢などがある。

「妊娠を防ぐ」ための課題として、確実な

避妊に手が届かない、費用がない、簡単に相

談に行けない、教育を受けていない、居場所

がない、若年女性のための自立援助施設がな

い、学生への生活保護給付に制約（親が学資

を支払っている場合)、生きづらさ、面前

DVを受けた子どもへのケアや治療がされて

いない、児童家庭支援センター未設置の自治

体がある、ことなどが挙げられる。

3）性暴力への対応について述べる。性暴力

とは、真に合意のない性行為の強要であり、

対等でない関係における性行為・性的接触は

性暴力にあたる。性犯罪・性被害の特徴とし

て、犯罪が繰り返される（強姦罪受刑者の約

16％が出所後10年の間に再犯)、被害者に与

える精神的ダメージが大きい（性犯罪被害は

｢魂の殺人」といわれる・PTSD(心的外傷

後ストレス障害）の発症が多い)、二次的被

害が大きい（刑事手続きや医療の過程におけ

る配慮に欠けた対応、報道機関による取材及

び報道、周囲の人々の言動、経済的被害)、

面接犯であり、 1対1で行われることが多い、

遺留物が比較的多い（だ液・精液のDNA試

料)、知人も多い、などがある。相談されに

くい被害であり、アンケートによれば「どこ

にも相談しなかった」が67.5％と多い。平成

29年6月16日に、性犯罪が厳罰化され、親告

罪撤廃となった。

その他、がん部会では、HPVワクチンの

積極的接種再開および接種率向上に向けての

啓活動・政策提言を行っている。日本におけ

る20～30歳代の子宮頚がんの罹患率は増加傾

向にある。

HPVワクチンの重要性を認識し、積極的

接種の再開を望む。

2．小児科領域における諸課題 神川晃

（日本小児科医会会長／

日医母子保健検討委員会委員）

子どもの成育過程で認められる問題への対

策として、地域医療の観点から子どもが健や

かに成育するようにネウボラを参考にした乳

幼児へのポピュレーションアプローチの必要

性と子どもを継続的に見ていく体制の構築が

必要である。

日本の若者は、諸外国の若者に比べて自分

の将来に明るい希望を持つことができないで

いる。自己肯定感が高い子どもは、家族関係、

職場環境、学校生活で満足しているものが多

く、とりわけ、親子の信頼関係が成り立って

いる子どもに自信がある子が多い傾向にあり、

子どもが成育していく過程でまず親子の信頼
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虐待が子どもの脳に与える影響だが、近年、

児童相談所における児童虐待相談対応件数は、

うなぎ上りに増加している。虐待の内容別件

数の推移としては、心理的虐待が多い。不適

切な養育や虐待が子どもの脳や心に与える影

響としては、脳が萎縮してしまうという影響

がある。周産期におけるメンタルヘルスは重

要で、現代女性と妊娠・出産・育児の環境は、

女性のライフスタイルの変化、家族形態の変

化、経済的理由などから、産みにくい。育て

にくい社会になってきている。母親のメンタ

ルヘルスの問題は、養育機能の低下、愛着形

成の障害につながり、虐待につながり、さら

には子どもの成長・発達に影響を与えるよう

になる。

現状と問題点について述べる。周産期にお

ける精神疾患は、妊娠前から精神疾患に罹患

している場合は「精神疾患合併妊娠」といい、

妊娠中もしくは出産後に精神疾患を発症する

場合は「産褥期の精神障害」という。精神疾

患合併妊娠には、気分障害、神経症性障害、

精神病性障害、パーソナリティ障害、発達障

害などがあり、精神症状の悪化防止と支援体

制づくりのマネージメントが大事である。産

褥期の精神障害については、従来から、産褥

期は自殺のリスクが高くなる時期と言われて

いる。産褥期の精神障害は、マタニティブルー

ズ、周産期うつ病、産褥精神病に大別される。

妊娠期の母親の不安やストレスが、長期間に

わたって子供の発達や情動に影響を及ぼす。

早期に発見し、重症度評価を行い、必要に応

じて精神科への紹介が大事である。

産科・精神科診療ネットワークシステムの

整備が急務1 1である。システム整備に必要な

ことは、産科医、精神科医が双方の状況を理

解すること（今お互い何ができて何ができな

いのか)、精神症状の重症度評価（適切な症

例を、適切な場所に)、多職種にとっての共

通言語（多職種によるカンファランスなど）

関係を築き、成功体験を積み重ね、意欲的に

学校生活に取組していけば、将来社会へ関与

することを望み、将来に明るい希望を感じる

ことができるかもしれない

わが国では育児不安を感じる保護者が多く、

子育て環境が十分に整備されていない状況に

対し、かかりつけ医がどうかかわっていくか

が重要である。疾患の治療にとどまらず、養

育者の育児不安、子どもの生活習慣、成長と

ともに生じる健康に関する疑問や悩みに対応

する身近で頼れる「かかりつけ医」としての

役割が大きな比重を占めることになる。成育

基本法成立を期に、ポピュレーションアプロー

チで、継続的な子どもへのbiopsychosocial

な健診の導入、子どもの医療保健情報の管理、

小児診療報酬の在り方などに取り組むべきで

ある。

3．成育過程におけるメンタルヘルス～精神

科の役割について～ 竹内崇

（東京歯科大学医学部附属病院精神科）

精神科の役割については、以下のようなも

のがある｡ (1)妊産婦の自殺、 (2)妊婦の心

の状態が子どもの発達に与える影響、 （3）虐

待が子どもの脳に与える影響、 （4）発達障害、

(5)不登校、 （6）ネット依存、 （7）子どもの

自殺、 （8）虐待をする親。主に、 （1）～（3）

について話したい。

妊産婦の自殺について述べる。国際比較を

すると、日本は8.7／出生10万と海外より多

い。自殺事例と精神疾患のグラフでは、妊娠

中の自殺のうち精神疾患無しが61％、産後の

自殺のうち精神疾患無しが40％を占めている

が、自殺の9割は何らかの精神疾患を持って

いると言われており、本当に無しなのか疑問

である。

妊婦の心の状態が子どもの発達に与える影

響としては、ALSPAC関連の研究があるが、

周産期の安定が良い発達に繋がるといえる。
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などである。 国の母子保健医療対策総合支援事業の予算

は、前年度21,465百万円から平成31年度は

23,149百万円と増えた。4．母子保健行政の最近の動向

平子哲夫

（厚生労働省子ども家庭局母子保健課課長）

2040年までの人口構造の変化は、我が国の

人口動態を見ると、いわゆる団塊の世代が全

員75歳以上となる2025年に向けて高齢者人口

が急速に増加した後、高齢者人口の増加は緩

やかになる。一方、すでに減少に転じている

生産年齢人口は、2025年以降さらに減少が加

速し、2040年生産年齢人口の減少は著しい。

その中で、次世代を育成するサイクル、すな

わち成育の概念が重要になってきた。

成育基本法（略称） （「名称：成育過程に

ある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必

要な成育医療等を切れ目なく提供するための

施策の総合的な推進に関する法律｣）が、平

成30年12月8日成立、12月13日に公布された。

今後は施行に向けて準備し、協議会等で議論

していく。

我が国の母子保健行政のあゆみを振り返っ

てみると、 1942年妊産婦手帳制度（現、母子

健康手帳）の開始、1948年児童福祉法施行、

1965年母子保健法制定、 1994年「エンゼルプ

ラン」の策定、母子保健法の改正（基本的な

母子保健サービスは市町村へ)、 2009年「健

やか親子21」の計画期間を4年延長、など様々

な政策が展開された。

「健やか親子21」とは、関係者が一体となっ

て推進する母子保健の国民運動計画であり、

21世紀の母子保健の取組の方向性と目標や指

標を示したものであり、 「すべての子どもが

健やかに育つ社会」の実現を目指している。

｢健やか親子21 （第一次)｣ (H13～26年）の

最終評価については、全体の目標達成状況等

の評価は、74項目のうち約8割が改善してい

るが、低出生体重児、十代の自殺率の問題が

悪化しているのが課題である。

その後討議では、シンポジストとフロアと

の間で熱心な意見交換が行われ、閉会した。

（小林有一盛岡市医師会報

平成31年4月発行第665号より転載）

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

章第59回岩手周産期研究会掌
÷ ÷
÷日時:平成31年3月9日(±)15:00～18:00 ｡I｡
÷会場：ホテル東日本盛岡 ÷
÷ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷･I｡÷÷÷÷÷÷

一般演題

1．当院における若年妊娠の背景の検証

黒川絵里加、他

（岩手医科大学産婦人科）

2．超緊急帝王切開術を要した母体搬送症例

の検討と緊急対応プロトコールの必要性

川村花恵、他

（岩手医科大学産婦人科）

3．妊娠中の細菌性膣症と子宮頸管長の関連

葛西真由美、他

（岩手県立中央病院産婦人科）

4．胎児発育不全に合併した大動脈縮窄症

烏谷由貴子、他

（岩手医科大学小児科）

5．重症度スコアによる超早産児の早期死亡

予測 外舘玄一朗、他

（岩手医科大学小児科）

6．ガンマグロブリン療法により交換輸血を

回避できたRhE不適合の1例

小西雄、他

（岩手医科大学小児科）

7．膳ヘルニア嵌頓による絞拒性イレウスを

発症した超早産児の1例
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であると書いていたためその方法から試そう

と思い、以前から知っていた情報科学の先生

に連絡をとり独立成分分析法を用いた胎児心

電図の抽出を試みることにした。独立成分分

析法とは、多数ある信号の重み付けを変えて

一番でたらめな分布より遠い分布（構造の有

る信号）を分離するものだった。しかし、そ

の方法では妊娠37週以降の胎児心電図の抽出

は可能であったものの、うまくいったりいか

なかったりで、結果が不安定だった。まるで

先生がいない教室で生徒に問題を解かせてい

るようなものだった。 これはちょうど今の

AIの仕組みと一緒である。そこで胎児心電

図のお手本を与えるよう考えた。これが参照

系独立成分分析法である。この方法で胎児心

電図の装置が生まれた。

③多施設共同研究の実施に関して

機械の開発はアトムメディカル社と共同で

行った。初めて雑音の中から胎児心電図の波

形が抽出されて実時間で計測されたときの驚

きに似た感動は今でも覚えている。治験を進

めようとしたが機械の性能検査のうち外から

強力な電磁波をかけた時の機械の性能の担保

が出来ず書類がそろわず、半年以上かかり最

終的には強力な電磁波が無いところで計測を

するという極めてシンプルな但し書きで治験

の開始が可能になった。こうして治験の終了

までこぎつけることが出来た。次に標準値を

作る必要があり多施設で共同研究を始めた。

ここでも内視鏡手術で患者さんがお亡くなり

になった事件の余波で、各病院の倫理員会が

倫理基準作りのために停止したために研究が

なかなか始められず苦労した。今やっと170

例での正常値を作ることが可能になった。

④なぜAIが必要か？

今、世界中でデータがどんどん作り出され

ている。医療現場でも同じで、遺伝子などの

医療データや心拍数時系列データなどのビッ

クデータが生み出されている。この活用が今

高清水奈央、他

(岩手医科大学小児科）

特別講演

｢AI時代の医療機器，胎児心電図の開発の現

状と今後の展望」 木村芳孝

（東北大学大学院医学系研究科

融合医工学分野教授）

①初めに

胎児心電図が開発され2つのことが新たに

可能になろうとしている。

ひとつ目は胎児の心臓から出る信号を直接

調べることができるようになるということで、

ふたつ目は胎児心拍変動の高精度計測である。

ひとつ目の胎児の発する電気信号を直接捉え

られるという点だが、今まで主流だった超音

波による胎児計測は胎児に当てた超音波の反

射波を見ていただけに過ぎず、胎児の影を見

ているようなものだった。これに対し今回開

発された胎児心電図は、胎児の心臓から出る

電気信号をと捉えるもので、胎児の出す信号

を初めて直接捉えられるようになったことに

なる。この信号でどのような可能性が広がる

のかをお話しする。

ふたつ目の高精度計測は、周産期に人工知

能を導入する際に大変重要である。人工知能

が世界中で開発され次世代技術として無視で

きないものとなっているが、人工知能の欠点

は初めに学習するデータの質に性能が大きく

依存するということである。この講話でその

辺の状況もお話しできればと考えている。

②胎児心電図の開発

胎児心電図の開発は2004年から本格的に初

められた。当時、母体腹壁から胎児の心電図

を取ること技術的に不可能だと考えられてい

た。我々は不可能と考えていれば競争も少な

いと考え、胎児心電図装置の開発に取り組む

ことにした。数学書に独立成分分析法という

方法を用いれば胎児心電図を取ることが可能
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÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

菫平成SO年度日本医師会 ÷
÷

÷
学校保健講習会菫

÷ 日時:平成31年3月17日(日)午前10時 ÷菫会場:日本医師会館大講堂 ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

平成30年度の日本医師会学校保健講習会は、

横倉義武日本医師会会長（代読：今村聡日本

医師会副会長）および横倉義武日本学校保健

会会長（代読：弓倉整日本学校保健会専務理

事）の挨拶の後、小林沙織文部科学省健康教

育・食育課学校保健対策専門官より「最近の

学校保健行政について」があった。続いて

「学校保健の今日的トピックス」について、

講演1 「乳幼児健診から学校保健へつなげる

ためのビッグデータの活用」と題して山縣然

太朗山梨大学大学院総合研究部医学域社会医

学講座教授より、講演2 「子どもたちを取り

巻くSNSやネット環境について」と題して

松木秀彰文部科学省児童生徒課生徒指導室室

長より講演があった。

その後、シンポジウム「思春期のメンタル

の諸問題とその支援」があり、以下の発表が

あった。①基調講演「思春期の精神疾患～学

校医や地域の医師にお願いしたいこと～」

（佐々木司日本学校保健学会常任理事日本医

師会学校保健委員会委員)、②精神科医の立

場から（渡辺慶一郎東京大学准教授学生相談

ネットワーク本部精神保健支援室長同コミュ

ニケーションサポートルーム室長)、③産科

医の立場から～月経関連のメンタルの諸問題

～（渡辺慶一郎母子愛育会総合母子保健セン

ター愛育病院院長)、④養護教諭の立場から

（大沼久美子女子栄養大学教授)、⑤行政の立

場から（松崎美枝文部科学省健康教育・食育

課健康教育調査官)。最後の総合討論があり、

午後5時に終了した。

講演とシンポジウムの要旨を以下に掲載する。

後の医療の発展の重要な鍵となると考えられ

ている。特に資源の少ないわが国では日本の

質の高いデータが新たな資源になると考えら

れている。これをどのように解析し新しい医

療の開発やサービスに役立てていけるかが日

本の医療の発展の鍵を握るとまで考えられて

いる｡AIを用いた診断補助技術が世界中で

模索され始めている。

産科領域も例外ではなく、胎児心拍も目で

見る診断からコンピュータ (AI)による診

断補助へ移っていく。胎児心電図からの高精

度計測は心拍変動解析のビックデータ化を実

現する。今までの分娩監視装置の精度5bpm

(18.5秒の精度）であったものが、胎児心電

図計では0.001秒の精度での高精度心拍計測

が可能になる。これはデータ数が1万8500倍

に増えることになる。20分の計測でデータ数

は120万点のデータ解析が必要になることに

なる。良質のビックデータを手に入れた産科

領域は例外なくビックデータの時代に入って

いく。AIによる診断補助は必然的に必要に

なる。

⑤AIを用いた胎児心電図の診断法の確立

本講演ではAIを用いた心拍の診断技術の

最前線の紹介をしたいと考えている。

⑥今後の展開

胎児心電図装置の開発によって胎児期と新

生児期の比較が同じ精度で可能になる。最後

に今後の発展の可能性に関してお話しする。

現代の科学では困難であると考えられてい

た胎児心電図について、開発の過程と苦労と

工夫、また胎児心拍数が正確に計測されるこ

とにより、胎児機能が詳細に解明できる可能

性がある事を講演してくださった。臨床に即

しており、産科医だけでなく新生児科医にとっ

ても有意義な講演会であった。

（文責外舘玄一朗）
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を実施してきた。これにより子どもの健康は

親の生活習慣など家庭環境を中心に成育環境

に強い影響を受けることが半I明してきている。

この情報を地域保健と学校保健が連携して共

有し、胎児期から継続して子どもの健康状態

や成育環境を支援することも可能であろう。

個人情報など倫理面での配慮する点も多いが、

それ以上に子ども達の健やかな成育環境づく

りに貢献できると信じる。

講演

｢最近の学校保健行政について」 小林沙織

（文部科学省健康教育・食育課

学校保健対策専門官）

学校保健の領域における保健教育のトピッ

クスとしては、保健教育の位置付けの変更と

がん教育がある。学習指導要領では子どもの

｢生きる力」を育むことを目指し、保健教育

は従来の体育科・家庭科及び特別活動の時間

のみならず各教科・道徳科・外国語活動及び

総合的な学習の時間においても行われる。が

ん教育は平成30年度から実施されているが、

がん教育の普及や啓発及び質の向上、外部講

師活用体制の整備の促進など課題がある。一

方、保健管理では引き続き学校健診結果や感

染症への対策とともに、アレルギー対策とし

て「学校のアレルギー疾患に対する取り組み

ガイドライン」の改定を進めている。更に中

央教育審議会答申では、新しい時代の教育に

向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築

のための学校における教職員の働き方改革も

求められており、今後その対応が必須である。

講演2

｢子どもたちを取り巻くSNSやネット環境に

ついて」 松木秀彰

（文部科学省児童生徒課生徒指導室室長）

インターネットには利点も多いが悪用され

ることもある。子どものスマートフォン所持

率は既に高いが、 「青少年インターネット環

境整備法」で定められたフィルタリングが有

効に活用されているとは言い難い。その結果

としてネット依存症も問題となるが、悩みを

顔の見える大人に相談せずにSNS等に書き

込んだことに起因する被害児童数も増加の一

途を辿っている。

この対策としてスクールカウンセラーによ

る対面での相談や電話・SNSでの24時間相

談が開始されている。また、 ICTの利活用や

プログラミング教育、情報セキュリティと情

報モラルの教育も推進する必要がある。一方、

ネットいじめ等による重大事例が発生した場

合、その調査はどこまで本人側の要因に踏み

込めるかがポイントとなる。事実認定や因果

関係の認定に際しては、スクールカーストと

呼ばれる子ども同士の人間関係の把握が鍵と

なる。

学校保健における今日的トピックス

講演1

｢乳幼児健診から学校保健へつなげるための

ビッグデータの活用」 山縣然太朗

（山梨大学大学院総合研究部医学域

社会医学講座教授）

地域母子保健における妊婦健康診査や乳幼

児健康診査や就学後の学校健康診断は、妊婦

と子ども達の健康支援に欠かせない情報を提

供してくれる。法的根拠に基づいて実施され

るこれらの健診での情報を個人の縦断データ

として突合（リンケージ）して活用すること

によって得られる結果が、子ども達の健康支

援に役立つ可能性がある。山梨県甲州市では

30年間、妊娠届出時から乳幼児健診場を利用

した母子保健縦断調査（甲州プロジェクト）

シンポジウム

｢思春期のメンタルの諸問題とその支援」

1）基調講演「思春期の精神疾患～学校医や

地域の医師にお願いしたいこと～」
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佐々木司

（日本学校保健学会常任理事

日本医師会学校保健委員会委員）

精神疾患は4人に1人と誰にでも起こる可

能性があり、その発症は10代で急増する。し

かし思春期はもともと精神や行動の変化が大

きい時期であり、精神症状も普段から誰もが

経験することが多いもの（落ち込み、意欲低

下、不眠、イライラ等）であるため、精神疾

患と気づかれにくい。もし気づいたとしても

子どもや本人や保護者の蠕跨で専門科に相談

しない場合が多く、一方で未成年者を診る精

神科医が少なく、応じてくれる専門科も見つ

からない現状がある。更に治療の遅れは不登

校や引きこもり等の生活障害と後遺症を起こ

しやすい。

この悪循環を断つためには、小児科・内科

の学校医と精神科医及び学校が連携して、子

どもや保護者の専門科への受診を促す仕組み

や、学校が専門家に相談出来る地域ネットワー

クの構築が望まれる。

とにも起因する。

診断や治療が遅れないように、学校・家庭・

地域の医療機関と精神科医療機関とのネット

ワークの構築が望まれる。また本人の学校生

活への復帰を可能とするために、精神科医療

と学校の連携も大切である。

3）産科医の立場から～月経関連のメンタル

の諸問題～ 安達知子

（母子愛育総合母子保健センター愛育病院長）

思春期は子どもが大人へと成長するための

移行期間を指し、この期間に第二次性徴が発

現して月経が発来する。女性は月経周期に合

わせた女性ホルモンの産生・消長の変化の影

響を受け易く、その変化に起因する思春期の

月経関連メンタルの諸問題が発生する。

多くの女性が経験する月経前症候群・月経

痛・月経困難症などの体調不良の頻度は高く、

損の程度に個人差はあるが上手に対応するコ

ツが必要である。極端な痩せ願望やダイエッ

トは無月経を招くことがあり、将来の骨量低

下や骨折しやすい状況を作る。更に将来の妊

娠や出産への影響も懸念される。思春期には

月経そのものをネガティブに捉える女性も多

いが、初経教育で正しい知識を指導すること

で、月経時であっても日常生活やイベントを

乗り切ることが可能となる。いずれの場合も、

症状が重い場合には器質的疾患等との鑑別が

必要となるため、専門科を受診する必要があ

る。

2）精神科医の立場から 渡辺慶一郎

（東京大学准教授

学生相談ﾈｯﾄﾜｰｸ本部精神保健支援室長

同コミュニケーションサポートルーム室長）

精神疾患を持つ人の多くは思春期に発症し、

その半分は14歳までに、 4分の3は24歳以前

に発症する。また生涯罹患率も高く、その推

定値は不安障害28.8％、気分障害20.8％、

衝動調整障害24.8％となる。 しかし思春期

の精神疾患は診断が困難な場合も多い。その

理由は、①一過性の現象か精神病の姶まりか

の区別が困難、②心的葛藤が行動に現れやす

い、③病像が非定型的になりやすいなどが挙

げられる。これらは思春期が自己同一性・社

会性獲得・人格の成熟などの発達上重要な課

題に取り組む時期にあたり、加えて対人スキ

ル・社会生活スキルを獲得する時期であるこ

4）養護教諭の立場から 大沼久美子

（女子栄養教授）

「平成29年度児童生徒の生徒指導上の諸問

題に関する調査報告書」では、いじめの認知

件数は増加傾向、児童生徒数は減少している

が不登校児童生徒数は変わらず進学後に急増、

自殺者数は増加傾向にある。この状況に対処

する「心の健康診断」による「心の健康危機」
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÷ ÷
÷ 岩手県小児科医会講演会 ÷
÷ ÷
｡I。 日時：平成31年3月23日(土)17時～ 。I。
÷ 会場：マリオス181会議場 ÷

÷
#令十十十÷÷++､÷.++++++＋
座長：佐々木美香

もりおかこども病院副院長

演題： 「小児の便秘治療アップ．デート

～ガイドラインと新たな治療薬～」

講師：羽烏麗子

群馬大学医学部附属病院

地域医療研究・教育センター講師

を早期発見・早期対応を試みている自治体も

ある。

養護教諭の役割には、健康診断の結果を根

拠に健康相談や医療機関につなげるコーディ

ネーター的役割がある。受診先・相談先の確

保や心の健康に対する理解の向上と体制整備

のためにも、かかりつけ医・学校医と養護教

諭との「顔の見える関係」づくりが期待され

る。一方で養護教諭には本人や保護者の不安

に継続的に寄り添うことが必要とされる。自

殺企図や「死にたい」と打ち明けられた際の

対応スキル・アセスメントカの向上も課題と

なっている。

小児の便秘症の9割以上を占める慢性機能

性便秘症は、罹患頻度が高いうえに、長期間

の経過のため患児や家族のQOLが低下しや

すい。また、急速に重症・難治化することが

5）行政の立場から 松||筒美枝

（文部科学省健康教育・食育課

健康教育調査官）

「平成28年度保健室利用状況に関する調査

報告書」の結果では、小・中・高校と学年が

上がるほど保健室利用者が多く、また女子の

利用が多い。心身の健康課題では、身体的に

は肥満傾向・アレルギー疾患・スポーツ障害、

心の問題ではいじめ・友達や家族との人間関

係・発達障害が目立つ。保健室登校の児童生

徒が存在する学校は34.0％あり、中学・高校

と高率となるが、実人数も学年が上がるほど、

また大規模校ほど多くなる。学校生活により

よく適応していけるように支援することを目

的とした健康相談等で継続支援した児童生徒

数も、学年が上がるほど増加する。

現代的健康課題を抱える子ども達への支援

には、養護教諭のみならず管理職や学級担任

等の全ての教職員が学校医、スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカー等の專

門スタッフとも連携した「チーム学校」とし

て取り組むことが期待されている。

（金濱誠己いわて医報2019 4月号

No.815より転載）

「

佐々木美香座長

■■ﾛ■

『ー毎
■ 己

こ■

羽烏麗子講師
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少なくないため、早期診断と積極的な治療介

入が必要である。 2013年に発表された、本邦

独自の小児慢性機能性便秘症診療ガイドライ

ンでは、海外と本邦との食生活や文化の違い、

そして何より便秘症に用いられる国内外での

薬剤の違いに考盧され構成されている。

便秘症の治療は、便塞栓に対する「便塊除

去(disimpaction)」と、便秘の再燃を防ぐ

ための「維持治療」に大別される。本邦で頻

用される下剤として、マルツエキス、 ラクツ

ロース、酸化マグネシウムなどの浸透圧下剤、

ピコスルファートナトリウム、センナなどの

刺激性下剤があげられるが、 これら薬剤の効

果や安全性に関するエビデンスは乏しい。ま

た、多くの薬剤が小児便秘症に対する保険適

応がないため投与量が明記されておらず、今

後の検討課題を残している。

2018年、便秘症治療薬として、国内初とな

るポリエチレングリコール製剤が使用可能と

なった。浸透圧性下剤である同剤は、海外の

各種便秘症ガイドラインの中でその使用が推

奨されている。講演会では、便秘症治療にお

けるポリエチレングリコール製剤の位置づけ、

薬剤の使用法や効果について、私見を含めて

解説する。

汗は増悪因子と一般に考えられている。 しか

し一方でAD患者の皮虐は非常に乾燥してい

る。 これまで我々皮虐科医はこのようなAD

患者に対し汗をかかないよう指導してきた。

その結果、なるべく汗をかかないよう、運動

を控え、入浴もシャワーだけにして、皮層は

ますます乾燥することになっていた。

現在、ADは遺伝的なバリア障害によりさ

まざまなアレルゲンが侵入しやすくなる結果

として、慢性の炎症が生じる疾患と考えられ

るようになった。本日はADの病態における

汗の関与と状態に応じた外用薬の使い方を考

える。

従来、ADのバリア障害に汗が関与してい

るとは考えられていなかった。 しかし汗は最

も重要な天然の保湿因子である。発汗を理解

することでADの治療は大幅に変わるはずで

ある。 （文責吉田研一）

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
･I｡
券 岩手県小児科医会講演会 ＃
÷ 。*
÷ 日時：令和元年5月11日(士)17時～ ÷
÷ 会場：マリオス181会議場 ÷
÷ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

座長：三浦義孝岩手県小児科医会会長

演題： 「アトピー性皮層炎におけるスキンケア

～発汗からみた外用薬の使い方～」

講師：塩原哲夫

杏林大学医学部皮層科名誉教授

L ･ |

一

再

ｒ
『
一

b

三浦義孝座長

’

云一

〆~

星

一

アトピー性皮層炎（以下AD)において、 塩原哲夫講師
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寄 1言言‐

稿） 子どもは未来

もりおかこどもクリニックの紹介
社会福祉法人岩手愛児会
子どもは未来もりおかこどもｸﾘﾆｯｸ院長米沢俊一

／

基本方針

1 ．盛岡広域医療圏北部地区のかかりつけ医

をめざします。

2．盛岡広域医療圏北部地区の乳児健診、予

防接種、園医、学校医を積極的に担い、

地域の小児保健に貢献します。

3．小児の消化器病と内分泌・代謝疾患（成長

障害、甲状腺疾患、糖尿病、肥満、先天代

謝異常など）の専門的な医療を行います。

4．小児の心身症、発達障害、不登校の心の

ケアをしていきます。

5．学校・家庭の療育問題を岩手愛児会こと

りさわ学園と連携して積極的に受けてい

きます。

特に強調したいのは、診療所となってどう

しても受け入れ対象が限られますが、隣接の

｢ことりさわ学園」と連携することで不登校

児の対応は昨年よりキャパシテイーが広がる

ものと思います。

この度、平成31年3月末を持ちまして社会

福祉法人岩手愛児会「もりおかこども病院」

は足掛け30年の病院の歴史を閉じて外来診療

のみのクリニックになりました。

新たな診療所の名称を「子どもは未来もり

おかこどもクリニック」として、平成31年4

月1日に新規開設して下記の理念と基本方針

を持って診療開始しています。 クリニックの

名称について色々考えました。少し長ったら

しい名前となりましたが、当愛児会ならびに

病院のスタート時点からの理念【子どもこそ

原点！ 】にどうしてもこだわって少しアレン

ジして名付けました。今までどおり地域のこ

どもの一般診療、消化器病（腹痛・便秘等）

と内分泌疾患（成長障害、甲状腺、糖尿病、

肥満等）の専門的医療、ならびに岩手県内の

学校不適応児、発達障がい児、親からの不適

切養育児の社会的医療を中心にクリニックを

運営して参りたいと考えておりますので、以

前にもましてご利用ならびにご支援よろしく

お願い申し上げます。 社会福祉法人岩手愛児会

子どもは未来もりおかこどもクリニック

〒020-0102盛岡市上田字松屋敷11-14

電話番号019-656-1366

FaxO19-656-1370

診療所理念

子どもこそ未来！ 子ども達が心身とも健や

かに成長することを支援します。

卜

｜
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も
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各種表彰受章

岩手県教育表彰（学校保健功労）

根本薫先生

(平成30年10月31日）

所属：盛岡赤十字病院

略歴：

平成20年3月聖マリアンナ医科大学卒業

平成20年4月岩手県立中央病院研修医

平成24年4月岩手医科大学小児科学講座

入局

岩手医科大学小児科勤務

岩手県立二戸病院勤務

北上済生会病院勤務

盛岡赤十字病院勤務(非常勤）

平成30年10月盛岡赤十字病院小児科(常勤）

（

▼

111

渡辺悠太先生 盛岡赤十字病院で常勤として勤務するにあた

り、入会いたしました。今後ともよろしくお願

いいたします。
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学会案内
｜
’｜

’

11月

11月22日(木)～24日(土）

第64回日本新生児成育医学会・学術集会
鹿児島市

SHIROYAMAHOTELkagoshima

ll月23日(士）

第50回全国学校保健・学校医大会
さいたま市ソニックシティ

令和1年8月

8月3日(土）

第60回岩手周産期研究会
盛岡市

岩手医大循環器医療センター8階研修室

8月31日(士)～9月1日（日）

第29回日本外来小児科学会年次集会
福岡市福岡国際会議場

9月

9月13日(金)～15日（日）

第37回日本小児心身医学会学術集会

広島市広島県医師会館

9月14日(土)～15日（日）

第71回北日本小児科学会

山形市山形テルサ

9月15日（日）

第9回乳幼児学校保健研修会

東京都三井住友銀行東館ﾗｲゾﾝダｽｸエア

9月28日(士）・29日（日）

第38回東北・北海道地区小児科医会連合会総会
新潟市ホテルオークラ新潟

10月

10月13日（日）

第15回日本小児科医会生涯研修セミナー

inNagoya

名古屋市ウインクあいち

10月12日(土）

こどもの健康フォーラム

盛岡市アイーナ

12月

12月14日(土）

第144回日本小児科学会岩手地方会

盛岡市グランドホテル

令和2年1月

1月25日(土）

第73回岩手県小児科医会談話会・講演会

盛岡市会場未定

※例年1月に開催される岩手県学校保健・学

校医大会は、今年度は7月に東北大会を主

催開催したため開催見合わせ

会員消息
｜
’

｜
’

渡辺悠太先生 （盛岡赤十字病院）

梶原和華先生 （もりおかこども病院から盛岡赤十字病院へ異動）

半井潔先生 （奥州市総合水沢病院を退職）

吉田幸恵先生 （盛岡赤十字病院を退職）

嶋田泉司先生 （岩手県立療育センター所長退職）

葛西健郎先生 （岩手県立療育センター所長就任）

佐々木美香先生（もりおかこども病院から盛岡医療センターへ異動）

佐々木朋子先生（もりおかこども病院から盛岡医療センターへ異動）

独立行政法人国立病院機構「盛岡病院」→盛岡医療センター

もりおかこども病院→子どもは未来もりおかこどもクリニック

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

的
１
剖
釦
釦
１
１
１
１
１

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

１
ｍ
岨
Ⅱ
３
４
４
４
３
４

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

１
０
０
０
１
１
１
１
１
１

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

会
動

入
異

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

令和 年 月 日

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

会費は下記のようになっております。

岩手県小児科医会会費 A会員 25,000円

B会員 20,000円

C会員 0円

。A会員は医療機関の小児科医の代表者（開業、勤務医を問わない）

。B会員は医療機関の小児科医の代表者以外の小児科医又は医院を閉院した開業医

。C会員は岩手医科大学医局員

日本小児科医会入会申し込み先：〒160-0023東京都新宿区西新宿5-25-11-2F

TEL O3(5308)7131 FAXO3(5308)7130

日本小児科医会会費 A会員 20,000円

B・C会員 8,000円

ホームページhttp://jpa.umin.jp/

(ホームページをダウンロードして申し込み用紙をコピーして使用してください）

岩手県小児科医会事務局:020-0851盛岡市三本柳11-12-4(小林小児科クリニック内）
TEL O19-638-0404 FAXO19-638-0407
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ふりがな

名 前 男・女 年 月 日生

勤務先名

住 所

病院・医 詫 科
ー

T

電話 FAX

E-mail

自宅住所

〒

電話 FAX

E-mail

所属学会

日本小児科医会に入会 している していない

各郡市医師会に入会 している していない

略 歴



面砺砺~耐

蝿紺団法人日本'IJ足利詮会長殿

正会員入会申i丞書

(注勧

(l)略字等を｛葱つず偕雪こてご記入ください。

③郵差又はF八Xにてお申i巫人下さ咄

②※限肋項目は該当する勘胡封こ図を入れて階↓し

④Tm､FAXは汁汐胴謝､らご記入1巻瓜

Mロ ー《】

入会申込謹選付先･問合せ先;"fi旧法人日本小児科歪会事務j司

〒l帥-m23蒋潮銅洞卿縮5-25-ll-2FTm.0F53鮒-7131(平日9:帥～17:M) FAX.03-弱叶71M

※事瀞両猴朔欄
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ご所脚〕都創り県小

児科腱

都道

府県
′M科{詮

、
》

》

↓
一》
い

一
）
一
》那

蝿
一賜
墜

》
坪

蝋
抽
一

ふりがな

氏名

園羅鏡鐇号

生年月日 画替 年 月 日 '性別※ 口男 ・ 口女

会員区分※

□A会員 年会費20,側円(言獅閃ま痛塊7〕笥罫渚たる畷IW

□B会員 年会費8,側円(謝弼雨痛淀その他lこ勤務する畷、

BMail X

口虻・口携帯

(甜大蝉1,文字鞠〕剛l｣を1稲こご記入下さ↓％

送付先※ 口自宅 ・ 口勤務先

自
宅

住所

〒

1EL: FAX:

勤
務
先

ふりがな
ローー■■＝‐■■ー■■ーーー■■ーー－－q

施設名称

住所

〒

TEL: FAX:一 1■■■■■■■ － －

個人清細こ関する

刷拠､について※
□|両億する ※M1紙｢個人情鰡こ関4－る刷洩,､について｣を必ずお読み~陪眺

掲畿諾否※

口諾 （会員険索頁への｢お名前ご勤務外X侮りｱｶ職名/lu)｣のｷ縦希望する）

口否 （上識識睦希望_"ない）

人会日 西暦 年 月 日



会費納入のお願い

令和元年度の会費を郵便振込にて納入してくださるよう宜しくお願い致します。

郵便振込02300-9-3932岩手県小児科医会

不明な点は臼井由紀子（会計担当）までご連絡下さい。

編集委員長 吉田研一

編集委員 臼井由紀子、

小西 雄、

高橋明雄、

日本小児科医会広報委員

編集顧問 菅野恒治、

事務局 小林有一

大和田毅、小野寺典夫、

佐々木美香、菅原久江、

中村富雄

平野浩次

大沼一夫、三浦義孝

菅野啓一

田金順弘

岩手県も梅雨に入り、やや湿気を感じる毎

日です。九州地方が豪雨に見舞われており、

最近の異常気象を感じずにはいられません。

日本では本来冬季に流行していたRSウイル

スは、温暖化の影響でしょうか、毎年流行が

前倒しとなり、昨年の岩手県では、 7月に感

染のピークが訪れる状況に至りました｡NICU

勤務の自分は、どうしてもRSウイルスの流

行には敏感にならざるを得ず、今年の流行時

期も懸念しております。幸い今のところ大き

な流行はありませんが、大学病院でのパリビ

ズマブ投与は7月から開始する方針と致しま

した（明日から始まります。自分が注射を担

当しています)。今後も流行が変化し、パリ

ビズマブ投与が年中必要になる日も近いので

はないかと危倶しております。

岩手県における小児科の変化としましては、

長年地域のこどもの診療に携わってきた「も

りおかこども病院」が、 「子どもは未来もり

おかこどもクリニック」になりました。院長

の米沢先生からの寄稿文を是非ご一読頂きた

く存じます。

最後に、編集委員会の皆様、いつも編集作

業に参加できず申し訳ありません。現在、

NICU診療と3人の育児に全力を注ぐ毎日で

す。大学関連の学会報告は引き続き頑張りま

すので、今後ともよろしくお願い致します。

（小西雄）

(表紙の題字は岩手県小児科医会顧問小川英治先生による）

岩手小児科医会報

発行責任者

事務局

第96号

会長三浦義孝〒020-0816盛岡市中野一丁目16-10

〒020-0831盛岡市三本柳11-12-4

小林小児科クリニック内 冠(019) 638-0404

吉田研一

盛岡共同印刷盆(019) 623-2455

編集委員長

印刷所
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