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■はじめに■

会長に就任して－令和元年からのｲﾉベｰｼｮﾝ一

高崎市松島小児科松島 宏

この度、平成31年4月に開催された群馬県小児科医

会春季総会において、田口勉先生の後任として群馬県

小児科医会会長に選出された松島宏です。これまで初

代井上清先生からはじまり7名の会長が群馬県小児科

医会を牽引してきました。今回、私がバトンを引き継

ぎましたが、歴代会長のように会を更なる発展に導け

るか甚だ疑問ではありますが、みなさまのお力を借り

て任期を務めさせていただきたいと思います。

さて、昭和58年9月17日に設立された群馬県小児科

医会は、今年で36歳を迎えます。当初96名からのスタ

ートでしたが、現在A会員（開業) 125名、B会員（勤

務） 37名､会費免除（80歳以上） 13名の計175名。但し、

ここ10数年間､会員数はほとんど増加していません｡会

員の年齢分布では60歳台が最も多く、平均年齢は3年

前に比べて1歳アップし、現在、平均年齢63.4歳。医

会の財政状況も極めて厳しく、田口前会長のご努力に

より何とか改善傾向にありますが、それでもほとんど

の事業は会員の手弁当で行われています。

このように厳しい状況の群馬県小児科医会ですが、

その中にあっても次の3つの役割を果たしていかねば

なりません。①県内小児科医の情報共有・情報交換・

学びの場としての懇親団体。②日本小児科医会群馬支

部としての役割。③日本小児科医連盟群馬支部として

の役割です。①については、 これまで企業共催で、年

2回の総会・講演会を開催してきました。しかし、近

年、医師一企業関係における利益相反の視点の重視や

企業のコンプライアンス遵守から、企業共催講演会の

継続が難しくなっています｡また企業共催講演会は､新

専門医制度の下での更新単位付与研修会として認めら

れないため、単位取得を希望する会員の要望にも応え

られません。これに関しては、次回から医会単独で講

演会を開催予定です。②の日本小児科医会群馬支部と

しての役割ですが、平成9～15年当時は、日本小児科

医会生涯教育セミナー（現在の日本小児科医会総会フ

ォーラム）においてほぼ毎年、群馬県小児科医会とし

てポスター発表を行っていましたが、その後、総会フ

オーラムでの発表はありません。また、平成9～18年

には釜萢敏先生（現日本医師会常任理事）が日本小児

科医会広報委員（内、 4年間は委員長） としてご活躍

されましたが、その後は中央での活動に携わる人材も

輩出できておりません。更に日本小児科医会の悲願で

あった成育基本法が成立し、今後、成育医療等協議会

において我々小児科医が国へ直接意見を述べる機会が

生まれました。しかし、当会では成育基本法への関心

や期待感がまだまだ希薄と感じています。日本小児科

医会から各医会に対して、成育基本法へ盛り込む具体

的な施策に関する要望事項の取りまとめ依頼が届いて

おりますので、ぜひ会員からご意見を頂戴できればと

思います。③については、群馬県小児科医会会員で日

本小児科医連盟に所属している先生はわずか数名です。

昔から「小児科医は政治活動に参加することを極端に

嫌う人が多い」と言われています。しかし、小児医療

制度を改定するには政治の力が不可欠であり、小児科

医も医政アレルギーを乗り越えていかねばなりません。

令和元年6月に開催された第30回日本小児科医会総会

フォーラムin京都における松平隆光先生による成育基

本法成立記念講演会の最後のスライドは､『子どもの声

を社会に反映させることは小児科医の責務であります。

責務を果たすためには、小児科医は政治に関心を持っ

て、子育て支援に理解ある政治家を育てる必要があり

ますj と結ばれています。群馬県小児科医会でも、医

政に関する話題を少しずつ取り上げていきたいと思っ

ております。

以上、ちょっとピンチな状態の群馬県小児科医会で

す。しかし、光栄なことに令和3年10月10日 （日）に、

第17回日本小児科医会生涯研修セミナーを群馬県小児

科医会が担当してGメッセにて開催することになりま

した。経済面はもちろんのこと、企画・運営に係る時

間的な面でも会員の先生にご苦労いただかなければな

りませんが、これを機会に群馬県小児科医会が活性化

され、多くの先生が医会活動に関心をもち、新たな発

想から令和の時代においても持続（存続）可能な医会

へと変革できればと思っております。会員のみなさま

のご協力をよろしくお願い申し上げます。

/…、

メヘ、
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平成B0年度

群馬県小児科医会総会・第SB回学術講演会
日時：平成30年10月13日(士） 場所：群馬ロイヤルホテル 2階鳳凰の間

2）今年度も群馬大学小児科後期研修医の一次診療へ

の見学研修事業を行う予定。高崎市・前橋市医師会

の先生には、ご協力のほどお願い申し上げる。

【社会保険委員会】 ・ 【県医師会】 （今泉友一理事）

1）小児抗菌薬適正使用支援加算（診療報酬点数表改

定説明会資料より） ；

．「急性気道感染症」又は「急性下痢症」を有し､｢イ

ンフルエンザ感染(疑いを含む)」も合わせて有し

ている場合は算定できないのか。→インフルエン

ザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイル

ス感染の疑われる患者については、算定できない。

・初診時に加算を算定後、次に来院した際、診療の

結果抗菌薬を処方することになれば、遡って算定

不可となるのか。→算定不可とはならない。

2）平成30年度眼科学校医・耳鼻科学校医の未設置状

況について；

眼科及び耳鼻科学校医未設置校では、①内科検診

での総合判定、②検診のみ医師契約（検診医)、③

へき地巡回検診の3パターンで検診対応を行ってい

る。

3） 3歳児健康診査の眼科検査；

屈折検査（スポットビジョン）を導入すると弱視

の早期発見が可能｡「3歳児健康診査における眼科検

査の手引き」が完成。検討会議を開催し、平成29年

度の結果の精度管理について議論。

平成31年度に未実施は太田市のみ。

④その他

・群馬県小児科医会会計内規変更

・第17回日本小児科医会生涯研修セミナー；

2021年10月10日 （日)Gメッセにて開催予定。

⑤会員異動(平成30年11月24日現在:会員数173名）

入会：

渡部登志雄先生（公立藤岡総合病院小児科）

（平成30年7月27日入会）

星野正也先生（星野小児科医院）

（平成30年11月24日入会）

退会：

田島公夫先生（平成30年9月28日退会）

第一部総会(15:00～15:30)

1）会長挨拶（田口勉会長）

2）報告事項

①会務報告

②関東ブロック小児科医会報告：群馬県小児科医

会ML(平成30年10月10日）にて報告

③委員会報告

【編集委員会】 （三宅浩委員長）

小児科医会便りNo.69発刊。来季より発刊が年一回

(秋)A4版に変更。

【学術広報委員会】 （友政剛委員長）

第69回は群馬県小児医療の展望をテーマに群馬大学

小児科の荒川浩一教授と群馬県立小児医療センターの

外松学院長にご講演いただく予定。2019年秋以降の講

演については役員改選後に決定予定。

【小児在宅医療検討委員会】 （長嶋完二委員長）

1）在宅小児かかりつけ医紹介事業の継続；今年度の

依頼件数は1例で、間もなく在宅医療開始。事業の

システムの見直しはせず、 しばらく現在の方法にて

運営予定。

2）小児在宅医療に関する情報発信；不定期だが小児

在宅医療に関する情報を随時配信予定。

3）研修会の実施 （県の助成金にて運営） ；

・在宅医療に関する技術講習会（平成31年1月17日

高崎総合福祉センター）

・スキルアツプ講座（平成30年11月14日群馬県昭

和庁舎）

4）小児在宅医療の環境整備；開業医と病院との連携

をテーマに、病院部会との合同会議を予定。

5）小児在宅医療検討会議（群馬県医師会）への参加；

県医師会の会議に医会として参加。

【小児救急医療対策委員会】 （重田誠委員長）

1）春季総会にて報告した西毛輪番の問題は解決され

たが、秋以降、再び西毛輪番に空白日が生ずる事態

となった。先日、関係者による会議が行われ、前橋

地域の輪番病院の協力を得て空白日が生じないよう

な調整を行っている。この問題も含めて、群馬県の

小児一次・二次医療はいろいろな問題に直面。

/~、

/~､
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群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野

医員（現高崎総合医療センター小児科）

本間春奈先生

(16:30～18:30)

:松島宏先生（松島小児科医院）

:特別講演「小児科医が知っておくべき渡

航ワクチンについて

～はしか・風しんとおたふくの話題とと

もに～」

THEKINGCLINIC

院長近利雄先生

(18:40～20:00)

:江原弘佳先生（寺尾こどもクリニック）

第二部第GB回学術講演会

(共催：群馬県小児科医会・ジャパンワクチン株式会

社・第一三共株式会社）

1）第1部（15：45～16：20）

座長：篠原真先生（しのはら小児科）

講演1 ：委員会報告（感染症・予防接種委員会）

「ワクチン供給不足および治癒証明等の対

応について～アンケート結果の検討～」

寺尾こどもクリニック江原弘佳先生

講演2 ：地方会での小児科医会推薦演題

「2017年に群馬大学附属病院と関連病院

で経験した溶血性尿毒症症候群10例の起

因菌の解析」

巳）第2部

座長

講演3

意見交換会

司会

/…ヘ

平成B1年度

群馬県小児科医会総会・第eg回学術講演会

日時：平成31年4月13日 場所：群馬ロイヤルホテル 2階鳳凰の間

4）医師の偏在；

医療法の改正により、二次医療圏ごとに、「医師少数

区域」または「医師多数区域」を設定し、外来診療の

あり方の協議はじまる。医師多数区域での開業規制で

はなく、 自主的判断を尊重しながら地域の状況を良く

理解することが必要。

5）検体検査；

医療法の改正により、全ての医療機関で、機器によ

る検体検査を行っている場合は、精度確保の責任者を

置くことと、標準作業書、作業日誌、試薬管理台帳を

作成する義務が課せられた。群馬県医師会のホームペ

ージに「手引き」が掲載されている。さらに、 5月22

日、 19時からメディカルセンター大ホールで説明会を

開催する。

6）平成30年度運動器検診の状況調査；

群馬県全体で､二次検診の結果が要治療269人（運動

機能不全42人、オーバーユース162人、側弩65人)。今

年度はその内容の精査。

7） 3歳児健康診査に屈折検査（スポットビジョン）

が導入；

屈折検査導入前は要医療が全体の0.1％で、ほとんど

の弱視児は見逃されていたが､屈折検査導入後は1.8％

となり、弱視児の早期発見・治療につながった。

8）平成30年度アレルギー疾患に関する状況調査；

第一部総会（15:00～15:30）

1）会長挨拶； （田口勉会長）

2）報告事項；

①会務報告

②関東ブロック小児科医会報告：群馬県小児科医

会ML(平成31年2月28日）にて報告

③委員会報告

【編集委員会】 （三宅浩委員長）

来年度から､小児科医会便りは年1回（秋）発行。B

5版からA4版に変更。

【社会保険委員会・県医師会】 （今泉友一理事）

1）小児抗菌薬適正使用支援加算；

インフルエンザウイルス感染の患者又はインフルエ

ンザウイルス感染の疑われる患者については、算定で

きない。

2）慢性疾患（気管支喘息、アレルギー性鼻炎など）

を連月にわたり初診で算定；

保険者が再診ではないかと指摘してくることが多い。

縦覧点検によって、複数月にわたってレセプトがチェ

ックされている。

3）インフルエンザ抗原定性；

発症後48時間以内に実施した場合に限り算定するこ

とができる。

ノヘ、
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江原佳史先生（寺尾こどもクリニック）

（平成31年4月23日入会）

池尻佳奈先生（寺尾こどもクリニック）

（平成31年4月23日入会）

田口洋祐先生（田口小児科医院）

（平成31年4月25日入会）

退会：

小柳富彦先生（平成31年3月31日退会）

松島敏先生（平成31年4月23日退会）

B)協議事項；下記の事項につき、総会はこれを承認

①平成30年度群馬県小児科医会収支決算報告なら

びに監査報告（承認）

②平成31年度（令和元年度)･令和2年度群馬県

小児科医会理事（承認）

③田口勉先生の顧問就任（承認）

第二部第eg回学術講演会

(共催：群馬県小児科医会・田辺三菱製薬株式会社）

1）第1部（15：45～16:20)

座長：篠原真先生（しのはら小児科）

特別講演1 :発達特性への対処

～不安・うつ状態について～

みどりクリニック

院長鈴木基司先生

巳）第2部(16:30～18:30)

座長：田口勉先生（田口小児科医院）

特別講演2 ：群馬県立小児医療センターの今後

～課題とその対策～

群馬県立小児医療センター

院長 外松学先生

特別講演3 ：群馬県小児医療体制の現状と展望

～麻疹流行と予防接種の状況～

群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野

教授荒川浩一先生

意見交換会(18:45～20:00)

司会：江原弘佳先生（寺尾こどもクリニック）

群馬県全体で、エピペンを持参している者701人、学

校でアナフィラキシーを起こしエピペンを使用した者

5人。

9）児童生徒の「腎臓検診」一次検診における「蛋白」

｢潜血」の異常閾値の変更；

「蛋白」「潜血」の異常となる閾値は1＋以上。二次

検診の該当者は半分以下に減る見込み。

10)平成30年度高度肥満児対策；

学校医．かかりつけ医への受診率は約50％・群馬県

全体で、約200人が高次医療機関を受診、 2型糖尿病、

睡眠時無呼吸症候群、甲状腺疾患等も見つかり、治療

につながった児童生徒は17人。

11)MSDのB型肝炎ワクチン；

製造上のトラブルのため、シリンジ0.5mlは今年の10

月以降、シリンジ0.25mlは来年の1月以降、供給がで

きない見込み。KMバイオに可能な限りの増産を求め

る。

12)第一三共のDPT-IPV(スクエアキッズ皮下注シリ

ンジ） ；

原液の製造上トラブルのため、製造を停止している。

13）学校医Q&A;

発行から5年が経過し、学校保健に関する制度変更

などが見られるため、改めて編集会議を組織して、改

訂について検討、編集作業を行う。

14）学校での「がん教育」と外部講師（学校医、がん

専門医、がん患者など）の活用；

・がん教育は、健康教育の一環として、がんについ

ての正しい理解と、がん患者や家族などのがんと

向き合う人々に対する共感的な理解を深めること

を通して、 自他の健康と命の大切さについて学ぶ

教育。

・教員と十分な連携のもと外部講師を活用したがん

教育を実施する。

・がん教育は､小学校で2020年度から､中学校で2021

年度から、高等学校で2022年度から開始。

④会員異動（令和元年5月22日現在:会員数175名）

入会：

池内由果先生（群馬大学医学部附属病院）

（平成31年4月23日入会）

/~､

/へ
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■感染症・予防接種委員会報告■

ワクチン供給および治癒証明書等の対応について

～アンケート結果の検討～
高崎市寺尾こどもクリニック江原弘佳

・統一は必要なし…･･･……………2件（2.7％）

質問5弩校・登園については、学校保健安全法施行

規則の出席停止の基準に準じて判断をしている

2－黒いますが、園によっては、医師による届出

書（治癒証明書）が必要でない疾患においても

届出を求めてくる場合があります。どのように

対応されておりますか？

・園の求めに応じてすべて書いている

．…．．……12件(16.4%)

・家族には必要がないと話すがすべて書いてい

る ．…．．…56件（76.7％）

・ガイドラインに準じて書いている

。……･･…5件（6.9%）

質問S治癒証明書代は、請求しておりますか？

・請求している…･……………．．…26件（35.6%）

（200円が12人と最多、 100円が4人、その他、

210円、 216円、 220円、 250円、 300円、 320円、

325円、 2160円が、それぞれ1人であった｡）

・請求していない………･…･……･47件（64.4％）

その仙の意見

①治癒証明書について

ここ数年、 ワクチンメーカーの問題や自然災害の影

響でワクチンの供給不足という事態が起こってしまい

ました。また感染症流行時には、保育園や幼稚園など

では、様々な治癒証明書が散見され、その対応に苦慮

されているかと思います。そこで感染症・予防接種委

員会では、①ワクチン供給不足による影響が、会員の

医療機関で実際に認められたか。②治癒証明書につい

て医療機関でどのように対応しているか。 2点につい

て平成30年4月にアンケートを取りました。その結果

を報告します。アンケート回収率は、 43％でした。

/…、

【アンケート結果】

質問1 定期接種の規定年齢内にワクチン接種が出来

なかったことがありますか？

接種が出来なかった事があった…4医療機関

A医療機関 日脳 1件

B医療機関 日脳 2件

C医療機関 日脳 5件

D医療機関 日脳 10件以内

質問2行政から接種料金に関して補助がありました

か？

4医療機関とも行政からの補助はなかった。

質問B保育園や幼稚園においては、独自の治癒証明

書を作成しているところもありますが、その対

応はどうしていますか？

．煩わしさを感じず持参した様式に従っている

…････…･･41件(56.2%)

。煩わしさを感じるが持参した様式に従ってい

る …………32件（43.8%）

・自院の証明書を発行している

…………0件

質問4治癒証明書の様式は統一した方がよいと思い

ますか？

・統一したほうがよい．……･…･…35件（48.0％）

・統一したほうがよいが現状でも不都合なし

…………36件（49.3％）

“

・文体の奇異（未熟）な証明書を時々見かける。

・園（校）長名をいれてないといけないなど独自

の理由でインフルエンザの病児を抱えた家族が

園（校）へ出向かなければならない例があった。

せめて自治体で統一して欲しい。

・統一の場合は、学校で使用しているものに準じ

る方が良い。

・治癒証明を中止したほうが良い。

②治癒証明書代について

･学校の用紙を忘れた方には自院で発行、その際

に500円請求している。

【アンケート結果を踏まえて】

ワクチン供給不足により、定期予防接種の規定年齢

内に接種が出来なかった事例がありましたが、地域差



(6)No.70 2019. 10 群馬県小児科医会便り

に起因するものかは今回のアンケートでは分かりませ

んでした。しかし、接種できなかったという事実はあ

ったので今後、県や委員会において検討する必要があ

ると思われます。治癒証明書の様式については、煩わ

しさを感じるかまた様式の統一を望むかの2つの項目

ともに意見は分かれました。また医師の届出が必要の

ない疾病については、ほぼ9割が証明書を書いていま

すが、仕方なくという立場が大部分を占めていました。

｢保育所における感染症ガイドライン2018」には､子ど

もの病状が回復し、集団生活に支障がないという診断

は、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行う

ものであり、また罹患した子どもが登園を再開する際

の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではな

く、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区

町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道

府県医師会、学校等と協議して決めることが大切にな

ると記載されております。

治癒証明書については､それぞれの地域により､様々

な状況があり、一概に県内すべて統一ということは難

しく、今回のアンケート結果を参考に各地域で検討し

ていただくことが必要かと思われます。

/…、

/へ､
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平成BO年度群馬県小児科医会収支決算報告書

平成31年3月31日

伽、

'鏑、

本決算について慎重に監査しましたところ、その収

支は正確妥当であると認めます。

平成31年4月10日

群馬県小児科医会 監事冨澤滋

群馬県小児科医会 監事栗林俊夫

上記の通り決算いたしました。

平成31年3月31日

群馬県小児科医会

群馬県小児科医会

会長田口勉

会計今井純子

I 又 入 の 音 I (
３
－ 立 工 ）

款 塔

金
費

越
会

繰
年

総会参加費

医会セミナー参加費

雑 収 入

2,103,505

1,412,500

471,000

90,000

855,019

平成29年度繰越金

年会費(クラール業務委託）
【平成28年度分】
勤務医(5,000円） 1名 5,000
【平成29年度分】
開業医(10,000円） 5名 50,000
勤務医(5,000円） 2名 10,000
勤務医(2,500円） 1名 2,500
【平成30年度分】
開業医(10,000円） 118名 1,180,000
勤務医(5,000円） 33名 165,000

春季総会3,000×85名 255,000
秋季総会3,000×72名 216,000

第1回群馬県小児科医会ｾﾐﾅｰ
2,000×45名 90,000

【広告代医会便り68号】

０
０
０
０
Ｏ
０

ｐ
ｐ

Ｏ
５

組
各

ン
千
″クワンハヤシ

イ
撫
伽
柳

菱
薬
酵

三
製
発

辺
塚
和

田
大
協

【広告代医会便り69号】
ソｬﾊﾟﾝﾜｸﾁﾝ･MSD
田辺三菱製薬 各10,000
ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ･サノフィ
参天製薬･杏林製薬
協和発酵ｷﾘﾝ･ｱｽﾃﾗｽ製薬
北里製薬･ﾏｲﾗﾝEPD 各5,000
小児在宅医療研修会助成金
平成29年度分 281,000
平成30年度分 196,000
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座助成金 273,000
利息 19

2,103,505

1,412,500

471,000

90,000

855,019

収 入 合 冒 4,932,024 4,932,024

支 出 の 音 I (単位円）

款 項

事 務 費

出張会議費

会 議 費

医会便り印刷代

総 会 費

その他雑費

478,029

261,223

106,194

526,338

1,000

207,508

ｸﾗｰﾙ配布物発送関連費
平成30年度 134,561
ﾒｰﾙｸﾞﾘｽﾄ保守管理料
平成31年2月～平成32年1月 93,960
その他事務費 249,508

日本小児科医会総会ﾌｫｰﾗﾑ 96,813

０
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０
０
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０
９
９
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０
０
０
２
３

９
６
８
９
３
２
０
６
９
１
０
５
６
６

５
８
１
８
１
６
５
２
５
１
１

２
２
金
１

今
云
今
云

担

ナ

医
医
ミ

分

セ

科
代
代

科
科

今
云

溌
》
》
睡

州
州
鷆
会
椛

》
》
一
一
一
》
一
一
一
一
州
》
》
》

第
第
社
監
編
在
第
医
医
秋
第
講
村
疋

478,029

261,223

106,194

526,338

1,000

207,508
支 出 合 冒 1,580,292 1,580,292

収
一
一
【
芦

〈
ロ 4,932,024

支 上
雲
ロ

《
ロ

４
４ 1,580,292

差 弓
今 霊
ロ ロ 3,351,732

『
、
一 z成31年度へ繰り越し
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群馬県小児科医会組織表 (2019年4月～2021年B月）

(2019年5月現在）

役員 群馬県小児科医会代表役員

会
副
理

1) 日本小児科医会：

代議員：松島宏、篠原真

予備代議員：長嶋完二、戸所誠

2） 日本小児科学会：

代議員（開業医） ：松島宏、篠原真

資格認定委員（開業医） ：松島宏

3） 日本小児科学会群馬地方会理事（開業医）

前橋：須田浩充、兒嶋理子

高崎：松島宏、柏木好、清水清美

桐生：金子浩章、下山定利

伊勢崎佐波：名古靖

4）群馬県小児保健会：松島宏（常任理事)、

篠原真（理事）

5） 「学校医Q&A(改定版)」編集会議委員：新井英夫

6）群馬県小児等在宅医療連絡協議会：長嶋完二

7）今後の周産期医療体制のあり方検討委員会：

松島宏

8） 日本小児科医会子どもとメディア委員会：松島宏

9） 日本小児科医会会報査読委員:松島宏、篠原真

10)日本小児科医会地域救急医療全国協議会委員：

松島宏

11) 日本小児科医会社会保険全国委員会委員:松島宏

12)成育医療等協議会プロジェクトチーム参考人候補：

田口勉、長嶋完二、鈴木基司、篠原真、松島

宏

13) 日本小児科学会関東地区資格認定委員会委員：

松島宏

長
長
事

松島宏

長嶋完二、篠原真

今泉友一、北條みどり、三宅浩、戸所

誠、重田誠、今井純子、金子浩章、坂

口雅夫、友政剛、羽鳥則夫、竹内香代

子、茂木洋一、河野美幸、松井敦、五

十嵐恒雄、大木康史、前田昇三、竹内東

光､外松学､池内由果、渡部登志雄､堀

尚明

冨澤滋、大川秀明

中田益充、戸田優、飯山三男、田口勉

へ
云

/~、

事
問

監
顧

委員会等◎委員長 ○副委員長

1）総 務：長嶋完二、篠原真

2）会 計：今井純子、柏木好

3）学術委員会：◎友政剛、○戸所誠、竹内香代

子

4）編集委員会：◎三宅浩、○北條みどり、新井英

夫、長島知久、西野仁美、坂元壽惠、

鈴木雅登、村松礼子

5）小児在宅医療検討委員会：◎長嶋完二、○土岐文

彰、渡辺美穂、今泉友一、重田誠、

坂口雅夫、茂木洋一、松井敦、河

野美幸、坂元純、富田桂子、羽鳥

則夫

6）病院部会：◎五十嵐恒雄､○松井敦､外松学、

池内由果、河野美幸、前田昇三、竹

内東光、渡部登志雄､小須田貴史､堀

尚明、大木康史

7）県医師会：今泉友一

8）第17回日本小児科医会生涯研修セミナー準備委員会：

友政剛､重田誠､五十嵐恒雄､柏

木好、金子浩章、戸所誠

〆“、
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医会関係行事録

鍋

凧

令和元年5月24日現在

日 曜 行 事 場 所 出席者

平成30年

5月16日 水 群馬県小児保健会理事会 県庁 田口

7月4日 水 第3回今後の周産期医療体制のあり方検討会 県庁 田口

7月7日 土
日本小児科医会子どもとメディア委員会

シンポジウム「スマホから離れて、夏休みを楽しもう」
日本医師会館 松島

7月25日 水 小児在宅医療検討会議 群馬県医師会 長嶋

8月30日 木 群馬県小児保健会理事会 群馬会館 田口・松島

9月8日 土
平成30年度西部ブロック青少年育成推進研修会

｢インターネット依存予防教室」
高崎市市民活動
センターソシアス

松島

9月11日 火 第4回今後の周産期医療体制のあり方検討会 県庁 田口

9月15日 土 執行部会議 田口小児科医院
田口・長嶋・篠原

松島

9月26日 水 群馬県小児科医会理事会 社会福祉総合センター 理事23名

10月6日 士 第66回関東ブロック小児科医会 甲府 田口・篠原・松島

10月8日 月(祝） 第14回日本小児科医会生涯研修セミナー 広島 松島

10月13日 土
平成30年度群馬県小児科医会秋季総会

第68回学術講演会
群馬ロイヤルホテル

11月14日 水

第4回スキルアップ講座

小児科外来における耳鼻科疾患への対応

－鼻出血と鼻汁吸引の手技を中心に－

県庁昭和庁舎 長嶋ほか

12月4日 火 平成30年度第2回群馬県小児科医会編集委員会 社会福祉総合センター
三宅・北條・柏木・西野

田口・篠原・松島

平成31年

1月17日 木 小児等在宅医療に係わる「医療的ケア研修会」
高崎市総合保健
センター

長嶋・田口・松島

ほか18名

1月18日 金

第1回群馬県小児科医会セミナー
｢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～」

前橋市民文化会館 45名参加

2月12日 火 第5回今後の周産期医療体制のあり方検討会 県庁 田口

2月23日 土 第67回関東ブロック小児科医会 東京 田口・篠原・松島

2月24日 日 平成30年度日本小児科医会社会保険全国委員会 東京 松島

3月3日 日 第3回日本小児科医会子どもとメディア委員会 東京 松島

3月8日 金 小児等在宅医療に係わる「医療的ケア研修会」 県庁 松島

3月11日 月 群馬県小児救急医療対策協議会 県庁 田口

3月16日 土 執行部会議 田口小児科医院
田口・長嶋・篠原

松島

3月18日 月 群馬県周産期医療対策協議会 県庁 田口

3月27日 水 平成30年度第2回群馬県小児科医会理事会 社会福祉総合センター 理事19名

4月9日 火 執行部会議 高崎 長嶋・篠原・松島

4月13日 土
平成31年度群馬県小児科医会春季総会

第69回学術講演会
群馬ロイヤルホテル

4月25日 木 平成31年度第1回群馬県小児科医会理事会 社会福祉総合センター 理事18名

令和元年

5月20日 月 令和元年度群馬県小児保健会常任理事会 県庁 松島

5月21日 火 令和元年度第1回群馬県小児科医会編集委員会 社会福祉総合センター

三宅・北條・新井・長島

西野・坂元・鈴木・村松
長嶋・篠原・松島
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会則・内規の変更

平成30年10月13日の総会において群馬県小児科医会

会則の改正が承認、 さらに平成31年4月25日の理事会

において群馬県小児科医会会計内規の改正（下線部分

が改正箇所）が承認されましたので、お知らせいたし

ます。

第4章役員

第6条 本会に次の役員を置く。

会長 1 名 副会長2～3名

理事若干名 監事 2名

(1)役員は総会において選出する。

(2)役員の任期は2年とする。但し、再任

を妨げない。

本会に顧問を置くことが出来る。顧問は

総会の同意を得て会長が推薦する。

(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故が

第7条

群馬県小児科医会会則
/ヘヘ

第8条施行

改正

改正

改正

昭和58年9月17日

平成3年10月19日

平成30年4月14日

平成30年10月13日

第9条

あるとき又は会長が欠けたと は、そ

の職務を代行する。

(3)会長、副会長、理事は理事会を組織し

会務を処理する。

(4)監事は会計を監査する。

第1章総則

第1条 本会は群馬県小児科医会と称する。

第2条本会は事務所を群馬県内に置く。

第2章目的及び事業 第5章会議と運営

第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、 日本小

児科学会と連携し、小児医学の実践的活

動を容易にするため小児医学の当面する

諸問題を解決することを目的とする。

本会は前条の目的達成のため次の事業を

行なう。

(1)会員相互の親睦

(2)小児医療における諸問題の討議研究と

改善

(3)関連団体、機関との連携協力

(4)その他本会の目的達成に必要な事項

条
条

０
１

１
１

第
第

会長は年1回以上総会を招集する。

会長は必要と認めた時、理事会の議を経

て委員会を置くことが出来る。

本会の運営は理事会の議を経て決める。第12条

第4条 /銅、

第6章会計

第13条 本会の会計は会費その他の収入をもって

あて、会計年度は毎年4月1日に始まり

翌年3月31日をもって終了する

第フ章会則の変更

第14条 本会会則は総会の議決によって変更する

ことができる。
第B章会員

第5条 本会の会員は、群馬県に於いて小児医療、

小児保健に携わる医師で、本会の趣旨に

賛成するものをもって構成する。

第B章内規

第15条 本会則施行上、必要な事項は内規として

別に定める。
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群馬県小児科医会会計内規 支出の部

施行平成13年4月1日

改正平成27年4月22日

改正平成30年3月28日

改正平成31年4月25日

収入の部

1．年会費

年会費は、A会員（診療所の開設者または同診

療所に勤務する開設者の家族）は1万円、B会員

（勤務医)5千円とする。年度の10月以降の入会者

は会費の半額を徴収する。

80歳以上の会員は会費免除とする。なお、会費

免除は80歳になった翌年度からとする。

年会費を3年間滞納した者は、 自動的に会員資

格を喪失するものとする。再入会を希望する場合

は、それまでの会費を支払うこととする。尚、本

規定は理事会が承認した特別な事情がある場合は

適応されない。

l. 出張費等の支給

各種会議・委員会等の出張費は原則として1日

につき1万円を支給する。当該会への参加費・懇

親会費を支給する。宿泊費および交通費｛電車・

新幹線（指定席) ・航空機・タクシー等｝ は実費を

支給する。

なお、上記の内、発行された領収書は支給の際

に必ず提出する。

＊出張費の支払は、群馬県小児科医会の承認され

た諸会議に出席した場合に限る（日本小児科医

会、関東ブロック小児科医会、 日本小児科学会、

社会保険委員会・冠婚葬祭等）
/…､

2．理事会・各種委員会の会場費は医会から一括し

て支払う。

3．事務費の支払

年間事務通信費として、会長、総務、会計係お

よび編集委員長に、年間に各1万円ずつを年度末

に支給する。2．会場費として総会開催当日に参加会員より参加

費を徴収する。

4．各種事務用品・郵便切手・消耗品等については

領収書の提出により支払う。

5．慶弔費について

会員の葬儀については「群馬県小児科医会」名

にて生花または花輪をお供えする。香典は用意し

ない。凧

6．報告について

会計報告は、総会において承認を得ることとす

る。

以上
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■講演記録■

「発達上の特性への対応」
－我らが特性を考える一

木基司先生 高崎IIr みどりクリニック鈴木基司

状、不安・ うつなどのi'i神症状や常同行為です。 した

がって問題行動や症状を繰り返す子に関わる時は、不

安を抱えている可能性を意識すべきということになり

ます。その子が、話せるかなと思える関係を築く貴重

な機会でもあります。

不登校状態などの困難状態に出会った時、その子に

不安対処力を育てることを私は意識しています。人は

不安なしに一生を終えることはないわけで、多くの人

に可能な不安対策は言葉を用いて不安を伝えるという

ことです。保護者が困惑している我が子の不適応状態

を、その子が不安対処力を身につける機会にするしか

ないと考えています。ただ、言語化ができるためには

不安感情を話しても良い、および、話せば相手にわか

ってもらえそうと思えることが前提です｡抱えた不快・

不安を、言いたくない、我‘|曼しようとしがちな子は周

りから見るとちょっとした不快体験からも問題行動や

症状などを起こし易いのです。

適応→社会的自立だけでなく不安感情の言語化→依

存（相談する、頼る）は、人としての基本とみましょ

う。ただ、 ここで愛着|職害やトラウマ的炳態は容易で

はないのですが、今日は時間がなく話しません。

発達上の特性が主因と診た小学2年生

衝突を繰り返す、離席が頻繁、注意すると攻撃行動

ということで学校からの紹介来院｡礼儀正しく挨拶｢何

か困っていることがある？」、 アリマセン、 「わかった。

話を聞いてもいい？」に頷き、 「じゃあ、遊んで待って

いて｣､スタッフの「遊ぶ？」にニコニコついて行きま

した。ご両親からの発達歴、遊びの様子、その後の担

任や教頭の情報から反抗挑発症、その主因は注意欠如

多動症と診断しました。この子の特性は今の社会・文

化に適応していくには個性では済ませられない程度で

あると診た方がより適切な対処ができるはずと話しま

した。強い興味・感情対象に誰でも没頭、上の空とい

う状態になりうるが、本児は少しの興味・感情対象で

もそうなり易い。伝統的には、 これらをやる気や峡の

問題とみて来たが、前頭前野の実行機能における神経

伝達物質の作用不全に関連した間胆行動という仮説を

説明、環境的対処と医療的対処の情報提供をしました。

発達|境害、最近は神経発達症という概念になって来

ていますが、臨床で長引く身体愁訴や問題行動で適応

(対応) |永'難状態となっている子に関わる時に有用な概

念の一つです。私の医院の予約外来初診は年間400～

500人、医療機関や発達支援センター、学校職員からの

紹介が多いのですが、 3割が、主因は発達上の特性が

大かとみられる子、 5割余りは順調に育ってきた子で

す。それ故、神経発達症の話から入るのは少し違和感

があり、 まずヒトの育ち方を話してから神経発達症に

関する話をしたいと思います。

身体的愁訴は続くが異常所見は認められない時、心

身症的病態を想定しますが、心理．社会的因子への対

応は時間が掛かり複雑です。そこで、私は33年前小児

心療内科を予約制で始めました。そこで考えたことや

対応上の視点をはじめに話しますが、あくまで医療の

立場からの内容で、文化的背景、子育て観や教育制度

と併せた検討が必要です。不適応状態への具体的対応

は、それらと関連した｜ ｜々のやりとりがその子の周|劃

で悩ましき課題です。

ヒトの脳は「複雑系｣、不安.うつが生じた時の反応

と対応目標。

ヒトは右肩上がりで生まれた社会．文化に適応する

ことを期待されます。その過程で不快感情が生ずる事

態を必ず経験しますが、複雑な脳．身体系で対処反応

を起こします。不快感に伴い、 これがいつまで続くの

か､次もそうなるのでは？といった不安も生じます｡不

安は危機を察知する感覚ですが、必ずしも生命の危機

とは限らず過剰反応という面もあります。その時、対

他者に攻撃的に反応しがちな子もいます。一方、 とる

べき行動はとらればと不安を抱えながらもとるべき行

動をとろうとしがちな子もいますc前者は問題行動､後

者は症状的反応に関連します。さらに、不安になる自

分は情けない、 どうせうまくいかない、 どうでもいい、

といったうっ気分も生じます。

行動は、逃避、虚言、攻撃的言動などで、非難．抑

制されますが、 これらも生理的反応と捉え、何でそう

したの？という視点を持たないと悪循環になります。

症状は自律神経やホルモン分泌系の失調が絡む身体症

へ

一
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すると父が「話されたことはまるで私です。でも何と

かやって来たし、この子も何とかなると思って来まし

た」と。この子には中枢活性剤が著効、支援員が一時

配置されたことも重なり落ち着きました。

軽度発達障害について

文科省は当初「軽度」としましたが、誤解を受けな

いようにと「軽度」を外しました。

しかし、 日常感覚でこの特性概念を活かすには、軽

度だからこそ難しくなるという視点を持つべきです。

知的障害がないこともあり、周囲に「好きなことはや

れるのに！ 」という非難も含んだ感情が生じ易く、時

に「様子を見よう」といった先送りもあり、二次的障

害が悪化します。特性は程度問題(連続性)があり､環

境との相互関係や知的能力も絡むため厳密な診断が困

難なことも少なくないわけです。

適応するための能力に関する分布図を図示

今の日本の文化・社会に適応するために要求される

能力につき、二軸を想定しています。

X軸は知能で、記銘力が大きな役割を占めるでしょ

う。Y軸はやりとり （相互的交流）能力です。これを

評価する確定的測定法はありませんが、その程度での

最重度は狭義の自閉症、常に相互的交流が成立し難い

ため昔から個性では対応できず、支援されました。今

は程度を考え、 自閉スペクトラム、 さらにこれと半分

以上被りますが時に相互的交流困難が強く生じるのが

注意欠如多動症。ひとたび興味・感情対象が生ずると

困難となる。二軸で図示したようなイメージで我らヒ

トの能力を説明しています。

やりとりとは入力に対する出力ですが、脳内機序を

図示しました。実行機能：自身の出力（言動）を決め

る神経細胞のネットワークで、ここに環境からの入力

情報や自身の内部からの情報が繋がって来ますが、神

経伝達物質を含めた不全状態がADHDです。さらに、

入力情報の解釈や自身の蓄積情報は認知が関連します

が､不安記憶が大いに絡みます。その不安への固執､結

果的に不安処理困難に関連するのが自閉スペクトラム

の一面と考えています。この特性とADHDとの併存も

多く、こだわりがADHDにより助長されている場合も

少なくありません｡さらに､不安処理で愛着障害やトラ

ウマもY軸の要素として大きく、複雑性PTSD病態は精

神症状の要因に大いに関連します。ここで伝達物質を

上げる薬剤やSSRIは効果ありという印象で､違いを本

人にも自覚してもらうことができます。副作用故に使

えない子も一割ほどはいる印象です。

思春期に生じ易い問題

特性を含め、持ち合わせた力と環境との相互作用が

蓄積し、人を形成していくと考えた場合、X軸は常識

化され比較的わかってもらえるが、Y軸に関しては脳

機能との関連が不明だったため伝統的には膜や本人の

やる気と見て来ました。重度や多動顕著であると、特

性として対応されるようになって来ていますが、軽度

や注意欠如優位の場合は今も共通理解が得られ難く、

成育過程で被害感、不安感が蓄積し二次的障害が加わ

る現状が続いています。やりとりが少し苦手なため不

快体験が繰り返され社会不安やこだわりが強化される

という悪循環です｡そこを少しでも予防する視点が､療

育や情緒特別支援ということです。

心理社会的対応

適応上の問題が生じた時の適切な対応がまずは課題

になります。つまり、身体症状や問題行動が生じた時

には、対応する人と支援的視点の形成、具体的には養

護教諭やカウンセラーの拡充、症状で受診する医療機

関での支援的視点形成です。医院に非常勤心理師を置

くことも有用です。また、学校集団で、一割近くいる

特性のある子を想定するなら担任・副担任制など、複

数で集団をみていくことが妥当と考えます。問題が生

じた時の悪循環を防ぐため、諸外国並みに養護教諭複

数化や心理師の常駐は焦眉の課題です。早期対応では、

乳幼児健診の充実や5歳児就学前健診などです。

対応システムの今後

問題が生じた時、周囲の不安や焦りも絡み問題の再

悪循環が生じかねません。地域に多彩な繋がる窓口を

用意しておくべきです。私は10年前、内閣府子育て制

度ワーキングチームで講演の機会を与えられ、地域で

繋がり易い養護教諭の適正配置（複数化)､せめて小学

校低学年は複数担任制でと強調しました。一人の先生

の元で、何十人もの中の一人として教えられ、導かれ

る学校教育制度ですが、特性軽度、知的境界域の子も

教育・驍的に対応されてきたわけです。これは、担任

にも実は過剰負担で、一人ひとりのやりとり能力やこ

だわりはワガママとされがち、そうでないと集団は崩

壊しかねません。強い一方向的対応も、その場凌ぎに

はなりますが、その子の人間関係が敵対モードになり、

最初に戻りますが不安の言語化は困難となります。一

方、厳しい対応は、こだわり気質が強く、理解力も十

分にある方々を過剰適応傾向に持っていき、結局、不

登校の要因となりかねません。

特性概念が入って来たとはいえ、学校の制度的現状

は根強く私たちの子育て観にも影響しています。特性

に関わる問題は医療従事者としては心すべき課題であ

ると考えます。

'凧

/“ヘ
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「群馬県立小児医療センターの今後」
一課題とその対策一

外松学先生 群馬県立小児医療センター院長外松 学

が存在しております。当センターと同様の状況にある

長野こども病院においても、合併症妊娠、産科的緊急

に対応できないときは、信州大学に妊婦を転院させる

等の対応をしているようです。十分に機能する総合周

産期母子医療センターを整備するには、 l)合併症妊

娠、産科的緊急症例に対応するため成人の各診療科を

有する総合病院の機能､2）重篤な未熟児/新生児に対

応できる小児専門病院の機能が必須であり、現実的に

は総合病院に隣接した小児病院建設が唯一の解決方法

だと考えられます（図l)。

当センターは昭和57年に開院し、群馬県唯一の小児

病院として県民に小児医療・周産期医療、特に、三次

医療を提供してきました。群馬県における小児医療・

周産期医療の「最後の砦」としての役割を果たしてき

たと自負しております。ただ､多くの課題（表l) を抱

えているのも事実で、その中でも総合周産期母子医療

センターの機能不全と、施設の老朽化に伴う様々な診

療上の支障は早急に改善する必要があります。
r両

表1 群馬県立小児医療センターの課題

総合周産期母子医療センター：本来の機能を果たせていない

外傷系の小児救急に対応できていない

PICUが有効に運用できていない

在宅医療へ関与する部署が未整備

移行期医療に対する対応ができていない

施設の老朽化、アクセスの悪さ、狭陰な病床、等のハード面

【紛合周産期母子医撫ｾﾝﾀｰ】

支援支擾

（

分娩取扱医療機関等

搬送

総合周産期母子医療センターの問題点は、その本来

の果たすべき役割が果たせていないことです。総合周

産期母子医療センターとは、 1)合併症妊娠（脳血管

障害、心疾患、糖尿病、精神疾患、等）に対応できる、

2）産科的緊急対応（大量出血、母体のICU管理、等）

ができる、 3）様々な疾患をもつ未熟児・新生児に対

応できる、等の要件を満たすこととされています。当

センターには成人の診療ができる各種診療科（救急科、

脳外科、内科、成人ICU、等）がないため、合併症妊

娠、産科的緊急に対応できない状況が続いております。

近年の高齢出産・合併症妊娠の増加、産科医の減少が、

その状況をさらに悪化させております。また、県内に

総合周産期母子医療センターがlか所かつ小児病院単

独で運用しているのは群馬県と長野県のみです（表2)。

図1 総合周産期母子医療センターのイメージ

当センターが小児病院ということで、重症の外傷患

者（交通事故、高所からの転落、等）が紹介されるこ

とがありますが、当センターでは受け入れ困難として

お断りしています。このような高エネルギー外傷への

対応には、患者到着時に多くの人員と十分な設備が必

要で総合病院救急部のような施設が不可欠です。従っ

て、多くの小児病院では重症の外傷患者への対応がで

きていないのが現状です。小児病院の役割は急性期の

外傷治療が終了後の全身管理がメインになると思われ、

そのためにも、総合病院に隣接したロケーションが必

要だと思われます。当センターにはヘリポートがなく、

ヘリ搬送には対応できません。また、 まれにドクター

カーの要請がありますが、人員不足によりドクターカ

ーの運用はできておりません。

次に､小児集中治療部(PICU)の課題です。平成17年

に、 l)重症患者の管理と救急医療の強化、 2)小ﾘ凸

術環器系疾患の診療体制の充実のためにPICUが開設

されました。県内初のPICUとして小児の重症忠者(表

3)を管理するために不可欠な施設として大いに活用さ

れてきました。ただ、最近の課題として、長期入院患

者が多くなりPICUが有効に運用できない事態が発生

しています。これはPICUと一般病棟の中IH1的病床

へ

表2全国の総合周産期母子医療センターの状況

全国108施設のうち、 98施設は総合病院である

小児病院は10施設であり、 うち3施設は総合病院と一体化運用

残りの7施設のうち、 5都府県では他にも総合病院が総合周産期母子医

療センターに指定されている

総合周産期母子医療センタが1か所かつ小児病院単独で運用してい

るのは、群馬県と長野県のみ

その他の県では小児病院が総合病院に隣接している、

あるいは、県内に複数の総合周産期母子医療センター
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(HCU)がないことが

最大の問題だと思わ

れます。現在､PICU

入院患者の多くは循

環器疾患の患者で、

今後は､PICU､HCU

循環器病棟の一体化

運用ができるような

及するには、医療、行政、訪問看護医療ソーシャル

ワーカー(MSW)等を含めた統合的システムが必要と

思われますが、未だ十分とはいえない状況だと思われ

ます。その他の課題として、

l)重度心身障害児/者への医療が提供できる施設が

少ない、 2）療養型重心児/者の入所施設不足､等が挙

げられます。

近年、小児期に重い疾患に罹患し、成人になっても

医療が必要な患者はますます増加しております。従っ

て、小児科から内科へ患者を受け渡す、所謂、移行期

医療の重要性が話題になっていますが、様々な問題が

明らかになってきております。主な課題は、 l)医療

的ケア（気管切開、在宅酸素、ストーマ、 胄瘻、経管

栄養、等）が必要な患者の増加、 2）小児がん患者へ

の長期フォローアップ：晩期合併症（二次がん、心筋

症)、内分泌疾患（甲状腺、早期閉経)、不妊、妊娠．

出産、等々への対応、 3）小児心疾患（先天奇形、等）

の成人循環器科への紹介:成人心疾患は冠動脈疾患､不

整脈、等が中心で、成人楯環器科医の協力が得にくい

等が問題になっています。

当センターはIIH和57年に|淵院し、建物は築37年にな

ります。最近では、特に、施設の老朽化が目立ち、配

管の破損、雨漏り、等が顕著になっております。その

ための修繕費がかさむという状況があります｡また､ア

クセスが悪く、患者、家族にとって利便性が悪いとの

評判もあります。特に、積雪時には唯一のアクセス道

路が凍結のため、渋滞が発生する事態も見受けられま

す。また､開設当初は乳幼児を対象にしていたため､病

床が狭|続で使いづらい等も指摘されております。その

他にも､ハードの面で多くの課題を抱えております。そ

こで新病院建設のことも含めて、院内に「将来構想委

員会」を設置し、当センターの目指すべき方向を模索

する作業も始めました。

最後の話題として、群馬県の小児科医／産科医不足

はかなり心配な状況にあり、特に、産科医の不足は深

刻です。最近の若い先生方の都会志向と多忙な診療科

を避けるという傾向が大きく影響しているためか、群

馬県内での新たな専攻医数は両診療科とも減少を続け

ております。また、増加している女性医師の活用がで

きていないことにより、常勤の勤務医不足、特に、当

直可能医師の確保ができなくなってきております。結

果的に、総合病院小児科のマンパワー不足から、小児

二次救急/夜間救急の維持が困難になってきておりま

す。小児科／産科を目指す専攻医を一人でも多く獲得

するために全県的な取り糸Mみが必要なのかも知れませ

ん。

表3小児集中治療部入院患者

他院からの転院患者疾患名

疾患 ｜ ← ・症例数 ｜
脳炎,脳症 －－2

撞肇重積等 3

先天性心疾患 6

心筋炎等 2

後天性心疾患 2

敗血症等 3

気適出血等 2

血液疾患

絞拒性イレウス

合計

１
鱒

工夫が必要だと思われます。全国的な問題ですが、

PICU専門医の不足が顕著化しており、当センターでも

その確保には苦労しています。

また、当センターにおいては、在宅医療へ関与する

部署が未整備であることが挙げられます。平成29年の

群馬県における医療的ケア児/者の調査では、全県で

443人、その内、在宅が298人、入所/入院が145人でし

た（表4， 5， 6)。当センターにも多くの在宅ケア児

/者が通院してきておりますが､十分な対応ができてい

ない現状があるかと思われます。入院中の重症患者を

在宅へ移すに際しての退院支援、在宅療養をサポート

するための短期入所（レスパイト）ができる病棟､等々、

多くの課題が残されております。また、在宅医療を普

表4群馬県の医療的ケア児の現状 (H､29年）

性別 年齢

｜ 項。 ’ 。≦ '八鷺入｜ :↑ ｜ 項｡ .' ゞ． 'も壁｜ 趾’

『巳

乳幼児 92 11 103

学齢期 152 34 186

その他 154
(20迩以 54 (47） 100(99) (146）L,
÷〃

計 298 145 443

男 159 86 245

女
計

８
３

四
叫

９
妬
５
１

９
８

３
９

１
２

表5群馬県の医療的ケア児の現状 (H.29年）

主な基礎疾患

項目 在宅 入院・入所 計

周産朔脳障害 46 74 120

染色体異常/先天異常 59 10 69

後天性脳障害 37 31 69

先天性心疾患 28 2 30

呼吸器疾患 26 2 28

神経筋疾患 22 2 24

消化器疾患 10 3 13

その他の神経疾患 48 15 63

その他・分類不能 22 6 28

計 298 145 443

表6必要な医療的ケア

一

項目 ｜ 在宅 入院･入所 ｜ 計 ’
経管栄養

口鼻腔吸引

冑ろう

在宅酸素療法

気管切開

経鼻胃チューブ

気管内吸引

気管切開人工呼吸器

非侵襲的人工呼吸器

導尿

中心静脈カテーテル

腸ろう

そ力他

言＋
ﾛ’

睡
幽
嘩
駈
釣
田
弘
弧
評
Ｍ
９
２
犯
恥

加
妬
沼
Ⅳ
岬
卵
姪
羽
８
，
１

１
１

276

249

198

153

116

114

106

60

45

24

10

4

48

1403

０
Ⅳ
１
５
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｢群馬県小児医療の現状と展望」

群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野教授荒川浩一川浩一先牛
一

っている。かつては各専門分野に2～4名の常勤医師

で対応していたが、現在は、常勤が減少したことによ

り総合班と血液・腫瘍、NICUの3つの診療グループ

にして三次医療を担っている。大学の役割は、三次医

療、教育、研究、地域医療の維持と、 これまでと変わ

りないが、診療では、 ここ数年の医療安全管理体制の

強化、診療録の質改善臨床倫理委員会やヒトを対象

とした倫理審査委員会の厳格な審査に要求される耆類

作成が増加し、会議出席なども含めて仕事量が急増し

ている。教育に関しては、学生数増加（1学年123名：

学士編入15名を含む） と臨床実習重視のために連日10

名程度の学生が実習に回ってくる。それに加え、初期

研修医（今年度は大学十日高病院）等への指導もあり、

その対応に相当の時間を費やしている。その他、学生

や初期研修医に対する小児科勧誘のための行事、関連

病院を含めた人事配置に掛ける時間も膨大である。人

事に余裕があれば、海外や圧|内留学者を現在よりも更

に増やして診療や研究面の底上げが出来て、 より魅力

のある教室になれると思うのだが、なかなか実現でき

ずに、 「ぼやく」ばかりである。

はじめに

平成26年秋に腹腔鏡術後死亡例が問題となって以来

4年余、群馬大学医学部附属病院にとって厳しい日々

が続いてきたが、その後に取り組んだ改革が評価され、

社会保障審議会医療分科会の審議の結果、本年4月に

特定機能病院の再承認を受けた。さらに、 日本医療機

能評価機構による特定機能病院・大学病院向けに新設

された「一般病院3」を5月に受審した。ようやく群

馬県の高次医療機関として再出発するところである。

本講演では、群馬県小児医療の現状と展望について私

見を交えて論じた。

一

1 ）群馬大学小児科医師の会会員（医局員）の動向

平成16年の新臨床研修制度が開始されて以来、小児

科入会者数が減少している地方大学が多い。当科でも、

開始前6年間の新入会者数が平均9名であったが、平

成18年以降、平均5.8名と減少している。女性医師の比

率は6割弱を継続している。さらに、出産・育児、開

業、他県への異動による退会など様々な理由ではある

が、平成31年4月現在、大学を含めた関連病院に勤務

している小児科の中堅医師(10～20年経験)が68名か

ら26名へと大きく減少している。若手医師の指導、関

連病院の次の担い手を考慮すると非常に心配になる。

他の地方大学小児科教授も中堅医師の減少は同様との

ことで、 とても11奥いていた。

大学を含めた関連病院に勤務する医師の年度毎の推

移を見ると、平成21年度が総数で71名、当直できる医

師が平成22年度に63名で最低数となったが、その後は

徐々に|面l復傾向で、 ここ数年は常勤に日勤枠と時短枠

を併せて90名が勤務し､当直可能な医師数も73～75名

程度を維持している。ただし、平成16年当時は、当直

できる常勤医師数が95名であったことを考えると、大

変な状況であることはご理解いただきたい。

【関連病院の状況】

平成20年以降県内の各圏域で重点化の流れが進ん

でいる。すなわち、北毛では群馬県立小児医療センタ

ー、西毛は高崎総合医療センター、中毛では前橋赤十

字病院、群馬中央病院、東毛では桐生厚生総合病院に

人員を多く配置している （表l)。ただし､日勤や時短

枠の医師が働く場を確保する必要もあり、現実に当直

できる医師数は微増しているに過ぎない。また、追い

打ちを掛けるように医師の働き方改革が目前に迫って

表1．群馬大学関連病院の人員配置の動き
院長やgIl院長､一部非医会員を含む

【】は日勤十時短枠

二丙

昭和59年 平成4年 平成31年北毛

２
，
Ｊ

〃
１
３
１

５
１

２小児医療センター(内料系)

利根中央病院

原町赤十字病院

１
２

３
３

西毛

高崎総合医痕センター

藤岡総合病院

宮岡鯰合病院

碓氷病院

8【3】＋成育から当直

4【1 】

4【2】

４
６
４
２

５
４【大学の状況】

中毛

昭和59年度の人員配置をふり返ると、常勤24名に研

修医13名の総勢37名体制で､平成4年度は常勤23名に研

修医7名の30名、平成31年度は常勤17名に研修医5名、

ワークライフ支援枠（時短勤務） 9名の総勢31名とな

１
１
ｌ

い
い
０
ｍ

ｇ
９
６

前梱赤十字病院

群馬中央総合病院

前橋済生会病院

伊勢歯市民病院

４
４
４
４

５
４
４

栗毛

桐生厚生縫合病院

がんセンター東毛

蛇林厚生病院

１に
０
１

９
１

３
４ 4
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おり、当直回数や時間外の制限が厳しくなるために､さ

らに厳しい状況となることはlﾘlらかである。#8000に

よる救急外来受診の抑制、時間外特別徴収金、 ワクチ

ン等による疾患の変化、 さらには少子化による子ども

の数の減少など入院患者数は減少の一途ではあるが、

当直のニーズは当然のことながら不変である。

ところで、県内で1日あたり何人の小児科医が当直

しているかを調査してみると、 10名以上となる。患者

さんの利便性や病院1!l1での必要性（障害者施設など）

などもあろうが、 ここにもメスを入れざるを得ないで

あろう。

東洋大学の内山有子先生が厚生労働統計協会雑誌

2018に「日本における小児患者数の推移と疾病構造の

変化」と題して論文を執筆している。その中で、小児

入院施設の集約化は、病院の体制強化や専門能力の向

上により重症患者の治療成績を向上させることにつな

がるが、極端な集約化が進められると、地域によって

は近くに小児医療施設がなくなる可能性がある。少子

化対策、育児支援という観点からも国民的議論として

再考していく必要があると報告している。

小児医療に関して課題が多いことが理解できる。

栃木県は143名から120名に大li'Hに減少している。関東

地方では東京が1347名から1811名と464名も増加して

いるが、神奈川県、千葉県、埼玉県を含めて軒並み減

少となっている。すなわち、東京一極集' '1を如実に示

している。

【医師偏在】

厚生労働省は、 これまで地域ごとの医師数の比較に

人口10万人対医師数を用いてきた。しかし、種々の要

因で偏在を統一的に測る「ものさし」になっていない

とのことで、新たな統一的・客観的に把握できる医師

偏在の度合いを示す指標を導入した。具体的には、小

児科では、医師の性別と年代ごとに区分して平均労働

時間を調整し、医療需要は15歳未満の年少人口に対し

て地域ごとに性年齢階級による受療率の違いを調整す

る指標を提示した。それによると、三次・二次医療圏

別小児科の医師偏在指標は､群馬県は115で全国16位と

なり、全国平均104.9より高いことになる （図1)。た

図1小児科における三次･二次医療圏別医師偏在指標
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だし、内訳をみると北毛200.8、西毛88.7,中毛78.0,束

毛75.0となり、北毛は群馬県立小児医療センターを含

むために小児科医師が過剰な地域と判定され、それが

押し上げて群馬県全体として指標がよくなっていると

思われる。一方、埼玉県や茨城県は全国最下位を争い、

とりわけ埼玉県の児玉圏域は16.5、熊谷・深谷圏でも

57.9と最低ラインである。

ちなみに、産科における医Ⅲ|j偏在指標をみると、群

馬県は9.9で全国37位となり、全国平均12.0からみると

相当低い数字である （図2)。群馬県北部は13.6、西部

9.0、中部7.6、東部6.8となり、中部と東部はさらに低

い数字となっている。今後、厚労省は、 目標医師数を

設定して医師多数医療|巻|から医師少数医療1劃への誘導

を促し、大都市圏や目標医師数を上回る県に対して後

期研修医の募集人数にシーリングを設けることなどの

施策で医師偏在の解消をもくろんでいる｡ただ、 シー

リングを掛けられた大都市圏では後期研修開始を1年

遅らせるという裏技を使っているという1l蝋もある。 さ

【研修医の確保への課題】

2018年度、臨床初期研修マッチ者数は、茨城県169名

栃木県131名であるが､群馬県は96名と関東甲信越では

山梨県に次いで低い数字である。出身大学の所在地で

みると群馬県は東北や関東信越からのマッチ者数が少

ないようである。平成28年度の初期研修医が平成30年

度の後期研修医に大体は移行するはずであるが、群馬

県では初期研修医81名が後期研修医79名と微減となっ

ている （表2)。一方、茨城県では150名から129名に、

表2.初期研修医･後期研修医の採用推移
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あり方検討会での検討内容は、

(1) 中長期を見据えた周産期医療体制の再構築の方向

性に関すること

①総合周産期母子医療センターのあり方に関する

こと

②地域周産期母子医療センターのあり方に関する

こと

(2)周産期医療体制の再構築へ向けた当面の対応に関

すること

(3) その他、周産期医療体制の再構築に関して必要な

こと

現在までに、今後の総合周産期母子医療センターの

整備の方向性としては、総合病院と一体的な運用を目

指すべきであるとの意見でまとまった。候補となる総

合病院として、群馬大学医学部附属病院と前橋赤十字

病院が上がっている。

地域周産期母子医療センターに関しては、常時診療

可能で診療報酬加算のあるNICUを備えたセンターは、

アクセス（地域バランス）を考慮し、広域の2.5次保健

医療圏ごとに、総合周産期医療センターを含めて、最

低1箇所は配置されるべきとの意見で集約された。

まずは、最後の砦となる総合周産期母子医療センタ

ーの整備方針について、早急に検討を進める必要があ

るが、地域周産期母子医療センターの配置の見直しに

ついても、医師不足の状況を踏まえ、可能な限り早期

に進めるべきであるとされた。

あり方検討会ではこのような結論が導かれたが、今

年7月に控えた知事選の動向、受け入れ側である総合

病院の課題など、具体案になると難題が山積みである。

しかしながら、安心して子を産み育てる環境を整備す

ることは県民生活の根幹であり、少子化対策にも直結

する。そのためには小児．周産期医療の向上・充実が

強く求められている。

図2.産科における三次･二次医療圏別医師偏在指標
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らに、残念なことに大都市圏に残るために希望診療科

を変更するなどもあり、机上の空論に終わらないこと

を切に望んでいる。

【小児病院からの脱却】 ﾉヘヘ

平成23年5月に、群馬県の大澤知事に対して、群馬

県の将来を見越し周産期・小児三次医療体制を発展さ

せるために、医療資源が不足している群馬県立小児医

療センターと総合病院を一体的に運営する新病院を作

ることを要望した。その際、群馬県医師会や小児科医

会の皆様にはご尽力いただき､大変お世話になった｡し

かしながら、ご存じのように小児医療センターの移転

は一蹴された。

平成29年に小児医療センターの産科医師の確保が難

航したことから、群馬県が「今後の周産期医療体制の

あり方検討会」を設置することとなった。本検討会の

会長は、県医師会長が職に当たり、会議は健康福祉部

長が招集するとしている。このような機運が出てきて

いることは非常に喜ばしいことであるが、 これまで小

児科医師不足が切実でないと判断されたことに失望感

が否めない。

/~、
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■病院だより■

高崎総合医療センター
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター小児科

五十嵐恒雄

高崎総合医療センターは1873年に東京鎮台第一分営

高崎営所病院として創立され、高崎衛戊病院、高崎陸

軍病院と名を改めながら､軍都高崎とともに歩み､1945

年の敗戦後は厚生省へ移管されて、国立病院として地

域の基幹病院の役割を担ってきました。この間､1983年

の救命救急センターの設置、 2004年の独立行政法人へ

の移行(国立病院機構高崎病院と改称)を経て､2009年10

月の新病棟完成とともに現在の名称である独立行政法

人国立病院機構高崎総合医療センターとなりました。

病床数は451床（一般445床､感染症6床）ですが､手

術室の不足により、急患対応や、緊急帝切を前提とし

た母体搬送への対応などに困難が生じるなどの状況と

なったため、手術室の増設を主な目的とした病院の増

築工事が進んでおり、今年度末に竣工の予定です。完

成の暁には､病床は485床となり、拡張されたスペース

を利用して、救急を含めた外来機能も充実して行くこ

とが見込まれています。

小児科は一般病床が神経内科との混合で、小児科分

として約23床あり、新生児病室は（院内では産科の新

生児室などとの区別のためNICUと呼んでいます)6床

です。一般病床では主に二次救急施設としての入院診

療を行っており、新生児では在胎32週以降の児を対象

としています。ここ2， 3年では一般病床の新入院患

者数は年間1000例をこえ、新生児の入院数は70～80例

程度となっています。

小児科二次病院では､インフルエンザはもとより、マ

イコプラズマ､RSウイルスや胃腸炎など､感染症の流行

により入院需要に変動があるのが常ですが､個人的には、

以前勤務した他の施設に比べて当院では比較的その変

動が少なく、病態はバラエティーに富んでいて､治療方

針についても一筋縄ではいかない考えさせられる症例

が多く、気の抜けないことが多い印象です。その一方、

勉強となることも多く、このおかげもあって日々新鮮

な気分で診療できています｡これは､予防接種の普及に

よる感染症の減少と、地域の紹介元医療機関によって

入院の必要な症例がしっかりと選ばれていることの表

れと考えています｡そのなかにあっても､川崎病と痙箪

性疾患、気管支炎･肺炎･喘息発作などの呼吸器系の感

染関連の疾患は入院患者の多い疾患群となっています。

新生児では、施設が小規模なこともあって時に入院患

者がいなくなることがありましたが、最近では、産科

的ハイリスクの分娩も多く､運営は安定してきています。

また､外来では､群馬大学等の人事面の支援や、関係各

位の協力もあって食物アレルギーや､消化器､小児外科

など､各分野の専門外来も充実しつつありますが､人事

の流動は避けられず、一部では診療対象が年ごとに変

化してしまうこともあって、紹介元や患者さんにご迷

惑をおかけしています｡さらに､社会的にハイリスクな

出産や、養育上の問題のある児への対応は当院でも大

きな課題となってきていて､患者･家族への対応や院外

の関係諸機関との連絡･調整などにおいて､医療ソーシ

ャルワーカーの活動が欠かせないものとなっています。

当面の課題は、病院の増床への対応ですが、小児病

棟としてのキャパシティの充実によって、複数科の協

力のもと、院内における小児医療の拠点とするととも

に、将来必要となった場合の集中化に耐えるハードを

確保できればと考えています｡群馬大学の医師の会(医

局員）の構成をみると、明日の地域医療を担う中心的

存在となるべき中堅層を大きく欠いたままで、群馬の

一次・二次医療を支える人材を確保することが、早晩

難しくなりそうな状況です。折角群馬を選んでくれた

医師に長く働いてもらうためには、おたがいの個人的

な事情を必要以上に考慮しあうことなく働いていける

しくみと、若手医師の良質な教育体制を確保すること

が必要で、これに働き方改革の流れを上手に絡ませて

いくことが喫緊の課題と考えています。この点につい

ては、小児医療体制の一定レベルの効率化は不可避と

考えますが、一施設でできることには限界があり、行

政・県民も含め県全体で考えるべき問題でもあります。

群馬県でも少子化とともに、人口が平野部に偏在す

る傾向が強くなっており、 これらを背景とした地域の

要請にマッチした良質な小児医療を提供することに、

少しでも貢献できればと考えておりますので、今後と

もご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

/~、

凧
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■会員からの投稿欄■

上毛電鉄での通勤

北関東アレルギー研究所森川昭廣

金を出しているという。中央前橋駅は2， 3番線しか

ないが、それでも改札の方は必ず次に出るのは何番線

からですと伝えてくれる。電車の清掃にかかわる方も

必ず挨拶をしてくれるし、清掃したばかりだと床が滑

るから気を付けてとも言ってくれる。発車直前に運行

についての種々の情報が流される。また、この路線に

は戦国時代の城が多く （大胡城､膳城など)、またそれ

らの関係のある剣豪（上泉伊勢守など）についての情

報が展示されている。 12月になると大胡駅には古い時

代の車両､｢デハ｣がライトアップして飾られたり､種々

の行事で使用される。ここまで上毛電鉄の様子を書い

てきたが、 これらのサービスは他社のものと比べて際

立ってというものではないが、感じるのはどれも心の

こもった手づくり感があるのと、それらを通してこの

会社が一層沿線の住民の方へのサービスを向上させ、

ひいては自分の会社の存続と繁栄を願っている社員の

気持ちを感じさせる。

近年、 自分の所属する団体や会社をいかに良くする

か、そして愛着を持ってその存在が地域に貢献するの

かを考えることがどの分野でも少なくなっているよう

に感じる。しかし無くなったわけではない。例として

挙げられるのは、例えば、プロのサッカーチームや一

部のプロ野球球団である。特に今年は広島が燃えてい

る。広島カーブがセ・リーグで優勝したし、サンフレ

ッチェ広島は後半になって危うい場面がみられるが上

位に位置している。両者への広島市民の熱い応援は変

わらない｡広島カーブの場合は球場全体が赤くなる。き

っと県民の大多数が心から応援しているのだろう。も

ちろん、球団創立の頃、広島カーブは弱小球団といわ

れ、球場にはお金を寄付するための樽が用意されるな

ど、市民の多大な援助によって今の隆盛を極める球団

になったのだろう。本県でもJ2への昇格を目指してい

るサッカーのザスパ草津も、独立リーグで日本一にな

った野球のペガサスも応援団が頑張っているが、 まだ

まだ燃え方が少ないような気がする。街、会社、団体

などに、 「俺たちの県、市、町、村」「俺たちの会社｣、

｢我々の病院」等「我々の○○」が少なくなったと思う。

原因として、昔からの県民性、東京に近いこと、地味

群馬県の県庁所在地前橋から織物で名高い桐生まで

の間にはJRの両毛線と私鉄の上毛電気鉄道（以下上

電）が走っている。両者ともローカル線で大きな特徴

はない。前者は高崎から小山までを走っていて、筆者

が前橋に来た頃はデイーゼルであった。後者は今年創

立90年を迎えたが、筆者は学生時代に桐生にある群馬

大学工学部に用事がある時に乗ったことと、車体が黄

色に塗られていたことしか記憶になかった。上電は地

図で見てみると、中央前橋から赤城のすそ野の田園地

帯25.4kmを51，2分かけて桐生まで走っている。最

近、仕事の都合上、週三回中央前橋から赤城（以前は

大間々）間を乗ることになった。この線の特徴は2両

編成のワンマン運転であること、無料で自転車の車内

への乗り入れが許可されていること （サイクルトレイ

ン)、高齢者には特別寿割引乗車券が発券されること、

赤城駅で特急に乗り換えれば浅草やスカイツリーに直

行できることなどが挙げられる。駅のホームはいつも

掃除が行き届き、ベンチが設けられ、各駅の名所・旧

跡の紹介が提示されている。また、女性の運転手が多

いためか、それとも直線が多いためか乗車していて体

に負担が少ないような気がする。普段の車内は特に変

わりがないが、季節、季節で車内の飾りが変わる。例

えば、今の時期（10月）は、ハロウィーンの飾りがさ

れていて、やや殺風景な車内にオレンジ色があふれる。

夏には風鈴電車が用意され、涼しそうな音を楽しませ

てくれる。水族館電車もある。壁面に種々の魚の絵が

飾られ、海のない群馬県では一時にせよ、海へのあこ

がれを満たしてくれる。先日はジンベイザメ、 クラゲ、

鯛やひらめのオンパレードだった。時には、小中学生

の俳句、絵や書道の作品が飾られ（上電動くギャラリ

ー児童絵画展)､外の風景とともに楽しんでいる間に過

ぎてゆく40分の旅である。

しかしながら、乗客は必ずしも多くない。マイカー

が足となっている群馬県民には、たとえ自転車乗り入

れが自由でもdoortodoorの車の便利さには負けてし

まう。私がよく利用する平日中央前橋発11時15分の車

両には多くて10名、 ときに私1人という時もあり、前

橋市、大胡町、みどり市や桐生市などが本年まで補助

/録、

/働愈､
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な性格の県だからなどいろいろ言われているが、いま

だに原因はこれだというものにぶつからない。考えら

れる理由の一つは､少し前の統計ではあるが､本県は16

歳から60歳の人が占める割合が他県に比較して少ない

ことである。すなわち、世論を作り出す働き盛りの人

達が県外に出て、地元愛の世論を形成する方達が少な

くなっていることが考えられる。ただ、上電がなぜ社

員の努力で利用者に好感を持たれるような会社になっ

ているか（輸送実績は減少しているが)､手作りの工夫

をこつこつ続けるモチベーションを保つ理由を一度詳

細に聞いてみたい。もしかすると本県で育った方が多

いのではないかと思うが、いずれにせよその愛社精神

がどこに由来するのかを聞いてみたいものである。そ

れは今の社会で重要な情報と思われるからである。

私にとって得られた大切なものは、故郷を離れ、前

橋に住み、地元の大学で教鞭をとり、多くの学生さん、

患者さん、同僚など、約五十年に育まれたものは群馬

という第二の故郷への愛情である｡そうであっても､家

族や本県出身の友人の郷土愛、地元愛にはとてもかな

わない。会話の中に本県への愛情がほとばしるといっ

てよいほど頭から前橋市を、そして群馬県を愛してい

るのがわかる。彼らの頭の中では群馬県は決して種々

の面で一番の県ではないのだが、多くの場面で話題の

中心となるのは前橋市であり群馬県であり、それをこ

よなく愛しているのがよくわかる。生まれたのが群馬

県または前橋であることがその方向性を決めているの

ではないかと思う。我が家でも、私を除いたほかの者

はすべて高校を卒業するまで前橋市で過ごしている。

生まれて'8年以上赤城颪(おろし)を体に受け、前橋の

空気を吸い、そして利根川の水を飲んでいる者は、そ

れ以降になってからそれらを体に受け、呼吸し、利根

川の水を飲んでもかなわない何かを体に入れているよ

うに感じる。群馬で生まれ、群馬で育った人が地元に

残り、言い換えれば群馬県児を育て、そして暮らして

もらうこと、そして他県からの人たちが住み着きやす

いことを推進していくことが人口減をストップし、群

馬を発展させる大きな力になるのではないかと思うが、

いかがであろうか？多様性の時代に逆行するようだが

これも一つの意見だろう。最近、群馬県で初期の医学

研修をする方々が少ないことが話題になっている。

色々な原因が考えられるが、なにか良い方策はないも

のだろうか？富山県では入学枠に地元枠があり、これ

で入学した学生は、最初はやや成績が劣るものの、卒

業近くでは上位にいるというニュースを聞いた。もち

ろん、ある県でこれを取り入れたところ、あまり好ま

しい結果ではなかったという報告もある。前者はコホ

ート研究であり、今後も追跡されると思う。どのよう

な結果が出るだろうか？ （平成30年ll月投稿）

/“

入会のご挨拶ﾒ凧

前橋赤十字病院小児科安藤桂衣

このたび、群馬県小児科医会に入会させていただき

ました、前橋赤十字病院小児科の安藤桂衣と申します。

私は、母の里帰り出産で大分県大在の国立病院で生

まれ、前橋で幼小中高と育ち、大学は大分県に戻り大

分大学医学部(当時は大分医科大学)に進みました。大

分大学医学部のキャンパスは、別府温泉まで車で20分、

湯布院温泉まで車で40分という立地条件にあり、大学

時代は所属している卓球部のみんなと､週にl～2回は

温泉を堪能するという生活でした。部活動終わりの夕

食には、 とり天・チキン南蛮・とんこつラーメンを食

べ、友人からは郷土料理であるだんご汁ややせうまを

作ってもらい、大分の文化にしっかりと染まっていた

6年間でした。

そんな大学生活を平成20年度に終え、群馬県に帰郷。

前橋赤十字病院の第5期生として、初期研修生活を送

ることになりました｡前橋赤十字病院の初期研修は､当

院小児科の清水真理子先生をいわゆる0期生としてス

タートし､『全ての科を回り全ての科のことを学ぶ』と

いうコンセプトで行われていました。私も、 1年目を

循環器内科→呼吸器内科・外科→消化器内科・外科と

順調に回っていました。当時の私は、大学時代に祖母

を膵臓癌で看取った経験から、消化器内科の門をたた

くつもりでいました。その後、毎日が緊急手術でてん

やわんやだったお正月の脳神経外科を終え、 1月から

小児科を研修することになりました｡小児科研修中､入

院したこどもたちが、最初は機嫌も悪く苦しそうだっ
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の先生方と一緒に見守らせていただけることがあると

思います。最初の頃に担当した子がもう小学生になり、

学校での勉強の様子などを教えてくれるととても嬉し

くなります。また、上記のような特殊な疾患だけでな

く、肺炎・腸炎・川崎病など多岐にわたる疾患を抱え

る子どもたちもたくさん会うことができます。それも、

日ごろから小児科医会の先生方に支えていただいてい

るからこそと思います。

そんな恵まれた後期研修を終えた後、 7年目・ 10年

目に出産し、今年の2月に長男の育休明けから復帰さ

せていただいたところです。育児短時間勤務制度を利

用し、みなさまに支えてもらいながら、どうにか子育

てと仕事を両立しているような毎日です。復帰後、先

生方からご紹介いただく折､電話で『久しぶりですね』

なんて言っていただくこともあり、 とてもありがたく

感じております。まだまだ若輩者で、ご迷惑をおかけ

することも多くあるかと思いますが、今後ともどうぞ

ご指導．ご鞭捷のほど、 よろしくお願い申し上げます。

たのに、 しばらくするとご機嫌に遊んでくれるように

なり、笑顔で退院していく姿に感動し、小児科で働き

たい！と強く考えるようになりました。当院初期研修

出身の先輩方が多数、当院小児科の後期研修にそのま

ま進まれていたこともあり、私の中では前橋赤十字病

院小児科への道がひらかれていたように感じました。

2度目の小児科研修の際、部長の松井先生に、 日赤小

児科希望を申し出たところ、 とても驚かれたのを覚え

ています(笑)。

研修医2年目の終わりに1学年年上の当院初期研修

4期生の夫と結婚しましたが、夫はそこから2年間千

葉県の病院に単身赴任したため、独身を調歌しながら

後期研修をスタートしました。後期研修の最初は、二

分脊椎・脊髄髄膜瘤・裂脳症・口唇口蓋裂など外科系

とのつながりが多い症例を担当させていただくことも

多く、初期研修時代にお世話になった先生方と一緒に

お仕事をさせていただいたことがとても役立ちました。

当院の後期研修の特徴として、外来にて、そんな障害

を抱えつつ成長していく子どもたちの姿を小児科医会

/…、

新入会のご挨拶

公立藤岡総合病院小児科渡部登志雄

この度群馬県小児科医会に入会させていただきまし 馬大学小児科に入会させていただきました｡ 2年目か

て誠にありがとうございます。公立藤岡総合病院に勤 らは、佐久総合病院、群馬中央病院(現)に勤務後、平

務しております渡部登志雄と申します。どうぞよるし 成10年より群馬大学病院勤務となりました｡その後(自

くお願い申し上げます。一昨年度まで当院小児科の責 分でも全く予想していませんでしたが)､17年間にわた

任者でありました深澤信博先生の後を引き継ぎさせて り三次医療に携わることになりました。その間に、専

頂きました。深澤先生は御定年直後から現在に至るま 門が腎臓であったこともあり、今泉先生に声をかけて

で岩手県陸前高田市の済生会陸前高田診療所にて小児 いただいて学校検尿、及び三歳児検尿マニュアル作成

科診療を継続されています。震災の影響が未だに残る に携わらせていただきました。その際には小児科医会

地域での医療はいろいろ大変なことが多いと思われ、 の先生方にも多大な御協力を頂きました。誠にありが

定年後にそういった状況下で働かれるそのバイタリテ とうございました。平成27年度より現勤務地に赴任し

イーの大きさに尊敬を禁じ得ません。自分も少しでも 現在に至ります。上記の様にちょっと特殊な既往歴を

その域に達するようになれるといいなと思いながら 持つため、一般小児科歴はまだまだ浅く、未だに修行

日々の診療をこなしております。 中の身ですが、現在の同僚である小山先生、相馬先生、

私は前橋生まれの富岡育ち（同じ小児科勤務医の父 岩脇先生とお互いに切碓琢磨して藤岡多野、埼玉北部、

の転勤で3年ほど佐久在住でしたが） と10代が終わる 及びその周辺の小児科医療の一翼を担うべく頑張って

までは立派な上州人。空っ風や夏の雷のなかですごし、 いきたいと思います。諸先生の皆様におかれましては、

ぱりぱりの上州弁をあたりまえに駆使して生き生きと 今後もご迷惑をおかけすることが多いと思いますが、

生活していました。以後、予備校、大学のみ東京にて、 何卒、御指導、御鞭捷のほどよろしくお願い申し上げ

平成4年昭和大を卒業し、そのまま黒梅先生時代の群 ます。

/~、
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入会のご挨拶

伊勢崎市星野小児科医院星野正也

最後まで居残り勉強をし、その後も勉強会部屋で日付

が変わるまでほぼ毎日試験勉強をしていました。国家

試験に向けて過去問を繰り返しましたが、 3回同じ問

題を間違えた夜は、 自分の馬鹿さ加減に泣き崩れる時

もありました。非常に幸運なことに、苦楽を分かち合

えた勉強会のメンバーと、優秀で非常に面倒見の良い

国試対策委員に恵まれ、無事に卒業と国試合格を果た

すことができました。

また、その年は、大学創立以来、現役生全員が一人

も国試を脱落せず合格した年でもありました。合格し

た喜びよりも、本当だったら自分が一人だけ落ちたの

ではないかと、背筋が凍る思いでした。

大学卒業後も、大学病院、その後、熊谷総合病院に

勤務し、 また、外勤先として寄居病院、秩父市立病院

等、埼玉北部を駆け巡る日々でありました。

前院長が高齢となったため、勤務医を終え、開業医

として再出発いたしました。現在は、院長職を引き継

ぎ伊勢崎市下植木町にて診療しております。

まだまだ未熟者で至らない点が多いかと思いますが、

今後とも諸先生方に、ご指導ご鞭捷のほどよろしくお

願い致します。

最後に、地域小児医療において、今後とも微力なが

ら協力させて頂こうと思います。普段紹介等で大変お

世話になっている佐波医師会病院､伊勢崎市民病院､前

橋赤十字病院の先生方、 またスタッフの方に、この場

を借りて深謝いたします。

諸先生方には平素より大変お世話になっております。

平成30年度より新入会させて頂きました星野正也と

申します。

恐縮ではありますが、 自己紹介をさせて頂きます。

群馬生まれの生粋の群馬県人です。高校時代は水球

部に所属し、 もともと競技人口が少ないことが功を奏

し県強化指定選手、国体候補に選ばれ、一時期は、気

の迷いで水球選手の道も目指しておりました。特に夏

場は、昼休みや、休日でもプールにて一人で泳ぎ回っ

ているようなスポーツ人間でありました。その後は順

調に浪人。大学入学を機に埼玉県に移住。大学時代は、

アメリカンフットボール部に所属しましたが、肩の脱

臼癖と根性のなさから、止む無く退部。一大勢力を誇

る体育会アメフト部を退部したため村八分のような大

学生活をおくっていました。高校時代の水泳の経験か

ら途中水泳部に運よく拾って頂き、優しくして頂きま

した。しかし、持ち前のだらしなさを発揮し、進級も

ままならない生活でありました。

転機がおとずれたのは、前院長である父の前立腺癌

の発覚でした。幸いにも検査にて発見され、その後も

転移は認めませんでした。それまでは、国家試験に落

ちても、 まあl、 2年かけてゆっくり受かればいいや

と漠然と思っていましたが、これからは自分が、がん

ばらなければならない、早く医師として一人前になり

たいと真剣に思いました。それからは、医学生として

当たり前のことですが、大学の授業の後は、図書館で

/凧

〆…、

立 可

新入会にあたってのご挨拶

高崎市寺尾こどもクリニック江原佳史
一

総合医学であるということを当時濁協医科大学の臨床

検査医学教室の教授で、高崎高校の大先輩でもあられ

た家入蒼生夫先生の授業で強く力説をうけたことが興

味を抱いた一因であったように思います。大学3年生

の時に家入先生に｢臨床検査部で勉強させてください」

と直談判し幸運なことに臨床検査部への出入りを許さ

れました。その後は大学での授業終了後は臨床検査部

今回新たに群馬県小児科医会に入会させていただく

ことになりました江原佳史と申します。

私は群馬県で生まれ育ち栃木県にある濁協医科大学

に入学致しました。濁協医科大学では、部活動はESS

に所属し週に1度英会話を楽しんでおりました。大学

生時代は、臨床検査医学に非常に強く興味を抱いてお

りました。臨床検査医学は基礎医学を臨床に還元する
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部臨床検査教室の大学院に入学致しました。入学後は

各検査室を1年かけてローテートし、 2年時からは小

児感染症学の泰斗である岩田敏先生の主催される慶應

義塾大学医学部感染症学教室に出向が許され、肺炎球

菌の小児のみならず成人での分子疫学的研究で御高名

な生方公子先生の指導をうけ、ペニシリン低感受性B

群溶血性レンサ球菌に対する抗菌薬の殺菌性の研究を

行い学位を取得することができました。学位取得後の

現在は週1日実家の寺尾こどもクリニックを小児科医

として手伝いながら臨床検査専門医として済生会横浜

市東部病院で検査管理に携わっております。

週1日と短い時間ではありますが実家で小児医療に

携わらせていただき非常に新鮮で充実した日々を送ら

せていただいております。

何分未熟者故、群馬県小児科医会の先生方には何か

とご迷惑をおかけすることもあると思いますが微力で

はございますが今後とも地域小児医療のため努力をし

て参りたい所存ですのでどうか御指導御鞭捷のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

に入りびたり、骨髄標本の見方を技師さんに教わった

り、細菌の培地への塗布方法やグラム染色の仕方、薬

剤感受性検査の読み方を教わったり、当時准教授であ

った菱沼昭先生（現濁協医科大学医学部感染制御・臨

床検査医学教室教授） と遺伝に関する勉強会に参加し

たりと至れり尽<せりの充実した日々を送っておりま

した。大学卒業後は臨床検査医学教室に入局しようと

思い家入先生に御挨拶にいったところ意外にも「臨床

検査医学は総合学問であるので何か他の科で専門医を

取得してからでも入局は遅くない。臨床の科を選び専

門医を取得してから来なさい｣と御助言をいただき､父

が小児科医として働いていたこともあり小児科が身近

であったため小児科医になろうと思い立ちました。

大学卒業後は群馬大学医学部付属病院で初期研修後、

群馬大学医学部小児科学教室へ入局、入局後は群馬県

立小児医療センター、国立高崎病院、公立藤岡総合病

院で小児科医として勤務致しました。公立藤岡総合病

院に勤務時代に念願の小児科専門医を取得し妹が小児

科医になったこともあり、 2013年に慶應義塾大学医学

/~、

新入会にあたってのご挨拶

高崎市寺尾こどもクリニック池尻佳奈
q r 畢

今回新たに群馬県小児科医会に入会させていただく

ことになりました池尻佳奈と申します。

群馬県で生まれ育ち、公立小中、県立高を経て、平

成14年に順天堂大学医学部に入学致しました｡学生時代

は陸上部に所属し、毎週末は陸上競技場に通う日々を

過ごしました。平成20年に順天堂大学医学部を卒業し、

順天堂大学医学部附属順天堂医院で初期研修を行いま

した。初期研修1年目では様々な科に魅力を感じてお

りましたが、 2年目の初期研修を行う中で小児科医療

に強く魅力を感じ、父親･兄と同様に小児科医の道を選

びました。その後は順天堂練馬病院･順天堂大学医学部

附属順天堂医院・済生会川口総合病院・順天堂浦安病

院・東京臨海病院で小児科医として勤務致しました。

小児科入局後は小児発達分野を専攻致しました。医

学部学生時代から小児精神・発達分野には興味があり、

学生時代も実習に参加させていただいていましたが、

実際臨床現場に出てよりその興味が高まり、 自身のサ

ブスペシャリテイとすることに致しました。研究に興

味を持ち、順天堂大学医学部大学院へ進み「極低出生

体重児と自閉スペクトラム症」に関する臨床研究を行

い学位を取得致しました。研究生活は大変なものでは

ありましたが、英語論文を読んだり、学会発表の機会

を与えていただいたり、初めて国際学会に参加させて

いただいたり大変充実したものでした。学位論文では

論文投稿にあたって英語の壁に直面致しましたが、先

輩のご指導のおかげでなんとか学位を取得することが

できました。

現在は第1子の妊娠・出産をきっかけに、実家の小

児科クリニックで勤務しております。

総合病院での勤務は当直業務も多く、非常に多忙な

日々を送っておりましたが、現在は比較的余裕を持っ

て診療に向かうことができ、新鮮さを感じております。

ただ、限られた資源の中で重症患者を見抜き二次病院

へ送ることの難しさや、患者様との信頼関係の構築の

難しさを痛感する毎日です。難しさがある反面､総合病

院勤務の時とはまた違ったやりがいを感じております。

実力不足で皆様にご迷惑をお掛けすることがあると

思いますが、地域医療のために努力して参りたい所存

ですので、今後もご指導．ご鞭捷の程宜しくお願い致

します。

/‐、
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入会のご挨拶

玉村町田口小児科医院田口洋祐

診療科医長を経て2009年に同院を開設しています。現

在200名を超える患者さんを抱えており、その半数弱を

小児から青年期の患者さんが占めます。小児例では気

管切開、胄瘻の症例が多く、在宅人工呼吸管理中の方

も数多く診させて頂いています。NICU卒業生だけで

なく、神経難病や遺伝性疾患、事故の後遺症など様々

な医療的ケア児と関わっています。同時に高齢者も診

させて頂くようになり、今まで10年以上赤ちゃんを中

心に診てきた自分としては新鮮な毎日を送っています。

現在､妻の実家である相模原市に居住しています｡妻

は大学の同級生で開業医の娘であり、跡取り同士がや

や無理矢理に結婚してもうすぐ12年になります。この

間、不妊治療も経験しながら3人の子ども （すべて男

子!!)に恵まれました。出産には3回とも立ち会いまし

た。長男は膳帯頸部巻絡3回、分娩第2期2時間半の

格闘の末、ちょっと仮死でした。次男はたすき掛けの

膳帯巻絡で、しっかり仮死でした…。公式にはApgar

スコア7/8とのことですが､どう見ても1分は4点くら

い…。反射的に児に駆け寄ろうとした瞬間､蘇生に来

ていた当直の小児科Dr.に、 「お父さんはそこから動か

ないで111」と鬼の形相で制止されました。ところがそ

の先生、新生児蘇生はあまりお得意ではなかった様子。

｢う－ん、泣かないねえ…｡」などとおつしやりなが

ら、ぐにゃぐにゃな我が次男をツンツンしています｡そ

れでも一歩が出なかった父親を横目に、健気な次男は

自力で泣き始め、なんとか事なきを得たのでした。分

娩に立ち会って生まれてきた我が子が仮死だった。新

生児科医にとって人生でこの時以上にその力を発揮す

るべき時があるでしょうか。己の気の弱さを呪った瞬

間でした。三男は初めて選択した無痛分娩のもと、驚

くほど穏やかに出生しました。現在3人は、小学1年

生、年少さん、 1歳半となり皆元気に成長しています。

今後は軸足を群馬に移して活動する予定です。医会

の皆様には、色々と教えて頂くことが多く大変お世話

になると思いますが、群馬の小児医療に少しでも貢献

できるよう精進して参ります。今後とも何卒よろしく

お願いいたします。

このたび入会させていただきました、田口洋祐と申

します。現在、佐波郡玉村町にある田口小児科医院で

週1～2回勤務しております。

私は2003年に日本大学を卒業後、 2005年に同大学小

児科学教室に入局し、主に新生児科医としてNICUで

働いてきました。

そもそもNICUに身を投じる契機となったのは、入

局2年目から2年間出向した国立病院機構甲府病院で

の経験でした。医師になり4年目で初めて一人当直を

任される事になったのですが、その初回は惨憎たるも

のでした。重症胎児水腫で生まれた極低出生体重児の

蘇生で始まり、間髪入れず23週の経膣分娩が飛び込ん

できました。何もできないまま結局常勤4人中3人の

医師を朝まで付き合わせてしまい、 もはや誰が当直か

分からない状況でした。それでも徐々に慣れ始めた6

月頃、真夜中に常位胎盤早期剥離の緊急帝王切開に呼

ばれました。上級医を呼ぶ間もなく生まれてきたスリ

ーピングの極低出生体重児に自分でも驚くほど冷静に

新生児蘇生法を施し、無事NICUまで運び入れる事が

できました。自分が何か手を施さなければ消えていた

かもしれない命を助けた、初めての経験でした。単純

なもので、この後から新生児科医を志すようになって

行きます。

結局、大学に戻った後も約10年間NICUに勤めるこ

とになり、様々な経験をさせて頂きました。残念な転

帰を辿った症例も多く、障害を遣した児も何人もフォ

ローさせて頂いています。NICUでは医療的ケアを必

要とした児が次の受け入れ先がないまま行き場を失っ

てしまうケースが問題となっており、 自宅に連れて帰

りたいが体制が整わず叶わないといった事例も見受け

られます。このような方々をどのようにサポートでき

るか考えるうち、次のステージとして在宅医療に足を

踏み入れることとなりました。

2018年4月から、横浜市瀬谷区にあるせや在宅クリ

ニックでお世話になっています。院長の大村在幸先生

は前橋赤十字病院の救命センターにも在籍していたこ

とがあり、その後神奈川県立こども医療センター総合

凧

へ
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元号が変更されてから数ヵ月あまりが経過し、令和

生まれのこども達に出会う機会が増えてきた頃ではな

いかと思います｡カレンダーを含めお役所などでは､通

常の年月日は時代の趨勢として、西暦表記が一般的に

なってきている印象を受けます。しかし、 こと生年月

日に限っていうと日本では、元号表記が選択される傾

向にあります。すると身の回りには、おのずと2つの

表記が混在することになります。診療の現場で、年齢

(月齢）や予防接種の接種間隔などの確認に､時間がか

かっているのは私だけでしょうか？

さて､あたかも元号の変更に合わせるかのように､小

児科医会便りも年1回（秋）発行､B5からA4版に変更

されました。この度、第70号を無事にお届けすること

ができて編集委員会一同安堵しています。会員皆様の

多大なるご協力の賜物ではありますが、令和になって

初めての号にふさわしい内容に仕上がっているのでは

ないかと思っています。

まず、はじめににおいて、今春新たに小児科医会会

長に就任された松島宏先生より、令和元年からのイノ

ベーションを成し遂げましょうとの表明がなされてお

ります。次に、今春の学術講演会の3人の講演記録と

病院便りを頂きました｡まず､発達障害(神経発達症)を

特性概念としてとらえた考え方とその対応方法につい

てを鈴木基司先生に詳述してもらっております。さら

に県立小児医療センターの今後一課題とその対策一に

ついてを院長の外松学先生から、群馬県小児医療の現

状と展望についてを教授の荒川浩一先生から、病院便

りを高崎総合医療センターの五十嵐恒雄先生から頂き

ました。それぞれ、興味深い内容が詳細に書かれてお

りますので、ぜひご一読ください。会員からの投稿欄

に群馬愛にあふれる森川昭廣先生から原稿を頂きまし

た。群馬をより良くしていくにはどうすればよいのか

という模索の気持ちと情熱を持ち続けておられること

に誠に敬服いたします。先に述べられている、小児科

医会会長が表明したイノベーションや、 3病院をまと

めている先生方の病院の、ひいては群馬県全体を見据

えた対策や展望などを実行に移していくためには、森

川先生の様な考え方が根底に必要なのかもしれません。

今号の特色、 うれしい話題は、 6人もの新入会のご

挨拶を頂いたことです。それぞれの先生方の書かれた

内容に心地よい刺激を受けました。会員数は10数年ほ

とんど増加していないと、はじめにに記載されていま

すが、新入会の数が増えるということは、小児科医会

にとって、単に会員の平均年齢を押し下げる効果だけ

ではないことは明らかです。群馬の小児医療にとって

も良い効果を及ぼすことに間違いありません。令和に

なってからも、多少ペースが緩やかになっても新入会

が継続することを願っています。

最後になりますが、 これからも会員の先生方のご投

稿を心よりお待ちしております。

/，一、

/‐､
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