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題字：古賀和彦先生（佐賀県小児科医会顧問）



かかりつけ医、非専門医でできる発達障害診療のマネージメント

佐賀整肢学園こども発達医療センター小児科 石井清久

【各発達障害の特徴】

現在発達障害は大きく以下の4つに分けられて

おり、それぞれはオーバーラップしていることも

多い(図l)。

＜注意欠如・多動症ADHD>

注意力が散漫・多動衝動性などが顕著である行

動の問題。

＜自閉スペクトラム症ASD>

コミュニケーションと想像力の発達に偏りがあ

り、対人交流の困難がみられる社会性の問題。

＜限局性学習症SLD>

知的な遅れはないが、聞く ・話す．読む・書く ．

計算する．推論するの能力のうちどれか、または

複数で困難を示す学習の問題。

＜発達性協調運動症DCD>

不器用で箸・はきみ・ボタン詰めなど身の回り

のことがうまくできない、縄飛び・自転車こぎ・

バランス運動などがうまくできないなど日常生活

に支障を来している協調運動の問題。

【はじめに】

昨今発達障害は、メディアでも取り上げられる

機会が増え、社会の認知度も上がってきている。

そのため専門病院やクリニックには多くの子ども

たちが殺到し、全国各地で予約から受診まで長期

間を要する事態になっている。

もともと発達障害とは、「生まれつきの脳機能

の発達のアンバランスさ・凸凹(でこぼこ）と、そ

の人が過ごす環境や周囲の人とのかかわりのミス

マッチから社会生活に困難が発生する障害｣であ

り、発達特性があっても周囲の理解が十分得られ

ており、本人と周囲の人々に困り感がなければあ

えて医療が介入する必要はないのかもしれない。

診断が単なるレッテル貼りになってしまい、診

断がつくことで周囲の大人達が本人に寄り添おう

とする努力を止めてしまい、「障害だから仕方な

いよね｣とあきらめてしまうことは避けなければ

ならない。実際の外来でも、「じゃあ診断は何で

すか？この子は自閉症なんですか？違うんです

か？」と、 “診断名"のみを気にする保護者も多い。

しかし敢えて誤解を恐れず述べるとすれば私は、

年少児での診断は、生活上の不便を補う福祉サー

ビス(児童発達支援センター、特別児童扶養手当

など)の利用や保育園・幼稚園からの支援・合理

的配盧を必要とする時に、その権利を担保するた

めの手段と考えている。同じ自閉スペクトラム症

と言っても一人一人特性が違うので、おのずと支

援方法も違ってくる。ただ単に診断をつけるより

も子どもの発達特性を周囲の人間が理解し、その

子にあった対応・支援・配盧・環境整備を行うこ

とのほうがよっぽど重要なのである。

佐賀県では発達の凸凹が疑われるl～2歳児に対

して詳細な発達検査が行われているが、その後の

親指導や支援は十分とは言えず、親子が路頭に迷

うケースが少なからず散見される｡その解消には、

かかりつけ医である小児科医が育児相談や育児ア

ドバイスを行い健全な親子関係を見守っていくこ

とが求められている。

【療育とは】

得てして保護者は、療育をすることで子どもの

特性を限りなく定型の発達に近づけていくことが

できると誤解し、過度に期待している。療育とは、

｢子どもに特別の努力や訓練を求めるのではなく、

いろいろな状況で要求される課題を周囲の人が工

夫することで、子ども自身の持っている能力を最

大限に発揮できるように促す｣ために行うもので

あり、子どもにかかわる周囲の人達が地域全体で

行う活動である。

【対応する際の注意点】

子どもの発達は、診察室で1回会ったく、らいで

わかるほど単純なものではない。 1回の診察の中

でも、診察室に入ってきた時と診察が終わり部屋

から出て行く時とで、子どもの様子が全く異なる

ことはよく経験する。保護者が発達障害を心配し

て相談に来た時には、 1回目の診察で問題ないと

思っても決して「大丈夫」とは言わず、次回の来
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ない｣｢睡眠の問題｣について述べたい。院を約束し、必ず経過を見るようにしなければな

らない。保護者は多くの葛藤や悩みを経て相談に

来ているのであり、「うちの子は問題ない｣と言っ

てもらいたいという気持ちは当然持っている。そ

のような保護者に｢大丈夫ですよ」という言葉は、

｢うちの子は正常だったんだ｣と誤解を生み、その

後の相談を後ろ向きにさせ、適切な時期の対応や

療育の機会を逃してしまうことに繋がってしま

う。また、安易に｢様子を見ましょう」という言葉

を発することもよくない。保護者の心配事に対し

て、具体的に指導をすることを心がけるべきであ

る。

＜かんしゃく＞

かんしゃく ・パニックを起こさない子はいない

一方､ASD､ADHD､被虐待児、反応性愛着障害、

知的障害などでもみられる。保護者の困り具合・

自傷・他害・物の破損・他児とのトラブルなどを

参考に問診を行う。かんしゃく時の基本的な対応

は、かんしゃく自体には反応を示さず、淡々と場

所を移動させる(タイムアウト)のがよい。その際、

ぐち<、ちと注意したり、逆に｢よしよし｣などなだ

める言葉を掛けないようにする。かんしゃくの

原因が、「順番を待てない｣｢おもちゃの取り合い」

などなら、「順番なんだよ」といい聞かせるのがよ

いだろう。失敗したことやゲームに負けたことが

原因なら、「そういうときもあるよ。 くやしかっ

たね｣と共感してあげる。普段から何かにつけ、

｢ま、いつか！ 」という口癖を習慣づけておくこと

も有効である。予定の変更が原因なら、できるだ

け事前にスケジュールを予告してあげることが大

切である。また、わがままや要求が高じて生じた

ことが原因の時には、大人も毅然とした態度をと

り譲らないようにする。

タイムアウトは、かんしゃくやパニック時の有

効な方法である｡｢その場から離す､場所を変える、

子どもを外に出す｣のが基本だが、「その子だけ残

して、逆に全員が外に出る｣方法もある。捕まえ

て外に出す時に、正面からではなく後ろから捕ま

え背中を持ち後ろからついていく形で外に出した

ほうがよい。そのほうが余計に興奮して暴れるこ

とが少なく、介助者が蹴られたり叩かれたりする

危険性も減るためである。

【診療の実際】

私たちの整肢学園では、いかに短い時間でどれ

だけ多くの病歴・情報を聴取できるかを考えた結

果、診察前に両親・家族には、問診票、保育園・

幼稚園の保育士には生活状況シートを郵送し、初

診時に持参してもらっている。両親・家族が書く

問診票には、 (1)短時間で網羅的に子どもの状態把

握ができる(2)家族の主訴に引きずられ過ぎない(3)

聞き漏れがない(4)家族がどの程度本人と関わり、

対応レベルがどの程度か推測できるなどのメリッ

トがあり、保育園・幼稚園の保育士が書く生活状

況シートには、 (1)家族には言えない本音がわかる

(2)発達障害の認知度がどの程度保育士にあるか推

測できる(3)どの程度患児と関わっているか、対応

レベルがどの程度か推測できるなどのメリットが

ある。

子どもの発達を見るには、異なった2か所以上

の環境で異なる立場の養育者が多方面から評価す

ることが大切であり、家庭の様子を書いてもらう

問診票と集団生活の様子を書いてもらう生活状況

シートは大変有用である。尚、問診票・生活状

況シートは、佐賀整肢学園こども発達医療セン

ターのHPで公開している｡http://www.saganet.

ne.jp/saseishi/center/index.html

＜言葉の遅れ＞

言葉の遅れは、来院する主訴で多い項目の1つ

である。保護者は言葉が出ることにばかり目がい

くが、発語のみを特に伸ばす方法はないこと、周

囲の大人のあせりは禁物であることをまずしっか

り説明しておく必要がある。発語を伸ばすために

は対人関係を伸ばす必要があり、そのためには早

くからの集団生活の経験がよい。また自宅ででき

ることは､普段からの子どもへの話しかけであり、

｢子どもの世話をしながら、体の動きに合わせ、

【家族へのアドバイス】

心配事に対しては、「様子を見ましょう」と暖昧

な言葉で終わらせるだけでなく、具体的な対応策

を伝えることが大切である。ここでは、よく質問

があがる｢かんしゃく」｢言葉の遅れ｣｢おちつきが
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実際の音をまねて動作の始めや終わりに子どもの

興味に合わせてラジオの実況中継をするように声

をかけましょう」と説明するとわかりやすい。こ

れはインリアル法の基本でもあり、母子関係を深

める点でも効果がある。この際注意する点として

は、言葉を多く聞かせ過ぎることでかえってマイ

ナス効果になることである。子どもが話している

レベルとほぼ同じレベルで子どもが親への反応を

要求してきた時に、すかさず応じることが大切で

ある。また子どもに言葉を言わせる時にも、必要

なだけ援助(最初の一音だけを教える、「ダメ」、

｢違う」などという答え方はしない)を行い、でき

たら誉めてあげるとよい。また夜寝る前に物語性

のある短めの絵本を読み聞かせることも、保護者

に指導する。

＜睡眠の問題＞

最近の子どもたちは社会のライフスタイルの変

化に伴い、就寝時間が遅くなりがちである。とく

に保護者の睡眠習慣は子どもの就眠に強く影響し

てしまうため、保護者が子どもと同じ部屋で寝る

場合には注意が必要である。保護者の情報通信機

器使用は子どもの使用につながり、睡眠にも影響

するため、まず保護者自身の情報通信機器の使用

状況をチェックすることも指導する。幼稚園と保

育園では昼寝の時間に違いがあり、 とくに保育園

では昼寝の時間が長いため就寝時刻が遅くなり就

寝への抵抗も大きいと言われている(図2)。

メラトニンは体内時計をつかさどっていると言

われ、 日内リズムを調節するのに重要なホルモン

である。海外ではサプリメントとして販売されて

いるが、 日本では販売が承認されていない。小児

の治験が終了し、近い将来治療薬として使用でき

るものと思われる。現在は、メラトニン受容体

アゴニストであるラメルテオン(LMT:ロゼレ

ム③)は承認されており、入眠するまでの時間を

短縮する効果がある。よく使われているベンゾジ

アゼピン系睡眠薬に認められるリバウンドが起こ

らないと言われており、当科でも布団に入ってか

ら眠りにつくまで30分以上要することが週に3日

以上認める場合には、睡眠日誌を自宅でつけても

らった上で投与している(表l)。

＜落ち着きがない＞

「落ち着きがない｣には、あちこち動き回る． l

か所にじっとしていられない(＝移動を伴った多

動)と、 lか所にいることはできるが手足や体を

モゾモゾしたりクネクネしたりする（＝移動を伴

わない多動)がある。まずは隠れている基礎疾患

がないかを鑑別することから始めるとよい。具

体的には、身体疾患(アトピー性皮層炎、聴覚障

害、甲状腺機能充進症)、神経疾患(てんかん、脳

炎脳症、変性疾患、脳腫瘍)、薬物(バルビツレー

ト系、テオフィリンなど)などがあげられる。こ

れらが否定されれば、発達障害、被虐待児、愛着

障害、養育環境の問題を探ってみる。

小学校で落ち着きがなく周囲にちょっかいを出

す、離席するなどが見られる場合には、学校の席

を外の様子が目に入る窓際や人の出入りの多い廊

下側を避け真ん中の一番前にする、 15分程度を目

安に休憩や気分転換ができるように工夫する、教

える内容は小さなステップに分けてステップごと

に理解度を把握しながら行う。板書に時間がかか

る場合もあるため、プリントの空欄に書き込むだ

けでよいなどの工夫を学校側に依頼すると良い。

また合法的に（？)教室内を移動したり発言したり

できるプリント配りの係などに任命してもらうの

も良いだろう。学校側からは診断書の提出を要求

してくることもあるので、事前に保護者に診断書

を渡しておくと話し合いがスムーズに進む。

【さいごに】

発達の問題を有する子どもの基本は、十分な睡

眠と規則正しい食生活である。本人を取り巻く環

境や人間関係(家庭、学校、習い事)によって、子

どもの行動は劇的に改善することもよく経験す

る。まずは保護者を始め周りの大人や子どもが、

その子の発達特性を理解することが大切であり、

親子や教師・生徒の信頼関係を築くことが治療の

第一歩である。その上で、子ども本人に自信を失

わせないこと、今できないことを怒らずきっとい

つかできるようになると信じてあげること、成功

体験を経験させ褒めてあげることなどを指導して

いくとよい。
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小児科医会入会に当たり

唐津赤十字病院小児科田代克弥

きました。留学前に初めてパスポートを取得した

く、らい海外とは縁がなかった上、英語は大の苦手

でしたので最初の半年は満足なコミュニケーシヨ

ンは取れず、四苦八苦して過ごしました。留学か

ら帰国後の2年間西有田共立病院(当時)で井上文

夫院長の下、小児科のみならず地域医療全般に関

わることができました｡特に病院の総合当直では、

外傷・老人も随分診療させていただく機会があり

ました。

2004年9月から2018年3月まで佐賀大学医学部附

属病院でこの13年間大学では、小児循環器疾患を

中心に様々な症例に携わることで重症疾患の治療

管理をさせていただきました。数多くの医療ス

タッフの方々からの多大なサポートを頂戴した結

果、幸い大きな問題もなく診療ができました。地

方大学とはいえ、人・器材等比較的潤沢な条件の

中であまり細かなことを気にすることなく、 自分

の興味ある分野を中心に診療研究に専念ができた

ことは、医師として非常に恵まれていたと思いま

す。

2018年4月から着任した唐津赤十字病院は、皆

様ご存知のように佐賀県北部の基幹病院で、その

担当範囲は唐津市・東松浦・伊万里市・福岡県と

の県境までとかなりの広域です。病院本体は一昨

年に現在の唐津市和多田の高台に移転したばかり

の新しい建物で、周囲から目を引く斬新な外観で

す。この地域において唯一小児入院治療施設とし

てできうる限り受け入れることをモットーに、 5

名の後輩の先生たちと日々仕事をしております。

いろんなことがありましたが、既に小児科医と

して30年以上になり、佐賀での生活が人生の半分

以上を占めています。今後の地域小児科医として

仕事を円滑に進めて行くためには、先生方をはじ

め医師会の方々との連携が不可欠であることに遅

まきながら気づき、 この度入会させていただいた

次第です。つきましては、先生方にこれまで以上

のご指導ご鞭燵のほどをお願い致します。

〆璽｜
ノ ｜先生方には､一方ならぬお世

弄ルアl話になってまいりました｡ し
かしこの度小児科医会の新会

員として、更にお世話になることとなりました。

還暦間近の新会員ですが、宜しくお願い申し上げ

ます。原稿の依頼に対し何を書くかと考えました

が、簡単な経歴をお知らせして私のことを知って

いただければと思います。

私は1961年福岡県直方市の生まれで、県立鞍手

高校を卒業後、 1981年佐賀医科大学4期生として

佐賀に来ました。丁度テレビでは"不揃いの林檎

たち"をやっていましたが、そこで出てくるキャ

ンパスライフとは全く無縁の生活でした。田んぽ

の中の大学で、佐賀の繁華街から大学まで歩いて

戻ることもしばしばで、深夜に2時間以上かけて

先輩の下宿に転がり込むことがよくありました。

大学の部活はバドミントン部に所属しましたが、

他にすることもあまりなく真面目に6年間部活動

をしたように思います。

卒業後は、佐賀医科大学附属病院・鹿児島市立

病院小児科で研修した後、佐賀医科大学病理学教

室で大学院へ進みました｡大学院では､外科病理・

病理解剖のトレーニングを受けながら研究を行い

ました。研究テーマは、私の媒酌人でもある渡邊

照男教授からいただいた、 “高コレステロール血

症ウサギ動脈硬化病変における大動脈血管内皮細

胞の形態変化"でした。今では小児生活習慣病の

関連で動脈硬化について小児科でも話題になって

いますが、今から30年前に動脈硬化の研究をして

いた小児科医は極めて稀だったと思います。

その後は、国立小倉病院・町立太良病院・佐

賀医科大学附属病院で小児科医(特に小児循環

器を中心に）としての研讃を積んだのち、宮崎澄

雄先生・濱崎雄平先生・田崎考先生のご厚意で

UniversityofKentuckyz､2年半留学させていただ
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新入会紹介

竹内孝仁たけうち小児科

2019年9月に継承する形で

開業させて頂きました、たけ

うち小児科の竹内孝仁と申し

ます。当院は私の出身地であ

る神埼市にある診療所で、毎

日少数精鋭のスタッフと頑

張っております。久留米大学

最近は面をつける機会はめっ剣道部出身ですが、最近は面をつける機会はめっ

きり減ってしまいました。地元の剣道大会で日頃

診ている子どもたちの気合の入った元気な姿を見

ると、嬉しくなると同時に｢先生はやらないの？」

と問いかけられている気がして、思わず目をそら

したくなる気持ちになります。人前や対人で話す

ことに全く抵抗がないせいか、診療は時に世間話

や子育ての話で盛り上がって脱線してしまうこと

も当院ではよくある光景です。その話好きな特性

を生かし、診療の他に久留米大学にてプライマリ

ケア講座という講義を現在も行っています。

教科書や国試対策等、紙上の理論に陥りがちな

学生にプライマリの現状や楽しさ、理論だけでは

うまくいかない経験等を講義することで学習のモ

チベーション向上、小児科への関心、更には答え

のない面白さを持ってもらおうというのが狙いで

す。テストや国家試験には一切出題されない内容

ですが、私と学生でお互いに新鮮な意見を言い合

える貴重な機会でもあり、楽しくやらせてもらっ

ています。また基礎研究経験を生かしたリサーチ

マインドを忘れずに日々過ごしていきたいとの思

いがありますが、 こちらはまだまだスタートライ

ンを引く前といった状況です。

今後皆様には多大なるお手間をおかけすると思

いますが、頑張って参りますのでどうぞよろしく

お願い致します。

月
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佐賀大学医学部小児科診療グループ紹介

を行っていきたいと考えています。食物負荷試験

に関しては、現段階では佐賀県医療センター好生

館、NHO嬉野医療センター、NHO東佐賀病院、

佐賀整肢学園で行っています。また、佐賀県診療

情報地域連携システム(ピカピカリンク)を用いた

地域での小児アレルギー診療の連携(ピカピカリ

ンク＋ぴか仮称)を構築できるよう準備を行っ

ています。ご紹介いただいた患者情報や負荷試験

結果、現在の指導状態などそれぞれの情報をリン

クすることで、今後日常診療やアナフイラキシー

での救急受診を安全に行うことへの手助けになる

のではと考えています。

アレルギー診療では患者数は多いものの、わ

かっていない病態が多々あり、まだまだ解明途中

の分野です。社会的に需要があり、深くはまると

更なるやりがいを感じることができると思いま

す。新規メンバーをお待ちしています。

（文責：稲田由紀子）

■アレルギー

アレルギーグループは、佐賀県内では濱崎(佐

賀整肢学園からつ医療福祉センター)、小林(佐賀

整肢学園)、山本(NHO東佐賀病院(指導医))、室

(高島病院)、在津(NHO嬉野医療センター(指導

医)）、溝口達弘(佐賀県医療センター好生館から

退職)、稲田由紀子(NHO嬉野医療センター)、岩

永晃(佐賀県医療センター好生館)、川崎(NHO嬉

野医療センターから佐賀県医療センター好生館)、

森田(NHO嬉野医療センターから唐津赤十字病院）

が常勤として勤務し、宮崎倫子が佐賀大学で臨床

協力医として勤務しています。それぞれが、佐賀

大学､佐賀県医療センター好生館､NHO佐賀病院、

唐津赤十字病院などでアレルギー外来を行い、佐

賀県内で協力体制をとっている状態です。

アレルギーグループは､気管支喘息､アレルギー

性鼻炎､アトピー性皮層炎､食物アレルギーといっ

たアレルギー疾患全般を中心に診療を行っていま

す。

気管支喘息においては、「気管支喘息治療・管

理ガイドライン｣に沿った診療が普及し、吸入ス

テロイドなどを広く用いられるようになったこと

から、多くの患児が外来でコントロール可能とな

りました。さらに近年では抗IgE抗体、抗IL-5抗

体といった分子生物学的製剤が小児でも適用され

つつあり、現行での治療で難渋されてきた重症喘

息においての治療の幅が広がってきています。ま

た、アレルギー性鼻炎に関しては、ダニ、スギ抗

原による舌下免疫療法が保険適用となり、小児に

も対象が広がりました。今後小児科で導入開始と

なる症例が増えると考えられ、アレルギーの根治

という点で効果が期待されます。

食物アレルギーに関しては、年々患者数が増加

し、誤食によるアナフイラキシーはニュースでも

取り上げられ性目度が高まっています。佐賀県は

共働き世帯が多く、アレルギー管理が必要な乳幼

児期から保育園で生活する児が多いという現状が

あり、一般小児科診療においても保育園での管理

の相談が多数あると思います。アレルギーグルー

プでは地域の先生方と連携し、佐賀県全体で管理

■血液

血液・腫瘍グループは、昨年度まで大学病院で

臨床診療の柱だった古賀大介先生が、九州大学生

体防御医学研究所細胞機能制御学部門分子医科学

分野の大学院に進学し、博士課程1年生として頑

張っています。代わって、江口啓意先生がNHO

佐賀病院から大学病院に戻り、血液疾患・腫瘍性

疾患を西、江口の2名で診療に当たっています。

加えてこれまで通り、血友病診療のほとんどを尾

形先生が担ってくださっていますし、小児外科の

山田先生のサポートや現在育休中の小野直子先生

のサポートも得つつ、佐賀県唯一の小児がん診療

施設として臨床・教育・研究に励んでおります。

関連病院の皆様や近隣の開業医の皆様からたく

さんのご紹介を頂き、診療実績も右上がりに伸び

ております。もちろん、小児がんのような生命に

直結するような疾患は少ないに越したことはない

と思うのですが、現実としては、少子化に反して

当院の症例数は増加の一途です。

本年も、急性リンパ性白血病5例、TAMl名、

悪性リンパ腫2例、肝芽腫1例、神経芽腫l例の新

－8－



イクアウイッシュによる夢の実現など、多くの皆

様からのサポートを頂いていることにこの場を借

りて御礼申し上げます。

さて臨床面では新臨床研究法の施行に伴い、こ

れまで行っていた臨床研究の多くを特定臨床研究

に移行するという非常に大きな改革がなされまし

た。皆様ご存じの通り、小児がんは希少疾患であ

りますが、臨床研究の積み重ねで予後が劇的に改

善してきました。しかしながら、希少がんである

こと、治療が日進月歩であることから本邦におけ

る添付文書との差異が生じています。これにより

多くの小児がんの臨床研究は、過去の治験と同レ

ベルの研究水準が求められる｢特定臨床研究｣へと

移行しました。期限が迫る中手続きは膨大で気が

狂いそうになりましたが、何とか20余りの特定臨

床研究を開始しており、今後は固形腫瘍の特定臨

床研究も随時開始予定です。

診断面では医師法の改正により、検体検査の精

度確保がうたわれることとなり、これまで行って

いた中央診断などの一部をそのまま臨床に応用す

ることが困難となったため、各施設との検査委託

契約の締結などこちらもあわただしい対応となり

ましたが、今では軌道にのっています。

がんゲノム医療も、自由診療だけでなく保険診

療も開始され、希少がんである小児がんは初発時

よりクリニカルシークエンスが可能となっており

ます。当院でも数例ではありますが、クリニカル

シークエンスを行うことで疾患と濃厚に関連する

遺伝子異常を検出し、分子標的薬等の臨床使用を

行いました。

原発性免疫不全症候群では、東京医科歯科大学

や九州大学と連携し、かずさDNA研究所に検査

委託を行いつつ、遺伝子診断や治療を行っていま

す。成人診療科からのコンサルトも多く、成人症

例の遺伝子診断も行える連携を取っております。

今後も様々な支援団体・個人の皆様のお力をお

借りしながら、九州内外の小児血液・がん診療施

設との連携を図り、一人での多くの患児たちが笑

顔で社会復帰・成長していけるように努めていき

たいと思います。

血液・腫瘍・免疫領域は、遺伝子解析や分子標

的薬、免疫療法、細胞療法、ケノム編集、遺伝子

治療などいくらでも研究のチャンスがあります。

規小児悪性腫瘍の他、再生不良性貧血、血小板減

少性紫斑病、先天性溶血性貧血やサラセミアなど

の血液疾患や、原発性免疫不全症(最近は成人症

例のご紹介も増えてまいりました)、乳児血管腫

に対するプロプラノロール(ヘマンジオル⑧)治療

などに取り組んでおります。 リンパ節腫脹に関連

しては、毎年30例以上のご紹介を頂き、伝染性単

核症や亜急性壊死性リンパ節炎の他、中には悪性

リンパ腫と思われた結核の症例を経験するなど多

彩な症例を経験させていただいております。今後

もご遠慮なくご相談・ご紹介いただければと存じ

ます。可能な限り県内の症例を県内で完結すべ<

診療体制の整備に努めておりますが、時に病床や

マンパワーなどの問題で即時対応困難な場合もあ

り、当院に受診いただくことなく関連施設の先生

方より九州大学小児科や小児外科、久留米大学小

児科や脳神経外科にご紹介いただいた症例もあ

り、苦渋の決断であったもののこの場を借りてお

詫び申し上げます。他施設との連携においては、

他にも原発性免疫不全症や再生不良性貧血、難治

性白血病やリンパ腫の症例に対する造血幹細胞移

植を九州大学小児科で、肝芽腫症例の全摘手術や

肝移植を九州大学小児外科で行っていただきまし

た。

2019年は平成から令和へと改元を迎えたわけで

すが、平成の最後に治療した症例の内、再発難治

となっていた3例が相次いで旅立ちました。どの

子も力強く病と闘った子どもたちでした。小児が

んの長期生存率は年々向上していますが、まだま

だ100%とは行きませんし、亡くなる子や晩期合

併症を抱えているサバイバーも少なくありません。

2019年は、がんの子どもを守る会の九州西支部

の企画で、小児がんで子どもを亡くした親の会を

開催する機会を得ることができました。聖路加国

際病院の細谷亮太先生のご講演や、映画｢風のか

たち｣の上映も行い、これまで手を付けきれてい

なかったグリーフケアを今後も拡充させていけれ

ばと考えております。

がんの子どもを守る会からは、病棟へのクリス

マスプレゼントをはじめ、たくさんのサポートを

頂いています。他にも、にこスマ九州のキャンプ

やカレンダー作成、ジャパンハートのイベント、

パルサポートキッズの会からのウイッグ提供、メ

－9－



しました｡9月にクアラルンプルで開催されたア

ジア太平洋小児神経学会には､松尾､田島､一ノ瀬、

中村の4人が参加し、それぞれ"もやもや病の病態

解析"、 “新生児期の一過性髄液糖低下"、 “進行性

ミオクローヌスてんかん様の経過をたどった2症

例"、 ‘‘インフルエンザ感染後の辺縁系脳症と睡眠

障害"について発表しました。松尾以外の3人は、

日本小児神経学会からトラベルアワードを獲得し

ました。研究も少しずつ進展しており、 もやもや

病の研究については、佐賀大学農学部の辻田忠志

先生とも新たに連携して解析を進めています。イ

ンフルエンザ感染後の辺縁系脳症と睡眠障害につ

いての全国調査も実施中で、新生児グループと一

緒に早産児の自閉症発症に関する研究も進めてい

臨床と基礎研究が最も密接かつパラレルに進歩・

進化している医療の最先端を実感するには最適な

専門領域です。小児血液腫瘍免疫学領域でいろい

ろな世界を体験してみたい先生方は、いつでも声

をかけてください。

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

（文責：西眞範）

■神経

大学では、松尾と前田寿幸、一ノ瀬文男が專門

外来、病棟の神経疾患の患者さんを担当していま

す。4月からは前田(寿)が好生館へ異動になり、

代わりに嬉野医療センターの中村拓自が大学へ来

ることになります｡それに伴い院外の専門外来は、

好生館を松尾、前田(寿)が担当、佐賀病院を石井

清久、伊万里有田共立病院は田島大輔、嬉野医療

センターは中村、樋口直弥、唐津赤十字病院は九

州大学の神経グループの先生方と田島、東佐賀病

院は一ノ瀬が担当するようになります。東佐賀病

院の上野知香は、アメリカ留学から帰国し4月か

ら復帰予定です。南部地区の発達障害診療支援の

ため、新たに整肢学園の前田真紀子、柳瀬寛子が

嬉野医療センターで専門外来を始める予定です。

育休中だった宇田恵子は、今年から佐賀整肢学園

こども発達医療センターで少しずつ診療を再開し

ています。その他のメンバーの異動はなく、整肢

学園は、木附京子、石井、漢由華、前田(真)、柳

瀬が勤務、若楠療育園に小野晋康がそれぞれ勤務

しており､専門性を生かした診療を行っています。

大学では、昨年から前田がdimple外来を開設

し、エコーを用いたスクリーニングとMRI所見と

の相関についてのデータを集積しています。ま

た、在宅医ケア児支援のための補助金をいただき

ながら、小児在宅医療の支援体制の構築と成人の

在宅訪問診療医との連携を目的に、定期的な小児

在宅医療講習会を大学で開催しています。この講

習会は、ひらまつ病院で訪問診療をしている血液

腫瘍グループの小野直子が主に担当してくれてい

ます。研究面では、 日本小児神経学会で有熱性け

いれん重積とけいれん重積型急性脳症(AESD)の

全国調査の結果を一ノ瀬が発表し、優秀演題賞を

受賞しました。また急性脳症のシンポジウムでも

松尾が、AESDの治療についての取り組みを発表

(文責：松尾宗明）
今一一手

工90
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■循環器

この一年もグループ全体の活動は例年同様充実

したものになっていたと思います。

大学病院では、2019年3月までは熊本崇・宮村

文弥が、 4月に宮村が熊本大学へ移動した後を受

けて飯田千晶先生が、外来・入院患者管理・心臓

カテーテル検査・学校心臓検診と多岐にわたる仕

事をされました。佐賀県内小児循環器診療の要と

して県内他の施設からの相談や依頼に応じる立場

でもあり、大変だったと思います。2020年4月か

らは、飯田に代わり峰松伸弥が熊本崇と共に大学

で診療に当たる予定です。まだまだ若く不慣れな

ところもありますので、皆様にはこれまで以上の

ご支援をお願いしたいと思います。

それ以外の県内診療体制は、佐賀整肢学園こど

も発達医療センターに田崎考先生、佐賀県医療セ

ンター好生館に西村真二・熊本愛子、嬉野医療セ

ンターに西川小百合、唐津赤十字病院に田代克弥

となっております。東部(神埼・鳥栖)地区を除き

県内をほぼ網羅する体制にはなっておりますの

で、引き続き佐賀県内の小児心疾患については、

カテーテル治療・外科治療を除いた殆どのことは

対応できる状態です。諸事情により熊本大学へ移

動した宮村先生が抜けた穴は大きいのですが、現

在JCHO九州病院で修練中の土井大人先生には、

来年以降の戦力として大きく期待しているところ

です。

県内では依然外科治療ができないため、県外施

設との連携が重要ですが、 JCHO九州病院では渡

邊まみ江先生、福岡市立こども病院では漢伸彦先

生がおられ、窓口となってくれています。また、

九州大学とは長年知己を得ており、情報共有もス

ムーズにできております。この為多くの症例につ

いては、県内で術前の必要な検査を終えてそのま

ま手術への流れができており、患者さん・保護者

への負担を多少なりとも軽減できていると思いま

す。

このような活動を継続していくには、小児循環

器専門医の育成が欠かせません。これまで小児循

環器医の修練施設として学会から認定されていた

のは、県内では佐賀大学と佐賀県医療センター

好生館の2施設でした。しかしこれでは専門医育

成に制約がかかると考え、昨年より長崎大学・長

崎医療センターと修練施設群を作り連携を始めま

した。その結果、嬉野医療センター・唐津赤十字

病院も修練施設の認定を取得することができまし

た。小児循環器専門医への修練環境が良くなった

だけでなく、長崎の先生方との意見交換の場も設

けることができるようになりました。

勿論学校心臓検診の中核としての貢献や佐賀大

学循環器内科・心臓血管外科との連携による成人

先天心疾患の移行期医療への取り組みも、継続し

ております。学校検診は、佐賀県医師会及び武雄

杵島地区医師会と連携して行っています。対象地

域が少しずつ拡大し、昨年には佐賀市・鳥栖・神

埼・小城多久・武雄杵島・嬉野・藤津鹿島各地区

が対象となりました。それぞれの小中高の生徒を

対象に、佐賀整肢学園こども発達治療センターの

田暗考先生を中心に、福田省史先生、總崎直樹先

生、橋野かの子先生のご協力の下、新規の心疾患

患者ざんの掘り起し・治療介入を行い、検診対象

者の心事故の発生を未然に防ぐように心掛けてい

ます｡また地域循環器内科の先生方の協力も得て、

小学生から高校卒業までをしっかりと管理する検

診システムになりつつあります。

小児心疾患の移行医療については、大学での循

環器内科・心臓血管外科・心エコー技師を交えた

毎月のカンファレンスを通じてスムーズな移行期

医療の実現に努めています。昨年の同門会誌でも

書きましたが、心疾患に対する考え方が大きく違

いますのでカンファレンスでの意見交換は非常に

勉強になります。特に中年期以降の先天心疾患の

症例は、小児循環器医からすると想像すらできな

い状況であることが多々あり、社会的問題・人体

の適応力・加齢の影響等々、多方面の新たな知識

を得ることができる貴重な機会です。出生より老

人まで、切れ目のない最良の先天性心疾患診療を

佐賀県内の患者さんに提供できるよう今年もやっ

ていくつもりです。

色々書いてきましたが、佐賀県における小児循

環器診療の一層の充実を図るために、グループみ

んなで日々精進を続ける所存です。

（文責：田代克弥）
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腎臓診療を行っており、腎生検をはじめ様々な検

査を実施しています。佐賀病院では、主に新生児

の先天性腎尿路異常を中心に岡が外来を行ってい

ます。また唐津赤十字病院で研修中の古川が、尿

路感染症や先天性腎尿路異常の診療をしており、

新規患者を精力的に診断治療しています。

学会活動では日本小児腎臓病学会で発表をして

いるとともに、「小児IgA腎症診療ガイドライン

2020｣には、岡が作成委員としてこれまで従事し

てきました｡2019年日本腎臓病学会ではAlport症

候群シンポジウムに参加し、「Alport症候群にお

けるBardoxolonemethyl療法｣について大塚が発

表をしてきました。また2019年7月に｢九州小児ネ

フロロジー研究会｣を嬉野市で開催しました。会

場を提供いただいた嬉野医療センターの皆様には

感謝申し上げます。

研究については、文科省科学研究として｢先天性

腎尿路疾患における新規原因遺伝子の探索研究｣、

また九州小児泌尿器研究会主導の｢九州における

包茎に対する医療介入の調査研究｣を大塚が行っ

ております。

腎臓検診では、これまで大塚、岡が地域の学校腎

臓検診委員として尿異常の判定を行ってきまし

た。2018年より大塚が佐賀県医師会学校保健対策

委員、佐賀県健康づくり財団学校検診委員会委員

を拝命し、県内の学校検診結果の集計などのお手

伝いをすることになりました。腎臓検診でお困り

のことがございましたら、ご連絡いただければ幸

甚です。

教育に関しては、若手の先生方には診療のみなら

ず、学会、学習会を通して専門教育を行っていけ

るように考えております。同門の先生方には今後

ともご指導ご鞭燵頂けますようよろしくお願い申

し上げます。 （文責：大塚泰史）

■腎

佐賀県内の病院で行っている腎泌尿器専門外来

は以下の通りです。

○佐賀大学医学部付属病院

（大塚泰史・陣内久美子・岡政史) ：

毎週月．火曜日 9：00～17:00

水曜日午前検査外来

○佐賀県医療センター好生館(大塚泰史) ：

第l ･第3木曜日 13:00~

○国立病院機構嬉野医療センター(岡政史) ：

毎週月曜日 13:00～17:00

○国立病院機構佐賀病院(岡政史) ：

毎月第2木曜日 9：00～12:00

○有田伊万里共立病院(大塚泰史) ：

毎月第2金曜日 13：00～17:00

腎グループの5名は、上記外来を行っております。

検診による尿異常や尿失禁、腎炎・ネフローゼ症

候群・腎障害の症例がございましたらご紹介くだ

さい。

佐賀大学は大塚が勤務しており、腎臓外来では古

川、陣内、岡が診療を手伝っています｡2019年は

11名の腎生検を実施しました。血液浄化療法は、

CHDF(持続的血液濾過透析:Continuous

hemodiafiltration)3名、CHDF+腹膜透析1名の計

4名ありました。腎移植症例がl例あり、佐賀大学

泌尿器科で実施していただきました。その他に2

名の腹膜透析の管理を行っております。さらに以

下の治験へも積極的に参加しています。

①アルポート症候群患者を対象としたBardoxolone

methylの有効性および安全性を検討する第2/3相

試験

②小児期発症のネフローゼ症候群に対するIDEC-

C2B8の多施設共同二重盲検プラセボ対照ランダ

ム化並行群間比較試験

③児期発症難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症

候群を対象としたIDEC-C2B8とステロイドパル

ス療法の併用療法の多施設共同単群臨床試験

この他にも2件の特定臨床研究、2件のコホート研

究が進行しています。

好生館では大塚が小児腎臓外来を担当し、検尿異

常や夜尿症などご紹介いただく患者も増えており

ます。嬉野医療センターは岡政史(小児科)が小児

■消化器・肝臓・先天代謝異常

消化器・肝臓・先天代謝異常グループは2018年

より2名となり、佐賀大学で垣内俊彦が、唐津赤

十字病院で池内(中山)愛子が診療にあたってお

ります。

その診療の中心は大学で垣内が務めております

が、前年までと同様に新規の患者様を多数御紹介

いただき、専門外来では144名の新患患者様の診
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療を行いました。患者数の増加に伴い、様々な治

療選択も可能となっており、小児では全国に先駆

けて新規の炎症性腸疾患治療薬の導入なども行っ

ております。また肝生検の結果、糖原病の診断に

至った症例もありました。

研究面では臨床研究を中心に9本の英語論文が

掲載きれました。現在も数本の論文が同時進行中

であり、佐賀から世界に多くの新規知見を発信す

ることができています。これも臨床面の充実が

あってのことと思います。

また中学生ピロリ菌検診は5年目に入り、多く

の先生方のご協力のもと、順調に事業をすすめる

ことができております。この事業は県からの委託

事業としておこなっておりますが、今後長期にわ

たって継続していくことを念頭にここからが正念

場であると思っております。全国の専門家および

自治体がこれからの｢佐賀モデル｣を注視していま

す。

唐津赤十字病院では便秘や過敏性腸症候群をは

じめとするcommondiseaseから潰瘍性大腸炎の

外来管理まで臨床を中心に診療をしております。

また当院の小児科・消化器内科の先生方の協力に

より、週に一度の内視鏡研修日をいただき、手技

のスキルアップを図っております。その甲斐あっ

て昨年は後に示す通り数多くの検査を施行するこ

とができました。特に過敏性腸症候群として長年

苦しんできた症例の中から好酸球性消化管疾患や

炎症性腸疾患を診断し、本分野の診断の難しさを

感じている一方、診断がつき治療できる喜びを患

者様とともに分かち合っております。

本分野は成人領域では俗に｢メジャー科｣と言わ

れます。しかし小児領域ではまだまだ認知度が浅

く、画一的な診療が浸透していません。現在全国

でも多くの研究が進行し、病態の解明や治療の進

歩に一丸となって取り組んでおります。佐賀から

発信する情報がいつか皆様の診療の一助となるよ

う今後とも精進してまいりますので、同門の先生

方には今後とも変わらぬご指導のほどよろしくお

願い申し上げます。

【2019年実績】

佐賀大学医学部附属病院小児科

上部消化管内視鏡検査 18例

下部消化管内視鏡検査 16例

経皮的針肝生検

pHモニター

唐津赤十字病院小児科

上部消化管内視鏡検査

下部消化管内視鏡検査

1例

14例

14例

8例

（文責：池内愛子）

■新生児

新生児グループは新たに荻原俊の加入で7名と

なりました。2020年度の診療体制はNHO佐賀病

院に江頭智子、江頭政和、七條了宣、荻原俊、冨

野広通の5名、愛媛県立中央病院新生児科に井上

博晴、佐賀大学医学部附属病院に岩永学となりま

す。

総合周産期センターであるNHO佐賀病院や愛

媛県立中央病院では超未熟児の診療に長けてお

り、また重症新生児仮死に対する低体温療法や遷

延性肺高血圧症に対するNOガス吸入療法などの

最先端の新生児医療を提供しています。

佐賀大学では母体の合併症で母親の厳重な管理

が必要な症例や、神経・血液・心臓などの専門性

が高い治療を必要とする新生児、また小児外科を

はじめ、脳神経外科や小児泌尿器科による新生児

手術の症例などが集まり、集学的な治療が可能と

なっています。

後進の育成については佐賀大学小児科に入局し

大学病院で後期研修を始めた先生たちは、初めの

1年のうちに大学病院のNICUを3～4カ月間まわ

り研修しています。岩永が大学に戻ってきた2014

年以降、 2019年までにll名の後期研修の先生方に

NICUを担当していただきました。今年も4名の

後期研修医の指導をさせていただくこととなりま

す。3つ子の魂百までしかり、小児科医として必

須となる新生児を診る知識と技術を、この短いな

がらも貴重な研修期間に効率よく習得できるよう

取り組んでいます。

専門研修としては、総合周産期センターである

NHO佐賀病院と愛媛県立中央病院が研修基幹施

設となっており、これまでに5名が新生児専門医

を修得しております。

新生児医療は必ずしもNICUだけで完結はせず、

退院後の日常診療を含め様々な領域の先生方のお

力添えにより成り立っています｡2020年も引き続
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先生方からご相談やご紹介していただいて患者様

の診療をさせていただいています。また全身性疾

患である事や止血が必要な外科的処置の際など、

それぞれに多くの小児科診療グループの先生方や

他科の先生方のお世話になっています。そして成

人になられた患者様の卜ランジッションでは、内

科の先生方にもお世話になっています。

このように小児科はもとより、診療科をこえた

多くの先生方にお世話になりながら診療をさせて

いただいている事に感謝しながら、これからも少

しでも患者様のお役に立てる事を目標にしていき

たいと思っています。

今後とも先生方のご指導とご鞭燵の程をよろし

くお願いいたします。 （文責：尾形善康）

きご指導ご鞭燵いただけますよう、何卒よろしく

お願いいたします。 （文責：岩永学）

■小児リウマチ

今吉美代子(東佐賀病院勤務)、米良智子(八幡

済生会病院勤務)、外来で一緒に診療してもらっ

ている渕上真穂(嬉野医療センター)、溝口ゆかり

と小児リウマチ性疾患としてこれまでに若年性特

発性関節炎、全身性エリテマトーデス、若年性皮

層筋炎、混合性結合組織病、シェーグレン症候

群、抗リン脂質抗体症候群、SAPHO症候群、好

酸球性筋膜炎、自己炎症性疾患である若年性サル

コイドーシス、TNFreceptor-associatedperiodic

syndrome(TRAPS)、 periodicfeverwith

aphthousstomatitis,pharyngitisandadenitis

(PFAPA)などの患者様や既存の遺伝子検査では

診断がつかない自己炎症性疾患疑いの患者様の診

療をさせていただいています。またリウマチ性疾

患である抗リン脂質抗体症候群の患者様と一緒

に、血栓止血学会関連では血友病に関しても地域

中核病院として患者様を診療させていただいてい

ます。血友病に関しての最近の話題としては、血

友病Aの新規の治療として生体内で活性化第Ⅷ因

子の代わりをするエミシズマブがあります。エミ

シズマブは、 IgG型の遺伝子組換えヒト化二重特

異性モノクローナル抗体で、活性化第Ⅸ因子と第

X因子に結合して活性化第Ⅷ因子の補因子機能を

代替する事で血友病A及び血友病Aインヒビター

保有患者の出血の抑制効果を認めるという画期的

なものです。抗体製剤である為に、投与経路は皮

下注射、投与間隔は1週間から4週間隔で選択可能

である点で血管確保が必要で投与間隔も週2回か

ら3回である第Ⅷ因子製剤とは大きく異なってい

て、血友病診療を大きく変えていくものとして期

待されています。第Ⅷ因子そのものではない為に

その効力は第Ⅷ因子相当として15%程度と推測さ

れており、エミシズマブの適応は患者様の活動性

や必要とする理由などを考えて個別に十分に相談

して選んでいただく必要があると考えられます。

現在大学では、4名の患者様がエミシズマブを使

用されていてそれぞれの患者様に満足していただ

ける効果を認めています。

小児リウマチ疾患も血友病も関連病院は、開業の

■内分泌

2016年度より佐賀県医療センター好生館で内分

泌の専門外来を始め、4年が経ちました。2019年

より浦島とともに内分泌外来をしていますが、最

近はいろいろな施設から患者さんをご紹介いただ

きありがとうございます。また2019年より、嬉野

医療センターの内分泌外来を月l回させていただ

きましたが、 2020年4月からは浦島が嬉野医療セ

ンターで働くことが決まったため、好生館のみな

らず、嬉野医療センターでもその地区の患者さん

をしっかり診て行ければと考えております。佐賀

市は遠いからとお困りの患者様がおられました

ら、嬉野医療センターにご紹介ください。

好生館小児科は2018年7月に糖尿病連携教育施設

(小児科)となり、2019年には無事糖尿病専門医(小

児科)を取得することができました。今後は後任

を育てられる施設になっていければと考えており

ます。

現在外来では、低身長(成長ホルモン分泌不全性

低身長症､SGA性低身長症､軟骨無形成症など)、

中枢性思春期早発症、 1型/2型糖尿病、先天性甲

状腺機能低下症、橋本病、バセドウ病、中枢性性

腺機能低下症、汎下垂体機能低下症などの患者様

を診ております。ご紹介いただく疾患で一番多い

のはやはり低身長ですが、2018年までは就学児の

紹介率が低かったため、 2019年は佐賀医師会の研

修会や唐津での養護教諭向け研修会で講演させて

いただき、就学児の紹介も少し増えてきておりま
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す。今後も機会があれば研修会などで啓蒙活動が

できればと思います。

糖尿病に関しては、CGMの進歩が著しく、これ

までのフリースタイルリブレ、ガーデイアンコネ

クトに加えて、デクスコムG4という機械も使用

可能となりました。患者さんのニーズにあわせた

さまざまな選択ができるように、今後も新たな治

療法、評価方法を積極的に導入していきたいと思

います。

現在内分泌診療は、江藤、浦島の二人で行ってい

ますが、 まだまだ患者さんの数に対して医師が不

足しているのが現状です。今後若い先生方に興味

をもってもらえるように頑張っていきたいと思い

ますので、若い先生方で少しでも内分泌に興味の

ある方は遠慮なく、江藤、浦島まで声をかけてく

ださい。よろしくお願いします。

(文責：江藤潤也）
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第119回九州医師会医学会第2分科会

小児科学会

(第72回九州小児科学会）

日時：令和元年11月16日 （土)12:30~

17日 (B)8 :30~

場所：ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピア

佐賀市新栄東3丁目7番8号

TELO952-23-0111

会長：佐賀大学医学部小児科学講座教授松尾宗明

＜11月16日(土)＞

14：00～16:00

一般演題(ポスター閲覧）

16:00~

一般演題(ポスターセッション）

各種委員会

12:30～13:30

13：00～16:00

13:30～15:30

14：30～16：00

16:00～18:00

九州小児科学会社保委員会

医会保険審査委員連絡協議会

九州小児科学会代議員会

医会社保委員会

医会役員会

＜11月17日（日）＞

8 ：30～8 ：45九州小児科医会総会

8 ：45～9 :00九州小児科学会総会

9 :00～10:00優秀演題発表、優秀論文発表(口演）

10:00～12:00

特別講演I 「乳児股関節一次健診方法の標準化一遅診断ゼロへの取り組み－」

信濃医療福祉センター整形外科理事長・名誉所長朝貝芳美先生

※新専門医制度研修単位(iii小児科領域講習l単位）

特別講演Ⅱ「食行動の発達から考えた離乳支援」

大田区立障がい者総合サポートセンターB棟管理者

昭和大学医学部小児科客員教授田角 勝先生

※新専門医制度研修単位(iii小児科領域講習1単位）

12：00～12: 10最優秀論文表彰式・閉会

最優秀演題賞受賞 佐賀大学小児科岩永 学先生
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令和元年九州小児科医会保険審査員連絡協議会
日時：令和元年ll月16日 於：佐賀市

I .基本診察料、指導管理料に関するもの

①小児抗菌薬適正使用支援加算について

・ 昨年も議論されたが、「基礎疾患がある場合は算定不可｣となっており、厚労省への質疑応答で｢気管

支喘息｣は基礎疾患ありと回答されたため、「気管支喘息発作｣や｢喘息性気管支炎｣あるいは｢喘息様気

管支炎｣でもクレームが付いてくる。これらの傷病名は急性疾病として加算を認めているか？(長崎）

。 「気管支喘息｣病名が併記されている場合の取扱いを再度伺いたい。

初診の取扱いは気管支喘息の病名が気管支炎等と併記され気管支喘息の治療薬が投与されている場

合であっても、数日間のみの投与であれば急性疾患として初診のリセットを認めている。このような

事例について事務局の確認によると、認めている支部と気管支喘息の病名が併記されていれば投与日

数に関わらず認めない支部もあるとのことなので改めて確認をさせてもらいたい。

初診のリセットが認められる事例であれば認めてもよいのではないか？(宮崎）

。 この加算は基礎疾患がないことが条件だが､「気管支喘息｣はどう処理されているか？(大分）

。｢気管支喘息｣の病名に対する貴県の対応はどうなっているか。

治療期間が短期であれば初診をとって小児抗菌薬適正使用支援加算も認めるのか？

「喘息性気管支炎｣の病名の取り扱いはどうか？

・ 初診、病名も適正で抗菌薬処方もないが、翌日に病名が追加され抗菌薬処方がある場合には算定ルー

ル上は問題ないが、このような例が目立つといささか窓意的な印象をもってしまう。他県の審査では

どう扱っているか？(大分）

最終的な結論としまして． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

＞気管支炎・ ・ ・ ・認める

＞気管支喘息・ ・ ・ ・認めない

＞喘息性気管支炎・ ・ ・ ・認める

＞喘息様気管支炎・ ・ ・ ・認める

＞ロイコトリエン受容体拮抗薬などを処方する例・ ・ ・ ・認めない

＞ロイコトリエン受容体拮抗薬を｢アレルギー性鼻炎｣の病名で処方する場合は、喘息性気管支炎

ではなく、上気道炎などの併用病名があれば算定可(または有る方が望ましい)。

＞翌日に抗菌剤を処方する例・ ・ ・ ・原則認めない、その必要性など詳記があれば考慮傾向的．ある

いは窓意的であれば指導の対象になる。

＞翌日にインフルエンザを疑う(検査をするor診断する) ･ ･ ・ ・認めない

＞ムンプス・水痘・アデノなどに上気道炎を合併した症例・ ・ ・ ・認める

＞喘息発作・ ・ ・ ・認めない

＋これは、初・再診の判断のとき、喘息発作を一発作一疾病と考えて初診を認めるもので、

抗菌薬適正使用支援加算の対象にはならない。

②在宅酸素療法指導管理料の算定

例えば新生児慢性肺疾患など診断そのものが低酸素を含意する場合も、高度慢性呼吸不全などの診断

名を必要としているか？(沖縄）

＞該当病名(高度慢性呼吸不全、 ｣I曼性心不全など)の記載が必要。

③特定入院料(NICU、GCU)の査定の状況(概略)はどうか？(福岡）

福岡県では他支部に比べて特定入院料の査定額が大きいことが指摘された。成人を中心とするICUや
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ハイケアユニット(HCU)は、請求額が増加したにもかかわらず査定額は減少している。新生児関連の

特定入院料を査定している地域は限定的である。

＞なるべく認める。病名やコメントなどで不足している内容については詳記を求める。

＞問題は、NICUとGCUは適応病名が違う。一過性呼吸障害としながら、2週間以上請求している。

救急医療加算と誤解をしている(最初の時に悪かったらずっと請求しても良いと勘違いしてい

る)。

＞きちんと詳記を書いているが、逆に徒になることがある（「コット出しをしている」と詳記に書

いているのにNICU加算をとっている) ･ ･ ･保険者がみておかしいと指摘してくる。

④新生児回復室からの退院について(大分）

（ア)退院日のGCU入院料の算定は可、不可？

>GCUからの軽快退院は認める。

>NICUからの軽快退院は認めない。転院は認める。

転院日の扱いは転院元/転院先の病院間で相談する。

(/f)GCU入院料の算定は診療内容に照らして厳格にすべきか？

＞この議題は話し合っていなかった？

（長崎)新生児特定集中治療室管理料(NICU)は死亡退院、他院のNICUへの転院以外は認めないが、新

生児治療回復室入院医療管理籾GCU)は退院日も算定可｡(2016熊本での協議事項)適応基準のア）

からス)に該当する疾患のみ算定可。

（佐賀)審査員B:退院日のGCU算定に疑義は生じるが、請求事例は無い。

審査員C:算定可

（福岡)比較的厳格に対応している。

（熊本)審査取り決めはなく、診療内容を検討して個別に医学的判断によって個別対応しています。

（大分)厳格にすべき。 ICU入院料は厳格な条件が必要とされるためコメントなどで補強したうえでの相

当の状態と判断しないと厚生局の共同指導で査定されるので。

（宮崎)新生児の場合は患者の状態が急変することもあるため厳格な管理が必要と考えるので、算定基準

については医師の裁量の範囲内と判断している。

（鹿児島)GCU加算は退院日も可。

（沖縄)可

⑤救急医療管理加算2に関しては算定要件を必ずしも記載しないで、診断名だけで算定してよいのか？

（佐賀）

＞救急医療管理加算1については、詳記が必要。

＞救急医療管理加算2については、該当する病名があれば認める。

⑥医療機関の機能専門性を考盧(配盧？）して審査を行っているか？(熊本）

例えば、免疫アレルギーが専門医療機関ならIgE関連検査の複数回算定の認否は？自己免疫疾患・自

己炎症性疾患でのマーカー検査などは？

また、小児循環器専門機関なら心疾患児において、 （過去に)｢喘息性｣疾患があっても、 βブロッカー

の使用を認めるか？＝>・ ・ ・いずれもコメント／詳記を求めて認める？

＞医療機関の機能専門性の考慮や配慮はしない。どうしても必要なものは詳記を求める。

⑦「小児食物アレルギー負荷検査｣について、「1日入院(日帰り入院)」をどのように扱っているか？(認否

は？ 返戻？傾向調査？ ・ ・ ・ ）(熊本）

。先日、私信にて高木誠一郎先生からは一応の見解を頂いているが・ ・ ・ ○

＞入院の適応・必要性(アナフイラキシーがあることなど)をカルテに記載しておく必要があり、それ

をレセプトにも記載する。
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＞一泊入院のつもりが、特別な事情で日帰り入院になった場合もその状況を記載する。

（例：自己都合で退院となった等）

⑧本協議会WGで検討中だと思いますが、「小児療養環境特別加算｣について、冑本の算定用件に準じて

作業上からほぼ必ず事務サイドから付菱がついてくる。本県では原則認める方向ですが、他県では現状

はいかがか？(熊本）

＞各県、査定の事例が減少している。現在、問題になることは無いOr少ない。

⑨（昨年の再掲)リハビリ(HOO1)の単位数に制限をしているか？(福岡）

単位数が多い場合には必要性についてのコメントを求めているか？

原則、5単位以上には注記を求める。複数の種類など納得できれば容認。国保：一般には1日4単位(80

分)が限度。複数項目や休息など注記があれば5－6回も認める。 ICU/PICUでの呼吸管理中は例外とす

るが、 ‘|曼性期病棟では人工呼吸中は3単位まで。

>1日4単位(80分)を超えた場合は、詳記を求める。

Ⅱ、検査に関するもの

①血液ガス分析と電解質Na、K、Clの併算定について

DOO7血液科学検査37血液ガス分析140点を算定する場合、「血液ガス分析の所定点数には、ナト

リウム、カリウム、クロール、pH、PO2、PCO2及びHCO3-の各測定を含むものであり、測定項目数

にかかわらず所定点数により算定する」となっているが、Na、K，Clは各項目ll点の血液化学検査lのま

るめでの同時算定は？(長崎）

＞同時算定は認めない。

②「C型肝炎ウイルス感染母体児｣の病名でHCVウイルス検査はどこまで認めるか？ HCV核酸定量検

査は？(長崎）

>HCV抗体、HCV核酸検出の2項目は同時算定を認める。HCV核酸定量(437点)は、HCV核酸検出(360

点)陽性が判明した場合に実施する。

③マイコプラズマ抗体検査について

従来マイコプラズマ(疑い)病名がなくても気管支肺炎等で認めるようにしていたが、最近保険者側か

らのクレームが増えてきている。今後は迅速抗原検査と同様にマイコプラズマ(疑い)病名が必要か？

（長崎）

＞マイコプラズマの病名は必要。

④甲状腺機能低下症で毎回、抗サイログロブリン抗体、甲状腺ぺルオキシダーゼ抗体の検査はいいか？

（鹿児島）

＞先天性甲状腺機能低下症では検査は不要なので認めない。

＞抗体の値は、病状・治療効果を現すので、「橋本病｣、「‘|曼性甲状腺炎｣、「自己免疫性甲状腺炎｣、「バ

セドウ病｣などの自己免疫性疾患の病名があり甲状腺機能低下症での検査は、3ヶ月毎くらいの間隔

で認める。

⑤ダニアレルゲン減感作療法(注射)で、毎回経皮的動脈血酸素飽和度測定は可か？(鹿児島）

＞注記が必要。

⑥アシテアダニ舌下錠投与で数カ月間隔で血性IgE検査の算定は可か？(鹿児島）

＞非特異的IgEは年1回くらい。特異的IgEも含めて年1回くらい。

⑦百日咳菌抗体、百日咳菌抗体半定量、百日咳菌核酸検出を併施は全部認められるか？(鹿児島）

＞（昨年と同じ)下記は2018年の結論

百日咳診断での検査の範囲は？(福岡）

’

！
’
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(1)同日における百日咳菌核酸検出(DO23-8)と各種抗体価(DO12-12またはDO12-44)の併施

結論：不可とする県が大半。

(2)百日咳抗体価(DO12-12またはDO12-44)同士のペア血清

結論：認める。

(3)百日咳抗体価同士の併施(すなわちDO12-12とDO12-44の同時検査）

結論：認めない。いずれか一方。

⑧「アトピー性皮層炎｣の病名だけで、非特異的IgE並びに特異的IgE抗体検査は認めるか？検査結果

でアトピー性皮膚炎の診断にはならないと思うので、「食物アレルギー疑い」等の病名も必要では？(沖

縄）

＞「アトピー性皮層炎｣では、「食物アレルギー｣などの病名が無くても良い。

＞「菫麻疹｣単独では認めない。

＞「菫麻疹｣と｢食物アレルギー疑い｣など他のアレルギー疾患の病名があれば認める。

＞「食物アレルギー疑い｣単独で、特異的IgEの算定は不可。

⑨感染性冑腸炎の診断と治療内容で胸腹部超音波検査を傾向的に請求する医療機関がある。他の病名を

付加(尿膜管遺残、腸間膜リンパ節炎、麻溥性イレウス疑い、肝内胆管拡張症等)しているがどこまで認

められるか？（＊県内の小児科外来で請求される超音波検査の回数に占める当該医療機関の割合は、3～

5歳で約17％、6歳以上で約9％の状況)(宮崎）

＞感染性胄腸炎の病名のみでは不可。鑑別を要した傷病名(疑い)の併記があれば認める。

⑩便秘、冑腸炎のXP、UCGは認めるか？(沖縄）

＞レントゲンは認める。エコーは、「便秘｣｢胄腸炎｣の他に鑑別を要した傷病名(疑いでも可)の併記が

必要。

⑪大動脈縮窄症で心エコーは妥当か。 （鹿児島）

＞認める

⑫川崎病急性期の心エコー回数は？(心合併症・ありorなしの段階では？）(熊本）

＞認める・ ・ ・入院中は回数の制限無し、 または毎日(1日1回)しても良い。

＞退院後は週1回程度

⑬神経因性膀胱(尿路感染症の傷病名ありorなし)における尿培養の回数は何回まで認めるか？(熊本）

＞「尿路感染症｣の病名は必要で、 ‘|曼性あるいは難治性(反復性)の尿路感染症を推測させる病名があ

れば、毎回検査しても認める。

⑭敗血症(疑い)において初療時の2－セット血液培養は？(熊本）

＞2セット血液培養を認める。

《根拠》学会で2セットは推奨している。審査上内科も認めている。感染症学会のガイドラインも2セッ

トとなっている。

（参考：吉本DO18通知エ症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を

検索する目的で異なった部位から又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又はl

か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3｣の血液又は穿

刺液を2回算定できる。この場合、「注l｣及び｢注2｣の加算は2回算定できる｡）

⑮「疑い病名｣のみで多数の検査を認めるか。（沖縄）

「思春期早発症の疑い、汎下垂体機能低下の疑い、成長ホルモン産生下垂体腺腫の疑い・ ・ ・」など疑

い病名は多数あるが確定病名がない多数の検査が行われている請求に対して、「早発乳乳房、低身長、

高身長｣などの症候名での確定診断を返戻で求めているが如何か？

＞「疑い｣病名だけでは認めない。

＞確定病名あるいは症候名を最低1つは挙げた上で、検査に必要な病名(疑いでも可)を記載する。
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⑯病原体抗原定性・迅速診断の同時検査の最大項目数は？傾向的な場合は？(熊本）

＞多項目でも原則は認める。

但し、青本DO12の内容で、通知に掲載されている内容にそって認める。

＞通知(4)｢7｣のアデノウイルス抗原定性(糞便)と｢8｣のロタウイルス抗原定性(糞便)又は定量(糞便）

を同時に行った場合は、主たる検査のみ算定する。

＞通知(20)ヒトメタニューモウイルス抗原定性

ア 「25｣のヒトメタニューモウイルス抗原定性と｢l1｣のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のイ

ンフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、若しくは｢23｣のインフルエンザ

ウイルス抗原定性又は｢22｣のRSウイルス抗原定性のうち3項目を併せて実施した場合には、主たる

もの2つに限り算定する。

⑰凝固系の検査について(大分）

どの疾患で何種類まで併用して良いのか？ その基準を知りたい。

PT、APTT，Dダイマー、FDP、フイブリノーゲンの5種を常に同時併算定している医療機関があり、

再審にあがってくる。今の所認めているが、おそらく全てを認めない例があるので再審請求してくると

思う。以前、長崎の木下先生がDIC以外には不適切とおっしゃっていたように記憶している。

>｢DIC(疑い)」｢深部静脈血栓症(疑い)」｢静脈塞栓症(疑い)」の病名があれば認める。

＞ワーファリンを使うような過凝固になるような基礎疾患(先天性心疾患、ネフローゼなど)があれば

認める。生命に関わる可能性がある状態では検査は必要と考えるため。

＞来年も必要があれば協議する。…よろしくお願い致します。

Ⅲ治療に関するもの

①百日咳の病名で入院中の患者にγグロブリンの投与は認められるか？(鹿児島）

＞「百日咳｣のみの病名では不可。「重症例｣を推測させる病名が必要。

②ダイアモックス注射液について

白血病などの化学療法中の大量輸液、尿のアルカリ化目的した場合コメントありで認めているか？(長

崎）

＞認める。（コメント無しでも可）

③フイコンパについて12歳未満の小児への適応は？(長崎）

＞詳記があれば認める。

2020年には、4歳以上で認められるように変更になる予定。また細粒の剤型が発売される予定。

③新規抗てんかん薬の適応外使用(年齢など)に関して詳記を求めていますが、それで算定は可能か？

（佐賀）

＞詳記(他の薬剤が無効など)が必要、詳記があれば認める。

＞2剤以上の併用が原則となっている薬剤については、病状などを詳記し'剤に変更した経過が記載き

れていれば認める。

＞はじめからl剤で使用している症例については・ ・ ・現時点では不明。

④カルニチン欠乏症の治療薬であるエルカルチンの｢効能効果に関する使用上の注意｣において、「カルニ

チン欠乏の原因となる原疾患を特定すること」とあるが、「カルニチン欠乏症｣の病名のみでの投与を認

めているか。（宮崎）

＞「カルニチン欠乏症｣のみでは不可。適応する傷病名が必要。

⑤リレンザは｢適用上の注意｣において、「小児に対しては本剤を適切に吸入投与できると判断された場合

のみに投与すること｣、また｢4歳以下の幼児に対する安全性確立されていない｣となっているが4歳以下
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での投与があるがある場合に何歳から認めているか。（宮崎）

＞認めない。 （添付文書どおり4歳以上）

⑥神経因性膀胱、神経性頻尿等の病名なく夜尿症の病名だけでバップフォーは算定可か？(鹿児島）

＞「夜尿症｣のみでは不可。薬剤の適応病名が必要。

⑦夜尿症で尿浸透圧の検査なしでミニリンメルトOD錠(120"g)を長期投与は可か？その際90日分処方

は？(鹿児島）

＞浸透圧検査は不要。

＞添付文書に｢1ヶ月に1回は水中毒などの指導をしているということが必要｣と記載されている。

よって30日分までが妥当。30日以上の処方の場合は、指導している旨を記載する必要がある(が望

ましい)。

⑧川崎病のジピリダモールの処方は詳記が必要か？(鹿児島）

＞「冠動脈瘤｣の病名が必要。

⑨川崎病にネオーラル(シクロスポリン)は詳記が必要か？(鹿児島）

＞詳記(IVIGのみで効果が無かった等)は必要。

⑩プロトピック軟膏と他の軟膏の混合を認めているか？(福岡）

プロトピックと他剤の混合について、薬情には記載はない。しかし、製薬会社のHPにはQ&Aに混ぜな

いよう記載がある。

＞認めない。

⑪成長ホルモンとプリモボランの併用への対応は？(福岡）

GH分泌不全低身長で、GH補充療法を行っている患者さんに、傷病名は｢骨粗繧症｣を追加してプリモボ

ラン(蛋白同化ステロイド剤)が処方された例がある。追加病名が｢性腺ホルモン欠損(分泌不全)」では

どうか？

＞「骨粗議症｣の病名があって、「性腺機能低下症｣｢性腺ホルモン欠損(分泌不全)」、「思春期遅発｣｢思

春期早発でデュプリン使用中｣などの病名があれば認める。

⑫アレサガテープの適応年齢について(福岡）

アレサガテープ(経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤)について、小児への適応はどうか？分割(切って）

使用することを認めるか？

＞詳記を求める。

⑬アレルギー性鼻炎に対して、作用機序の異なる3種類の点鼻薬は認めるか？(熊本）

＞2剤まで。

⑭同(効)抗菌薬の月跨ぎの投与量のカウントの仕方は？（日数か回数か？）(熊本）

＞月をまたいでいても日数で計算する。「治癒｣が無ければ全日数でカウントする。

＞前病名が｢治癒｣なっていれば、次の傷病名の開始日よりカウントする。

⑮皮層筋炎に対するメソトレキサートの使用は認める？(熊本）

＞詳記があれば認める。

⑯フオスフオマイシンS静注用の使用について(大分）

（ア)｢咽頭炎｣の使用で保険者再審になったが、この取り扱いについて。

（イ）国保では感染性胄腸炎についての使用は認めないと通達がきたが､各県は厳密に審査しているか？

（ウ)社保も感染性冑腸炎には認めないとの基準で審査を行っているか？

＞咽頭炎・ ・ ・認めない(気管支炎・肺炎は認める)。

＞感染性胄腸炎・ ・ ・認めない。

⑰アリピプラゾール(エビリファイ)の自閉スペクトラム症への使用について(大分）

原則は自閉スペクトラム症への使用は小児期(6歳～18歳)となっている。 18歳を超えて使用する患者も
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多いが、その時の病名は自閉スペクトラム症以外にうつ病・うつ状態、双極性障害、統合失調症などの

追加病名を要求するか。

＞小児期から継続した症例は認める。

＞他院からの紹介による継続の場合はコメントがあれば認める。

⑱外傷性脳障害に対しての低体温療法は保険診療を認めているか？(沖縄）

＞詳記を求めて、この治療しか無いという事であれば認める？

①新生児の呼吸障害に対する補助呼吸装置による持続陽圧呼吸法(CPAP)及び問歌的強制呼吸法(IMV)

を行った場合は人工呼吸の算定が認められるが、30週未満の早産の超低出生体重児であっても｢新生児

の呼吸障害｣となっているのでCPAP･IMVを行っている場合、人工呼吸での算定は生後28日までとな

るのか伺いたい(宮崎)。

＞出生時体重が1,000g未満90日､l,000g以上1,500g未満の新生児の場合は60日を限度として算定して可。

（青本D222、経皮的血液ガス分圧測定の通知(1)アを参照）

反~写房極1
①過去の九州小児科医会審査員連絡協議会の検討内容を各県ではどのように活用しているか？小児科医

会等に公表してるか？また審査員の交代のためにこれまでの検討議題が閲覧できるようなデータベー

スがあるといいと思いますが、各県では引継ぎはどのようにしているか？(鹿児島）

＞公表については他県と同じ基準で審査が行われているかが不明であるため、一律に全部を開示する

のは難しい？意見が分かれている項目もあり、各県内容を評価・確認し公表してください。

②病名整理の指導について(大分）

NICUの退院児や長期入院時では、新生児期病名や古い急性病名などがかなり多く残っているレセプト

が散見される。これらへの指導についてはその都度に指導しているか？

＞返戻する。文書連絡より返戻の方が良い？(文書連絡は、厚生局の個別指導時に問題のある医療機

関と判断する材料になる可能性が有り？のため)。

小児抗菌薬適正使用支援加算について
－令和元年九州小児科医会審査員連絡協議会での議論を踏まえて－

2015年5月に開催されたWHOの第68回世界保健総会(WorldHealthAssembly)で、薬剤耐性(AMR)に

関するグローバル・アクション・プランが採択され、加盟各国は2年以内に薬剤耐性に関する国家行動計

画を策定することを求められました。

これを受けてわが国でも、2016年4月に薬剤耐性(AMR)対策アクシヨンプラン(2016-2020)が策定・公

表され、中でも抗微生物薬の適正使用は、薬剤耐性対策の最も重要な分野として日常の臨床で医療従事者

や患者さんを含む医療にかかわるすべての人が対応すべきこととされています。

このような流れを受けて2018年4月の診療報酬改定で､小児科外来での抗菌薬の適正使用に関する患者・

家族の理解向上に資する診療を評価する点数として、「小児科外来診療料｣と｢小児かかりつけ診療料｣に｢小

児抗菌薬適正使用支援加算｣(80点)が新設されました。

この加算はご承知の通り小児科専門の医師が、急性気道感染症または急性下痢症で受診した基礎疾患の

ない患者で、初診時に診察の結果抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものが対
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象となっています。

しかも身体所見や検査結果などをもとに抗菌薬を使用しない理由を説明し、内容を文書で提供した場合

に算定できるとされています。

また同加算を算定する際の施設基準には、AMR対策アクシヨンプランに位置付けられた活動に参加し、

または感染症関連の研修会などに定期的に参加していることがあげられていますし、当初基礎疾患のない

学童期以降の患者については、厚生労働省の｢抗微生物薬適正使用の手引き｣第一版に即した療養上必要な

説明および治療を行うことが求められました。

小児科専門医に対して、国民(患者・家族)が抗菌薬の適正な使用が薬剤耐性(AMR)の対策にとても重

要であることを理解し、説明と納得の上での医療が受けられるように支援することを評価するための加算

であると言い換えることができそうです。

薬剤耐性対策に関する情報や患者・家族へのリーフレット等は、AMR臨床リファレンスセンターの以

下のホームページにアクセスすると便利です。

かしこく治して、明日につなぐ～抗菌薬を上手に使ってAMR対策～

( http://amr.ncgm.go.jp/ )

また2019年12月5日には、厚生労働省のホームページに｢抗微生物薬適正使用の手引き｣第二版が公表さ

れました｡92ページにもおよぶ力作ですが、第二版では基礎疾患のない生後3カ月以上から学童期未満の

｢乳幼児編｣を加え、小児の急性気道感染症の特徴と分類や小児特有の副作用がある抗菌薬への注意事項な

どが盛り込まれています。ご一読下さい。

( https://www.mhlw.gojp/content/10900000/000573655.pdf )

すでに1年8カ月余りが経過し抗菌薬の使用抑制に大きく貢献してきているとの報告が散見されますが、

適正な抗菌薬の使用を目指していることから、A群β溶連菌感染症､マイコプラズマ等による非定型肺炎、

百日咳や細菌性副鼻腔炎など抗菌薬による治療を要する小児の細菌感染症を見逃さないように、適正な検

査の実施等をも考盧しながら的確な診断と治療が求められると思われます。

さて先日佐賀で開催された令和元年九州小児科医会審査員連絡協議会では、同加算の対象外(基礎疾患）

とされている気管支喘息と関連する傷病名(気管支喘息発作、喘息｢性｣気管支炎、喘息｢様｣気管支炎など）

について、同加算を認めるかどうかの検討が行われました。

九州・沖縄の各県によって詳細な点で審査基準の差がありましたが、今回以下のようにほぼ統一して審

査する方向でまとまりましたのでご報告いたします。

①
②
③

気管支炎・ ・ ・認める

気管支喘息・ ・ ・認めない

喘息｢性｣気管支炎または喘息｢様｣気管支炎・ ・ ・認める

上記②と区別するため、ロイコトリエン受容体拮抗薬がアレルギー性鼻炎に対する場合は、傷病

名を併記しその旨を明記すること。

翌日以降に抗菌剤を処方する例・ ・ ・必要性など詳記があれば考慮

但し、傾向的であれば返戻のうえ指導の対象になる。

翌日以降にインフルエンザと診断した(または疑った)例・ ・ ・認める

ムンプス・水痘・アデノなどに上気道炎を合併した症例・ ・ ・認める

気管支喘息発作・ ・ ・認めない

これは、初・再診の判断のとき喘息発作を一発作一疾病と考えて初診を認めるもので、抗菌薬適

正使用支援加算の対象にはならない

福岡県小児科審査員協議会

④

⑤
⑥
⑦
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令和2年5月現在

佐賀大学医学部附属病院小児科 〒849-8501佐賀市鍋島5丁目1-1
TELO952-31-6511

★総合外来(小児科一般外来・再来)TELO952-34-3154

平日の午前9～12時、予約不要ですが、紹介状をお願いします。

＊下記の専門外来に該当しない患者さんは総合外来へ紹介してください。

★小児科病棟医長、当直医へのPHSホットライン0952-34-3900(医療機関専用ダイヤル）

入院患者さんのご紹介や緊急患者さんのご相談に直通電話をご利用ください。

PHS対応：平日、8時30分～17時 一病棟医長(チーフレジデント）

夜間、土日祝日 一小児科当直医

★専門外来

午前9時～12時、午後1時～5時、要予約です。下記の表をご参照ください。

血液、循環器、消化器・肝臓、神経外来は医局または担当医師にご連絡ください。

その他の外来は、地域医療連携室で予約を承っています。

小児科医局 0952-34-2314 2階東病棟 0952-34-3290

小児科FAX O952-34-2064 新生児治療室0952-34-3280

専門外来 0952-34-3220

地域医療連携室0952-34-3482 医局長(尾形） 0952-34-3627

URLhttp://www.pediatrics.med.saga-u.ac.jp/

☆連絡先
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病院小児科近況

専門外来
月 ｝

午前

2日

午後

火H

午前

昌日

午後

フ <曜日

午後

ー

ノ剥

午前

昼日

午後
担当医師（*は非常勤） 新患の予約

血液・免疫
腫 瘍

循環器

消化器・肝臓

神 経

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

西 眞範・江口啓意

田代克弥
＊

熊本 崇
峰松伸弥

垣内俊彦

松尾宗明・一ノ瀬文男
中村拓自

医局または

担当医師に

直接予約

膠原病
血友病

腎

糖尿病
内分泌

新生児

遺 伝

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

尾形善康

大塚泰史・陣内久美子
＊

久野建夫
＊

岩永 学

松尾宗明

予約入力が

できれば

いつでも可

心理相談 不定期(小児科医局に連絡） 吉住美紗子、浦田千穂子、豊田梨紗、吉原優里(心理）



地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館小児科 〒840-857l佐賀市嘉瀬町中原400
代表:TELO952-24-2171

FAXO952-29-9390

l.勤務医師

l)西村真二（部長） 平成元年卒小児循環器

2）前田寿幸（医長） 平成14年卒小児神経

3）熊本愛子（医師） 平成15年卒小児循環器

4）力武菜穂子（医師） 平成18年卒小児科一般(育児休暇中）

5）江藤潤也（医長） 平成19年卒小児内分泌・糖尿病

6）岩永 晃（医師） 平成23年卒アレルギー

7）川崎祥平（医師） 平成23年卒アレルギー・新生児

8）石田有莉（医員） 平成27年卒小児科一般

9）張 雨萌（医員） 平成29年卒小児科一般

2．外来診療日

（一般外来）

月～金曜日午前(受付時間AM8:30～ll :00)

月～金の午後は、紹介or予約の患者様のために当番医が診察しています。また、入院が必要な患者

様についてはご連絡下さい。

（専門外来）

専門外来については、小児科外来に予定を確認していただきますようお願いします。

3．予防接種(定期接種及び任意接種）

毎週月～水午後(2：00～3：00）

DPT-IPV、DT、MR、 日本脳炎、Hib、肺炎球菌、BCG、水痘、B型肝炎

予約は小児科外来で受け付けます(電話:0952-28-1164)

＊任意接種(インフルエンザ、おたふくかぜ等)は一般外来診療の中でも対応します。また、海外留学等

で他のワクチンや追加接種が必要な場合も対応いたします。小児科外来まで電話でお問い合わせ下さ

い。

4．乳児健診

毎週月曜午後(2：00～3：00）

主に4か月、7か月、 10か月、 1歳児を対象としています。

外来初診受付で予約(毎日PM2:00～5:00)を受け付けています。

（電話：代表0952-24-2171、内線1240)
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月 火 水 木 金

一般外来

(午前）
当番医 当番医 当番医 当番医 当番医

午後外来

(予約制）

乳児健診

予防接種
予防接種 予防接種 lか月健診

専門外来

(予約制）

アレルギー

(午前･午後:川崎）

神経

(第2午後:松尾､非常勤）

内分泌・糖尿病

(午前･午後:江藤）

循環器

(午前･午後:熊本）

循環器

(午前・午後:西村）

内分泌・糖尿病

(午前・午後:江藤）

腎臓

(f1 ,3午#:噸､捕勤）

神経

(午前･午後:前田）

血液

(第1･3:稲田､非常勤）

アレルギー

悌2.4柵:僻､猟勤）

(午後：岩永）



5．時間外診療

平日夜ならびに土日祝日も小児科医が常時、勤務しています。

佐賀市休日夜間こども診療所や医療機関からの受診・入院依頼は、電話をいただくと守衛室から小児

科医に直接転送されます。必要に応じて他科と連携して診療にあたります。遠盧なくご相談下さい。

6．好生館よりお知らせ

佐賀小児プライマリーケアカンファレンス

第4金曜日に、好生館の多目的ホールで講演会形式にて佐賀小児プライマリーケアカンファレンス

を行っています。どうぞお気軽にご参加下さい。

7． ご紹介頂きます先生方へ

＊好生館では､紹介状のない新患の患者さんには｢非紹介患者特定療養費｣が初診料と別に請求されます。

患者さんに受診をお勧めいただく場合、ご面倒でも紹介状を持たせていただきますようお願い申し上

げます。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館小児外科

勤務医師

山内 健（部長） 昭和62年卒小児外科一般・栄養管理

竜田恭介（医長） 平成13年卒小児外科一般

外来診療日

1

2

外来日の新患受付はll時までですが、遅れても断ることはありません。ただし紹介状はお持ちくださ

い。手術日でも急患等にはできるだけ対応いたします。

当科の特色

鼠径ヘルニアや急性虫垂炎のほとんどで腹腔鏡下手術を行い、他の手術も創の整容性や創痛の軽減に

留意した手術を行っています。また疾患によっては、消化器内科(消化管内視鏡)や消化器外科、呼吸

器外科とも密接に協力して対応しています。栄養関連のチューブやカテーテル留置(胄瘻、皮下埋め

込み式ポートなど)も多くの経験がありますので、いつでもご相談ください。最初はお電話だけでも

結構です。

3
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月 火 Z 〈
ー

ノ
一

、 金

新患 山内 手術 山内／竜田 竜田 手術

再来 山内／竜田 手術 山内／竜田 山内／竜田 手術



独立行政法人国立病院機構佐賀病院小児科 〒849-8577佐賀市日の出1丁目20-1

TELO952-30-7141

FAXO952-30-1866

1）高柳俊光（第一診療部長）昭和58年卒 小児科一般

2）江頭智子（小児科医長） 平成15年卒 新生児未熟児

3）江頭政和（小児科医師） 平成19年卒 新生児未熟児

4）七條了宣（小児科医師） 平成21年卒 新生児未熟児

5）水上朋子（小児科医師） 平成10年卒 新生児未熟児

6）荻原 俊（小児科医師） 平成19年卒 小児科一般

7）冨野広通（小児科医師） 平成26年卒 新生児未熟児

8）古川理恵（小児科医師） 平成26年卒 小児腎臓

9）吉浦真登（小児科医師） 平成29年卒 小児科一般

10)吉岡佑佳子（小児科医師） 平成29年卒 小児科一般

【午前外来】一般外来8：30～12:00(受け付けは11 :30まで）

＊ ；第2木曜日の9：00～12:00、 ** ;第2、4水曜日の10:00～12:00まで

【午後外来】 14:00～(受け付け開始は13:00;全て予約制）

＊ ；第1、第3火曜日のみ、 ＊＊ ；第2木曜日のみ。

＃；毎週

… ………× … …×××…】

独立行政法人国立病院機構東佐賀病院小児科 三養基郡みやき町原古賀7324

TELO942-94-2048

FAXO942-94-3137

〒849-0101

l)山本修-(副院長）

2）横田吾郎（小児科部長）

3）今吉美代子

4）中西未来

5）上野知香

平成2年卒

平成7年卒

昭和61年卒

平成18年卒

平成18年卒

アレルギー

循環器・新生児

血液・膠原病

アレルギー

小児発達
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

一般外来 高柳/当番医 高柳/当番医 高柳/当番医 高柳/当番医 高柳/当番医

小児外科 山内
＊＊

小児腎外来
＊

岡

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

小児循環器＃ 本
ヒ
ヒ
恥

今
日
小

小児神経
＊

石井

アレルギー
＊＊

小林

乳児健診 小児科全員

未熟児健診 小児科全員

予防接種 当番制

心理外来 橋本 白石 橋本 橋本

小児慢性 高柳/水上



’

6）陣内久美子 平成22年卒 腎臓

【小児科外来診療】 受付時間午前8：30～ll :30 午後14:00～16:30

田中祥一朗（非常勤医師） アレルギー専門外来担当

紹介・入院依頼は当日の外来担当医までご連絡ください。

土曜日は9：00～12:00の間、小児科拘束医が院内に待機しています。

〔アレルギー専門外来〕 予約制 月曜日14:00～16:30

気管支喘息、アトピー性皮層炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎などの診療、アレルギーを持つこ

どもの予防接種を行っています。必要に応じ、食物・運動負荷試験、アレルギー皮層テスト、経口・舌下

アレルケン免疫療法などを行います。

〔小児発達専門外来〕 予約制 木曜日14：00～16:30

4月から再開予定。詳細はお問い合わせください。

〔乳児健診・予防接種〕 予約制 水曜日14:00～15:00

☆専門外来、乳児健診、予防接種の予約等、いずれも小児科外来へお問い合わせください。

【重症心身障害児(者)の入院・シヨートステイ・デイケア】

当院、療育指導室長までご連絡ください。

詳細は当院ホームページhttps://higashisaga.hosp.go.jp/ をご参照ください。

×…＝＝………＝ ×…xxx

独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター小児科〒843-0393嬉野市嬉野町大字下宿甲4279-3
TELO954-43-1120

FAXO954-42-2452

①常勤医師：

l)在津正文（部長） 平成3年卒小児アレルギー

2）西川小百合（医長） 平成6年卒小児循環器

3）岡 政史（医長） 平成15年卒小児腎

4）稲田由紀子 平成16年卒小児アレルギー

5）大串栄彦 平成20年卒小児腎

6）浦島真由美 平成20年卒小児代謝・内分泌

7）樋口直弥 平成27年卒小児神経

8）渕上真穂 平成27年卒小児一般

②一般外来診療日(午前) ：(下記の外来担当表を参照）

＊毎週月～金曜日、午前9時～午前ll時受付。

③小児科特殊外来(午後) ： 担当医

毎週火 乳児健診(完全予約制） （週替わり）

毎週水 予防接種(完全予約制） （週替わり）

毎週火＆水＆木 小児アレルギー(完全予約制） 在津正文・稲田由紀子

溝口達弘（非常勤）

－29－

月 火 Z く 木 金

午前 横田 陣内 山本 中西 横田

午後 今吉 上野 佐賀大学 陣内 今吉

専門外来

午後

アレルギー

中西・田中

小児発達

上野



食物アレルギー負荷試験(完全予約制） （週替わり）

小児神経(完全予約制・再診のみ） 樋口直弥

小児循環器(完全予約制） 西川小百合

小児腎(完全予約制） 佐藤忠司(非常勤) ・岡 政史

大串栄彦

小児先天代謝・内分泌・糖尿病(完全予約制）浦島真由美

慢性疾患(完全予約制・再診のみ） 前田真紀子(非常勤）

柳瀬寛子(非常勤）

毎週火＆木

毎週木

毎週水

毎週月＆第3水

毎週金

第2/4木AM･PM

④小児科一般外来担当

＊週替わり

⑤平日・休日・夜間を問わず、すべてのご紹介患者は小児科医が対応します。

＊予約のない患者さんの午後診療は時間内救急扱いになります。

＊勤務の都合上、担当医が変更になることがあります。

唐津赤十字病院小児科 唐津市和多田2430
TELO955-72-5111

FAXO955-73-9530

〒847-8588

＜勤務医師＞

l)田代克弥（部長） 昭和62年卒小児循環器

2）田島大輔（医員） 平成15年卒小児神経

3）大林梨津子（医員） 平成17年卒小児循環器

4）池内愛子（医員） 平成25年卒小児科一般

5）森田 駿（医員） 平成25年卒小児アレルギー

6）伊藤優哉（医員） 平成29年卒小児科一般

く外来診療案内＞

一般診療；月～金8：00～11 :30受付

＊急患はこの限りではありません。

＊ご紹介の際にはご一報いただければ幸いです。

＊医療機関からのご紹介は夜間・休日も直接小児科医が承ります。

専門外来：

小児循環器外来；毎週水曜日の午前中(九州大学小児科、要予約）

毎週月曜日・木曜日の午後(田代克弥先生、要予約）

小児神経外来；毎週水曜日の午前・午後(九州大学小児科、要予約）

毎週火曜日・金曜日の午後(田島大輔先生、要予約）

小児代謝・内分泌外来；毎月第1金曜の午後(久野建夫先生、要予約）

小児アレルギー；毎月第1木曜日の午後(濱崎雄平先生、要予約）

毎月第1・第3水曜日の午後(在津正文先生、要予約）

－30－

曜 日 月 火 Z く
ー

ノ 豆 金

l診室

2診室

午前

大串栄彦

岡 政史

＊

稲田由紀子

＊

渕上真穂

＊

樋口直弥

＊

浦島真由美

＊



予防接種：

DPT-IPV、DT、BCG、Hib、肺炎球菌、MR、 日本脳炎、水痘、おたふくかぜ、DPT

インフルエンザ、HPV、B型肝炎など

毎週月．火曜日14：30～16:00(完全予約制）

健診：

lか月児健診(院内出生児および新生児室入院既往児が対象）

毎週木曜日13:30～16:00(完全予約制）

乳児健診

毎週金曜日13：30～16：00(完全予約制）

佐賀整肢学園こども発達医療センター小児科 〒849-0906佐賀市金立町大字金立2215-27
TELO952-98-2211(代表）

小児科外来直通0952-98-3214(FAXも同じ）

勤務医師

l)田崎 考 昭和39年卒小児科一般生活習慣病予防

2）木附京子 昭和61年卒小児神経・発達

3）小林育子 昭和63年卒小児アレルギー

4）石井清久 平成6年卒小児神経・発達

5）漢 由華 平成9年卒小児神経・発達

6）久保和泰 平成10年卒小児内分泌

7）後藤由紀子 平成10年卒小児外科

8）柳瀬寛子 平成18年卒小児神経・発達

9）前田真紀子 平成18年卒小児神経・発達

10)宇田恵子 平成19年卒小児神経・発達

ll)濱崎雄平（非常勤） 昭和49年卒小児アレルギー

※一般外来以外は、すべて事前予約をお願い致します。

神経・発達外来 …0952-97-6633(神経・発達外来予約専用ダイヤル）

アレルギー外来、内分泌外来…0952-98-3214(小児科外来）

小児外科外来 …0952-98-2695(整形外来）

＜お知らせ＞

当センターでは小児科のほか整形外科、 リハビリテーション科、泌尿器科(佐賀大泌尿器科より）、障害

児歯科を併設しており、総合療育センターとしての役割を担っております。
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月 火 水 木 金 土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前

一般外来 ○ ○ ○ ○ ○ ○

神経･発達 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アレルギー ○ ○ ○ ○ ○

内分泌 ○ ○

小児外科 ○ ○ ○ ○ ○

乳児健診 ○

予防接種 ○



また療育は､就学前の小児を中心に、理学療法､作業療法､言語療法､感覚統合療法､対人関係発達指導、

難聴児集団療育、発達障害児の保護者勉強会(ペアレントトレーニング)などを行っております。

神経疾患(てんかん、脳性麻揮、難聴や構音障害に伴う言語障害)、小児アレルギー疾患(気管支喘息、

食物アレルギー)、小児内分泌疾患(低身長など)は早めに対応いたしますので、事前に先生方よりお電話

をいただければ助かります。

＜おねがい＞

現在、乳幼児時期の早期療育体制強化のため、年長組・小学生以上の発達障害児の新患受付を中止させ

ていただいております(学習障害を除く）。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し

上げます。

伊万里有田共立病院小児科 〒849-4193西松浦郡有田町ニノ瀬甲860番地
TELO955-46-2121

FAXO955-46-2123

1．勤務医師：土井知己平成3年卒

中林結子平成25年卒

2．外来診療日：月～金曜日午前受付8 ：00～11 :30診療9 :00～12:00

午後受付13:00～16:30診療14:00～17:00

＊時間外ならびに土・日・祝祭日は当直医が診察(要電話連絡）

（救急など必要があればオンコールで対応しています）

3．専門外来： 13：30～17:00受付

第1 ･ 3火曜日；アレルギー疾患在津正文先生(嬉野医療センター）

第2木曜日；神経疾患田島大輔先生(唐津赤十字病院）

第2金曜日；腎臓疾患大塚泰史先生(佐賀大学病院）

第4金曜日；代謝・内分泌疾患久野建夫先生(佐賀駅南クリニック）

＊予約が必要です。紹介状を持参の上、上記受付時間内に来院してください。

また、神経疾患の新患については、まずは他院の小児科(神経外来)に紹介していただくよう、よろ

しくお願い致します。

4．予防接種・乳児健診(要予約）

月～木曜日 14:00～17:00

電話にて健診科までお問い合わせください。

＊平成30年4月より小児科は2人体制となりました。しかし、諸般の事情により入院依頼を受けられないこ

とがあり、特に近隣の先生方には大変ご迷惑をお掛けしております。

ご紹介の際には、ご一報いただければ幸いです。

なお、令和2年4月に病院全体の診療体制が変更されています。

詳細は当院ホームページをご覧ください。

L

医療法人至慈会高島病院小児科 〒849-1203杵島郡白石町戸ケ里1831-18
TELO954-65-3129

FAXO954-65-3129

①勤務医師：室英理子、平成2年卒、小児アレルギー・呼吸器

②外来診療日：月～金曜日 9：00～12:00， 14:00～17:00 *午後の受付は16:30まで

土曜日 9：00～12：00(第2、第4は代診の先生）
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火曜日午後(第2、第3、第4は代診の先生）

③予防接種・乳児健診

毎週水曜日・木曜日・金曜日14時～15時30分(前週金曜日までに要予約）

一般患者様との接触を避けるため14時30分までに受付をお願いします。

定期接種(肺炎球菌、Hib、 4種混合、BCG、MR、 日本脳炎、水痘、 2種混合、B型肝炎、DPT)

任意接種(ロタ、ムンプス、B型肝炎、A型肝炎、インフルエンザ）

＊佐賀県下中学3年生を対象としたへりコバクター・ピロリ菌感染検査及び除菌治療事業｢未来へ向けた胄

がん対策推進事業｣の除菌協力病院になっております。その件での受診を希望される場合、事前に電話

でお知らせください。

医療法人ひらまつ病院小児科 〒845-0001佐賀県小城市小城町1000-1
TELO952-72-2111

FAXO952-72-5550

e-mail :subitum@mist.ocn.ne.jp

(1)勤務医師：山口秀人平成元年卒小児血液・腫瘍・免疫

(2)外来診療日：月～金曜日(9：00～12:30， 15:00～18:30)

ただし火曜日は午前中のみ

(3)予防接種・健診：予約制ですが、平日の空いた時間に随時受け付けています。

町立太良病院小児科 〒849-1602佐賀県藤津郡太良町多良1520-12
TELO954-67-0016

FAXO954-67-0068

1．勤務医師：谷口一登(副院長） 平成14年卒小児科一般

2．外来診療日：月～金曜日 8：45～ll :30， 15:00～16:45

ただし木曜日は午前中のみ

3．乳児健診：月曜日 14：00～15:00(完全予約制）

4．予防接種：火・水・金曜日 14：00～15：00(完全予約制）

小城市民病院小児科 〒845-0004小城市小城町松尾4100
TELO952-73-2161

FAXO952-73-2165

①勤務医師 ：安藤万里子平成8年卒

②外来診療日：月～金曜日 8：30～12:30 14:00～17: 15(1月より毎週水曜日は休診になりました｡）

（午前の受付は11 ：30まで、午後の受付は16:30まで）

火曜日午後(第1、第3は代診の先生です）

木曜日午後は18:45まで診療しています。（受付は10:00～18:00まで）

③予防接種：予約制(16：30まで、木曜日は18:00まで）

④乳児健診：予約制(13：30～14:00)

＊一般診療は、基本的には予約をとっておりません。

詳細は、当院ホームページを御覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。
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令和元年度：佐賀小児プライマ'ノーケアカンフアレンス

第26S回令和元年5月24日

(1)佐賀県の感染症流行状況報告：好生館の入院症例より

佐賀県立医療センター好生館小児科

(2)かかりつけ医、非専門医でできる発達相談外来

岩永 晃西村真二

富崎小児科 円城寺しづか

第269回令和元年7月26日

(1)佐賀県の感染症流行状況報告：好生館の入院症例より

佐賀県立医療センター好生館小児科 大串栄彦西村真二

(2)発達障害児への学校現場での対応と問題点

武雄市若木小学校校長 浅井慎司

第270回令和元年9月27日

(1)佐賀県の感染症流行状況報告：好生館の入院症例より

佐賀県立医療センター好生館小児科 浦島真由美西村真二

(2)かかりつけ医、非専門医でできる発達障害診療のマネジメント

佐賀整肢学園こども発達医療センター副院長 石井清久

第271回令和元年11月22日

(1)佐賀県の感染症流行状況報告：好生館における感染症入院症例より

佐賀県立医療センター好生館小児科 樋口直弥西村真二

(2)発達障害児への言語訓練の実際と問題点

佐賀県立医療センター好生館言語聴覚士 竹尾菜穗子

第272回令和2年1月24日

(1)佐賀県の感染症流行状況報告：好生館における感染症入院症例より

佐賀県立医療センター好生館小児科 岩永 晃西村真二

(2)発達障がいを持つ子どもに対する作業療法の実際

佐賀整肢学園こども発達医療センターリハビリテーション部作業療法科 百崎尚美
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スマートジーン通MycOはQプローブ法により遺伝子の検出をしております

日本マイコプラズマ学会の｢肺炎マイコプラズマ肺炎に対する治療指針｣が改訂され、

従来のLAMP法に加え､新たにQプローブ法が追加されました。

』 I
SmartGene専用試薬

マイコプラズマ核酸キット
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特定保守管理医療機器/設置管理医療機器

届鼎番号41B2X10001000004

体外診断用医薬品

承認番号23000EZXOOOO6000
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《例示》5頁：治療指針SUMMARY(小児版）

1 ．マイコプラズマ肺炎の急性期の診断はLAMP法あるいはQプローブ法などを用いた遺伝子診断､および、

イムノクロマトグラフィー法による抗原診断が有用である。

侍長機器の特長



編集 後記

昨年秋は、台風15号&19号(9月) ･21号(10月）

で激甚災害・特定非常災害に指定され、特に千葉

県は復旧に時間がかかりました。 10月9日、吉野

彰氏がリチウムイオン電池でノーベル化学賞を受

賞されました。小児科外来では、B型肝炎ワクチ

ンに引き続きヒブワクチンも供給遅延がありまし

た。今年10月からロタワクチンの定期接種がはじ

まり、異なるワクチンとの接種間隔が不活化ワク

チンとロタワクチンについては他のワクチンとの

接種間隔に制限を設けないこととなりました。現

在は『新型コロナウイルス(COVID-19)感染症』が

猛威を振るっています。学校は一斉休校になって

いますが、まだ終息のめどがたたない状況です。

さて今回の巻頭言は、整肢学園の石井情久先生

にお願いしました。発達障害児のマネジメントと

して、その子にあった対応・支援・配盧・環境整

備の重要性を強調されています。

2名の先生が新しく入会されました。田代克弥

先生は平成30年4月から唐津赤十字病院小児科部

長に赴任されており第39号でご紹介しておりまし

たが、あらためて今までの経歴について詳しく書

いていただきました。竹内孝仁先生は、竹内純孝

先生の後を引き継がれました。

昨年11月の九州小児科学会は佐賀県担当でし

た。最優秀演題賞を佐賀大学小児科の岩永学先生

が受賞されました。

A型インフルエンザが終息し、COVID-19の影

響で手洗い・マスクの励行が浸透したためでしょ

うか、外来がかなり減っています。例年のように

ヒトメタニューモウイルス(2月13日から)･RSV(3

月2日から） ・ロタウイルス(3月10日から)がでは

じめています。一日も早いCOVID-19の終息が望

まれます。

（令和2年3月11日）
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