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●第67回岩手県小児科医会談話会．講演会

， ．会長挨拶 回

2．報告 回

（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

｜ ＄協議 回（1）保険診療問題について

（2）その他

§教育講演 回

「先天性難聴の早期診断と人工聴覚器」

小林有美子 （岩手医科大学耳鼻咽喉科臨床遺伝科）

§特別講演 囮

「小児のB型肝炎とその予防の重要性～HBワクチン定期接種化に向けて～」

惠谷ゆり （地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪府立母子保健総合医療センター

消化器・内分泌科部長）

●学会報告

・第54回岩手周産期研究会

・第28回東北学校保健・学校医大会～子どものすこやかな未来のために～
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●新入会員自己紹介 回

●学会案内 四’

●会員消息 璽

●|岩手県小児科医会入会・異動・退会届 四

●|日本小児科医会入会申込薑 図

四
一
画

■し会費納入のお願い

『<二全月の表紙によせてジー
」平成28年10月に岩手県滝沢市で行われた｢第22回日本保育保健学会」

の際、滝沢駅から会場の県立大学へうつむいて歩いていたら、マンホー

ルに「チャグチャグ馬．」が描かれているのを見つけました。面白いこ

とをするなと思いながらもう少し歩くと「スイカ」の描かれた小さな電

力用と思しきハンドホールもあり、こちらは緑と黒の縞模様に断面の赤
と中の種までが鮮やかに彩色されていました。 （吉田研一）

、
1

、
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灌灌耀耀灌耀耀曜進曙耀耀耀耀灌灌耀耀喋耀耀耀耀耀灌耀曙

巻頭言

日本保育保健学会に参加して

吉田小児科吉田研一

耀灌耀曜曙耀灌耀灌選耀躍進曙灌耀耀耀耀耀曙灌耀選耀耀曙

当会会長の三浦義孝先生が会長を務める日本保育保健協議会の第22回日本

保育保健学会が、平成28年10月に滝沢市の岩手県立大学で開催された。雑誌

｢ひよこクラブ」で子どもの救急疾患や事故の事例を紹介されている北九州

市立八幡病院救命救急センター・小児救急センターの市川光太郎院長や、

data､evidenceに基づき教育を経済学的な手法で分析する教育経済学で有名

な慶應義塾大学総合政策学部の中室牧子准教授など、著名な方々のご講演を

岩手に居ながら直接聞くことができた。

この会の中で東京大学医学部小児科学講座の岡明教授は、保育保健につ

いて「近年、保育所は子どもたちが社会性を育み成長する場となってきてお

り保育に関わる専門職による支援が注目されている。保育保健は感染対策や

事故予防等にとどまらずより広い視野が求められる。待機児童が大きな社会

的関心を呼ぶなど“数”の面が注目される中で“質，の担保が重要となる」

と講演されていた。

また、横浜の緑園こどもクリニックの山中龍宏院長は、傷害予防について

｢事故による傷害の予防には、傷害発生の状況を“変えたいもの” 、 “変えら

れないもの” 、 “変えられるもの”に分類して“変えられるもの”を見つけ

出す必要がある。予防とは変えられるものを見つけ変えられるものを変える

こと」と述べていた。

その“数”が注目され保育園が増えている。必然的に健診の出向先が増え

る。幼稚園も認定こども園に変わると内科健診は法に基づき年2回になる。

とても手が回らない。集団生活をする児は体調不良の度に受診を勧められ医

療機関の受診率はもともと高い（小児科専門医を受診しているとは限らない

が)。例えば地域社会から孤立した家庭の把握などは行政の方で出来そうな

気もする。

麻しん風しん混合ワクチンが手に入らない。厚労省は「偏在しているだけ

で足りている」と言うが、当院などは月数本しか納入されない。定期接種対

象期間に接種できない子どもが生じることが心配になるが、実施主体の自治

体は「不足していないので対策は考えていない」とのこと。Malfunctionの

予防には認識の共有も必要かもしれない。
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平成28年。29年度岩手県小児科医会役員名簿(敬称略、順不同）
※下線は新任

藤原哲郎・千田勝一・小山耕太郎・小川英治・菅野恒治

大沼一夫

三浦義孝

本多聡（一関）・山口淑子

問
長
長
長
事

畿
会

顧
名
会
副
理 石川健（岩手医大小児科） 伊東宗行（紫波郡）

三上仁（県立中央病院） 藤井裕（岩手郡）

田中健太郎（盛岡赤十字病院） 川嶋治（花巻・遠野）

米沢俊一（もりおかこども病院）豊島喜美子（宮古・岩泉・釜石）

金濱誠己（岩手県医師会理事） 伊東亮助（北上）

千田修（岩手県医師会理事） 福盛田修（二戸・九戸・久慈）

小林有一（事務局担当） 菅原久江（奥州市）

臼井由紀子（会計担当） 渕向透（大船渡）

吉田研一（広報担当） 根本薫

監 事寺井泰彦・上原充郎 議 長寺井健二（正）・中村富雄（副）

事務局小林有一

く日本小児科医会関係＞

日本小児科医会代議員 三浦義孝・小林有一

日本小児科医会予備代議員本多聡・山口淑子

日本小児科医会広報委員 平野浩次

日本小児科医会「子どもの心」対策部審査委員豊島喜美子

日本小児科医連盟執行委員三浦義孝

く各部会＞太字は委員長、 （ ）は担当理事

1 ．総務部本多・山口・臼井・千田(修)・金濱・石川・小林(有）

2．広報部吉田(研)・菅野(啓)・田金・高橋(明)・佐々木(美)・中村(富)。

菅原・小野寺(典)・大和田・小西(雄)・旦荘

3．地域医療部

(1)感染症・弓

(2)救急医療良

(3)周産期。￥

(4)幼稚園･保

(5)学校保健丈

(6)思春期対自

4．学術部（学

感染症・予

学校保健対

思春期対策

防接種対策森田(友)･佐藤(重)・高橋(肇)・蒔苗・都烏・(川嶋(治)）

救急医療対策寺井(健)・高砂子・佐藤(重)・高野・葛西・豊島。（三上）

周産期・乳幼児対策嶋田・葛西・渕向・三上。（田中）

幼稚園･保育園対策村田(淳)･吉田(研)･千田(修)･小林(有)･森田(順)･(福盛田）

策小野寺(け)・吉田(信)・中村(富)・村井・板倉。（菅原）

西島・前多・小野寺(け)・本多(聡)・大和田。（豊島）

学術部（学会・談話会・講演会）

高橋(肇)・臼井・高野・福盛田・佐々木(美)・伊東(亮)・齋藤・田中・〈伊東(宗)）
ｰ

保険診療･健康保険対策高野･嶋田･小林(泰)･小野寺(け)･寺井(健)･(伊東(亮)）
●
●

５
６ 勤務医部会平賀・全勤務医

事務局小林有一〒020-0831盛岡市三本柳11-12-4小林小児科クリニック内

TELO19-638-0404FAXO19-638-0407
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第67回岩手県小児科医会談話会・講演会

第67回岩手県小児科医会談話会・講演会
日時：平成28年7月30日（土）午後3時30分～

場所：ホテルロイヤル盛岡3F「ロイヤルホール」

【§､談話会，
1 ．会長挨拶三浦義孝

先日の参議院選挙では、初の小児科の女医

である自見はなこさんが当選され、ホッとし

ました。日本小児科医連盟岩手県支部として、

厚く御礼申し上げます。

夏休みが始まりました。夏休みといえば、

「ラジオ体操」に「絵日記｣、 「自由研究」な

どを思い出すと思います。今週発売された、

ある週刊誌に載っていました。「夏の風物詩｣、

それらは今、小学校から姿を消しつつある。

夏休みは、子供会からスタンプ．カードをもら

い、毎朝「ラジオ体操」に通いました。早起

きは辛いけど、毎日参加すれば景品がもらえ

ました。夏の間の生活リズムを保ち、健康の

ためにも大切なものでしたが、今は「ラジオ

体操」をやらないところが増えています。子

どもの数が減って子どもが集まらないという

のが一番の理由ですが、公園でやると苦情が

来たり、場所取りも大変です。親が夜勤をし

ている家庭が増えたことも影響しています。

｢旅行に行けない家庭がある」と家庭環境に

配慮した結果、宿題の定番だった「絵日記」

§談話会

1 ．会長挨拶

2．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

3．協議

（ 1 ）保険診療問題について

（2）その他

§教育講演

座長：小林有一(岩手県小児科医会理事）

演題： 「先天性難聴の早期診断と人工聴覚器」

講師：小林有美子

（岩手医科大学耳鼻咽喉科臨床遺伝科）

§特別講演

座長：米沢俊一(岩手県小児科医会理事）

演題： 「小児のB型肝炎とその予防の重要性

~HBワクチン定期接種化に向けて～」

講師：惠谷ゆり

（地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪府立母子保健総合医療センター

消化器・内分泌科部長）

鯛
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第67回岩手県小児科医会談話会・講演会

は、ほぼ姿を消しています。家に鉢を置く場

所がない家庭が増えているとの理由で、アサ

ガオの観察日記もありません。 「夏休みの友」

もありません。 「自由研究」は、強制ではあ

りません。

夏だけでなく、例えば「運動会｣、保護者

が運動会に来ない子どもへの配慮から、昼休

みに家族と一緒に昼食をとることもありませ

ん。ビデオカメラや一眼レフの撮影は許可制、

｢うちの子の方が早かった」という親が出て

来るので、徒競争のゴール前の撮影は禁止、

｢マニア」の背景があるため水泳大会の撮影

は一切禁止なそうです。宗教色があるから、

クリスマス会や七夕集会もなし、 「父兄参観」

や「父母参観」という言葉は使わず、 「保護

者参観」と呼んでいます。卒業式では、 「日

の丸・君が代」だけではなく、 「送辞と答辞」

をなくす学校が増えています。在校生代表、

卒業生代表を決めることが問題なそうで、変

な平等主義です。 「蛍の光」や「仰げば尊し」

も定番ではなくなり、 「教師が児童より上と

いう考えに則った歌詞だからダメ」という反

発があったためです。いずれ子どもたちの辞

書から「尊敬」という言葉が消える日が来る

かも知れません。

近所から「うるさい」という苦情が来るの

で、 「チャイム」も必要最低限しか鳴らさな

い。 「校庭での朝礼」で、全校生徒が集まる

ことはほとんどなし、校長先生への挨拶も座っ

たまま、 「起立、礼」なんて言いません。 「家

庭訪問」も、今は玄関先での立ち話が主流で

す。個人情報への配盧から、クラス名簿や連

絡網は絶滅状態、 「うちのお父さん」という

作文は、今や書かせることはしません。 「和

式トイレ」も学校から消えつつあり、 「和式

トイレ」の使い方を知らない子どもが増えて

います。金隠しの方にお尻を向けてしまう子

どもが出て来ています。烏やウサギやヤギな

どの飼育は、子どもにとって動物と直接触れ

合う大切な機会でした。アレルギーを持つ子

どもが増えたという理由で「飼育小屋」は消

えました。 「餌をやるだけのために夏休み中

も子どもを学校に行かせるのか」というクレー

ムの影響もあったそうです。 「砂場」も「犬

や猫がフンをする」ということで、使用禁止

やビニールシートをかぶせているそうです。

セキュリティの強化、個人情報等の問題が

あるかも知れませんが、学校がますます息苦

しく閉鎖的になって、寂しい気がします。

それよりももっと危愼しなければならない

問題があります。近い将来、標傍科目から、

｢小児科」が消えることがないようにと思っ

ています。

本日はよろしくお願い致します。

2．報告

事務局報告に先立ち、平成28年4月29日、

高砂子祐平先生が瑞宝双光章を受章されたこ

とが報告された。

（1）事務局より （小林有一）

1 ．会員消息（平成28年4月23日以降）

入会

森田順先生森田小児科医院、

スマイルこどもクリニック

（平成28年6月11日入会）

森田順先生から自己紹介を頂いた。

部
長
蒐
省
い
り
針
生

■
，
１
１
１
１

I

41

’
森田順新入会員
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第67回岩手県小児科医会談話会・講演会

6．共催・後援・委員の依頼

・盛岡市医師会

「禁煙フォーラム岩手2016」の共催

平成28年10月23B(日）

・平成28年度こどもの健康フォーラムの後援

平成28年10月27日（木）

7． その他の報告

・平成28．29年度役員名簿について

・日本小児科医会定時社員総会報告

（金濱誠己）

平成28年6月11日（土） 9時15分より烏

取県米子市にある米子コンベンションセン

ターで開催された（代議員会から名称変更)。

平成27年度の会長および副会長報告、 11委

員会からの事業報告、法人事業報告があり、

収支決算が承認された。社会保険委員会か

らの報告では、 「小児かかりつけ診療科｣に

関連して①24時間対応と＃8000の利用②出

来高医療機関では算定できない③算定医療

機関の重複や患者からかかりつけ医の変更

希望が出た場合の対応などの問題点が指摘

され、今後も検討が続けられる。また地域

総合小児医療検討委員会からは、平成26年

度から開始された地域総合小児医療認定医

暫定制度を継続するために、日本小児連絡

協議会などでの協議を続けて地域小児医療

の発展に寄与できる制度の構築を目指すと

の報告があった。また、東日本大震災支援

事業は平成27年度で終了となった。続いて、

2．会員数（平成28年7月30日現在）

・日本小児科医会岩手県内会員105名

（日本小児科医会のみ入会 4名）

・岩手県小児科医会会員110名

（日本小児科医会に未入会 9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。

1
例

、

､､ド
1 1

声rggl-呼、 』‘弓 4？"■
一 .ー

=

3．今後の談話会・講演会総会の日程

・第68回岩手県小児科医会談話会・講演会

平成29年1月14日(土）

・平成29年度岩手県小児科医会定時総会

並びに講演会

平成29年4月22日(土）

4．学会参加報告

・第119回日本小児科学会学術集会（札幌）

平成28年5月13B(金)～15B(B)

．第27回日本小児科医会総会フォーラム(米子）

平成28年6月11日(土） ・12日（日）

5． これからの学会予定

．第28回東北学校保健・学校医大会(山形）

平成28年9月10日(土）

・第35回東北・北海道創に開会連合会(秋田）

平成28年10月1日(土） ・ 2日（日）

．第22回日本保育保健学会（滝沢）

平成28年10月15日(土） ・16B(日）

・第47同全国学校保健・学校医大会(札幌）

平成28年10月29日(土）

・第32回岩手県学校保健・学校医大会(盛岡）

平成29年1月15日（日）

可
’

【■

ｰ
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第67回岩手県小児科医会談話会・講演会

平成28年度の役員、事業計画および予算が

承認された。

本年度の内藤壽七郎記念賞は富樫武弘先

生(北海道)と桑原雅彦先生(広島県)に贈ら

れた。

・平成28年8月1日から始まる医療費助成

制度の一部現物給付化について

・平成28年10月1日から始まるB型肝炎ワ

クチン定期予防接種への対応について

・小児･成人脳性麻痒研究会について

（石川健）

平成28年8月28日（日） 13時より、岩手

医大主催で循環器センターにおいて開催の

予定。

・医大の矢巾移転後の盛岡医療圏の夜間休

日救急医療体制について （石川健）

岩手医大付属病院は平成31年9月に矢巾

に移転する予定。移転後の小児夜間休日救

急医療体制について現状では未確定の部分

も多いが、前向きに検討し体制を構築した

く医大小児科と岩手県小児科医会とで協力

していきたい旨、説明があった。

（2）県医師会より話題提供
十F1
Jふしノ

（3）各郡市医師会より話題提供 ナF1
Jd，し，

（4）各委員会より報告 なし

（5）その他 なし

3．協議

（1 ）保険診療問題

事前に寄せられた質問事項は1件でした。

質問

休日当番医において、インフルエンザ、ア

デノウィルス、RSV、溶連菌の迅速診断キッ

トによる検査を行った場合に「時間外緊急院

内検査加算（200点)」の算定は可能ですか？

同じく自動血球計数CRP測定装置を用いて

の検査も同様の算定は可能ですか？

文書回答一国保審査委員

国保連の審査部門に問い合わせたところ、

｢緊急の場合とは直ちに何らかの処置、手術

が必要である重篤な患者」の項目に該当すれ

ば「検尿、血液検査、外来迅速検体検査など

実施した場合に休日当番医療機関は200点算

定出来るとの回答です。私が調べた留意点は

以下の通りです。

1 ． 「検査は従業員が実施した場合」とあり

ますので、検査技師や看護師などの時間外

労働を評価しての加算と思われます。 （司

会者コメント ：緑本には「従業員」のとこ

ろは「従事者」と書かれているので、医師

も含むと思われます｡）

2．外来迅速検体検査加算1項目10点は同時

に算定できません。検体検査実施料は算定

できる。

3．夜間診療所では上記検査はすべて緊急院

内検査加算を請求して認められているよう

です。

4．私が審査している国保診療の診療所の体

’
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8．震災関連

・東北地方太平洋沖地震の被災地への対応

について

岩手県医師会高田診療所は平成28年3

月で閉院し、診療応援も終了した。

・熊本地震の被災地への対応について

熊本県小児科医会へ50万円を寄付。
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第67回岩手県小児科医会談話会・講演会

ますが、気管支炎の病名で適応症はなく、気

管支炎で認めるようにいわれても困るので、

必ず肺炎とか中耳炎の病名をつけて、適応症

を必ず守っていただきたいと思います。

それからもう一つ、キプレス、シングレア

等のお薬を使っていただいて、今はほとんど

査定をしていませんが、保険者側から年齢に

よる剤型使用の形を守ってくれという要望が

再三きています｡ 6才になっても細粒を飲ん

でいる子とかが沢山いますので、それを整理

していただければ有り難いです。もし、どう

してもその剤型でなければいけないというこ

とであれば、一言「錠剤を飲めないから処方

している」とか、仕方なく処方しているとい

うことがわかるようにレセプトに記載してい

ただきたいと思います。また、Do処方、Do

検査をする場合には、変更が必要ないかを確

認して、やりすぎると過剰ではないかと言わ

れる検査もありますので、どうぞご留意くだ

さい。

社保審査委員

小児特定疾患カウンセリング料は従来「発

達障害」でとれていて、今度「心身症｣、 「身

体表現性障害」等でもとれるようになりまし

たが、ただの「気管支喘息」だけの病名では

通せません。 「心身症による」とか（心身症）

とか、そこが明確になっていないと査定の対

象になるということですので、ご注意をお願

いいたします。

日当番レセプトでは、時間外緊急院内検査

加算の請求はほとんど見受けられず、内科

開業医の国保審査員の意見も同様で重篤以

外もすべて請求を認めるのは檮路するとの

ことです。

病院休日当番の上記の件については社保の

先生にお願いします。

回答一社保審査委員

社保に確認したところ、通しているとの回

答だったので、請求して認められると思います。

司会一新設された「鼻腔・咽頭拭い液採

取」 （5点）の請求漏れについて

先日、会報と一緒に国保審査委員からの連

絡文書が送られてきています。 4月及び5月

分の国保診療請求審査で、 「鼻腔・咽頭拭い

液採取」 （5点）の請求漏れの医療機関が少

なくありませんでしたのでお知らせしますと

の内容です。インフルエンザや溶連菌検査等

の検査検体を採取した際に算定することがで

きますが、請求上の注意点として、 1日に1

回のみの算定となること、複数の検査を1日

に何回実施しても請求は1回のみ5点（他の

日に実施した分は算定可能）があります。有

り難い御指摘ですので、請求していただきた

いと思います。

社保審査委員

少し注意ということで申し上げておきます。

オゼックス（トスフロキサシン）のドライシ

ロッフ．を使っていらっしゃる先生方が目立ち
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第67回岩手県小児科医会談話会．講演会

社保審査委員

たとえば、フェリチンを月2回、 3回測定

すると多すぎないかということで、残念なが

ら引っかかってきます。我々が習った頃には

2週間後には再チェックするよう言われたこ

ともありましたが、今はなかなな通りません

ので、同じ検査を月内に行う場合には何か一

言コメントをいただければ助かります。細菌

検査も一応通しますけれども、たとえば病原

大腸菌の陰性化を確認するということは理解

できますけれども、月に2回、 3回となって

くる時には何か一言コメントをいただきたい

と思います。あとは検査でいうと、年齢制限

のあるものがRSウィルスその他ありますの

で、大きい子、 3才4才5才に行った場合は

レセプトから外すようにお願いいたします。

病名で一つ気になるのは、喘息性、喘息様

気管支炎。こういう病名はなかなかわかった

ようなわからないような病名になりますので、

気管支炎ないしは喘息、どちらかというふう

に決めて、治療内容をはっきりさせていただ

ければと思います。喘息様気管支炎では喘息

の薬は通りませんので、どうぞよろしくお願

いいたします。

社保審査委員

我々病名漏れ等を今迄一生懸命返戻するよ

う努力してきましたが、本部の方から返戻の

回数を減らせということが出て来ています。

病名漏れの場合は文書連絡をして返戻をしな

いで査定をしなさいということを本部が言っ

てきましたので、基本的なことですが、自分

が行った医療行為に対する病名をきちっと点

検をして書いていただかないと、病名漏れと

いうのが今後難しくなる状況にありますので、

是非ともチェックの方よろしくお願いしたい

と思います。

司会

ご助言いただいた内容に気をつけて、これ

からも診療請求していきたいと思います。ど

うもありがとうございました。

（司会・報告伊東亮助）

（2）その他 ナi＝1
Jふし〆

1§､教育講演I
座長：小林有一(岩手県小児科医会理事）

演題： 「先天性難聴の早期診断と人工聴覚器」

講師：小林有美子

（岩手医科大学耳鼻咽喉科臨床遺伝科）

難聴児早期発見の意義～岩手県の現状を踏まえて

言語発達には臨界期があり、乳幼児期の言

語発達が十分でない場合にはその影響は生涯

持続する。難聴児早期発見のためにABR等で

スクリーニングを行う。「生後1か月以内」に

難聴疑い児を検出し、 「生後3か月以内」に確

定診断し、「生後6か月以内」に療育を開始す

ることを目標として行う。あくまでもスクリーニ

ング検査であり、 「パス（難聴陰性)」の児も

進行性難聴の存在に注意が必要であり、また

｢リファー（要精密検査)」にも偽陽性がある。

難聴児の多く （約70％）は難聴以外の症候

を持たず教育可能性が高い。そのため難聴を

早期に発見することは、言語・認知・社会性

などの発達による影響を可能な限り軽減して

長いライフステージにおいて個人の多様な能

一
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小林由美子講師
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第67回岩手県小児科医会談話会・講演会

できる難聴者』であることに周囲の配慮を得ら

れれば十分にその能力を発揮でき、皆がそれを

知っていれば難聴者もその周囲もどんなに幸

せかと思う、という言葉で講演を締められた。

（文責吉田研一）

力を発揮できる環境の提供につながる。

新生児聴覚スクリーニングによって先天性

難聴の早期発見療育が見込まれる。本県でも

次第に普及してきており、その効果も出始め

ている。スクリーニングパス児、軽度難聴や

一側性難聴児にも進行性難聴が一定数存在す

る。パス児でも聞こえや言葉の心配があれば

精密検査が必要である。
I§.特別講演I
座長：米沢俊一(岩手県小児科医会理事）

演題： 「小児のB型肝炎とその予防の重要性

~HBワクチン定期接種化に向けて～」

講師：惠谷ゆり

（地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪府立母子保健総合医療センター

消化器・内分泌科部長）

原因診断に基づいた治療法選択

～遠伝子診断の意義人工聴覚器

先天性難聴の原因の半数は遣伝性で、サイト

メガロ感染症や周産期異常がそれに続く。多くは

常染色体劣性遺伝形式をとるため発生頻度はほ

ぼ一定で、家族内に難聴者がいない、あるいは

同胞のみに難聴がいる等のケースがある。遺伝カ

ウンセリングとは家族や患者が自らの意思で決定

し行動できるよう検査を行い、適切な情報を提

供し、支援する医療行為である。先天性難聴の

半数は遺伝性であり、岩手医大耳鼻咽喉科で

は遺伝カウンセリングとともに検査を行っている。

人工聴覚器・人工内耳症例の動画の供覧を

いただいた。

平成28年10月から、ようやくB型肝炎ワク

チンが定期接種化されることになった。その

背景と、C型肝炎についても触れる。

C型肝炎

アジア、アフリカはC型肝炎のリスクのあ

る地域で、C型肝炎は肝硬変や肝癌の原因の

6～7割を占めている。小児のC型肝炎は母

子感染が主要な感染経路で水平感染はまれで

ある。予防ワクチンは無く、小児に限らず成

人でも一旦感染するとキャリア化しやすい。

慢性の肝炎により徐々に繊維化が進行し、発

がんする。 日本の肝臓癌の約7割はHCVが

最後に｢適切な療育・補聴を行っても『聞こ

える子・人」になるわけではなく、補聴器・人

工内耳を装用していても、配盧や専門的な関

わりは必要で、 「これまでよりも聴覚を活用
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惠谷ゆり講師小林有一座長
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原因である。最近治療法の劇的な進展があり、

内服薬だけでほぼ全員ウイルスを排除し根治

できるようになった。

B型肝炎

小児期には無症候性キャリアとして経過す

る例や思春期頃に軽い肝炎を経ていわゆるセ

ロコンバージョンに至る例は多いが、幼児期

から強い肝炎が続く例もあり、小児でも肝細

胞癌を合併する例の報告もある。

HBVは一度罹患すると根治はできず、再

活性化も問題となっている。小児B型慢性肝

炎の6～7割は母子感染だが、水平感染も3

～4割を占める。B型肝炎は小児期でも発癌

例がある。B型慢性肝炎の経過は非常に複雑

であり、治療も難しい。母子感染予防法は最

近スケジュールの変更が行われたが、父子感

染の例も少なくなく、父親がHBVキャリア

の子どもの約25％に父子感染がみられ、約10

％はキャリア化している。水平感染としては

針刺し事故等の血液を介する感染の他、海外

から流入しているGenotypeAにより唾液や

汗、尿などを介する感染リスクが高まってお

り、接触の多いスポーツ選手は感染リスクが

高いと言われるが、保育施設での水平感染の

例も指摘されており、厚労省により「保育の

場において血液を介して感染する病気を防止

するためのガイドライン」も作られている。

保育施設は生活の場であるため医療現場のよ

うな感染予防対策を行うことは非常に困難で、

HBVに対する免疫のない子どもたちとHBV

キャリア児が一緒に集団生活をおくることに

よって園児はHBVの水平感染のリスクにさ

らされている。 このような状況からようやく

日本でもHBワクチンのユニバーサル接種が

導入されることになったが、抗体獲得不良者

や追加ワクチンの問題など解決すべき課題が

残っている。 (文責吉田研一）
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米沢俊一座長
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会報告〉

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

掌第54回岩手周産期研究会掌
÷ ÷
÷ 日時:平成28年8月20日（土） ÷
÷ 会場：ホテルルイズ(盛岡） ÷
÷ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

特別講演

1．近赤外光を用いた新生児の脳循環と機能

評価 日下隆

（香川大学医学部小児科学講座教授）

の接続の試み 大津修、他

（岩手県立大船渡病院小児科）

特別講演では、近赤外光を用いた新生児の

脳循環と機能評価についてご講演をいただい

た。Near-infraredspectroscopy(NIRS)

は現在、脳機能評価や脳血流量、脳血液量、

脳内Hb酸素飽和度測定などに応用されてい

る｡NIRSは生体透過性の良好な700-900nm

の近赤外光を利用し測定が簡便である。この

ためNICUなどのベッドサイドでの循環管理、

酸素投与量の設定に有用であり、他の脳機能

評価（脳波など）との組み合わせで、より正

確な総合的評価での脳を中心とした治療に貢

献できる。

時間分解分光法(near-infraredtime-

resolvedspectroscopy,TRS)測定は光拡

散方程式の解を用いて、生体の光散乱係数や

光吸収係数が測定可能であるため、酸素化

Hbやindocyaninegreen（ICG）等の光吸収

物質の変化を惹起せずに、光吸収係数を用い

て脳血液量や脳内Hb酸素飽和度の定量値が

算出できるユニークな方法である。

現在の新生児蘇生プログラムでは、右手で

のパルスオキシメーター測定を利用し、動脈

内Hb酸素飽和度を指標にした蘇生方法が提

唱されているが、脳内Hb酸素飽和度を利用

し中枢神経系の酸素化状態を直接評価しなが

ら、蘇生効果を判定する事も提唱されている。

今後は脳内Hb酸素飽和度と脳血液量との組

み合わせによる、早期の予後評価や治療介入

の評価等に期待が持たれる。

（文責小西雄）

一般演題： 7題

1.HDliveシルエットモードを用いた胎児

異常評価の経験 羽場厳、他

（岩手医科大学産婦人科）

2．当科における常位胎盤早期剥離症例の臨

床的検討 葛西真由美、他

（岩手県立中央病院産婦人科）

3.岩手県北地域における産婦人科データベー

スの活用 秋元義弘、他

（岩手県立二戸病院・久慈病院産婦人科）

4．急速遂娩目的の母体搬送症例から見る岩

手中部医療圏の周産期医療体制の現状

工藤多佳子、他

（岩手県立中部病院産婦人科）

5．母の摂食障害に起因したビタミンK欠乏

性胎児硬膜下血腫の2例

田金星都、他

（岩手医科大学小児科）

6． 3 teslaprotonmagneticresonance

spectroscopyを用いた早産児の脳内生化

学物質の変化：発達に異常を認めない乳

児期の測定 谷藤幸子、他

（岩手医科大学小児科）

7．新生児パスの地域周産期ネットワークへ

14岩手県小児科医会報第91号



学会報告

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

掌 第28回東北学校保健．
÷
÷

学校医大会÷ ÷

掌~子どものすこやかな未来のために~掌
÷ 日時：平成28年9月10B&) ÷

掌会場:山形国際ﾎﾃﾙﾖ階富士(山形)掌
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷｡§｡÷

平成28年9月10日(Jz) 14時より、 「子ど

ものすこやかな未来のために｣をメインテー

マとして、山形県医師会担当で山形国際ホテ

ル（山形市）にて開催された。神村祐子山

形県医師会常任理事の司会で進行し、嘉数研

二東北医師会連合会会長に続いて徳永正靱

山形県医師会会長のご挨拶があり、横倉義

武日本医師会会長と廣瀬渉山形県教育委

員会教育長より祝辞を頂いた。

14時30分より｢新たな児童生徒の健康診断

について｣をメインテーマにシンポジウムが

開催された。各県代表の6名からは発表があ

り、道永麻里日本医師会常任理事をコメン

テーターとして討論が行われた。岩手県から

は、菅義行岩手県医師会常任理事が｢岩手

県の運動器検診の取り組み～整形外科の立場

から～｣と題してご発表いただき、運動器検

診が開始されるまでの岩手県での取り組みを

報告し、今後の課題についての言及があった。

（抄録参照）各県とも、行政や学校関係者、

整形外科医、内科系学校医の理解や協力体制

等の状況は異なるが、整形外科医の運動器検

診への参画方法、検診に際してのプライバシー

の問題などの課題が挙げられた。一方で健康

調査票を用いた運動器検診は、健康調査票そ

のものが家庭や学校現場で運動器の異常を日

常からチェックするツールとなる、運動器の

異常を日常からチェックするツールとなる、

運動器の異常を全学年で発見する機会が増え

たなどの利点も挙げられた。色覚異常に対す

る誤解や偏見も少なくなく、知識や理解の普

及も課題として挙げられた。

続いて開催された特別講演でも｢新たな児

童生徒の健康診断について｣と題して、雪下

國雄日本学校保健会顧問よりご講演があっ

た。学校健診の歴史を踏まえて、今回の学校

保健安全法改正の概要と意義について解説さ

れた。 （抄録参照）

第28回東北学校保健・学校医大会

メインテーマ

｢子どものすこやかな未来のために」

プログラム

司会山形県医師会常任理事神村祐子

1．開会

2．挨拶東北医師会連合会会長嘉数研二

山形県医師会会長徳永正靱

3．謝辞日本医師会会長横倉義武

山形県教育委員会教育長廣瀬渉

4． シンポジウム 14:30～16:30

テーマ噺たな児童生徒の健康診断について」

座長山形県医師会常任理事吉岡信弥

山形県医師会理事齋藤聰

（1）岩手県の運動器検診への取り組み

－整形外科医の立場から－

岩手県・岩手県医師会常任理事

岩手県臨床整形外科医会理事

菅義行

（2）新たに始まった運動器検診

一秋田県における実施状況と課題について－

秋田県・秋田県医師会常任理事

小泉ひろみ

（3）運動器検診を整形外科医がやってみた

福島県・医療法人青木整形外科医院院長

青木良仁

（4）運動器検診における県教育行政の問題点

青森県･青森県医師会常任理事

中村渉

（5）学校における色覚検査の意義とその重要性

宮城県・東北眼科医会連合会学校保健責任者

宮城県眼科医会学校保健委員長
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3．運動器検診モデル事業

1）二戸医師会では運動器検診マニュアル

を作成してすべての学校医が内科検診と同

時に運動器検診を行った｡ 2）盛岡市医師

会では学校医である整形外科医がモデル校

で運動器検診を行った。 3）北上医師会で

は運動器検診委員会を立ち上げ、平成27年

度からモデル校でICOA会員がアドバイザー

となり、内科医や小児科医の学校健診の際

に運動器検診も行った。

〈結果〉

1．運動器検診後、整形外科の医療機関と

して、ほぼすべてのICOA会員の協力体

制ができた。

2．県医師会事業として運動器検診検討会

が設立されていたので、岩手版の運動器

検診調査票を短期間で作成することがで

きた。

3．運動器検診モデル事業において、二戸

医師会では運動器機能不全と肥満との関

連があるとの報告があった。盛岡市医師

会では整形外科医の立場で運動器健診に

提言があった。北上市医師会では運動器

検診委員会の設立、モデル校での課題等

について報告があった。また、岩手西北

医師会制作の運動器検診マニュアルビデ

オは全国から評価を得た。

〈結語〉

成長発達の過程にある児童・生徒等が心身

の成長・発達と生涯にわたる健康づくりのた

め、整形外科医が運動器検診の目的や意識等

について学校現場や保護者等の学校保健の場

で積極的に啓発活動する必要性があること。

また、学校医、医師会と教育委員会や学校・

市町村・県レベルとの緊密な協力体制作りが、

運動器検診が導入された趣旨を理解していた

だく場合に極めて重要なことであると考えら

れた。

小林茂樹

（6）学校健診における脊柱側弩症訴訟につ

いて考える

山形県・山形県医師会理事

中井伸一

コメンテーター

曰本医師会常任理事

道永麻里

5．特別講演16:30～18:00

座長山形県医師会会長徳永正靱

「新たな児童生徒の健康診断について」

日本学校保健会顧問雪下國雄

6．次期担当県医師会長挨拶18:00~

秋田県医師会会長小玉弘之

7．閉会閉会の辞

山形県医師会副会長中條明夫

シンポジウム

岩手県の運動器検診への取り組み

一整形外科医の立場から一

岩手県医師会常任理事

岩手県臨床整形外科医会理事

菅義行

くはじめに〉

岩手県の運動器検診への取り組みについて

整形外科医の立場から報告する。

<ICOAの取り組みについて報告〉

岩手県臨床整形外科医会（以下ICOA)の

｢スポーツ・学校保健委員会｣は3項目の運動

器検診事業を行った。

1.IOCA会員への運動器検診の啓発事業

2．全県ネットワークの構築事業

1）平成21年度から、岩手県医師会主催の

県学校保健・学校医大会において、スポー

ツ外傷・障害予防、運動器検診モデル事業

の結果を発表した。 2）平成25年度には研

修会で県小児科医会、県教育委員会、ICOA

会員の代表者によるパネルディスカッショ

ンを開催した。
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生教育の徹底などを実施して引き続き寄生

虫への対応に取り組む必要があること◎

ウ）今回の改正に伴い、文部科学省に対し、

改正に伴う補足事項を改正し、マニュアル

の改訂について指示したこと。

(その他の健康診断の実施に係る留意事項）

i)児童生徒の健康診断の目的・役割につい

て学校関係者や保護者の間で共通の認識を

持ち互いに連携協力することが重要である

こと。

ii)色覚の検査については、保健調査票等

により積極的にその周知を図るとともに、

保護者の同意を得て個別に検査・指導の体

制を整えることが必要であること。

iii)健康と認められる児童生徒等について

も事後措置として健康診断の結果を保護者

に通知し、当該児童生徒等の健康保持増進

に役立てる必要があること等について明記

された。

（金濱誠己）

特別講演

｢新たな児童生徒の健康診断について」

日本学校保健会顧問

雪下國雄

学校における健康診断は、児童生徒等の健

康の保持増進を図り、学校教育の円滑な実施

とその成果の確保に資するために極めて重要

である。

平成6年に検査項目の大幅な改正以来、近

年の児童生徒等を取りまく健康環境の大きな

変化を踏まえ、今後の健康診断の在り方につ

いて検討する必要が生じ、平成23年度に文部

科学省の依頼を受け、日本学校保健会による

｢今後の健康診断の在り方に関する調査｣が全

国10,351校を抽出し実施された。その調査結

果を踏まえ、平成24～25年度に｢今後の健康

診断の在り方等に関する検討会｣が文部科学

省に設置され、今後の健康診断の在り方につ

いて意見害が提出された。

これを受け、平成26年4月30日に学校保健

安全法施行規制の一部が改正され、平成28年

度より施行されることになった。

(改正の概要）

改正内容のうち、児童生徒等の健康診断に

ついては、次の三点が主なものである。

1）座高、寄生虫卵の有無の検査を必須項目

から削除すること。

2）四肢の状態を必須項目に追加するものと

し、四肢の形態及び発育並びに運動器の機

能の状態に注意すること。

3）保健調査の実施を、小・中・高等学校と

高等専門学校の全学年に変更したこと。

(改正に係る留意事項）

ア）座高の検査を必須項目から削除したこと

に伴い、身長曲線・体重曲線を活用し、発

育の評価に役立てること。

イ）寄生虫卵の有無の検査を必須項目から削

除したことについても、一定数の陽性者が

存在する地域では、今後も検査の実施や衛

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

菫第"回日本保育保健学会掌
÷ ÷
÷日時:平成28年10月15日(士) ・ 16日（日） ÷
÷会場:岩手県立大学滝沢キャンパス他 ÷
÷ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

平成28年10月15日（土）・16日（日）、岩手

県立大学において、 「保育保健をミつなぐミ

ー子育てにかかわるすべてへ～｣をメインテー

マとして、第22回日本保育保健学会が開催さ

れた。

冒頭の会頭講演で、井上孝之岩手県立大

学社会福祉学部人間福祉学科准教授は、 「幼

児期の教育は環境をとおして行われる。子ど

もが主体として自ら環境に働きかけて遊びを

通して学んでいく。現在求められている保育

は、全ての保育者が指針や要領を十分に理解

し、日々の子どもの姿からその子の育つ力を
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究所感染症疫学センター第3室室長が、「保育

施設での感染症対策｣一ワクチンで予防可能

な感染症と職員の予防一と題し、保育施設に

勤務する職員に知っておいて欲しい感染症対

策について、秋から春にかけての感染症を中

心にワクチンの受け方や予防方法、また10月

から定期接種になったB型肝炎ワクチンにつ

いて説明された。

教育講演3では、山中龍宏緑園こどもク

リニック院長から、「傷害予防に取り組む｣－

変えられるものを見つけ、変えられるものを

変える－と題し、子どもが事故に遭遇しやす

い理由は「発達」するからであり、昨日まで

寝返りできなかった子が今日は寝返りしてベッ

ドから落ちてしまうなど、多くの場合は何か

月になったらどんな事故が起きやすいかわかっ

ており、どうしたら予防できるかもわかって

いる。事故による傷害を予防するには傷害が

発生した状態の情報からその状況を「変えた

いもの」「変えられないもの」「変えられるも

の」の3つに分け、変えられるものを見つけ

る必要があり、予防とは「変えられるものを

見つけ変えられるものを変える」ことである

と述べられた。

教育講演4では、市川光太郎北九州市立

八幡病院救命救急センター･小児救急センター

病院長から「保育看護力醸成｣一保育者のた

めの看護力スキルアップーと題し、小児初期

救急医療では不安の強い保護者が受療行動を

起こすことから当然軽症例が多いが、バイタ

ルサインを含む児の軽症･重症の初期評価･第

一印象を、家庭でも保育所でも診療所でも共

通に認識できることで医療側と保育者･保護

者が協働でき有益な結果を導く、として①顔

つき・目つき②意識レベル③泣き声④特有な

姿勢･体位⑤呼吸の異常⑥皮層の色調、以上

の①～⑥項目を記載し作成したチェックリス

トの紹介と、これを用いた救急疾患の見抜き

や適正救急受診について述べられた。

読み取って育つ力を支えるために環境を整え

援助していくこと。園を中心とした子どもに

関わるすべての大人の協働とそれぞれの専門

性の中で子どもは健やかに育つ」と述べられ

た。

基調講演で、岡明東京大学医学部小児

科学講座教授は「急速な少子化にもかかわら

ず待機児童数増加が大きな社会問題となって

いる今、数の面が注目される保育の現状の中

で、保育保健の役割としては質の担保をする

ことが大事な役割となっている。部外者から

は生活の場とのみとらえられがちである保育

は、今日的には子どもたちが社会性などを育

み成長する場となっている。特に保護者自身

が子育ての経験値が低い中で慣れない子育て

に苦戦している場合や、地域社会の中で保護

者が孤立しているような場合は、保育所の存

在意義が非常に大きくなる。また児が課題を

抱えていたり発達に偏りや特性がある場合も

同様である。保育に関わる専門職による家庭

や地域への支援が今後ますます注目されてい

くものと考える」と話された。

シンポジウムでは、音山若穂群馬大学大

学院教育学研究科教授から「保育施設におけ

る心のケアー震災からこれまで、そして明

日へ－｣、畑山みさ子ケア宮城代表宮城学

院女子大学名誉教授から「保育における心の

ケア｣、八木淳子いわてこどもケアセンター

副センター長から「災害後の幼い子どものメ

ンタルヘルス・ケア」の3題がシンポジウム

として催された。

教育講演1では、中室牧子慶應義塾大学

総合政策学部准教授が｢教育に科学的根拠を」

と題して､教員の経験や主観に頼りがちであっ

た教育実践や指導ではなく、子どもの成果を

最大化する教育実践や指導を、大規模なデー

タに基づいて示し、客観的に教育のあり方を

議論していこうという考え方を講演された。

教育講演2では、多屋馨子国立感染症研
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汐見稔幸東京大学名誉教授による市民公

開講座「親の言葉でこんなに変わる子どもの

育ち一心（非認知的能力）を育むコミュニケー

ションのあり方一」では、様々な事例をあげ

具体的な場での親の言葉のありかたを考え、

コミュニケーションと指示的会話に違い、非認

知的能力の育ちの重要性について講演頂いた。

さらに多岐にわたる演題がそろったポスター

発表、ワークショップでの絵本の読み聞かせ、

楽器やクラウン（道化師）マインド体験など、

興味深い講演･演題が多く、参加者も1,000人

を超え、第1日目終了後の懇親会には自見は

なこ 自由民主党参議院議員をはじめとする

多くのご来賓も出席されるなど非常に有意義

で充実した学会であった。

（文責吉田研一）

ている。また、感染した場合に劇症化やキャ

リア化の可能性がある。思春期以降は性感染

が多くなり、欧米タイプはキャリア化しやす

い特徴がある。海外には多くのキャリアがお

り、国際化する社会において感染の機会は増

えていくことが予想される。

WHO(世界保健機構）は1992年にB型肝

炎ワクチンを世界中の全ての子どもたちに接

種するよう声明を出し、 2010年には193か国

中180か国以上が既に定期接種化していた。

日本では2016年10月から定期接種化され、20

16年4月以降に生まれた全ての赤ちゃんが公

費で接種できるようになった。

近年日本ではペットブームにより、飼われ

ている犬、猫はそれぞれ1千万匹を越え、そ

の他に烏類・は虫類・両生類・魚類等も多く

飼われるようになった。この背景の中、ペッ

トからうつる感染症、動物由来感染症に気を

つけながらペットを愛でる必要がある。

動物由来感染症は、動物に感染しているウ

イルス、細菌、真菌、原虫、寄生虫などの病

原体が、動物を媒介して人にうつり発病する。

具体的には狂犬病・猫ひっかき病・オウム病・

皮層糸状菌症・ トキソプラズマ症・サルモネ

ラ症・クリプトコッカス症・ トキソカラ症・

パスツレラ症・ブルセラ症・コリネバクテル

イムウルセランス症・カプノサイトファーガ

感染症などがある。多くの感染症は適切に治

療すれば多くの場合治癒するが、診断が遅れ

ると重篤になったり、障害を残したりするこ

ともある。

ペットに関わる人が動物関連感染症に関す

る確かな知識を理解し、 「OneHelth」の概

念のもとに人と動物が仲良く共生できるよう

にしていきたい。

（文責小西雄）

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷ ÷

平成28年度÷ ÷

掌 こどもの健康ﾌｫｰﾗﾑ 菫
日時：平成28年10月27日（木）

÷ ÷
会場：アイーナ（盛岡）

÷ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

特別講演

演題1

「全ての子どもたちに、B型肝炎ワクチンを！」

佐々木美香

（社会福祉法人岩手愛児会

もりおかこども病院副院長）

演題2

｢ペットからうつる感染症」 菅原智

（岩手県保健福祉部岩手県県央保健所所長）

今まで日本では、B型肝炎ワクチンをキャ

リアの母からの母児感染予防のために接種し

てきた。最近、父子感染や兄弟間の感染、保

育園など集団生活の場での感染がわかってお

り、血液だけでなくキャリアの汗、よだれ、

涙、尿などからも感染する可能性が指摘され
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岩手県教育表彰（学校保健功労） （平成28年9月2旧）

学校医（もりおかこども病院）米沢俊一先生

瑞宝中綬章（平成28年11月3日）

元国立療養所釜石病院院長 伊東宗行先生

昭和58年6月に国立療養所釜石病院院長として就任後、平成13年に退官される

まで重症心身障害児（者）の診療と療育、循環器疾患等における脳血管障害患者

の診療とリハビリテーション、さらに神経内科による頭痛や神経難症の診療、て

んかんを中心とした小児神経・神経疾患に関する診療に尽力された。在任中は岩

手県立釜石養護学校校医として児童の健康管理に努められ、また昭和59年4月か

ら釜石市心身障害児就学指導委員、平成10年10月から岩手県障害児就学指導委員、

平成9年12月からは岩手県乳幼児健全発達相談システム委員等を務められ地域の

保健福祉行政を指導し、家族保護者支援にも尽力された。平成6年4月からは釜

石保健所保健福祉サービス推進会議委員、平成11年4月から釜石大槌地区介護認

定審査会委員をも務められ地域の介護福祉行政にも貢献されている。

瑞宝双光章（平成28年11月3日）

学校医 菅野恒治先生

昭和53年2月に菅野小児科医院を開業後、昭和44年4月から現在まで盛岡市市

内の学校医として、また、平成14年4月から平成22年3月まで岩手県小児科医会

会長として、児童・生徒の健康の保持増進と学校保健の向上に尽力された。

花巻市勢功労者表彰（平成28年11月3日）

大沼一夫先生

20岩手県小児科医会報第91号



三二
二

涙
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一
一

「 可

l - -}′
言『 。．

出身：岩手県盛岡市

所属：菅野小児科医院

略歴：

昭和63年盛岡第一高等学校卒業

平成6年東京慈恵会医科大学卒業

平成8年都立母子保健院新生児科医員

平成10年東京慈恵会医科大学小児科医員

平成13年大阪府立母子保健総合医療センター

新生児科医員

平成'6年宮城県立こども病院新生児科医員

平成18年埼玉県立小児医療センター

新生児科医長

平成25年埼玉県立小児医療センター

新生児科副部長

平成27年菅野小児科医院

Ｉ
■

菅野啓一先生

久しぶりに故郷へ戻りました。ご指導ご鞭燵

のほどよろしくお願いいたします。
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学会案内
｜
’

｜
’

平成29年1月

1月15日（日）

第32回岩手県学校保健・学校医大会

盛岡市岩手県医師会館

4月14日(金)～16日（日）

第120回日本小児科学会学術集会

東京グランドプリンスホテル新高輪

6月

6月1日(木)～3日(土）

第52回日本小児腎臓病学会学術集会

東京京王プラザホテル

6月3日(士）

第139回日本小児科医会岩手地方会

盛岡市マリオス

6月15日(木)～17日(土）

第59回日本小児神経学会学術集会

大阪大阪国際会議場

6月10日(土)～11日（日）

第28回日本小児科医会総会フォーラム

富山市富山国際会議場

6月23日(金)～25日（日）

第31回日本小児救急医学会学術集会

東京聖路加国際大学

2月

2月4日(土）

第55回岩手県小児保健学会

盛岡市アイーナ

2月11日(土）

第6回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会

東京三井住友銀行東館

ライジング･スクェア

2月19日（日）

平成28年度日本医師会母子保健講習会

東京日本医師会館

3月

3月5日（日）

第11回プライマリケア医(小児科医、総合

診療医)のための子どもの心の診療セミナー

札幌市北海道大学学術交流会館

3月11日(土）

第55回岩手県周産期研究会

盛岡市ホテルルイズ

3月19日（日）

平成28年度日本医師会学校保健講習会

東京日本医師会館

7月

7月2日（日）

第16回東北外来小児科学研究会

盛岡市会場未定

7月16日（日）～18日（火）

第53回日本周産期･新生児医学会学術集会

横浜市パシフィコ横浜

7月22日(土)～23日（日）

第34回日本小児難治喘息･アレルギー疾患学会

大津市滋賀県立県民交流センター

7月29日(土）

第69回岩手県小児科医会談話会・講演会

盛岡市ホテルロイヤル盛岡

4月

4月22日(土）

平成29年度岩手県小児科医会定時総会

並びに講演会

盛岡市ホテルロイヤル盛岡

会員消息
｜
’

｜
’

入会 平成28年6月11日森田順先生（森田小児科医院）
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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）

平成 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 6,000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（助教以下は会費免除）

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・医院 科

〒

電話 FAX

E-mail

自宅住所

■■■■■

T

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



日本小児科医会入会申込届

記入日西暦20 年 月 日

社団法人日本小児科医会会長殿

入会申込書

※略字等を使わず偕害にてご記入ください。

※A会員：開業および小児科の責任者・管理者として勤務されている先生

B会員：上記以外の病院等に勤務されている先生

（社)日本小児科医会事務局まで郵送でお送りください。

〒160-0023

東京都新宿区西新宿5-25-11-2F

TEL. 03－5308-7131

※事務局使用欄
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ご所属の都道府県小児ラ
■■■■

b，

憧医会をご記入下さい。

都道

府県
小児科医会 I

フリガナ

氏名 ⑳ 医

生年月日西暦19 年 月 日

’
自宅〒

’
|TEL 一 － FAX － －

フリガナ

勤務先名

所在地〒

TEL － － FAX － 1■■■■■■

’
会報等送付先（どちらかに○を記入）

勤務先 ・ 自宅

会員種別※

A会員 。 B会員

Ａ
ホ

入会日 西暦20 年 月 日



会費納入のお願い

平成28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

集編集後記後

本年、当県は昭和26年から統計開始された

気象庁観測史上初の東北太平洋側から上陸し

た台風10号（別名ライオンロック）の直撃に

より岩泉町をはじめとした多くの地域に甚大

な被害を受けました。震災から5年、復興中

途の想定外自然災害に対して、再度気持ちを

引き締める必要があることを認識させられた

一年でした。

今回の小児科医会報91号には、 7月30日に

行われた第67回県小児科医会談話会・講演会、

10月15, 16日に岩手県立大学で行われた第22

回日本保育保健学会をはじめとする学会・研

究会の内容等を掲載しております。産科領域

で普及してきた新生児聴覚スクリーニングと

異常例への対応、本年より定期接種となった

B型肝炎ワクチン接種、また運動器検診を含

む新しい児童健康診断等が各分野でのトピッ

クスとして挙げられます。各々の現状や問題

点を再度ご確認いただく契機にしていただけ

ればと思っております。

最後に私事で恐縮ですが、昨年末より久し

ぶりに帰盛し、さらに15年ぶりに一般小児科

診療を行う （長年こども病院系NICU勤務で

した） ことになり、インフルエンザを含む感

染症との闘いに戸惑う毎日です。会員皆様の

ご指導ご鞭燵をいただきたくお願い申し上げ

ます。

（菅野啓一）

(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）
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