ﾉLｌ （

宙

矢会

会報
No.1６９
Nｉ ０.］ ６ｓ

ＡＰＲｌＬ２０１４

リーー巴瞬、働沸Ⅷ訂ﾛｰ

■〒罰【論一Ｗ

可

尋

熟

Ａ

Ｍ
Ⅱ

級

R1

P

蠅魁

￣

「１１

＝

Pﾛｰ■笘澪霞-零一一錘。
Ｍ蝋蝋iliijmlmMMim

鰯

一般社団法人大阪小児科医会

一般社団法人大阪小児科医会第１回総会。教育セミナー
日時：平成26年５月11日（日）午前11時より

場所：ホテルグランヴイア大阪（〒530-0001大阪市北区梅田3-1-1TEL:06-63441235）

プログラム
１１：００－１２：００

一般社団法人大阪小児科医会第２回定時総会

１２：００－１２：３０

休憩／昼食

１２：３０－１３：３０

救急ケースカンファ

座長：勤務医部会隅清彰、新田雅彦
１）銀杏大量摂取後にけいれんを起した２例

大阪府立急性期。総合医療センター小児科五百井彩先生
２）診断に苦慮した新生児へルペスウイルス感染症の＿例
市立豊中病院小児科後藤実加先生
１３：３０－１３：４０

休憩

１３：４０－１４：２０

若手研究者によるプログレスセミナー
座長：学術部会村上城子
｢ゲノム解析技術の実際と小児医療への応用」

１４：２０－１５：３０

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学分野講師濱崎考史先生
特別講演（第172回学術集会）
座長：会長武知哲久
｢予防の再考一小児の事故予防から」

兵庫医科大学小児科学教授服部益治先生
１５：３０－１５：４０

休憩

１５：４０－１６：００

医療マネジメントセミナー

座長：小児医業経営部会藤岡雅司
｢診療所小児科の経営を考える」

小児医業経営部会市川正裕
１６：００－１７：００

プライマリ゜ケアセミナー（子どもの心研修会共催）
座長：プライマリ。ケア部会竹中義人
｢乳幼児健診の現状と課題一発達障がいや虐待の早期対応も含めて＿」
大阪市保健所稲田浩先生

１７：１５－

懇親会

◎参加費無料（会員外は1,000円）

◎日本小児科学会専門医認定制度（３単位）取得
◎日本医師会生涯教育制度（５単位）

（カリキュラム・コード02,05,08,09,11,12,13,14,15,72）取得
◎日本小児科医会子どもの心相談医制度（２単位）取得
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－般社団法人大阪小児科医会新ロゴマーク
一般社団法人への組織変更に際して公募していた新ロゴマークが決定しました。
４月以降新ロゴマークが使用されるようになります。

(封筒などの印刷物は在庫がなくなり次第１１頂次変更して参ります｡）
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巻頭言
副会長藤岡雅司

米国小児科学会(AmericanAcademyofPediatrics）

はいくつも挙げることができるが、具体的な施策を

の刊行する書籍に“BrightFutures,，という－冊が

実現させるためには、個別の取り組みだけでは不十

ある。医師だけでなく、小児保健に関わる人々を対

分である。子どもたちの健全な育成を目指すための

象にしたもので、家庭や地域での小児保健で必要と

政策の根拠となる法律の制定が必要なことは言うま

きれる事柄に焦点を当てた内容になっている。子ど

でもない。その法律こそ日本小児科医会が成立を切

もたちの健やかな育ちのためのへルスプロモーショ

望してきた｢成育基本法」（|日:小児保健法)である。

ンや疾病予防に関する実践的なノウハウやツールな

成育基本法は、子どもたちを取り巻く保健･医療・

どが豊富に掲載されており、米国におけるこの分野

福祉を包括的にカバーする基本法である｡そこには、

での現状を垣間見ることができる｡何よりも"Bright

(1)次世代を担う成育過程にある者に対する生命健

Futures，，という本のタイトル自体が非常に魅力的

康教育の充実、(2)社会や職場における子育て､女』性

である。刊行者のセンスを感じ取ることができる。

のキャリア形成のための支援体制の構築、（３）周産

子どもたちはその存在そのものが未来である。子

期母子健康チェックと保健指導の充実、(4)周産期

ども自身の未来はそれ自体が子どもの権利であり、

医療体制の充実、(5)養育者の育児への参画を支援

身体的にも精神的にも、また社会経済的にも保障さ

する制度の充実、(6)国際標準を満たす予防接種体

れなければならない。日本においては、生まれた家

制の構築など、多くの内容が含まれると予想されて

庭の事情によって、子どもたち一人ひとりの成育環

いる。

境には大きな格差が存在する。しかし、子どもの権

日本のすべての子どもたちにとっての望ましい成

利という観点に立てば、どのような家庭に生まれて

育環境を保障するために、何としても早い段階で成

も､望ましい成育環境が提供されなければならない。

育基本法を成立させる必要がある。成育基本法の早

逆に、国や自治体、さらには養育者を含む関係者な

期成立に向け、大阪小児科医会としても日本小児科

どの大人にとっては、望ましい成育環境を保障する

医会や他の関連団体と連携していかなければならな

ことは義務であると言えるだろう。
では、このような状況において、私たち小児科医

にはどのような行動が求められているのだろうか。
小児科医は日々、診療所や病院で子どもたちやその

保護者と接している。診療の場で誠実に正確な医療
を行うことは当然であるが、それだけで子どもたち
を取り巻く環境が良い方向に変わるわけではない。

小児科医としては、現場の視点から見えてくる多く
の問題に対し、その解決を目指して行動することが

必要である。子どもたちの未来を保障するための活
動､子どもたちや保護者の代弁者としての活動こそ、

小児科医が求められていることではないだろうか。
問題解決のためには、子どもに関わる国や社会の
制度を望ましい形に変えていくことが必要である。
しかし、制度の変革は熱意だけでできるものではな

い。中長期的なビジョンを持って、戦略的に行動す

ることが重要である。例えば、国際標準の予防接種
の実施や子ども|E|線での育児支援など、喫緊の課題

い。すべての子どもたちの輝かしい未来、“Bright
Futures,，を目指して。
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《うぶ声》

小児がん・思春期若年成人がん医療対策と今後の課題
大阪市立総合医療センター小児血液腫瘍科原純一
はじめに

平成１８年にがん対策推進基本法が成立して以来、

わが国のがん対策はがん対策推進基本計画に基づい
たがん診療連携拠点病院の指定、外来化学療法や緩

われると生涯にわたって持続する晩期合併症と
なる。

3．小児（ＡＹＡ世代を含む）がんといっても年齢
により、疾`患が異なり、‘患者ニーズも異なる。

和ケアの推進など一気に進んだ。しかし、小児がん

4．患者である子どもは保護されるべき対象である

はその対象外におかれたままであったため、患者団

こと。わが国も批准している国際条約である子

体や関係者が協力して関係機関に働きかけを行い、

どもの権利条約でも規定されているとおり、子

その結果、平成24年度開始の第二次がん対策推進基

どもは保護されるべき対象であり、疾病の治療

本計画に小児がん対策が盛り込まれるに至った。そ

を受ける権利が明記きれており、そのためには

れを受けて昨年２月に全国１５か所の小児がん拠点病

社会保障から必要な給付が与えられることとさ

院が指定され、さらに１２月に小児がん中核施設（国

れている。

立成育医療研究センター、国立がん研究センター）

５．‘患者である子どもの社会環境が悪化しているこ

が定められた。これにより、小児がん対策は推進さ

と。国連子どもの権利条約委員会は日本政府の

れるものと思われるが、われわれ小児がん医療に携

報告に基づいて2010年に最終報告を提出してい

わるものが中心となって解決していかねばらない多

るが、それでは賃金格差やひとり親家庭の貧困

くの課題が残っている。本稿では小児がん医療での

について懸念を示している。

最近のトピックとこれら課題について述べる。
小児がん拠点病院について

小児がんの特徴（成人がんとの比較）

医療の質の確保のためには、一定以上の診療経験

小児がんとは一般的には15歳未満の白血病を含む

を維持していることが必要であることから、厚生労

悪性腫瘍を指すが、最近は思春期・若年成人（１５歳

働省がん対策推進協議会の下に､`患者保護者代表者、

以上29歳以下）（以下adolescentsandyoungadults、

小児がん経験者など患者側委員も含む小児がん専門

ＡＹＡ世代と略す）に発症する小児に多い悪`性腫瘍

委員会が設置きれ、そこで小児がん拠点病院の設置

も含まれるようになった。小児がんの特徴として以

を含む小児がん対策についての提言が作成された。

下のものが挙げられる。

その後小児がん拠点病院の要件が定められた。領域

ｌ患者数が極めて少数であること。2007年の大阪

別の一定数以上の治療症例数、各専門医やホスピタ

府がん統計では15歳未満で129人、１５～１９歳４４

ルプレイスペシャリスト、緩和ケアチームなどの配

人、２０～24歳68人、２５～29歳109人と報告きれ

置、多職種カンファレンスやキャンサーボード、長

ている。2011年の国立がん研究センター情報セ

期フォローアップ外来の実施、院内学級、敷地内`患

ンターの全国がん登録の集計では年間15歳以下

者宿泊施設などの設置などが指定要件である。全国

で2,070人、１６歳から20歳で893人であり、小児

15か所が指定され、北海道１、東北１、関東甲信越

がんは成人がんのよく耳にするあらゆる単一が

４、東海２、近畿５、中四国１、九州１であり、近

ん種より少数である。そのうえ小児がんは多く

畿では京都大学、京都府立医科大学、大阪市立総合

のがん種より構成されており、最も多い白血病

医療センター､大阪府立母子保健総合医療センター、

で１５歳未満では年間600人程度、固形がんで最

兵庫県立こども病院の５施設である。拠点病院は４

も多い神経芽腫でも130人と発生頻度は極めて

年毎に見直されるが、‘患者代表を含む評価委員会が

低い。

評価を行うことが予想される。このように小児がん

２．，患者である子どもは成長発達期にあること。子

診療基盤の整備は進んだが、近畿、関東を除く地域

どもは成長発達の過程にあり、その過程が損な

では拠点病院の数は不足しているため、特にこれら
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の地域では、拠点病院と各地域医療機関との連携体

まで前述の２剤以外の企業治験が実施されたことは

制を構築することも求められている。人口がわが国

なく、新たな承認は再審査期間の過ぎた古い薬剤の

の約半分の英国でも17施設あることを考えると、わ

公知申請によっているのが現状である。日本が欧米

が国ではさらに最低１０か所程度の追加指定が必要と

と比して異なるのは、小児用薬剤開発に対して企業

考えられる。

に実施を強要する法律がないこと、小児用薬剤開発
に対する責任は欧米ではＥＵと米国当局が有してい

AYA世代のがんへの対応

ることである。わが国においても、経済原理にそぐ

この世代は小児期と成人期との境目にあたり、疾

わない小児用薬剤の開発を推進するために、欧米同

患もその両者に多いものが入り混ざっている。２０歳

様の法律の整備と国自らが薬剤承認のための治験を

代前半までは子どもに多い白血病、リンパ腫、脳腫

主導することが望まれる。

瘍、骨軟部肉腫が多いが、２０歳代後半になると冑、
大腸、子宮、乳房の成人に多いがん種が増加する。

小児がん診療体制に対応した診療報酬体系の構築

この世代の患者は成人系診療科で診療を受けること

患者と家族のＱＯＬの向上のために、小児がん医

が多いが、一般的な成人のがん種と異なって極めて

療も入院治療から外来治療へと移行しつつある。診

進行の早い肉腫などは、成人系診療科では稀なこと

療報酬はこれまでおもに入院医療に対して重きがお

もあり、診断が遅れがちになるほか、他の成人がん

かれてきたために、診療報酬は外来診療では同じ治

と同様に発生部位に対応した診療科が診療するため

療を入院で行った場合のl/5からl/4と少額であり、

に、必ずしも適切な化学療法を受けられるとは限ら

外来治療への移行の阻害要因となっている。また、

ないなどの問題がある。また、この世代は親子関係

鎮静など成人の２倍以上の時間と人員を要する放射

の一時的な断絶の時期であることも多いうえに、生

線治療の幼児と学童に対する加算はそれぞれ１５％と

きることの意味を見失っているあるいは人生の中で

１０％、ＣＴ/ＭＲＩ撮影に至っては３歳以上では小児加

も最も希望に満ちた時期である、異`性との関係に強

算がない。放射線治療と画像診断はほとんどの医療

く影響きれやすい、身の回りに命にかかわる疾患の

施設で成人がん`患者増に苦慮しており、特に時間の

人がいない、進学・就職・結婚・出産など人生の転

かかる高精度放射線治療を小児に用いるのは困難な

機の時期である、など特有の状況にある。

状況である。成人診療の中でマイノリティである小

ＡＹＡ世代のがん`患者のこのような特徴的なニー
ズに対応するためには、小児に多いがん種の場合は

児がん`患者が疎外されないような診療報酬上の工夫
も必要である。

対応に慣れた小児系診療科が中心となって診療を行
うことが望まれる。ざらに、この世代のがん`患者特

患者とその家族への必要とされる支援

有の心理的・精神的問題に対応するために、対応す

１．経済的支援

る診療科にかかわらず、共通した認識での心理・精

小児がんはその特殊`性から、ほとんどの患者が各

神的支援が必要である。特に孤独になりがちな世代

県の大学病院で治療を受けている現状があるが、そ

であることから、年齢に応じた病棟・病室への収容

れですら、遠方で経済的に負担となっている`患者も

や同年代の患者同士の語らいの場を設けるなど、ピ

多い。今後小児がん拠点病院への集約化が進むとざ

アサポートを醸成するための工夫が必要である。ま

らに遠方の施設への入院が必要となる。しかし、そ

た、高等学校の単位取得への支援や就労支援を行う

れには交通費、住居費などの経費が必要なうえに、

ために、教育行政、労働行政、‘患者支援団体などに

きょうだいの学校の問題、両親のどちらかが長期休

よる総合的な支援が望まれている。

職あるいは離職を余儀なくされる、などの問題があ

り、このような経済的理由から治療を受けるべき施
小児がん用薬剤の開発

設への転院を断念せざるを得ない場合も多い｡特に、

この数年で多くの抗がん剤が国内で発売されてき

昨今の若年世代の貧困化、共稼ぎ世帯とひとり親世

たが、小児がんに適応を有する新薬は白血病に対す

帯の増加が、大きな影を投げかけている。子どもの

る２種類のみで固形がんに対しては皆無であり、未

命が保護者の経済力によって左右きれることは許容

だに1980年代までに開発された毒性の強い薬剤が使

されることではなく、何らかの給付制度の構築が必

用されている。経済的利益が見込めないため、これ

要である。少子化が加速している昨今、すべての必

2０１４．３
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要とする子どもたちに公的給付を行うことは、予算

合的かつ継続的支援が必要であり、その目的を達成

的に不可能なことではないと思われる。公的給付が

するために地域ごとに協議会を設置することが有益

困難であれば、現在でも－部行われているように、

と考えられる。

民間の`患者支援団体による助成が望まれ、その原資
を集めるための国民に向けたキャンペーンを小児が

二次がんを含む晩期合併症への対応

ん医療にかかわるものが協同して行っていくことが

小児がん経験者は現在20歳代の約1,000人に１人

必要である。また、一方で医療施設側が実施可能な

と言われており、今後700人にひとり程度まで増加

こととして遠方からの患者のセカンドオピニオン費

する見込みである。これは無視出来る数ではなく、

用の減免､インターネットでのセカンドオピニオン、

彼らの健康状態は社会的にも大きな影響を与えうる

宿泊施設の宿泊料の減免措置などが考えられる。

ものである。合併症として多いのは放射線治療や造

２．心理・精神的支援

血幹細胞移植に起因するもので、二次がんリスクの

小児がん`患者は少ないため、‘患者とその家族は得

増大、認知障害、不妊を含む内分泌障害などがおも

てして孤独に陥りがちであり、特に患者が稀である

なものである。それぞれの小児がん経験者の晩期合

地方ではなおさらである。これを軽減するためには、

併症発生リスクを評価し、そのリスクに応じた検診

各小児がん診療施設が相談窓口の設置と相談員や臨

システムを構築する必要がある。経験者は成人後は

床心理士の配置を進めるとともに、‘患者同士の相互

転居することも多いため、成人後の追跡は容易では

支援(ピアサポート）を推進することが有益である。

ない。従って経験者にこれまでの治療歴、推奨され

各施設が患者団体と連携をとり、橋渡しを行う。

る検診内容などを記した手帳などを渡し、転居する

３．教育支援

場合はその地域で検診を受けることのできる拠点病

子どもの教育を受ける権利を確保するために、院

院を推薦する、また同時に小児がん中核施設に登録

内学級あるいは訪問教育の充実は当然のこととし

センターを設置し、晩期合併症のリスクのある経験

て､院内学級と前籍校との複籍を進める必要がある。

者を本人同意を得た上で実名登録を行い、年１回程

子どもは入退院を繰り返すため、院内と前籍校の双

度の検診を呼びかけるなどの方法が考えられる。検

方に通学出来ることが望ましいが、全国のほとんど

診は障害がない場合は、自費診療となるため、登録

の道府県ではふたつの学校同時の在籍を認めていな

された小児がん経験者には何らかの公的助成が与え

い。学校の問題のために、入院を継続している例も

られることが望ましい。

稀ではない。
４．総合的な支援

おわりに

前述した貧困の問題、家族関係の崩壊など、わが

以上、小児がん医療の現状と問題点について述べ

国の子どもを取り巻く環境は国連子どもの権利条約

てきたが、ここで挙げた問題点は、がんに限らずあ

委員会からも指摘されたように悪化している。小児

らゆる子どもの難病に共通する課題でもある。また、

がん患者はさらに過酷な状況にあると言える。闘病

わが国での子どものおかれた状況は前述の国連子ど

中の学力の遅れ、疾患と治療による合併症などのハ

もの権利条約委員会の指摘を待つまでもなく年々悪

ンディキャップによる就労の困難さなど、多くの困

化してきているように思われる。当院においても入

難に小児がん`患者は直面している。様々な家庭状況

院患者の２割程度は生活保護世帯やひとり親家庭で

の小児がん`患者が必要としているのは、前述の経済

あり、貧困ゆえの家庭崩壊、虐待などの事例も多く

的、心理的支援のみならず、教育支援、就労支援や

みられる。われわれ小児科医は子どもの数少ない代

小児がん経験者の生涯にわたる支援である。このた

弁者として、子どもを国民全体の宝として育んでい

めには、複数分野にまたがる障害を合わせて認定を

く社会を実現するために声を上げていかねばならな

行う障害者支援枠の拡大、病院や患者支援団体での

いｏ

小児がん経験者の雇用なども検討に値する。また、

一方、‘患者が亡くなった後のサポート（ビリーブメ
ントケア）なども必要である。しかし、これらは到

底医療機関のみで行えることではなく、医療、福祉、

教育、保健行政、さらに患者支援団体などによる総

へ君
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大学の窓

小児科と病診連携室
大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座小児科講師芦田明

地域の医療機関をつなぐ部門として近年、病院内

われていますが今後の課題と考えています。また、

に病診連携室という部署の名を耳にすることが多く

非常に受診ニーズが高く、受診までの待機時間が長

なりました。大阪医科大学附属病院にも病診連携室

い専門外来枠では予約枠設定に無理を生じます。

が平成８年に設置され、平成24年９月に機能充実を

しかしこれらの問題点はあるものの、大阪医科大

目的に広域医療連携センターとして組織変更されま

学附属病院小児科では大学病院の持つ使命である高

した。広域医療連携センターの最も大きな仕事のひ

度医療の提供と地域医療との連携、地域医療への貢

とつに地域の医療機関の先生方と大学病院との相互

献という観点から、緊急の入院依頼に対しては病院

医療連携をより円滑に進めるための連絡・調整を行

入院係と病棟長、外来が連携し、迅速なる入院病床

うことがあり、地域医療機関の先生方からの初診紹

確保をも含めた入院可否の判断、対応を強化してい

介`患者様の予約、受付、カルテ作成を連携室で担っ

ます。また、超緊急ではないものの専門的な精査・

ています。

治療を目的とした紹介外来予約に関しては、受診ま

小児科への紹介を考えますと､緊急的な入院精査、

での待機時間の関係も考慮し、第一段階として消化

加療を行うための紹介と、緊急ではないものの専門

器、循環器、腎臓、内分泌、夜尿、血液・腫瘍、ア

的な精査・治療を目的とした紹介の場合と二つある

レルギー、膠原病の各専門外来において、最低週ｌ

と思われます。小児科という科の特性上、当科でも

枠の連携室における予約枠を確保し運用を開始しま

紹介患者の３～４割は、前者の緊急加療Ｆ１的の紹介

した。このことにより外来が終了する17時以降20時

です。この部分の医療連携については、さきに述べ

まで医療連携室での上記専門外来の予約が可能とな

た連携室の業務では、時間的・空間的に緊急度への

りました。今後､この予約枠の活用状況もみながら、

対応には無理があると思われますので、直接電話や

外来での紹介枠の設定を如何に効率よく`患者サービ

紹介状持参などで対応しているのが現状です｡一方、

スの向上、スムーズな医療連携につなげていくかを

後者の超緊急ではないものの、専門的な精査・加療

考えていきたいと思っております。

を目的とした`患者を紹介していただくことについて

は、連携室を介しての紹介・診察予約がなされ、カ

ルテが事前に準備されることにより、外来での予約
対応等の業務が軽減でき、診療自体もスムーズに流
れることが予想きれます。本学小児科では、一般診

療を行う外来枠以外に神経、心身症、消化器、循環
器、腎臓、内分泌、肥満、夜尿、血液・腫瘍、アレ
ルギー・膠原病を診る専門外来が設置されており、

これらの専門外来受診も連携室による予約が可能と

なれば、外来勤務の看護師、医療事務員などは外来
業務に専念でき、医療サービスの向上につながると

思われます。しかし、一方で連携室を通した予約で
は、予約段階で紹介状が当科の医師の目に触れない

ことから、紹介状から読み取れる紹介`患者の容態の
把握がなされず、受診の緊急度の判断なしに機械的
に予約が入ってしまう可能性が危倶されます。この

ことについては、すこしでも`患者の容態把握が可能

なように連携室に看護師を配置するなどの改善を行

今後とも、宜しく御指導・御鞭捷のほどお願いい
たします。
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水痘ワクチン２回接種の必要`性と有効`性
藤田保健衛生大学医学部小児科教授吉川哲史

【要旨］
水痘ワクチンは、我が国で開発された現在使用可

概説するとともに、今後我々が解決していかなけれ
ばならない課題についても整理してみたい。

能な唯一のヒトヘルペスウイルスに対するワクチン

である。この秋から念願の定期接種化が実現するが、

水痘ワクチンの必要性

開発国でありながらこれまでわが国では任意接種の

水痘は、既にワクチンが定期接種化きれている麻

ため、接種率が40％程度にとどまっていた。一方、

疹に比べると疾`患重症度は低い。しかし一部に皮膚

1986年からOka株水痘ワクチンの定期接種化が始

の細菌`性二次感染症、脳炎/脳症や脳梗塞などの中

まった米国では、既に接種率が90％を超え、‘患者数

枢神経合併症といった重篤な合併症があるうえ、昨

の減少は勿論、入院例、重症合併症例の減少ととも

今増加している免疫不全宿主においては致死的な経

に、水痘関連医療費の削減も明らかとなっている。

過をたどる症例もある3)ことから、ワクチンによる

また最近の研究では、帯状庖疹`患者数の減少にもつ

水痘予防の意義は高い。また、最近の報告では小児

ながっていることが報告されている。わが国では、

期の水痘ワクチン接種が後の帯状庖疹発生頻度を低

まず定期接種化によりワクチン接種率を上昇きせ水

下させるという報告も出てきており!)、高齢者に対

痘の流行を阻止せねばならない。そのためには、１

する帯状庖疹ワクチンだけでなく、小児期の水痘ワ

回の接種で十分な感染防御能が獲得できない症例を

クチン接種が帯状庖疹発生頻度の低下につながる可

減らすため、米国とは異なった２回接種スケジュー

能性もある。

ルが必要である。その後水痘流行が阻止できた時点

＿般に隔離解除の目安となる皮疹の痂皮化には５

で、米国のように免疫の減衰を防ぐため追加接種時

から６日間を要し、その間`恵児看護のために保護者

期を遅らせる必要がある。

が仕事を休まざるを得ない。最近は共働きの家庭も
多く、この場合看護に伴う保護者の経済的損失も問

はじめに

題となるため、このような観点からも水痘ワクチン

Oka株水痘ワクチンは、Takahashiらにより開発

の必要性は高いと考えられている｡欧米のみならず、

された国産ワクチンである')。その有効`性は、１９９６

我が国でも独自の水痘ワクチンについての費用対効

年に定期接種が開始された米国の疫学成績を見ると

果が算出されており5)、ワクチン２回接種を行った

明らかである2)。しかしながら、開発国である我が

としても有益であることが示されている。

国ではこれまで任意接種のままで、４０％程度の接種

率にとどまっている。そのため、現在でも毎年水痘

米国でのuniversalimmunizationとその後の２回接

は春先になると流行し、それに伴い一部の重症例が

種導入の経緯

相変わらず発生している。このような憂慮すべき状

米国では、1996年からOka株水痘ワクチンを使っ

況を打開するために一刻も早い水痘ワクチン定期接

たuniversalimmunizationが進められた。本ワクチ

種化が望まれてきたが、やっとこの秋に定期接種化

ンの有効性は、ワクチン定期接種導入前後における

されることが決定された。本邦での定期接種化に際

米国の疫学的成績が如実に示している。１９～35か月

し、ＭＲワクチンとの同時接種の有効'性と安全'性評

児の接種率が2002年までに81％に向上し、その結果

価､２回接種の適切な接種間隔の検討が重要となる。

カリフォルニア、ペンシルバニア、テキサスの３地

また、将来的には２回接種の接種間隔の再検討、ワ

域において全年齢層での水痘`患者数が著明に減少し

クチン安全』性評価のための野生株とワクチン株の鑑

ていることが明らかとなった。この３地域で1995年

別の重要,性などがクローズアップされてくると考え

と2000年の水痘`患者数を比較すると、2000年には７１

られる。本稿では、水痘ワクチンの必要性とその効

～84％の水痘`患者の減少が認められている2)。また、

果について、特に２回接種の重要`性に焦点を当てて

水痘に伴う劇症型溶連菌感染症は罹患部位の切断を
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必要とする場合も多く、症例数は多くないものの

チンと水痘ワクチンの同時接種の効果と安全性を評

VZV感染に伴うdiseaseburdenとしては無視できな

価した研究において、接種後約１年間の経過観察期

い合併症である。水痘ワクチンのuniversal

間中に10％の被接種者が水痘に罹`患した。いずれも

immunizationは、当然ながら水痘に伴う本合併症

兄弟あるいは保育施設での感染で、発熱もなく軽症

の頻度を劇的に減少きせ6)、医療経費削減の観点か

だった。また､少数例ではあるが接種後`罹,患のなかっ

らも極めて大きな効果を挙げている。

た被接種者に２回目の水痘ワクチン接種を行った結

しかしながらその後の米国の成績を見ると、水痘

果、明確なブースター効果が確認された8)。Ozaki

`患者の減少に伴いナチュラルブースターの効果が減

らも、接種間隔はより長いものの水痘ワクチン２回

弱したことによるワクチン接種後罹患（以下

接種による明確なブースター効果を示している９１。

breakthrough水痘）例が増加してきたことが明ら

接種後罹患のリスクは被接種者の生活環境にもよる

かとなった(図)7)。Breakthrough水痘は発疹数も少

が、同胞がいる、保育園へ通っているといったハイ

なく軽症であるが、感染源となりうる点から問題視

リスク環境下にある場合は、なるべく早期の追加接

されている。この成績を基に、現在米国では水痘ワ

種が望ましい。

クチンの２回接種が推奨されている。
図．水痘ワクチンuniversalimmunization導入後の米国

の水痘患者のワクチン接種状況の推移（文献7参照）
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定期接種化後の課題としてはＭＲワクチン、ある
いはＭＭＲワクチンとの混合ワクチン開発が挙げら
れる。さらに､次第に水痘患者数が減少するにつれ、
ワクチン２回接種後の免疫持続期間が短くなる可能
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水痘ワクチン定期接種化後の課題

'９９５１９９６１９９７１９９８１９９９２０００ＺＯＯ１２００Ｚ２００３２００４
Ｙｅａｒ

'性がある。それに対応して、水痘ワクチンの２回目
の接種時期をどのタイミングでどこまで遅らせるの

かを明確にせねばならない。ざらに、麻疹ウイルス
や風疹ウイルスと異なり、ＶＺＶは潜伏感染後に再
活性化し帯状庖疹を起こす。帯状庖疹の発症予防に
ついてはＶＺＶ特異的細胞`性免疫能が重要であり、

水痘患者数の減少に伴い前記のようにナチュラル
ブースター効果がなくなることにより、若年での帯

本邦での水痘ワクチン２回接種スケジュール

状庖疹発症の可能性もある。この点についても注意

前述のように米国では１回目と２回目を数年あけ

深くモニタリングしていく必要がある。さらに今後

るスケジュールになっているが、同じく２回接種法

水痘ワクチンの定期接種化が進みワクチン接種者が

で定期接種化しているドイツでは、１回目を１１～１４

増加した状況下では、ワクチン接種歴のある人で帯

か月と２回目を15～23か月と間隔が狭い。この違い

状庖疹様皮疹が出現した際には、ワクチンの安全'性

は、米国はナチュラルブースター効果の減衰による

評価のために皮疹がワクチン株によるものか明確に

免疫低下を防止する点に主眼を置き、ドイツでは１

しておく必要に迫られる。PCR法､real-timePCR法、

回接種では不十分な抗体上昇しかえられない症例が

ＬＡＭＰ法等が開発されており、今後これらの技術を

約15％存在するため、その群について低年齢の間に

一般に普及することも必要となる。

十分に抗体を上昇させるために短期間での追加接種
を行っている。

帯状庖疹は加齢に伴う水痘特異的細胞`性免疫の低
下により、脊髄後根神経節に潜伏感染している

日本では、まずは低年齢層の水痘`患者数を減少す

ＶＺＶが再活性化して発症する。よって、水痘ワク

ることが重要である。そのためには、ｒイツのよう

チン接種により宿主の特異的免疫を増強することで

に水痘ワクチンの予防効果を確実にするための２回

予防が可能となる。Ｏｘｍａｎらによる大規模な前方

接種が必要となる。よって、１歳時に１回目のワク

視研究により、高齢者への水痘ワクチン接種が帯状

チンを接種、その後２回目は３か月以上あけて２

庖疹の発生頻度を下げ、庖疹後神経痛についても抑

歳未満に接種することが望ましいとされている。

制効果があることが明らかになった'0)。この成績を

我々が水痘ワクチン定期接種化を踏まえたＭＲワク

基に、米国では既に帯状庖疹の予防を目的として高
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齢者へのOka株水痘ワクチン接種が勧められてい

4．ＷｅｉｎｍａｎｎＳｅｔａＬＩｎｃｉｄｅｎｃｅａｎｄｃｌｉｎｉｃａｌ

る。我が国でも、今後この点について早急に独自の

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｈｅｒｐｅｓｚｏｓｔｅｒａｍｏｎｇ

データをまとめ、高齢者の帯状庖疹発症予防に水痘

ｃｈｉｌｄｒｅｎｉｎｔｈｅｖａｒｉｃｅｌｌａｖaccineera，2005-

ワクチンを使用できるようにする必要がある。

2009.,ＪＩｎｆｅｃｔＤｉｓ２０１３Ａｕｇ６.[Epubaheadof
print］

5．菅原民枝，他水痘ワクチン定期接種化の費用

おわりに

対効果分析感染症誌８０:212-9,2006.

水痘ワクチン接種の重要』性、特に２回接種の持つ
意義と我が国での水痘ワクチン２回接種の考え方に
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ｈｏｓｐｉｔalizationsforvaricella-relatｅｄｉｎｖａｓｉｖｅ

水痘ワクチンとＭＲワクチン同時接種の安全性と有

ｇｒｏｕｐＡｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃａｌｉnfectionsinthe

効』性に加え、適切な２回接種スケジュールの設定が

varicellavaccineera・JPediatrl44:68-74.2004.

重要課題となる。現在、適切な接種スケジュールを

7．ＣｈａｖｅｓＳＳ，ｅｔａＬＬｏｓｓｏｆｖａｃｃｉｎｅ－ｉｎｄｕｃｅｄ

明らかにするための臨床研究を継続中で、できるだ

ｉｍｍｕnitytovaricellaovertiｍｅ､ＮＥｎｇｌＪ

け早期にデータをまとめ公表していきたい。

Ｍｅｄ３５６:1121-9,2007.

8大橋正博，他ＭＲワクチンと水痘ワクチン同時
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第７回大阪小児科医会予防接種セミナー

すべての子どもたちに必要なワクチンを１
日会

時：平成26年４月26日（土）１７:00～19:３０
場：ホテルグランヴイア大阪２０階「名庭の間」

講演Ｉ

｢新規ワクチンの導入にどう対応するか
一子どもと家族に寄り添う接種医の立場で－」

大阪小児科医会プライマリ

ケア部会藤岡雅司

講演Ⅱ

｢ロタウイルス感染症：予防の重要性とワクチンのインパクト」

藤田保健衛生大学医学部小児科学教授吉川哲史先生
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成育基本法がめざすのもの
会長武知哲久

なぜ、成育基本法

をしたことより、日本医師会で小児保健法検討委員

子どもの健康を守るための法律として日本小児科

会が設立され、2008年には「小児保健法の具体的あ

医会が20年来その成立を図ってきた小児保健法は、

り方」についての答申が出された。これを受けて超

2013年に成育基本法という名前に変わった。まだ名

党派国会議員で連絡協議会が発足、国会で審議され

前が世に出て一年も経っていない。

る直前まで進展した。しかしながら2009年からの民

わが国では急激な少子高齢化のため社会的施策が

主党政権で連絡協議会が崩壊、国会での具体的な審

立ち遅れ、女`性が産みにくく育てにくい家庭、職場、

議が無い状態が３年続いた。2012年自公政権で社会

社会環境になってきた。今後は子育て世代や子ども

保障・税一体改革が始まり、その年の秋には日本医

自身にとっても安定した生活を保障するために経済

師会が委員会を再編、小児保健法は周産期乳幼児保

的、身体的、精神的な支援が必要となってくる。現

健検討委員会に検討の場が移された。この委員会の

在の子ども達は母子保健法、学校保健安全法、児童

議論では、周産期関係者からの意見が盛り込まれ、

福祉法などの法律で守られているが、それぞれが独

子どもに特化した概念ではなく胎児期から新生児

立して規定されており、子どものことを包括的に支

期、乳幼児期、学童期、思春期を経て次世代を育成

援することには限界があった。その視点から日本小

する成人期まで至る「人のライフサイクル」の過程

児科医会では保健･医療･福祉を包含した子どものた

に生じるさまざまな健康問題を包括的に捉え、これ

めの総合的社会的支援制度の必要‘性を問い、小児全

に適切に対応するために必要な法律として概念を大

般の社会福祉に特化した法整備する考えに至った。

きく広げるに至った。2013年春の委員会で成育基本

これが現在成立を目指している成育基本法である。

法という名前が発案され、１０月には周産期・乳幼児

保健検討委員会五十嵐隆委員長より具体的法案の
小児保健法から成育基本法へ－その沿革と動き-

1981年に老人保健法が制定され、高齢者は生活全

答申が行われ、同時に成育基本法制定へ向けての超

党派国会議員による連絡協議会(議連)の立ち上げが

般にわたる広範な保健・医療・福祉サービスが現在

始まっている。

も展開されている｡小児も老人保健法を参考にして、

<成育基本法の制定への沿革〉

子どもが健全に成長していける環境作りと、子育て

1981年老人保健法制定

を社会全体で支えていくシステムを作る事を理念に

1991年小児保健法会員意識調査

小児保健法が考えられた。1991年に小児保健法への

1994年「小児保健法を考える｣医会セミナー（現在

会員意識が調査きれたが、当時は医療保険を抱き合
わせたイメージが強く医療経営委員会が実働してい
た。1994年第5回日本小児科医会セミナーのシンポ

のフォーラム）シンポジウム

2003年日本小児科連絡協議会｢小児保健法プロ
ジェクトチーム」

ジウム「小児保健法を考える」で、巷野`悟郎氏が医

2006年日本医師会｢子ども支援日本医師会宣言」

療保険制度の議論とは別に「育っていく子どもたち

2008年日本医師会小児保健法検討委員会答申でＦ１

に対して、私達おとなは何をすべきか、どのように

公医療制度検討委員会小児保健法ワーキン

支援すべきか」を議論することかが大切であると述

グチーム

べられ､現在に通じる小児保健法の理念が始まった。

2009年衆院改選で民主党政権

日本小児科医会ではその後も小児保健法制定に向け

2012年白公政権で社会保障・税一体改革がはじま

て関係機関に粘り強く働きかけてきたが、理念法で
あるがゆえ直接的なメリットが示しにくく、財源確
保という大きな課題もクリア出来ていなかった。

2006年に日本医師会が｢子ども支援日本医師会宣言」

る

2013年Ｒ本医師会周産期・乳幼児保健検討委員会
で小児保健法から成育基本法へ
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少ない子どもへの社会保障給付費

1１

娠・出産し、保護者が子育てを行い、子どもが地域・

国立社会保障・人口問題研究所によると、平成２３

社会の中で健やかに成長し、次の世代を生み出す健

年度(2011年)の社会保障給付費は112兆円を超えた。

康な成人に育っていくことが保障される社会を形成

このうち年金、老人医療費、介護を含む高齢者関係

することは極めて重要な国家的課題である。

費は７割を占め、今後も年金、介護等を中心に増加

周産期から次世代を育成する成人期までのいわゆ

の一途をたどると予想される。この給付費のうち子

る成育過程にある者に対する保健・医療・福祉に係

ども手当てなどを含む家族関係給付はわずかに５％

る支援については個別の法制度が担っており、施策

である。わが国の家族関係給付費は、対GDP比で

間の有機的な連携が取れているとは言いがたい。こ

みてもフランスやスウェーデンなどの欧州諸国と比

れらの問題を解決するためには、成育過程にある者

べて４分の１程度で極めて少ないのが現状ある。

の保健・医療・福祉を包含した総合的な支援制度

今年４月に導入された消費増税は、2014年度だけ

が必要である。子どもの健やかな発育を目指すため

で５兆円の増収と試算される。これら増収分は年金、

には、諸事業を一層推進するための基本法(理念法）

医療、介護､子育て支援の４分野の社会保障の維持・

である「成育基本法」の制定を提案する。

拡充に充てられるとされているが、現実的には年金

<社会保障関連法案の沿革〉

に代表きれる社会保障の維持が中心で、子育て支援

1947年児童福祉法

などの拡充は少額にとどまっている。しかしながら

1949年身体障害者福祉法

2013年秋に5,000億程度の割り当てと試算きれてい

1950年生活保護法

た子育て支援への消費増税分は、2014年になって政

1951年社会福祉事業法

府原案で7,071億までに引き上げられた。政府肝い

1958年学校保健安全法

りの待機児童解消策をベースに保育への予算割り当

1958年国民健康保険法（1959年国民年金法）

てが増額された。但しこれは子育て支援のうちの保

1965年母子保健法

育に限ったものである。もっとも保育の｢量の拡大」

？年成育基本法

と「質の改善」を視野に入れて１兆1,000億円と試
算した当初の予定より4,000億円不足する。この部

２．「成育医療等協議会｣の設置と｢成育基本計画｣の
策定

分を内閣府は今後の調整課題としたが、政府が子育

この法律は、次世代を担う子どのが心身ともに健

て支援に予算確保しはじめたことには一定の評価を

やかに成長していくための、養育者、国、地方公共

したいと考える。これから先は保育だけではなく子

団体及び医療関係者の責務を明らかにし、子どもの

育て支援全体の予算を確保するために子どものため

健康を保持増進するための施策に関する計画を策定

の法的背景をしっかりさせていく必要がある。

し､総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

具体的には、国の機関として「成育医療等協議会」
成育基本法の提案と盛り込まれる内容

を設置し、法定の計画として「成育基本計画」を策

(平成25年10月日本医師会周産期・乳幼児保健検討

定するという枠組みを定めるものである。

委員会の答申より抜粋）

○国が策定する「成育基本計画」において含まれる

ｌ「成育基本法」の制定を提案

多くの先進国では、年齢、性別、障害による差別
をできるだけ少なくし、子育てのためにふさわしい

環境を整えてきた。それらの国では、子育てを「次

世代育成のための社会全体の問題」としてとらえ、

項目

１）次世代を担う成育過程にある者に対する生命・
健康教育の充実

２）社会、職場における子育て・女性のキャリア形
成のための支援体制の構築

社会的連帯の精神によって母子の保健から医療まで

３）周産期母子健康診査と保健指導の充実

幅広くその権利を保障している。また、子どもの権

４）周産期医療体制の充実

利条約を遵守し､子どもを「人格を有する権利主体」

５）養育者の育児への参画を支援する制度の充実

として認めるとともに、良い環境で育てられる権利

６）国際標準を満たす予防接種などの疾病発症予防

を子どもに保障してきた。

日本は急速に少子高齢化が進んだため社会的施策
が立ち遅れおくれた。これからは安心して女性が妊

対策体制の構築

７）妊娠・出産・子育てへの継続的支援のための拠
点整備及び連携

大阪小児科医会会報
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期待されるこれらの動き

成育基本法は理念法である。将来に向けて必要と
考えられる子どもたちへの社会施策を法的背景のも

とに保障することが目的である。この法案が施行さ
れても小児科医の経済的保障が直接アップするわけ
ではない。しかしながら現状を傭撤しているだけで

は、子どもの健康・育ちを守ることへの社会的支援
は向上しない。小児の医療、保健、福祉に携わるも

のにとって何をなすべきか、その線上に日本小児科

医会が20年もかけて目指している小児保健法あらた
め成育基本法があると思われる。小児科医の団体が

発想した法案は日本医師会に委ねられた形になった
が､一国の法案成立はそんなに容易いものではない。

有力な国会議員を集めて同法制定のための議連を形
成することも昨年秋に始まったばかりであるが、現

在は東京だけで活動している。必要なのは全国レベ
ルで一人でも多くの小児科医がこの法案の必要性を
理解し、成立に向けて協力していくことが望まれる

姿である。これからの動きを鑑み、会報に稿を執ら
せて頂いた。

第３４回大阪小児科医会公開講座
日会講

時：平成26年６月21日（士）
場：大阪府医師協同組合８階
演ｌ「聞いてなっとく、知ってあんしん、子どものワクチン」
大阪小児科医会藤岡雅司

講

演２「こんな時、どうする？」
熱が出た！吐いた１下痢をした！
あわてなくても大丈夫～家庭でできるケア～
薬をのんでくれない！

苦い漢方薬も平気～薬を上手に飲ませるコツ～

大阪小児科医会田中薫、坂崎弘美
リズム歌っておどって楽しいリトミック

リトミック研究センター武内美幸先生
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こどもと腹部超音波検査
大阪医科大学泌尿生殖発達医学講座小児科講師余田篤

小児の腹部疾`患の一次スクリーニングとして腹部

が多い。また、スキップしてより肛門側の小腸や大

エコーは有用なimagingmodalityであり、聴診器以

腸が壁肥厚を呈することもある。ＩｇＡ血管炎は虚血

上に有用な,情報が得られる。また、エコーがＸ線被

性腸炎に分類きれているが，時期によって病変部腸

曝を伴わないことは、成長期であるこどもに影響が

管壁のドプラは冗進していることもよくある。

なく成人以上に重要な検査に位置づけられる。

病原'性大腸菌による出血｣性腸炎では第三層を中心

小児の腹部エコーでは、観察する対象臓器が成人

とした全大腸の著しい壁肥厚を呈する。腫脹した腸

と比較してより小さなサイズであり、同時に探触子

管の短軸像はtarget様に見える。本疾`患は虚血J性腸

と対象臓器の距離も近くなり、高周波探触子での観

炎で全大腸が肥厚することもあるが、この肥厚は右

察が成人と比較して容易で､より詳細に観察できる。

側結腸優位の傾向がある。

一般に成人より周波数の高い、コンベックス型プ

先天`性胆道閉鎖症の診断においては、Triangular

ローベを使用することが多い。リニア型プローベで

cordsignが有名で感度、特異度は高い。胆道拡張

も同様で、検者は被検者の体格に合わせて周波数や

症もほとんどが超音波で診断可能であり、機器の進

焦点をしばしば変更する。

歩で、胆汁うっ滞による胆管内の蛋白栓などの観察

検者はエコーの感度・特異度が高く、確定診断が

も容易である。

可能な疾`患、確定診断は困難であるが疾患が示唆さ

嚢胞`性リンパ管腫では単胞`性よりも薄い隔壁を有

れる疾患、除外診断が容易な疾患、経過観察に有用

する多胞性の襄胞として観察されることが多い。内

な疾患を熟知しておくことが重要である。小児の腹

部エコーは原則として無エコーのことが多いが、感

部超音波検査では，腹部の充実臓器よりも，先天奇

染や出血等を合併するとデブリ様にエコー輝度を持

形を含めて消化管疾患の割合が多くなる。

つ。嚢胞壁は消化管の五層構造を有しないことが重

確定診断が比較的容易な疾患は、乳児肥厚`性幽門

複腸管との鑑別である。なお，この超音波で観察さ

狭窄症、腸重積、急』性虫垂炎などがある。乳児肥厚

れる内部隔壁は腹部ＣＴではほとんど描出きれず，

'性幽門狭窄症や虫垂炎の内科治療ではエコーは治療

超音波の空間分解能のよざを示すものである。

反応性の評価に最適である。腸重積の器質疾`患はＸ

消化器だけでなく小児科領域ではしばしば先天異

線注腸透視よりエコーの方が一般に診断しやすく、

常を中心とした泌尿器疾患もエコーで観察される。

また内科治療も超音波下整復が推奨される。まれで

水腎症、低形成腎、馬蹄腎、嚢胞`性腎疾患、尿管瘤、

はあるが中腸軸捻転などもエコーで診断が容易であ

水尿管などがある。

る。中腸軸捻転では上腸間膜動脈の本幹の周囲に上

上記疾`患の中で、比較的日常経験されやすい疾`患

腸間膜静脈、腸間膜、腸管が時計方向に巻き付いて

を中心に各疾患の超音波像と診断について、提示し

渦巻き状に見られ（whirlpoolsign)，この所見が得

た。

られれば中腸軸捻転と診断される。

確定診断は困難であるが、疾患を示唆する所見が
エコーで得られやすいものとして、病原`性大腸菌に

よる出血`性腸炎、Henoch-Sch6nlein紫斑病（HSP、

アレルギー性紫斑病、ＩｇＡ血管炎)、炎症性腸疾患
などがある。ＩｇＡ血管炎におけるエコーの意義は第
一に虫垂炎などの急`性腹症の疑いで開腹術に至るこ
とを回避することである。頻度として十二指腸下行

脚から空腸領域で消化管壁の肥厚が観察されること
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座長印象記
学術部会尾崎由利

2014年２月８日、大阪市北区オーバルホールで第

尿管瘤､萎縮腎などが診断できるとのことであった。

171回学術集会が行われた。前日夜に雪が降り、当

講演のあと質疑応答に入り、アレルギー性紫斑病

日も雨模様で寒さも強かったが、たくさんの先生に

と小腸クローン病との鑑別ができるかとの質問に

ご参加いただき､講演内容への期待がうかがわれた。

は、クローン病では層構造が崩れやすいので診断で

講演lは「こどもと腹部超音波検査」と題して、大

きることもあるとの回答であった。腸重積の診断を

阪医科大学小児科講師の余田篤先生にお話しいただ

する際、母親に抱かせて坐位で行うこともできるか

いた｡余田先生は消化器病の分野のエキスパートで、

との質問では、母が45度くらい寝てくれれば可能と

超音波診断に関する著書もあり、このテーマに最も

のこと。鎮静をすることはあるかとの質問では、ス

ふさわしい講師である。多数のエコー所見をスライ

クリーニングでは行わないが、精検では鎮静するこ

ドでお示しいただき、わかりやすい講演であった。

ともあるとのことであった。

最初に機器の進歩についてお話しされ、現在では

腹部疾,患に超音波診断が有用であることはわかっ

実質臓器だけでなく、消化管も診断できるように

ていたつもりであったが、余田先生の講演を聞いて

なっており、最近同僚の先生が百数十万円で購入き

さらにその有用`性を認識でき、自分でももっとやっ

れたポータブルの最新超音波機器は、大学にある５

てみたくなった。また講演会場も、画像所見をスラ

年くらい前のものと遜色ないとのことであった。検

イドで見るのに適したホールで、良かったと思う。

査の実際では、初心者はゲインは一定にしておくほ
うがわかりやすいとおっしゃった。次に正常エコー

所見について述べられ、その後各疾患についての具
体的な解説に入った。幽門狭窄症のエコー所見につ
いて示されたあと、強い便秘でみられるacoustic

shadowを示された｡腸重積症では超音波診断がもっ

とも有用で、上行結腸から横行結腸、下行結腸と111頁

に見ていき、短軸方向でmultipleconcentricring
sign、長軸方向でpseudokidneysignがみられる。
整復もエコー下で行い、原因としてポリープがあれ

ばその診断もできる。虫垂炎では、プローブ自体で
圧痛を認めるが３ｃｍずれるとあきらかに圧痛がお
さまり、またプローブで圧迫しても虫垂が変形しな

いこと、先端が腫れることが多く層構造がなくなる
こと、また周囲に脂肪織が見える。アレルギー`性紫

斑病は最近ではIgA血管炎と呼ばれるが、十二指腸
水平脚の腫脹、小腸壁の肥厚がみられる。出血'性腸

炎では、第３層の粘膜下層を中心とする腸粘膜肥厚、
リンパ節腫脹を認め、腸管壁が厚いほどＨＵＳにな

りやすい。腸閉塞では蠕動がなくなり、keyboard

sign、Huid-Huidlevelがみられ、ひどくなると腸管
のヒダがみられなくなる。胆道拡張症の診断も超音

波で容易だが、総胆管の中にある蛋白栓を認めるこ
ともある。腎泌尿器疾`患では、多嚢胞腎、水腎症、

大阪小児科医会会報
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小児画像診断写真のどこを見るＰ何ｶﾐわかるＰ
川口市立医療センター放射線科部長原裕子

画像診断法が多様化し、高速化された現在でも、

２）正常変異

小児画像診断は単純写真が重要視きれるgeneral

小児では成長に伴う様々な正常変異が見られる。

radiologyが基本の数少ない分野である。胸部単純Ｘ

主な正常変異は呼気､気管のbuckling､胸腺である。

線写真は呼吸器や循環器、胸郭の異常が疑われる小

呼吸の早い新生児や息止めの出来ない乳幼児で

児で最初に施行される画像検査法で、小児画像検査

は、望まずして呼気撮影になりがちである。呼気撮

で最多頻度の検査である。胸部単純Ｘ線写真の被曝

影では肺の容積が減少、濃度が上昇し、心臓は拡大、

は少なく、ごく短時間で、乳幼児でも非侵襲的に胸

横隔膜が拳上する。このため肺炎や心不全、肺諺血

部全体を傭鰍する情報が得られるという大きな利点

類似の単純写真となる。

がある。その一方で胸部単純Ｘ線写真の診断には限

単純写真正面像で気管が右側に屈曲偏位すること

界があり、症状との乖離がある場合や病変の`性状、

があり、bucklingと呼ぶ。通常は胸郭入口部で右側

分布など詳細な質的診断のためには、ＣＴやＭＲＩを

に屈曲偏位し、呼気でより強調される。気管狭窄が

追加することも重要である。

ないことが異常との鑑別に重要である。

ここでは胸部単純Ｘ線写真（以下単純写真）を中
心に読影手順や所見について解説する。

胸腺の形や大きさは様々で､融通無碍に変化する。
胸腺は乳幼児期には正面像では外側に凸に張り出

し、辺縁整な軟部影を呈し、典型的にはsailsignを
１）胸部単純写真正常像
単純写真の基本は成人と同様に立位､吸気である。

呈する。左右対象でなくてもよく、気管を含め正常
構造を圧排偏位しないことが重要である。単純写真

吸気の判断は経験にゆだねられるところが大きい。

で胸郭に占める胸腺の割合が最も大きいのは新生児

一応の目安として横隔膜頂部が第６肋骨前縁の高さ

から乳幼児期で、これ以降徐々に目立たなくなり、

にあれば吸気と判断してもよい'2)が、乳幼児には

正面像では学童期に胸腺を認識できなくなる])。呼

当てはまらない。肺が過膨張であるかどうかは、横

気や斜位では胸腺の辺縁が不明瞭となり、肺炎や無

隔膜の平坦化、肺の頭尾方向の距離と胸郭横径との

気肺様に見えることがある。胸腺はストレス､感染、

相対的関係などから判断するが、個人差が大きく、

ステロイドや化学療法などで縮小、増大し、

その認識が難しいことがある。

reboundhypertrophyと呼ばれる。

気管は帯状の透亮像として描出される。乳幼児で

は末梢気道は急に細くなり、中枢気道径が相対的に
大きい。このため新生児や乳児では気管や気管支透
亮像が強調きれやすい3)。
心胸郭比は新生児では60％以下、１歳から２歳ま

でに50％に低下し、これ以降は50％以下である⑪。

Ｓ）読影上見落とし易い部位、注意点、考え方
見落としを少なくするためには、縦隔、気道、肺、

横隔膜、骨、軟部影、頚部、上腹部のように自分な

りの順番で系統立ててもれなく読影する習'慣を身に
つけることが大切である。

ただし新生児、乳幼児の心胸腺陰影は、撮影体位、

正常では心臓、肺動脈、大動脈弓、下行大動脈、

吸気状態や胸腺の重なりにより変化するので、正面

横隔膜が描出きれるが、それはこれらの構造と肺の

像で心臓の評価が困難な場合は側面像を参照した

含気が隣接しＸ線透過'性に明瞭なコントラストを生

り、心エコーで評価する。

じることによる。

肺血管陰影は肺門から末梢にかけて徐々に細くな
り肺末梢側１／３では認められない。

大動脈弓は乳幼児では胸腺に重なり不明瞭な場合
が多い。

肺虚脱、肺が浸出液や血液などの物質で置換、胸
水や腫瘍などにより含気を有する肺がこれらの構造
に隣接できないと辺縁が不明瞭となる。これを

Shilhouettesign陽`性と呼び、病変の局在推定に有
用である。
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ら、これらの走行や先端は毎回位置確認することも
忘れないようにする。

落としやすい部位なので、読影時には注意を払う。
気管は新生児期から透亮像として認められる。小

４）肺炎

児では喘鳴で単純写真を撮影されることが多いの

単純写真から肺炎の原因病原体の正確な診断は困

で、喉頭を含めて気道全体を観察することは重要で

難であるが､細菌とウイルスでは所見が異なるので、

ある。正面像で気管が同定しにくい場合、喘鳴のよ

推定は可能である。

うな症状がある場合は側面像でも気管を確認し、狭
窄や圧排に注意する。

乳幼児では胸腺の存在により縦隔が広い。このた

細菌`性肺炎では、肺胞の炎症が側副路を介して広
がり区域や肺葉に一致した肺胞充満像

(consolidation）を呈する。側副路が未発達な小児

め縦隔腫瘍やリンパ節腫大の診断は容易ではない。

では含気が残る肺胞が混在して不均一な

気管や気管支の圧排、偏位や狭窄は腫瘤やリンパ節

consolidationや斑状影､腫瘤影を呈することがあり、

腫大を疑う所見である。また縦隔の辺縁が不整／結

腫瘤影を呈すると円形／球状肺炎（round／

節状であれば縦隔腫瘍が疑われる。単純写真で縦隔

sphericalpneumonia）と呼ばれる。

や肺門の異常が疑われる場合はＣＴやMRIを追加し

ウイルス性肺炎では、炎症が細気管支から気管支

腫瘤の有無、壊死や石灰化、嚢胞や脂肪成分など腫

壁にあり、気管支周囲まで波及することもある。単

瘤の'性状、進展範囲を診断する。

純写真では肥厚した気管支壁は肺門周囲のリング状

肺や骨は左右を比較することにより異常が認識し

陰影（peribronchealthickening/cuffing）や、肺門

やすい。ねじれのない正面撮影では、両肺のＸ線透

から気管支血管束に沿ったtramlineとして描出さ

過`性に左右差はない。もし肺のＸ線透過`性に左右差

れる。気管支壁肥厚に伴うcheck-valve機能により、

があれば、まず撮影体位が正面か斜位か、胸壁や腋

肺は過膨張となる。ＲＳウイルスなどによる乳幼児

窩の軟部組織の左右差を確認し、撮影時の技術的な

の細気管支炎でも肺は過膨張で、軽度の気管支壁の

問題や胸壁軟部組織の異常を除外する。肺野の異常

肥厚を伴う。

側の判断には、縦隔の偏位や気管支血管束の減少、
乱れに注目する5)。

マイコプラズマ肺炎の単純写真の所見は、ウイル
ス性肺炎のパターンおよび細菌`性肺炎のパターン、

片側肺にＸ線透過`性低下があり、縦隔が同側に偏

両者の混合と非特異的で多彩である6)。複数の区域

位していれば、容積減少を来す疾`患、無気肺、肺低

や肺葉に所見を認めたり、肺門リンパ節腫大や胸水

形成や無形｣性、Scimitar症候群などを考える。逆に

を伴う例もある。

透過`性低下と対側に縦隔が偏位している場合は、容

小児肺結核の新患登録数は2009年に73人まで減少

積増加を来す疾患、大量胸水や膿胸、含気を生じる

している。小児では胃液や喀疾培養の陽`性率が約

前の横隔膜ヘルニアや先天｣性肺気道奇形、胸膜や縦

40％と低く、画像所見が診断に役立つ。小児肺結核

隔由来の大きな腫瘍などを考える。

では乳幼児の初期変化群結核（初感染巣と所属リン

片側肺の透過`性冗進があり縦隔の対側への偏位が

パ節腫大）が多い。造影ＣＴで、初感染巣と所属リ

ある場合は、肺過膨張を来す病態、緊張`性気胸、先

ンパ節腫大があれば結核を疑う所見である7)。乾酪

天`性大葉`性肺気腫、主気管支の狭窄や気管軟化症が

壊死を反映し、リンパ節の中心は低吸収域、辺縁が

疑われる。片側肺の透過｣性が冗進し縦隔の偏位がな

造影される。

い場合は、Swyer-James症候群や気管支閉鎖などを
考える。

小児の肺炎が長期持続したり､繰り返す場合には、
何らかの原因を考える必要がある。

骨病変は見落とされがちである。鎖骨、肋骨や胸

同一部位に肺炎を繰り返す場合は気管や肺の先天

椎の形や数、骨折などの異常があれば骨系統疾`患や

奇形、気道異物や気管内腫瘍など、複数もしくは異

代謝`性疾`患、虐待などが疑われる。通常単純撮影に

なる肺葉に肺炎を繰り返す場合は気管支喘息、免疫

含まれる上腕骨近位部に先天感染、骨髄炎や骨転移

異常、繊毛運動異常、誤嚥`性肺炎などが疑われる。

などで所見を認めることがあるので写真は端まで観
察するように努める。
最後にチューブやカテーテルが挿入されていた

Ｓ）腹部単純Ｘ線写真

腹部単純Ｘ線写真（以下腹単）の所見はしばしば

2014.3
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非特異的で、異常を指摘できなくとも病変の存在を

1７

ＢａｂｙｎＰＴｈｉｅｍｅＮｅｗＹｏｒｋＰ６３-67,2010

否定できないという欠点がある。腹部／骨盤臓器や

3）SchneiderK:Thenormalchild:growthand

消化管、腹水の評価には超音波検査が優れ、診断に

developmentoftheinfantsandchild;frequent

おける腹単の有用`性は低下している。

腹単も胸部と同様に系統立てて、消化管ガスパ

ターン、各種臓器を含めた軟部組織、骨格などを観

andimportantnormalvariantslnEssentialsof
pediatricradiologyeditedbyDaldrup-LinkHE
GoodingCACambridgeNewYorkPl-182010

察する。特に腹腔内遊離ガス、異所`性ガス（門脈内

4）ＣｈａｒｋｏｔＥＹｏｏＳ－Ｊ：Heartsize，overalｌ

ガス、消化管壁内ガスなど)、消化管イレウス、異

ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ，ａｎｄｓｐｅｃｉｆｉｃｃｈａｍｂｅｒ

常な石灰化、骨格異常、臓器の腫大の評価は重要で

ｅｎｌａｒｇｅｍｅｎｔ・inpediatriccardiacpatients・

ある。

ｅｄｉｔｅｄｂｙＹｏｏＳ－Ｊ，ＭａｃＤｏｎａｌｄＣＢａｂｙｎＰ

腹厚が平均化され、臓器の辺縁が見やすい仰臥位

ＴｈｉｅｍｅＮｅｗＹｏｒｋＰ77-103,2010

正面像が腹単の基本である。腹腔内遊離ガスの診断

5）ＯｗｅｎｓＣＭ，ＣａｌｄｅｒＡＤＴｈｅｌｕｎｇｓｉｎ

には立位での横隔膜下ガスが有名であるが、遊離ガ

Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌｄｉａｇｎｏｓｉｓｉｎｐｅｄｉａｔｒｉｃｉｍａｇｉｎｇ

ス評価のためだけに立位にする必要はなく、立位を

ｅｄｉｔｅｄｂｙｖａｎＲｉｊｎＲＲＢｌｉｃｋmanJGThieme

とれない場合の遊離ガスの評価には左下側臥位正面

StuttgartNewYorkP4-48,2011

像（左下デキュビタス撮影）が推奨される。立位で

6）ＪｏｈｎＳｎＲａｍａｎａｔｈａｎＪ，Ｓｗｉｓｃｈｕｋ

も側臥位でも同じ体位を５分程度保持後に撮影する

ＬＥＳｐｅｃｔｒｕｍｏｆｃｌｉｎｉｃａｌａｎｄｒａｄｉｏｇｒａｐｈｉｃ

ことにより遊離ガスの描出能は高まる8)。また背臥

ｆｉｎｄｉｎｇｓｉｎｐｅｄｉａｔｒicmycoplasmapneumonia、

位での遊離ガスの所見も見落としてはならない。

RadioGraphics21:121-131,200

Singlebubblesign，ｄｏｕｂｌｅｂｕｂｂｌｅｓｉｇｎ，triple

7）原裕子：小児肺結核症画像診断32:146-157,

bubblesignのガスパターンは消化管閉鎖や狭窄の
所見であり、消化管ガスの経過には注意を払う。

8）宮川国久、中地良美、小池祐哉他：単純Ｘ線写

骨格や軟部組織の異常が診断に結びつく場合もあ

真で診断できる疾`患、診断すべき疾`患腹部臨床

り、左右差に注意する。
腹痛を主訴とする肺底部肺炎もあり、撮影範囲に
含まれる肺底部にも注意を配る。

ｅ）まとめ

小児の胸部単純Ｘ線写真を中心に解説した。自分

なりの手順で系統立てて読影する習`慣を身に着け、
小児特有の正常変異に慣れれば異常を指摘すること
は困難ではない。しかしその一方、単純写真の診断

能には限界もあり、単純写真で異常がなくとも症状
が持続する場合はＣＴやＭＲＩを追加し、速やかに診

断を確定することも大切である。
文献

l）ChowJSClevelandRH:Ｔｈｅｎｏｒｍａｌｐｅｄｉａｔｒｉｃ
ｃｈｅｓｔｌｎｌｍａｇｉｎｇｉｎｐｅｄｉａｔｒｉｃｐｕｌｍｏｎｏｌｏｇｙ

ｅｄｉｔｅｄbyClevelandRHSpringerNewYorkP
21-302012

2）CharkotEYooS-J：Identification,clinical
history，andradiographictechniques・InChest
radiographicinterpretationinpediatriccardiac
patients・ｅｄｉｔｅｄｂｙＹｏｏＳ－ＪＭａｃＤｏｎａｌｄＣ，

2012
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第171回学術集会講演Ⅱ

座長印象記
学術部会今北優子

今回ご講演いただいた原裕子先生は小児画像診

我々はつい症状ありきで写真を読影することが

断の中心的な役割を担っておられ、ご専門は小児の

多々ありますが、大事な１枚を今一度丁寧に見るこ

呼吸器だそうです。

との大切さを痛感した講演だったと思います。たく

講演は、最近広まってきたデジタル画像の撮影方
法・読影方法から始まりました。
撮影方法は日本医学放射線学会のホームページの

さんの写真を準備された原先生の講演に、私は引き
ずり込まれながら、先生のお人柄を感じたしだいで
す。

ガイドラインの小児の記載を紹介されました。撮影

2012年小児臨床ピクサス30の小児画像診断を執筆

範囲は①ねじれがない、②吸気である、③喉頭．胃

されていて、現在は「すぐわかる小児の画像診断」

泡が含まれるなどで、読む条件としては①肺血管陰

の改訂版を分担執筆中とのことです。興味のある方

影が見やすいこと。②脊椎がみられること、③大動

は出版後､ぜひ購入いただいて参考にしてください。

脈弓が追えることです。デジタルの設定として機械

今回の原先生の講演は今後の臨床にすぐに役立つ

のお勧めの条件で最初は読むことを勧められ、なれ

もので、ぜひ明日の診療に生かしていきたいもので

た段階で濃度を変えて読むようにすることがよいそ

す。

うです。読影方法は読む順番を決めて、ひとつずつ
確認していくと見落とすことが減ると説明されまし
た。

吸気と呼気で肺血管陰影の増強や胸腺心陰影拡大
の違いを見せていただき、再確認できたのではない

でしょうか。また、たくさんの正常胸腺の写真を見
せていただき、ストレスがかかると胸腺陰影が消失

することなど、改めて正常の胸部写真の読み方の難
しさを感じました。

喉頭、気管、気管支の透亮像の読み方は解剖学を
含めたわかりやすい具体的な説明に学生気分になっ
て、勉強した思いです。肺炎に関しては、肺炎像の

読み方、病原菌による肺炎像の違い、側面像の必要
`性、心陰影の重なり方、胸部ＣＴの必要`性、シルエッ

トサインが示すものなど、説明は多岐にわたりまし

た。結核については、小児科医が－番目にする初期
変化群結核の肺門リンパ節の腫脹、粟粒結核など、
また、ホットな話題のＨｌＮｌのインフルエンザの貴
重な肺炎像、虐待の画像やたくざんの貴重な疾`患の
画像も見せていただきました。

腹部の診断には超音波エコーが有用とのことです
が、それでも写真を撮るとしたら撮り方は仰臥位が

基本であり、骨格、石灰化、腹水では診断価値が見
出せるそうです。頑固な便秘の時の仙骨異常や仙骨

前面の腫瘤、腸回転異常症、腸重積症、虫垂炎の写
真も見せていただきました。

へ玄

へ戸
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第15回研修医のための小児救急・新生児勉強会報告
病院小児科ネットワーク春本常雄、古市康子、赤木幹弘

平成25年９月21日午後３時から第１５回研修医のた

一例」の発表であった。ＨＳＶに感染していても髄

めの小児救急・新生児勉強会が開かれた。参加施設

液PCR検査が陰'性になる場合があり、血清抗体価な

は28施設、参加人数は45名で、うち初期研修医が４

ど複数の評価項目と合わせて診断し初回の髄液

名・後期研修医が８名であった。武知会長の開会の

PCRが陰性でも再検することが重要であるという点

挨拶に続いて、一般演題の発表が４題あった。

が非常に勉強になった。

ｌ題目は新生児の消化管出血'性ショックという貴

コーヒーブレイクの後、小児救急セミナーが行わ

重な症例。出血`性ショック・Ｈｂ値8.79/dlといった、

れた。今回、小児救急セミナーは３題が準備されて

ひやひやドキドキする経過であったが､気管内挿管、

いて、セミナーｌの「研修医が知っておきたい新生

ビタミンＫ投与、輸血などを行い止血・回復した。

児学」は大阪厚生年金病院小児科ＮＩＣＵ担当部長の

迅速な判断と集中治療で一命を取り留めた症例で

黒柳裕一先生が担当された。大阪府下では低出生体

あった。日齢６に上部消化管内視鏡検査を施行し、

重児が増加していることから話が進められ、よく考

上部消化管出血、急'性胄粘膜病変と診断をつけた。

えられた肩の凝らない軽妙な問題形式の講義で大変

日齢６日というこの小さな年齢の児によく上部消化

参考になった。セミナー２の「初期救急における先

管内視鏡検査を行ったものだと感心した。きちんと

天代謝異常症の鑑別～血ガス・血糖・アンモニアの

診断をつけたその姿勢はすばらしい。

意味～」は、大阪大学小児科の濱田悠介先生が担当

２題目は前日夕から腹痛・嘔吐が持続し、高血糖

された。意識障害の鑑別診断にはこの３つが必須で

(588ｍｇ/dl）を認めた7歳女児。これほどの高血糖

あることがよく理解できた。セミナー３は大阪市立

であれば「１型糖尿病だ！」と頭の中はほとんどそ

総合医療センター小児総合診療科兼小児代謝・内分

ればかり考えてしまう。腹部所見が軽度であればな

泌内科医長の藤丸李可先生が「非典型溶血'性尿毒症

おざらである。しかし、腹部エコーを行い、イレウ

症候群～知っておいてほしい救急疾`患～」を講義さ

スを強く疑い、同日緊急手術にまで持っていったと

れた。非典型溶血』性尿毒症症候群（aＨＵＳ）とはあ

いうのは流石である。絞抓'性イレウスで高血糖を来

まり聞き慣れない疾患名であるが、溶血'性尿毒症症

すことはあるようで、以前にも第１１回のこの勉強会

候群（Ｈｕｓ）の約lo％を占めること、下痢や血便

(平成24年５月）において、坂東賢二医師（和泉市

がない症例が多いことを初めて知った方も多いと思

立病院小児科)が発表されている（Mesodiverticular

う。疾`患を知らないと見落としてしまいそうで大変

bandにより絞拒性イレウスをきたした１例)。高血

勉強になった。

糖に遭遇する機会に備え、糖尿病以外に「絞扣`性イ
レウス」を頭のどこか片隅にでも置いておきたいも
のである。

３題目は「肝機能異常を呈し、急』性腹症として小
児外科搬送された６歳女児」の発表であった。

ＡＳＴ優位の肝機能異常と胆嚢炎を認め胆嚢捻転も

★プログラム次第★

日時：平成25年９月21日(士）午後３時～６時
会場：大阪府医師協同組合・本部
〒542-8580大阪市中央区上本町3丁目１番5号
主催：大阪小児科医会・病院小児科ネットワーク

考慮し腹腔鏡下腹腔内精査を行ったところ、術中に

不整脈が出現し心機能低下も認めPCPS導入により

午後３時00分～３時05分

救命された症例であった。術前に撮影した腹部造影

【開会の辞】大阪小児科医会会長武知哲久

ＣＴにてＩＶＣの拡大があり、心筋炎を疑うべきであっ

たと考えられ、初期診断の重要`性を問われる症例で

午後３時05分～３時35分

あった。

【セッションｌ：症例検討ｌ】

４題目は「診断に苦慮した新生児ＨＳＶ感染症の

座長：春本常雄（東大阪・生協こども診療所）
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症例１「出血`性ショックをきたした新生児胃粘膜

2014.3

～知っておいてほしい救急疾患～」

病変の一例」

大阪市立総合医療センター小児医療センター

淀川キリスト教病院小児科小畑慶輔

小児総合診療科兼小児代謝・内分泌内科

コメンテーター：

藤丸季可

高間勇一(大阪市立総合医療センター小児外科）
症例２「高血糖を契機に診断された絞扣性イレウ

午後６時00分

スの一例」

【閉会の辞】

大阪府立急性期・総合医療センター小児科

西垣敏紀（当番幹事・大阪警察病院小児科）

中西達郎
コメンテーター：

高間勇一(大阪市立総合医療センター小児外科）

★症例検討抄録★

症例１：上部消化管出血により出血性ショックに
至った新生児の一例

午後３時35分～４時05分

【セッション２：症例検討２】
座長：古市康子（東大阪市立総合病院小児科）
症例３「肝機能異常を呈し、急`性腹症として小児

淀川キリスト教病院小児科小畑慶輔

症例は女児、在胎39週６日、体重29509、Apgar
score8点／９点（１分値／５分値)、前医で前期
破水45時間後に経膣分娩で出生した。周産期歴に特

外科搬送された６歳女児」

記すべき異常はなかった。生後より哺乳を開始した

近畿大学医学部奈良病院古形修平

ところ､生後12時間後頃より茶褐色の嘔吐があった。

コメンテーター：

Apt試験では母体血の結果であったため胃管を挿入

今岡のり（近畿大学医学部奈良病院小児科）

症例４「診断に苦慮した新生児HSV感染症の一例」

し経過観察をされていたが、生後24時間後頃に胃管
より新鮮血の出血があり当院に新生児搬送となっ

市立豊中病院小児科後藤実加

た。当院に転院後よりPPIの投与を開始しビタミン

コメンテーター：

K製剤の静脈投与を行い経過観察していたが、転院

徳永康行（市立豊中病院小児科）

した当日（生後36時間後）に再度胄管より新鮮血の
出血と脈拍190回/分前後の頻脈を認めた。その際に

午後４時05分～４時25分【休憩】

血液検査を行なったところ、血清Ｈｂ値は入院時

1349/dlから8.79/dlと低下を認めた。上部消化管出
午後４時25分～４時30分

血による出血`性ショック(循環血液減少`性ショック）

【事務局からのお知らせ］

と診断し気管挿管、再度ビタミンＫ製剤、止血剤を

田尻仁(大阪府立急性期･総合医療センター小児科）

投与し、濃厚赤血球および新鮮凍結血漿の輸血も行

【次回当番幹事の挨拶】

なった。その後、保存的加療で再出血はなかった。

田中充（耳原総合病院小児科）

日齢６に上部消化管内視鏡検査を行なったとこ

ろ、胄体前後壁および十二指腸球部に多発`性の潰瘍
午後４時30分～６時00分

癩痕（いずれもHlstage）を認め、同部位からの活

【小児救急セミナー】

動`性出血による上部消化管出血、急｣性胃粘膜病変で

座長：赤木幹弘（大阪船員病院小児科）

あったと診断した。その後哺乳を再開したが再出血

小児救急セミナー１「研修医が知っておきたい新
生児学」

はなく、日齢１６に退院とした。
新生児の吐血症例で出血`性ショックにまで至る例

大阪厚生年金病院小児科NICU担当部長

はそれほど多くはない。今回、上部消化管内視鏡検

黒柳裕一

査により診断にまで至った症例を経験したので文献

小児救急セミナー２「初期救急における先天代謝
異常症の鑑別～血ガス・血糖・アンモニアの意
味～」

大阪大学小児科濱田悠介

小児救急セミナー３「非典型溶血`性尿毒症症候群

的考察を加え報告する。
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症例２：高血糖を契機に診断きれた絞掘`性イレウス

また、採血結果ではＡＳＴ７０４ＩＵ/ＬＡＬＴ６０３１Ｕ/L，

の一例

LDHLl361U/L,ＣＲＰ2.25ｍｇ/dlと高値持続、γ
大阪府立急性期総合医療センター小児科

-GTPl41U/ＬＡＬＰ３０４ＩＵ/L,T-Bi10.4ｍｇ/dlと胆道

中西達郎

系酵素及び黄疸数値の上昇は認めないながらも画像
所見と合わせて胆嚢炎と診断し、抗生剤・補液にて

〔はじめに〕
小児救急診療の現場で、最も経過の速い疾`患の一

加療開始となった。前医入院後、腹痛増強著し〈、

つである絞拒`性イレウスは、早期診断・早期治療を

また緊急時の外科的対応が困難であることから、当

必要とする疾`患である。

院小児外科に紹介・救急搬送、入院のもと加療開始

今回、嘔吐・高血糖により紹介され、迅速な精査

となった。

の結果、絞拒`性イレウスと診断し緊急手術に至った
症例４：診断に苦慮した新生児ＨＳＶ感染症の一例

一例を経験したので報告する。

市立豊中病院小児科後藤実加

〔症例〕
特記すべき既往のない７歳女児。平成○年７月１５

日夕より腹痛出現。同日夜に急病診療所受診。涜腸

〔はじめに〕
新生児ＨＳＶ感染症は予後不良な新生児感染症の

のみ施行ざれ帰宅。７月１６日嘔吐・腹痛持続し、朝

一つであり、早期診断、適切な治療が要求きれる。

近医を受診。血液検査にて高血糖（588ｍｇ/dl）認

しかし､中には診断が困難な例が存在する｡今回我々

め当院紹介。当院受診時、意識清明、頻脈・頻呼吸

は診断に苦慮したへルペス脳炎の一例を経験したた

認め全身状態は不良であった。腹部は平坦軟で明ら

め報告する。

かな圧痛は認めなかった。腹部エコーを施行し、小

〔症例〕

腸の著明な肥厚・腹水認め、イレウスが疑われて、

日齢17の女児。３８週２日、出生体重24149、正常

腹部造影ＣＴ施行。広範囲の小腸に壁肥厚・造影不

経膣分娩で出生した。日齢11の夜間より38℃の発熱

良認め、内へルニアによる絞拒'性イレウスが疑われ

が出現し、日齢１７に左上肢の強直を認めかかりつけ

た。外科へのコンサルトを行い､同日緊急手術施行。

医受診し、精査加療目的で当院へ紹介となった。来

腸間膜裂孔へルニアによる絞拒`性イレウスと診断。

院時､無呼吸発作を頻回に認めたため気管内挿管し、

壊死小腸の切除が行われた。

ＮＩＣＵへ入院した。髄液検査で多核球優位の細胞数

〔考察〕

上昇を認めたため、抗菌薬とアシクロビルの投与を

紹介時、ＤＫＡが疑われたが、エコー所見が発端

開始した。治療開始後、呼吸状態は改善したため入

となり確定診断につながった。高血糖はイレウスに

院５日目で抜管し、その後一般病棟へ転棟した。髄

よる反応`性のものと思われた。学童の絞拒`性イレウ

液培養陰`性のため抗生剤を５日間で中止、血清

スは頻度は低いが、腹痛を訴える児を診た場合、常

HSV-IgM陰』性、髄液HSV-PCR陰』性のためアシクロ

に最重症・最緊急の疾患の鑑別を行う必要`性が再認

ビルを７日間で中止した。しかし、入院後１６日目に

識された。

提出したHSV-IgMの上昇を認め、ヘルペス脳炎が
考えられたため、アシクロビルを再開し21日間投与

症例３：肝機能異常を呈し、急I性腹症として小児外

継続した。徐々に哺乳不良､四肢の筋緊張が冗進し、

科搬送された６歳女児例

頭部MRIでは大脳全体的に嚢胞変‘性を認め、重度の

近畿大学医学部奈良病院小児科・小児外科
古形修平

後遺症を残した。

〔考察〕

症例は６歳女児。２週間前より咳嗽・頭痛・腹痛

新生児ＨＳＶ脳炎のPCR陽`性率は検査機械や検査

等の軽度感冒様症状を認めていた。３日前より腹痛

するタイミングによっても異なる。また血清抗体価

が増悪、嘔吐も出現し、当日激しい腹痛に耐えきれ

の上昇については新生児では少なくとも１０日間を要

ず近隣の市中病院を受診。ＡＳＴ８４０ＩＵ/ＬＡＬＴ６９３

する。病初期が重症であり、他の原因が判明しない

ＩＵ/L,ＬＤＨ1,2401Ｕ/L,ＣＲＰ2.78ｍｇ/dlと高値を認

場合、ＨＳＶの髄液ＰＣＲが陰性であっても経過中の

め、また腹部エコーにて胆嚢炎を疑い、前医を紹介

抗体価の推移を評価しながらアシクロビル投与期間

受診となった。前医にて造影ＣＴを施行、胆嚢腫大・

について十分検討することが必要である。

胆嚢壁の肥厚･門脈周囲のLDA･腹水貯留を認めた。
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第１６回研修医のための小児救急・新生児勉強会報告
大阪警察病院小児科西垣敏紀

平成26年１月１１日土曜日の15時から第16回研修医

のための小児救急・新生児勉強会が開催された。

の提示まで、先生の豊富な臨床経験に基づくわかり

やすいお話であった。食物アレルギーによるアナ

前半は症例検討であった。最初の症例は、２か月

フイラキシ－はショックから死に至ることもあり、

の乳児、首浮き輪を使用していたところ、母親が目

食物負荷試験の際においても慎重さが必要であるこ

を離した短時間の間に溺水、救急搬送され心肺停止

と、６～８時間後の遅発』性のアナフイラキシ_の可

から救命できたものの、予後不良の経過をたどって

能性の認識も大切である点が強調された。セミナー

いる症例の報告であった。浮き輪の危険性と使用法

２は市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科の

の周知が重要であり、このような事故では、発見ま

細川先生から「小児の低血糖症～先天'性高インスリ

での時間と初期のCPRの有無、搬送時の血液ガスが

ン血症を中心に」と題してのお話であった。低血糖

予後判定に有効で、小児三次搬送受け入れ態勢の大

の定義から、低血糖を引き起こす機序、低血糖の救

切さが指摘された。しかし、今回の症例を考えれば

急治療について丁寧に解説きれた後、先天性高イン

販売中止とすることが適切でないかという意見も出

スリン血症（CHI）ついて話きれた。遺伝子診断と

され、社会的な問題と捉えて何らかの早急な対策が

ｌ８Ｆ－ＤＯＰＡＰＥＴによる局在性の評価による治療方

必要であろうと考えられる。この後、塚口病院

針の決定という持続'性CHIの最新の診療を解説さ

ＰＩＣＵの中條先生から、カプノグラムが蘇生時の適

れ、ざらにオクトレオチド治療の保険承認を目指し

切な挿管の確認だけでなく、自己心拍再開の判定に

たＳＣＯＲＣＨｓｔｕｄｙを紹介いただいたが、持続』性の

も役立つこと、ルート確保が困難な時に骨髄針が非

CHIは大阪地区では総合医療センターに診断、治療

常に有用であることなど、ＰＩＣＵの一線で活躍して

をお願いするのが確実というのが会場の多くの先生

おられる先生ならではのコメントをいただいた。こ

の感想ではなかったろうか。新生児期だけでなく、

れらをさっそく常備しようと考えられた先生も多

５～６歳で診断される軽症例もあることは臨床の上

かったのではないだろうか。

で気をつけなくてはいけないと感じた。最後のセミ

２題目はもやもや病の２例の報告、ｌ例月はせん

ナー３は、「古くて新しい新生児黄疸の話題」と題

妄状態、２例目はけいれんで搬送された症例であっ

した加古川市民病院の米谷先生のお話であった。核

た。特に１例月は、以前に私が頭痛で診察、検査を

黄疸の症例をいくつか具体的に提示されたが、２０００

していた症例で興味深く聞かせていただいた。私自

年以降47例の核黄疸の症例で、在胎30週未満が70％

身は、脳波の過呼吸負荷で年齢比しbuildupが目立

を占め、この中で生後２週以降の症例が約６割との

つ点が気になりMRIをとっていたが、診断に至らな

ことであった。核黄疸は、必ずしも過去の疾`患では

かった。ＭＲＩでは梗塞、基底核のflowvoidといっ

なく、特にリスクの高い早産児は、生後数週間はビ

た所見のほかに血管の走行にも注意する必要がある

リルビンを注意深くフォローする必要があることを

と思われるが、限界もあり、やはり気になれば

実感した。

ＭＲＡを行うべきと痛感した。また､頭痛の診察では、

今回の参加人数は52名で､うち初期研修医は５名、

もやもや病も念頭に置くということを改めて認識し

後期研修医９名であった。３時間近くの会があっと

た。

いう間に過ぎ、いいお話が聞けたという充実感が

後半の小児救急セミナーは３題､セミナーｌは｢食

残ったが、研修医だけでなく、ベテラン小児科医ま

物アレルギーの救急対応について」と題した耳原総

で大変勉強になる会である証であろう。次回は、５

合病院の眞鍋先生からのお話であった。アナフィラ

月の大阪小児科医会定時総会時の救急症例ケースカ

キシーアナフィラキシーショックの定義から始ま

ンファレンスをはきんで、９月に第17回が開催され

り、食物負荷試験の際のアナフイラキシ_、食物ア

る予定である。

レルギーによる低タンパク血症、低Ｎａ血症の症例
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加古川西市民病院小児科米谷昌彦

日時：平成26年１月１１日（士）
午後３時～６時

会場：大阪府医師協同組合・本部
〒542-8580大阪市中央区上本町３丁目

午後５時35分

【閉会の辞】
田中充（当番幹事・耳原総合病院小児科）

１番５号
主催：大阪小児科医会・病院小児科ネットワーク
★症例検討抄録★
午後３時00分～３時05分

症例１：｢SＷＩＭＡＶＡ（首浮き輪）で心肺停止になっ

【開会の辞】

て救急搬送されたl例」

大阪小児科医会会長武知哲久

耳原総合病院小児科瀧栄志郎

〔症例〕
午後３時05分～３時45分

他院出生の２か月男児。出生時特記なし。自宅の

【セッションｌ：症例検討】

浴槽で首浮き輪を使用していたところ母親が目を離

座長：村上城子（和泉市立病院小児科小児科）

した数分の間に溺水。救急要請し当院へ搬送。

症例ｌ「SＷＩＭＡＶＡ（首浮き輪）で心肺停止になっ

来院時Asystoleo気管挿管施行し胸骨圧迫継続。

て救急搬送されたｌ例」

アドレナリンを２回使用したところ自己心拍再開。

耳原総合病院小児科瀧栄志郎

PICUを備える施設に転院搬送となった。

コメンテーター：中條悟（兵庫県立塚口病院

〔考察〕

小児救急集中治療科）
症例２「痙鑿およびせん妄で救急搬送されたもやも

・メディア等で紹介され、首浮き輪が乳児の母親
の間で人気を博している。以前にも同様の事故

や病の２例」

は発生しており救急搬送された事例が続いてい

大阪府立急`性期・総合医療センター小児科

た。使用する者へのより厳重な注意喚起が必要

村山歩

である。

コメンテーター：小川加奈（大阪府立急`性期・

総合医療センター小児科）

・母親によるbystanderCPRならびにPALSを踏ま
えた初期対応が出来たことが自己心拍再開につ
ながったと考えられる。小児の蘇生法に対して

午後３時45分～４時00分【休憩】

小児に関わる人間（親・医療スタッフ）がより
強く意識を持ち、普及させるべきである。

午後４時00分～４時05分

【事務局からのお知らせ］

症例２：「痙撃およびせん妄で救急搬送されたもや

田尻仁（大阪府立急性期・総合医療センター小児

もや病の２例」

科）

大阪府立急性期総合医療センター小児科
村山歩

午後４時05分～５時35分

【小児救急セミナー】
座長：小野厚（大阪府済生会泉尾病院小児科）
小児救急セミナー１「食物アレルギーの救急対応」
耳原総合病院小児科眞鍋穣

小児救急セミナー２「小児の低血糖症～先天`性高イ
ンスリン血症を中心に～」

大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科
細川悠紀

小児救急セミナー３「古くて新しい新生児黄疸の話
題」

〔はじめに〕

もやもや病は小児脳卒中の原因の代表的疾`患であ
り、予後改善のためにも早期診断・早期治療が重要

である。今回痙撃およびせん妄で救急搬送され、精
査の結果もやもや病と診断された症例を経験したの
で報告する。

〔症例ｌ〕

１２歳女児。夕食中に呂律困難を訴え、その後せん

妄状態となり当センターへ救急搬送され、来院後も
症状持続するため、精査加療目的に入院となった。

１年４か月前に熱中症疑いで入院し、その後より起
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床後２時間くらい続く頭痛・嘔気を訴え、５～６回

右手の脱力を自覚したことがあり､前医で血液検査、
頭部ＣＴ検査、頭部ＭＲＩ検査、脳波検査を施行され
たが､異常所見を指摘されていなかった｡当センター

入院後、脳波検査での過呼吸負荷にてre-buildupを
認め、頭部ＭＲＡ検査を施行し、大脳動脈終末部の
閉塞所見よりもやもや病と診断し、脳神経外科紹介
となった。

〔症例２〕
６歳女児。ジャングルジムに登って遊んでいた時

に急に泣き出し、下におろした時に上肢の痙鑿およ
び眼球上転を数秒認め、その後傾眠となり、失禁も
みられたため、当センターへ救急搬送された。来院

時意識障害（JCSlOO)、左片麻痒を認めた。頭部
ＣＴ検査にて右脳内出血（基底核）を認め、脳神経
外科紹介となった。脳動脈造影にて右内頚動脈終末
部の狭窄およびもやもや血管を認め、もやもや病と
診断した。

〔考察〕
小児におけるもやもや病は一過'性脳虚血発作や脳

梗塞などの虚血』性イベントで発症することが多い
が、まれに脳出血を来すこともある。パターンのあ

る脱力発作、無熱`性けいれん、原因不明の頭痛を繰

り返す場合や家族歴のある場合は脳血管の画像検査
を行い、早期診断に努めることが重要である。

小児科臨床カンファレンス「小児重症感染症の診断と治療」
日時：平成26年５月１１日（日）１０：００～１０：５０
会場：ホテルグランヴイア大阪２０階「名庭Ａ」

講演ｌ「小児の重症感染症の診療；感染症の立場から」
岡山大学小児科八代将登先生

講演２．「小児の重症感染症の診療；救命救急の立場から」
岡山大学小児科・国立成育医療センターＰＩＣＵ野坂宜之先生
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公開講演会

「子どもの保育・教育と健康」～気になるこどもの育て方～報告
病気をもった子どもの教育・保育問題検討委員会藤丸季可

病気をもった子どもの教育・保育問題検討委員会
では、公開講演会を年１回企画し、実施している。

た。

講演会終了時にアンケート調査を実施し、159枚

今年度は第９回として､平成26年２月２日（日）に｢子

(832％）を回収した。参加年齢は、２０歳代22名、

どもの保育・教育と健康」～気になるこどもの育て

30歳代21名、４０歳代38名、５０歳代54名、６０歳代７名、

方～を大阪市立総合医療センターのさくらホールに

不明が１７名であった。職種は、保育士112名、看護

おいて、１３時半から１６時の約２時間半をかけ、大阪

師17名、施設長６名、医師６名、行政関係３名など

小児科医会と大阪府保育所保健連絡協議会の共催で

であった。講演会の開催を知った方法は、大阪小児

開催した。講師として、畿央大学教育学部准教授の

科医会からの郵送物が130名、友人・知人からの紹

古川恵美先生をお招きし、演題名『発達障がいの子

介が８名、医会ホームページからが２名、園医から

どもをつつむ家族支援』としてご講演（約90分間）

が４名などであった。講演会の内容については、と

していただいた後、約30分の質疑応答の時間を設け

ても役に立った63名、役立った56名、あまり役立た

る２部構成とした。参加申込みについては、大阪小

なかった４名、役立たなかった５名であった。今後

児科医会会員や大阪府下の保育所（園）などに案内

参加してみたい講演会内容については、食育、感染

用チラシを１月初旬に送付し、事前申し込みを受け

症対策、けがの応急手当などの多くの記載が寄せら

付けた。234名からの申込みがあり、当日参加者は

たと同時に、今後も発達障がいについて理解を深め

191名であった。

たいとする意見も多く（視覚支援､ペアレントトレー

講演内容は、気になる子ども、気になる親、障害

者の権利に関する条約、合理的配慮、個別の計画な
どについてであった。古川先生ご自分の経験も踏ま

えながら告知問題の難しさ、子ども達個々の長所を
把握し伝えることで保護者との信頼関係が築かれる
ことの重要`性、保護者には支援者が必要であること

などが述べられた。また、事例ｌ：友だちが我慢し

ていることを気付かない、事例２：主治医に子ども

の学校での様子を伝えたい保護者Ｃさん、事例３：
発達障がいのある子どもの親の会活動をしている保
護者Ｄさん、事例４：自分自身の親に理解してもら
えなかった保護者Ｅさん、事例５：小学校４年生の

時に子どもに障害告知した保護者Ｆさん、などの多

くの事例を提示され、各々における問題点を参加者
と共有することで、わかりやすく興味をもたれるよ
うに工夫された講演であった。

質疑応答では、保護者への対応や声掛けの方法、
保護者だけでなく子ども達を取り巻く全ての人間関

係が複雑に関係していること、保育所における加配

の問題、診断名が療育に本当に必要なのか、保育園

から学校（教育現場）への申し送りの現状など、参
加申し込み時に受け付けた事前質問と当日会場から

受け付けた多くの質問について丁寧に回答が行われ

ニングなど)、保育の現場などでは日常的に存在す
る共通の重要課題であることを再認識した。
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第５回大阪小児科医会予防接種セミナー報告
プライマリ・ケア部会藤岡雅司

平成26年１月25日、大阪商工会議所において、第

防接種実施規則の間隔規定を外れたら定期接種では

５回大阪小児科医会予防接種セミナーを開催しまし

ないという解釈は、予防接種法が省令に委任してい

た。メインテーマは「変わりつつある日本の予防接

る内容から逸脱しています。

種～小児のプライマリ・ケア医に求められること～」
で、約90名の参加がありました。

次に、講演２として、鹿児島大学大学院医歯学総
合研究科感染防御学講座微生物学分野教授である西

講演ｌとして「予防接種関連法令の沿革と解釈～

順一郎先生に「肺炎球菌感染症のワクチンによる制

『生後１２月から』は「満1歳の前日から』か？」とい

御～血清型変化への対応～」と題してご講演いただ

う演題名での主催者側の講演でした。法令に限定し

きました。西先生は小児科医として豊富な臨床経験

た内容で、聴衆の方々には少々なじみのない内容で

と共に、現在は基礎医学分野の教授としても活躍し

はあったかと思います。

ておられます。当日は小児の侵襲』性感染症の主な起

予防接種関連法令の体系は、法律の予防接種法を

炎菌である肺炎球菌とそのワクチンの有効`性や必要

頂点として、政令の予防接種法施行令、省令の予防

`性について、鹿児島県での疫学データなどを基にわ

接種法施行規則、予防接種実施規則が定められてい

かりやすく説明してくださいました。

ます。法令間には、法律＞政令＞省令という上下関

2008年のHibワクチン、2010年の７価小児用肺炎

係があり、法令間に矛盾がある時は下位の法令を変

球菌ワクチン導入に際し、鹿児島市ではいち早く公

更するという「法律優位の原則」があります。定期

費助成が実施され、Hib髄膜炎や侵襲'性肺炎球菌感

接種の対象となる疾病やその定期(対象年齢や期間）

染症(IPD)の発生数が著明に低下しました。しかし、

の規定は、法律から政令への委任事項であり、省令

少数ではありますがワクチン接種後のIPD発症例が

で定められる範囲ではありません。

増加してきました。この事象に対応するためには、

法定の定期接種と法定外の任意接種との違いは、

より多価の肺炎球菌ワクチンが必要であり、わが国

接種費用が無料か自費かということではありませ

でも2013年１１月からは13価ワクチンに切り替えられ

ん。健康被害救済制度の根拠法律が異なることが本

ました。１３価ワクチンへの切り替えにより、ＩＰＤの

質的な違いで、前者では予防接種法、後者では独立

さらなる減少が期待できます。小児対象の１３価結合

行政法人医薬品医療機器総合機構法であり、健康被

型ワクチンと高齢者対象の23価芙膜型ワクチンを普

害発生時の給付額に大きな格差があります。

及させて、すべての世代での肺炎球菌感染症が制御

次に、予防接種関連法令の解釈において問題とな

されることが望まれます。

ることの多い、民法に基づく年齢や期間の計算方法

７価ワクチン完了者に対しても、残り６価分の免

や、定期と間隔の区別について説明しました。月齢

疫を付与するために１回の補助的追加接種が必要で

や年齢、そして期間の計算は常識的な解釈でまった

す。諸外国の多くでは補助的追加接種も定期接種と

く問題がありません。「生後12月から」すなわち「満

して導入されましたが、わが国では公費接種となら

１歳から」の解釈ですが、生まれて１２月（１年）と

なかったため、保護者に対しての`情報の提供と接種

いう期間が満了するのは誕生日の前日の午後１２時で

推奨がより大切です。任意接種を含めた最も適切な

す。したがって、「満１歳から」は「満１歳の誕生

ワクチンスケジュールを提示することが医療従事者

日から」ということになります。

の役割として重要であると力説されました。

また、政令である予防接種法施行令で定める「定

期」（対象年齢や期間）は、予防接種法による健康
被害救済制度の適用に関係するので極めて重要です

が､省令である予防接種実施規則で定める｢間隔｣は、
標準的な接種間隔を提示しているに過ぎません。予
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第１回大阪発達障碍懇話会
プライマリ・ケア部会竹中義人

溢れる発達障碍

点で捉えていく事の重要性を強調されていた｡また、

一医師はどのように対応するのか－

発達障碍への薬物治療の適応についても概略を説明

されたが、ポイントとして、薬物療法（コンサータ

講師子ども心身医療研究所所長
大阪総合保育大学・大学院教授
冨田和已先生

やストラテラなど）の使用にあたっては親子に対し
丁寧な説明を心がけ、アドヒアランスを高める必要

開催日平成26年２月15日

性や、例えばＡＤ/ＨＤであれば初期の段階で使用す

場所大阪グランフロントコンベンションセンター

ることで好ましい効果が増加した後の､療育や教育・

指導などの対応が最も大切であることも強調されて
発達障碍は、脳神経系の器質的疾`患と考えられて

いた。対応についての原則として、子どもの健全な

いる。演者の富田和巳先生は40年近くにわたる子ど

人格形成を目指し、自尊心を壊さないことへの配慮

もの心身医療の実践のご実績とご経験から、発達障

も話された。「発達障害」を「発達障碍」と記述き

碍を中枢神経系の身体疾患、すなわち心身症として

れ「発達障がい」と表現されなかったのは、「患者

心身両面からのアプローチが必要な病態と捉えるお

さん」に「患者様」というような外見上の美辞麗句

立場でご講演された。その中で子どもの心と体や、

は排除すべきという富田先生らしい独特の視点で説

発達の問題については小児科医が取り組むべき課題

明されたのは印象的であった。また、独自のご経験

であり、当然ながら発達障碍も小児科医が取り組む

と長年にわたる不登校診療の実績から、不登校に発

べきであると説明きれた。そして、発達障碍の激増

達障碍が多く含まれている現象への分析として、社

についてご自身の視点から考察され、発達障碍の激

会環境の悪化が子どもの表現を更に下手・悪化させ

増はそれをとりまく環境の激変に伴うものであり、

ている不登校と､対人関係のおかしい発達障碍には、

遺伝子レベルでも同一個体内で部位の違い、時間差

表現型の違いはあってもその本質は同じものではな

により発生や分化が異なるEpigeneticsの理論モデ

いかという解説もされ、先生らしい独自の視点や世

ルを引用され、養育の違いにより子どもの頃の悪い

界観からの説明で、参加者にとっては、非常に理解

環境が、成人期に影響している可能性を示された。

しやすくインパクトの大きい講演会になったと感じ

さらに、発達障碍の増加の要因として、子どもに最

ている。

も必要な触覚（感覚）体験の減少（親子関係、特に
母子関係の変化)、皮肉ではあるが、周産期医療の

進歩や発達障碍の啓発や早期発見がかえって増加さ
せている矛盾、メールや携帯・スマホ、仮想現実な

どのメディアの影響や、忍耐できない社会や学歴社
会などの社会的な環境因子を取り上げられた。発達
障碍の増加の理由は、以前の微小脳機能障碍のある
一定レベルの存在に加え、環境に左右されるという
社会的視点から発達障碍を捉えていく事の重要'性を
強調されていた。さらに発達障碍を捉えるポイント

として、会話に問題がある場合が自閉』性スペクトラ
ム（ＡＳＤ)、行動上に問題がある場合が注意欠陥多
動'性障碍(ＡＤ/ＨＤ）とされ､適切な診断のためには、
誰のために役立つ診断をするのかを常に考え、Ｂｉo‐

psycho-socio-ecoethicalmedicine（心身医学）の視
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シリーズ在宅小児医療に取り組む（その10）

枚方市在宅小児医療ネットワーク会議の取り組み
－ライフステージに沿った支援を目指して－
枚方市小國龍也
１．はじめに

る１０数年前は、入院期間３年くらいを経て在宅医療

小児の在宅医療は、子供たちの地域での生活、療

に移行する３～４歳の児童が多かったが、生後２か

養、教育など小児独特の要請に対応する必要がある

月といった低年齢から在宅に移行する例が増加して

が、現状は成人を対象とした看取り機能も含めて構

いることも最近の傾向である。さらに枚方市では先

築された制度の中で行われている。実際の運営は現

に述べたように新生児のセンター病院が多いという

実に迫り来る問題にその都度対応するというもの

理由により、本来の市内在住者に加え退院後の通院

で、制度的にも解決すべき大きな問題を抱えながら

の利便`性を考えて市内に転入されるケースもあり、

始まったという経過がある。このような中で、枚方

在宅小児医療体制の整備は市内の保健事業の喫緊の

市では平成21年より大阪府枚方保健所を中心に、増

課題となっている。

加する在宅高度医療ケア児に対応する支援を行って
きた。その活動を通じ、平成23年に枚方保健所地域

３．在宅小児医療ネットワーク構築会議

保健課をコーディネーターに、医師会と保健所の合

（１）これまでの活動内容

議の上で、保健所、医師会、関西医科大学枚方病院、

表は平成23年以来在宅小児医療ネットワーク構築

枚方市民病院、枚方市障害福祉室、市内開業医、訪

会議で検討、実施した研修会の内容である。途中よ

問看護ステーションをメンバーに「在宅小児医療

り、議論をより早く実現化すためには専門的知識(法

ネットワーク構築会議」を組織した。実態調査、病

律、行政`慣行）や権限を持った組織からの参加が不

院と診療所のマッチング活動や、より良い患児とそ

可欠という判断から､24年より枚方市保健センター、

の家族支援のためのネットワーク構築等を通じ、患

25年より枚方市教育委員会､交野支援学校が参加し、

児と保護者の要請に対応してきたのでその概要を報

現在充実した委員構成になっている。

告する。

表からも読み取れるようにこの３年間を通じた会

小児在宅医療の中で療育する子供たちの疾患の程

議では､初年度は(1)現状把握､その後(2)啓発､(3)

度やケアの必要度は様々で、種々の生活行為の補助

人的資源の発掘とその研修、(4)ケーススタディー

を中心に軽度の医療的ケアを必要とする児や、自己

を通じた経験の共有と議論の深化、(5)提議される

注射、チューブ栄養、気管切開、胄瘻、ざらに人工

諸問題の解決とその事後処置の在り方というように

呼吸器など高度のケアを必要とする児まで非常に幅

ストラテジックに議論されている。実働組織として

がある。本項では人工呼吸器等の在宅高度医療を必

の議論を通じ「顔の見える情報交換の重要`性：所長

要とするケースを中心に述べたい。

談」を再認識している。

さらに構成委員がそれぞれ別に属している他の団
２．枚方市の現状

体の活動も会議の中で紹介されている。当然､春本・

市内には関西医大枚方病院、また隣市の高槻市に

田中を中心に運営きれている大阪小児科医会プライ

大阪医大、高槻病院があり、近隣に合わせて３つの

マリ・ケア部会の在宅小児医療委員会の活動やその

新生児医療のセンター病院がある。そのため１０数年

プロダクトも紹介しており、調査研究や在宅小児か

前より在宅高度医療の適応となる児は、従来の種々

かりつけ医紹介事業などその活動は高く評価されて

の疾患による高度の障害を持つ児に加え、新生児期

いる。

のクライシスを完全に乗り越えることができなかっ

（２）より利用しやすい制度を目指して

た児や高齢出産の増加に伴う染色体疾`患を中心に増

個人的経験であるが、行政用語や法律用語の解釈

加している。また小児在宅高度医療の黎明期と言え

は`慣例等もからみ門外漢には理解しにくい場合があ

2０１４．３

大阪小児科医会会報

る。実際、在宅児が利用可能な種々の社会制度は、

2９

になった。

現実の要請に対応する形で整備されてきているた

め、個々のケースの適応の可否は非常にわかりにく

４．今後の課題

い事がある。医療関係者であっても、制度の存在自

医療情勢の変化により、従前は入院治療の適応と

体を把握できていない制度がある。当然保護者は

思われていた病態も在宅に移行し、在宅医療は拡大

もっと混乱している訳で、何らかの助言者の必要`性

することが予想される。小児に限れば社会の晩婚化

を感じる。実際､会議であった事例を紹介する。「あ

の流れの中で高齢出産は増加すると思われるが、必

る制度を申請する時、役所の窓口に行かなければな

然的に出生する染色体疾`患、新生児期のクライシス

らない。でもケアのためにこの子を一人にすること

を完全に乗り越えることができなかった児など、在

はできない｡だから役所にいけない＝申請できない」

宅高度医療を必要とする児はますます増えると思わ

という事例報告があった時、同席委員から「それは

れる。

郵送でも可能ですよ」というコメントがあり、一挙
に解決したことがあった。

保護者や子どもに可能な限り平穏な生活を保障す
るためには、その子供たちの病態という縦軸と成長

そのような経験を通じ、年齢、疾`患や障害の程度

という横軸、そして親の加齢という要素を考慮した

等により利用可能な制度は子ども個々異なるので、

所謂年齢に沿った支援が必要である。そのためには

子どもそれぞれの利用可能な制度を網羅した一覧表

ネットワークとそれを統括する組織が重要で、枚方

があれば有用という趣旨で､利用可能な制度の｢カー

市の、医師会、行政、教育など多職種を巻き込み、

ド」を作成する試みをおこなった。カード：「○□

保健所をコーディネーターにしたネットワーク会議

。△さんの利用している主要な福祉制度と更新手続

き」である。これには、制度名、初回申請日、更新
の有無、期限、更新時期、受付場所とその窓口、郵
送の可否、電話番号、備考の欄があり、実際の制度

欄には児童福祉手当､大阪府重度障がい者介護手当、

特別児童扶養手当、小児`慢性特定疾患、身体障害者
手帳、療育手帳などが列記きれ、備考には「障害児

福祉手当なら毎年８月現況届」などが記載され、わ
かりやすくできている。これを見ると利用可能な未

利用の制度の紹介も容易にできる。

（３）その他
市内にレスパイト機能を持つ病院は必須であると
いう会議での議論の結果、枚方市民病院建て替えに
際し、院内にレスパイト機能を持たせることを要請

し､制度的制約のある中で前向きの返事を得ている。
自宅から病院へ緊急搬送が必要であった経験から、
患児宅用に「緊急カード」を関西医大枚方病院を中
心に作成し、救急隊に伝えなければならない必須の

情報をあらかじめ所定のカードに記載しておき緊急
時に情報の漏れはないよう意図した。
子どもたちの生活空間は、病院と自宅のみに限ら

れる傾向がある。しかし保護者の就労等のため、ま
た子どもの成長に伴う生活空間の拡大という自然な

流れを保障するために医療ケア児の利用できる児童
デイケア施設は重要である。会議では市内の２施設
が紹介きれたが、子ども個々の年齢に応じた施設の

情報が必要と議論され、その一覧表を作成すること

'よ有効な事業と考えている。
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表）在宅高度医療ケア児支援ネットワークについての取り組み経過

年月日
平成21年

於枚方保健所
東ブロック４保健所で取り組む
人工呼吸器装着へのケア
高度医療児の健康管理と医療的ケアの対応について

平成22年1１月

在宅医療的ケア児への支援（訪問看護ス対象）

平成23年３月

関西医科大学枚方病院と医師会と合議
仮称：訪問診察医などの構築のためのネットワーク会議

平成23年８月

枚方市内の小児科標梼医69箇所に調査回収率82.6％

平成23年１２月

｢在宅小児医療ネットワーク構築会議」発足

平成24年３月

研修会．在宅小児医療ネットワーク構築事業にむけて
露枚方市の医療的ケアの必要な児の状況

平成24年８月

研修会の企画と事例検討

平成24年９月

枚方交野小児科懇話会で、笹井康典枚方保健所長が「医療的ケアの必要な子供への対
応」について講演に

関西医大枚方病院大橋講師「当院における在宅医療の取り組み」
平成24年11月

訪問看護師向け事例検討会

平成25年３月

高度医療的ケア児の実態調査結果について検討
障害福祉課より`情報提供

平成25年７月

教育委員会から「医療的ケア児の現状と課題」について報告
交野支援学校から「医療的ケアを必要としている子どもへの地域支援

愛仁会リハビリテーション病院児童発達支援事業所」見学報告
平成25年１０月

研修会「障がい受容と心理的支援」
大阪樟蔭女子大学高橋優子先生

平成25年１２月

在宅高度医療児の救急搬送についての懇談会

平成25年１２月

研修会「重度障がい児の療育と発達」高橋寛志先生

平成26年２月

事業報告レスパイト入院、大阪小児科医会活動報告、
救急搬送、事例報告、児童デイケアの紹介
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子育て支援シリーズ

子育て相談への

コモンセンスペアレンテイングプログラム（CSP）の利用
プライマリ・ケア部会福井聖子

ＣＳＰはアメリカのネブラスカ州のBoysＴｏｗｎで

るというものです。その３『効果的なほめ方』は、

様々な実践やデータの積み重ねをもとに開発きれた

問題点の追求ではなく、それ以外の何気ない時間に

『子どもが社会で自立する力を育む援助方法』で、

ほめたり認めたりすることがあるので、そこを意識

親や子どもに関わる大人の教え方を６項目に集約さ

します。その４『予防的教育法」は、子どもにして

せたものです。行動に注目したプログラムなので、

ほしい行動をあらかじめ伝えて練習させます。６つ

行動療法と重なる部分も多いようです。ＣＳＰは中途

の方法があるのですが、この４までを当てはめるだ

半端に利用すると小手先の子どものコントロール方

けで、かなり問題解決の道がみつかります。

法にもなりかねないので、本当に学ぶには受講が必

「いつも怒ってばっかり」の例で､考えてみましょ

要です。この紙面ではこういったプログラムの利用

う。あるお母さんに具体的に聴くと、一番腹が立つ

によって、異文化に怒らずに子育ての相談ができる

のは「食事中に２歳と３歳の年子の男の子のきょう

ことを紹介したいと思います。

だいがテーブルに上がって騒ぎ出す」ことを挙げま

CSPでは、６つの方法があります。そのｌは『わ

した。詳しく聴きました。最初はおとなしく食べて

かりやすいコミュニケーション』と名づけられ、子

いるのでお母さんはテーブルから離れて台所仕事を

どもにとって抽象的な言い方を避け具体的な行動を

続けていると、だんだんふざけて－人がテーブルに

言葉で伝えるというものです。子育ての相談も「毎

上がります。お母さんが口で言っても止めず、そば

日怒ってばかりで大丈夫でしょうか？」「今はイヤ

に行って叱ると今度はもう一人もテーブルに上がっ

イヤ期なんでしょうね…」など、抽象的な質問がよ

て２人で嬉しそうにわあわあ騒ぎ収拾がつかなくな

くあります。何となく、どういうあり方を追求すれ

るそうです。食事はまだ残っているので厳しく叱り

ば根本的に解決できるかを求めている気がします。

つけ「片付けるよ！」と言うと､｢食べたい」と言っ

しかし問題解決には小さな問題を一つずつ解決する

て－人が座り直して食べ始め、それなら食べるかと

ことが大事だそうです。そこで、相談の最初のアプ

思えばまたすぐふざけ出す。食事の時間はダラダラ

ローチは、「例えば、いつもどんなことで怒ってい

と長く、あっちを叱ればこっちがふざけるで、毎日

るの？」と具体的な状況を質問します。そして「問

馬鹿にされているようでイライラするというお話で

題になっている子どもの行動」と「その人が何を期

した。

待しているか」を聞き取るようにします。聞き取っ

子どもの行動がエスカレートする場合は、その行

てからの組立は－番頭を使うところですが、いくつ

動が子どもにとって良い結果を得ていることが多い

かの解決方法をその人と一緒に考え､最後に「では、

です。この話を聴くだけで、きょうだいはテーブル

この場面であなたがこういう風に行動してみましょ

に上がるという行動が自分たちにとって良い結果で

う」と行動目標を提示します。もちろん、その人が

あることがわかります。２人で騒いで楽しい上に、

できる行動であることが重要です。

テーブルに上がると大好きなお母さんが自分たちの

う～ん、何となくわかったようなわからないよう

そばに来て延々とかまってくれるのです。おそらく

な話でしょうね。問題解決の組立は、方法その２～

子どもたちは親を馬鹿にしているのではなく、本当

４が有用です。その２は『良い結果、悪い結果』で

に単純に嬉しいし面白いのでしょう。お母さんの要

す。子どもは自分にとっての良い結果、つまり嬉し

望は、『いつも怒らなくてすむ良い子になってほし

いことや面白いこと、都合の良い結果が得られると

い」と言いながら、この問題に絞れば｢最後まで座っ

それに至った行動が増え、悪い結果、つまらなかっ

て食事を食べてほしい』ことですね。

たことや不都合な結果に陥るとそれに至る行動が減

ここまでわかれば、あとは方法を当てはめ問題解
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決に向かいます。子どもがしてほしくない行動を

態度を正す指導方法を取ると自責の念を抱かせやす

取ったときは､淡々と『子どもにとっての悪い結果』

く、人は自責の念を抱くと行動を変化させにくいと

を与えます。お母さんの話の中に答えがあります。

されています*)。また２は､｢最後まで食べさせたい」

子どもたちは最後まで食べたいと思っているわけな

という思いとせめぎ合いになった時、一旦取り上げ

ので、途中でテーブルに上がったら、食事を片付け

てもつい「今度からちゃんと食べるのよ」と折れて

て終わりにすればいいのです｡断固として取り上げ、

しまいやすいのです。行動の意味を説明し、目標を

その時は完全に片づけて二度とテーブルに出さない

立てることは大変重要だと感じます。

ようにします。大体１回、多くても３回同じ対応を
繰り返せば、うまくいきます。

「いつも怒ってばかり」のうち一つの問題が解決
すると、やればできるという自信と他にも応用しよ

また、子どもたちが食事をする時はお母ざんが

うという思いを抱く人が多いです。そうならない人

いっしょにテーブルで食事をするといいですね。子

もいますが、少なくとも相談したときに一緒にその

どもたちはおとなしく食べると、『お母さんと一緒

状況を考えてくれたという感覚を持つので、次から

に楽しく食べる」という「良い結果』が得られます。

相談しやすくなることが多いです。こちらも、何が

さらに方法３の『効果的なほめ方」を使って、その

できてどこがうまくいかなかったのかという風に考

時に「じょうずにおとなしく食べている」ことを言

えることができます。

葉にして認めればいいのです｡お母さんは,忙しくて、

今まで私が行っていた相談は、専門職への紹介が

子どもがおとなしい間に台所仕事を片付けたいかも

必要なものとそうでないものに分け、紹介不要のも

しれません。しかし、いっしょに食べる時間を取る

のは子どもの発達の特徴や今後の見通しを話し、経

ことによって、怒って子どもに振り回される時間が

験の中から良きそうな対応の仕方を紹介するといっ

なくなるので、全体的には子どもに関わる時間は短

たものでした。この程度だと、力量のある保護者は

く、しかも楽しい時間が増えます。方法４を用いて、

自分なりにヒントをつかむようでしたが、今日明日

あらかじめ「テーブルに上がったら、食事は片づけ

をどうしたらいいかわからない保護者にとっては有

る」ということを伝えておくことも大事です。

用』性が低く問題解決には至らないと感じていまし

こんな風にお母さんの話をよく聴き、方程式を当

た。また、自分の考え方をつい押しつけてしまうよ

てはめるようにその’～４を当てはめるという相談

うな気がして、本当のところ相談は苦手でした。と

方式を取ることによって、「相談』のイメージは大

ころがこのプログラムは当てはめる方法という枠に

きく変わりました。今までだったら、まず具体的に

共通点があるだけで、問題解決の目標も方法の答え

詳細に話を聴くということをせずに、「子どもはお

も保護者の側にあり、こちらの人生観を押しつける

母さんにかまってほしいのだろうから､悪気はない」

ことなく相談にのれます。また具体的に目標設定や

｢座って食べる見本を見せることが大事」「年子の男

行動を提示することができるので、保護者としても

の子は大変だが、大きくなればわかってくる」ぐら

やる気になるようです。

いの話をしていたと思います。詳しく話を聞いたと

考えてみると、子育ては日頃の生活で親の人生観

しても、下手をすると「子どもだけで食べさせてお

を軸に営まれています。多様な社会になり、１００人

くのは良くない」とお母さんの態度を正すように指

いれば１００通りの子育てがあるなか、100回の相談が

導したかもしれません。それでも何とかなるかもし

あればその答えも１００通りのはずです。枠当てはめ

れませんが、次の食事の時やテーブルに上がった時

方式は現代の子育ての相談に大変有用と感じていま

にお母さん自身がどう振る舞えばいいかは暖昧にな

す。

ります。

この例の問題解決は、お母さんが主に２つの行動

＊）参考スタンフォードの自分を変える教室

目標を継続的に実行できるかどうかにかかってきま

ケリー・マクゴニガル神崎朗子訳大和書房

す。１つは『子どもといっしょに食事をすること｣、

東京２０１２

２つ目は『子どもがテーブルに上がったとき、食事
を片付けてしまうこと」です。これだけのことでも

意義づけが暖昧だと日常生活の中で毎日実行するの
は難しいものです。１に関して言えば、お母さんの
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大阪市立十三市民病院
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市

一二涛鏡》
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阪鯉室
阪悠宝塚鰍
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小児科部長
平林円先生
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－病院紹介記

〔はじめに〕

新生児（出生体重1,5009以上、在胎週数34週以上）

十三の地名は、1575年、石山合戦（大坂石山、現

のケアを行い、５階の消化器内科・泌尿器科との混

在の大阪城付近にあった大坂本願寺を織田信長が攻

合病棟に一般小児の入院を受け入れています。

めた）の際に織田方の荒木村重が「十三の渡し」に

平成25年度は常勤医が平林円（昭和57年卒、新生

て戦うと「大谷本願寺通紀」に記されたのが初見と

児)、藤岡弘季（平成７年卒、神経)、谷本和哉（平

されています。その後､1910年に完成した中津川(現

成１０年卒、アレルギー）の３名と堀田優子（平成２１

淀川）の改修によって「十三の渡し」は淀川の底に

年卒、後期研修医）の４名体制で曰常診療を行って

水没しましたが、阪急電鉄が神戸線・宝塚線・京都

います。神経・内分泌疾患などの`慢』性疾患を含め新

線の分岐部に設けた駅に創業者の小林一三氏の名前

生児より思春期頃までの小児科疾`患全般についての

に肖って？「十三｣の名称を使用したことで今に残っ

診断、治療、フォローアップに対応しています。非

ています。

常勤スタッフとして大阪市保健所より李和幸医師が
新生児診療、大阪市立心身障がい者リハビリテー

〔病院概要〕

ションセンターより峯川章子医師が発達支援外来を

十三市民病院は、大阪市内淀川以北の唯一の公立

それぞれ週１回担当しています。

病院として、1949年１２月に現在の淀川区役所のある

地域医療機関の先生方との連携を密にして、子ど

十三束に設立きれましたが、2002年に約1.2kｍ北西

もたちの健やかな成長発達を支援できるような小児

の野中北に新築移転いたしました。現在は病床数

医療を目指しています。平日の20時30分、土曜日の

263床（一般病床224、結核病床39）です。当院を起

12時30分までは地域医療機関の先生方からの時間外

点に３～４ｋｍの範囲で、西に愛仁会千舟病院、東

の入院依頼に対応しております。

に淀川キリスト教病院、南に済生会中津病院があり

ら南東へ徒歩約８分、阪急電鉄「十三駅」から北西

〔赤ちゃんにやさしい病院（BFH；BabyFriendly
Hospital)〕

へ徒歩12分です。大阪市バス69号系統「十三市民病

近年、乳幼児の感染予防や母親の乳ガン・卵巣ガ

ます。最寄りの駅は阪急電鉄神戸線「神崎川駅」か

院」（病院内に乗り入れます）下車です。

ン予防効果、母子関係構築への重要'性が明らかにな
り、母乳育児が復活しつつあります。

〔小児科の紹介〕

十三市民病院が位置する淀川区の３か月健診にお

小児科は開院当初より設けられ､未熟児室を備え、

ける母乳率は、2000年には28.8％と大阪市24行政区

NＭＣＳ（大阪新生児診療相互援助システム）に参加

中23位でした。十三市民病院においては2002年より

して病的新生児を受け入れて診療を行ってまいりま

母乳育児支援への取組みを開始し、ようやく2009年

したが、新築移転を期に未熟児室の看護単位が産科

にユニセフとＷＨＯからＢＦＨとして認定されまし

病棟と融合され、４階の周産期病棟では主に正期産

た。2012年には３か月健診における母乳率が60.6％
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と大阪市24行政区中4位に上昇しました。淀川区内

認定病院の出生数の割合はまだ約７％です。各

の出生数の約３分の１が十三市民病院での出生であ

BFH認定施設は、大阪府の全ての周産期施設が「赤

り、十三市民病院単独でのｌか月健診時母乳率は

ちゃんにやさしい病院」になるように働きかけを続

80％前後、３か月健診時の母乳率は70％を越えてい

けております。

ます。

授乳行動や母子の密接な接触が、生物学的な母親

母乳育児支援開始によって院内出生児の２歳まで

が社会的な母親になっていく過程に重要な役割を持

の急性感染症による入院率は約３分の１に低下しま

ち、母子の絆が子どもの精神的な成長に密接に関与

した。地域の小児の健康を守るために、健やかな子

すると考えられています。母乳育児は味覚・嗅覚・

育てのためにできるだけ多くの母子が母乳育児を始

触覚・視覚・聴覚を総動員した五感による相方向の

め、そして継続できるように支援しております。

交流であり、出生後、数千回繰り返されるその行為

大阪府には笠松産婦人科・小児科（阪南市・’996

が育児に必要な母子関係と始まったばかりの赤ちゃ

年認定)、愛仁会高槻病院（高槻市.2008年認定)、

んの人生の糧となります。地域でご活躍の先生方に

国立病院機構大阪南医療センター（河内長野市.

も、お母さんと赤ちゃんが母乳育児をできるだけ長

2010年認定)、谷口病院（泉佐野市.2012年認定)、

く続けられるようにご支援をお願いいたします。

ベルランド総合病院（堺市・2013年認定）と十三市
民病院の計６施設のＢＦＨ認定病院があり、４７都道

府県中最多ですが、大阪府の出生数に占めるＢＦＨ

外来担当表
月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

初診

藤岡弘季

堀田優子

平林円

平林円

谷本和哉

再診

平林円

谷本和哉

藤岡弘季

藤岡弘季

堀田優子

(予防接種）

(乳児健診）

(フォローアップ）

(アレルギー）

(神経）

交代制

交代制

平林円

谷本和哉

藤岡弘季
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午後

予約
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社会福祉法人大阪暁明館大阪暁明館病院
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当院は、大正４年に大阪市此花区内に篤志家広岡

菊松氏が労働者の宿泊施設として「大阪暁明館」を

設立した事を始まりとし、昭和15年に軽費診療所を
併設、これが病院業務の始まりとなり、今日に至っ
ております。平成25年４月には此花区内西九条に新

築移転、平成27年には創立１００周年を迎えようとし

l liIl l l l l 1 l1l 1l l l l il1l i i i1IiIl1lI

ております。キリスト教精神に基づく全人的医療を
通して、地域住民が心の絆を実感できる病院を基本

理念に業務に従事しております。

llllll

小児科診療
その様に病院自体は長い歴史があるのですが、小

児科は一時診療を閉鎖していた時期があり、平成２４

健診、後期健診、水曜日、金曜日の午後に予防接種

年４月から非常勤医による週２日の外来業務を再開

を行っております。常勤医が増え次第、入院業務も

し、そして、平成25年より常勤医１名、非常勤医２

行っていきたいと考えております。

名の体制で平日毎日と土曜日午前診の外来業務を開

近隣病院の先生方には入院患者様の紹介、或いは

始するに至りました。病院の歴史に比ぺ、診療科と

専門外来へ`患者様の紹介などでご高診、ご加療をお

しての小児科はまだ「生まれたばかり」の診療科と

願いする事も多く、大変にお世話になっております。

云ったところかと思います。現在は外来業務だけの

この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

変わらぬご指導ご鞭燵を頂戴出来れば幸甚です。

診療となっております。月曜日から金曜日の午前午
後、土曜日の午前に一般診察、火曜日午後にlか月

何卒、よろしくお願いいたします。

外来担当表

1診

月

火

水

木

金

士

横尾

横尾

横尾

横尾

横尾

横尾

吉澤

石川

午前
2診

l診

横尾

横尾

(健診）

横尾

石川

横尾

横尾

午後
2診

吉澤

石)|’

石川

(予防接種）

(予防接種）

2014年２月現在受付時間：午前８：３０～１１：３０、午後１２：４５～１５：００予防接種、健診は予約制
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地域勉強会の紹介

寝屋川小児科懇話会
協仁会小松病院小児科・病院長原田佳明

寝屋川小児科懇話会は、平成９年４月に安原昭博

回多数の先生の参加を戴き､活発な`情報交換を行い、

先生の関西医科大学小児科部長赴任を契機に、寝屋

顔の見える関係を築く上でたいへん大きな意味を持

川小児科勉強会として発足しました。平成16年の関

つ有意義で楽しい時間となっています。

西医科大学香里病院の一旦閉院に伴い、名称を寝屋

現在の役員は、顧問を関西医科大学小児科学講座

川小児科懇話会と改称しました。同年に定めた「寝

主任教授金子一成先生にお願いし、会長を原田佳明

屋川小児科懇話会」会則では､第二条で会の目的を、

が務めています。副会長は、ひえじま医院曰衞嶋禎

｢本会は地域の病診連携と小児科診療の向上を追求

介先、清水小児科清水寛先生、早川ファミリークリ

し、生涯教育を行う場であると共に、会員相互の，情

ニック早川孝裕先生、関西医科大学香里病院小児科

報交換ならびに親睦を図ることを目的とする｡」と

荻野廣太郎先生、会計を中村小児科中村文夫先生、

し、第３条で事業として年に２回学術集会を開催す

会計監査を安原こどもクリニック安原昭博先生と関

ることと定めていました。平成19年以降は年に１回

西医科大学附属枚方病院小児科辻章志先生が務めて

の学術集会の開催に変更し、昨年９月21日に第25回

います。年に１回開催する役員会では主に学術集会

寝屋川小児科懇話会を守口市ホテルアゴーラで開催

の開催日程と特別講演をどなたにお願いするかを相

しました。第４条で「本会の会員は、本会の趣旨に

談し決めています。

賛同する寝屋川市及びその周辺の小児科医療に携わ

本会は、生涯教育の場であるとともに、寝屋川市

る者とする｡」と定めています。発足当初から寝屋

を中心とする小児科診療の向上と病診連携の推進を

川市医師会とアポットジャパン社の共催を得てお

図り、会員相互の親睦を図る目的を充分に果たして

り、開催の広報は大阪府医ニュースに掲載するとと

いると自負致します。本会に関心のある先生のご参

もに、寝屋川市医師会とアポットジャパン社を通し

加を心よりお待ちしています。

て寝屋川市周辺の小児科の先生にご案内をしていま

す。小児科に携わる医師であれば、どなたでも参加
戴けます。

学術集会は、各30分の２題の指定演題と１時間の
特別講演ｌ題の構成で、大阪府医師会生涯教育講座

システム２単位と日本小児科学会専門医認定単位２

単位を取得しています。第25回の学術集会の指定演
題は、関西医科大学小児科藤井喜充先生が「上気道
炎を契機に発見きれたI慢`性膵炎のｌ症例」を、協仁
会小松病院小児科から私が「ヘリコバクターピロリ
胃腸炎の小児自験例｣を報告しました。特別講演は、

大阪市立大学大学院理学研究科生物地球専攻教授宮
田真人先生にお願いし、「肺炎細菌、マイコプラズ
マの滑走運動」を講演戴きました。第25回の参加医
師数は30名で、寝屋川市から１３名、大阪市から３名、

大東市から２名、堺市から２名、羽曳野市と南河内
郡から１名、関西医科大学枚方病院から５名、関西
医科大学香里病院から２名、関西医科大学滝丼病院

から１名の参加を戴きました。過去25回の平均参加

第19回寝屋川小児科懇話会

医師数は28名です。講演会終了後の意見交換会も毎

（|日守口プリンスホテル）
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ベッドサイドメモ

ＱＴ延長症候群について
ＱＴ延長症候群（ＬＱＴＳ）は、心電図上のＱＴ時間が長く、突然に心室頻拍や細動が出現して失神
や突然死を起こしうる疾患であり、学校心臓検診では最も注意が必要な疾患の１つである。近年、
その遺伝子異常が報告されるようになり、現在では８つの染色体上で12個の遺伝子異常が報告され

ている。一方、平成24年度に改訂された「学校心臓検診の実際」では、新しくＬＱＴＳと診断するた

めの補正ＱＴ時間（ＱＴｃ）の測定方法と判定基準が示された。以下に、代表的なＬＱＴＳの遺伝子型
と心事故、QTc測定方法と判定基準について示す。
１．ＬＱＴＳの遺伝子型と心事故の関係

ＬＱＴＳの遺伝子型は、ＬＱＴｌ～ＬＱＴｌ２まで12個の異常が報告されているが、診断例の40％が
LQTl、３０～40％がLQT2、１０％がLQT3と、これら３つの遺伝子異常でほぼ90％を占める。

ＬＱＴｌの患者さんの心事故（失神発作、心停止、突然死など）の多くは運動中に起こり、特に水
泳中に多いことが特徴である。よって、学校では運動制限、特に水泳（競泳や潜水）は制限する必
要がある。

ＬＱＴ２の患者さんの心事故は、情動ストレス（恐怖や驚憎)、睡眠中の目覚まし時計の音による
覚醒時など、急激に交感神経が緊張する状態で起こる。またＬＱＴ３の患者さんの心事故は、交感神

経緊張が低下している睡眠中や安静時に多いとされている。学校では、ＬＱＴ２の患者さんには運動
制限が必要であるが、ＬＱＴ３の`患者さんでは管理が難しいのが現状である。

(国立循環器病研究センターＨＰ；http://hospitaLncvc､gojp/section/aOOl/aOOl-d3a・html参照）
２．補正ＱＴ時間（QTc）の測定方法と判定基準

従来は、Basettの補正式（ＱＴ時間／ＲＲ時間'2）を用いて、045以上を異常としていた。しかし
Basettの補正式では心拍数の影響を受けやすいという問題があり、平成24年度の改訂では、

Fridericiaの補正式（ＱＴ時間／ＲＲ時間''3）を用いて、0.45以上を異常とすることに変更された。補
正式の分母が、ＲＲ間隔の２乗根から３乗根になったわけである。

尚、ＱＴｃの測定は、Ｖ５→Ⅱ→Ｖ６の順番に計測することが推奨されている。
また最近では、これらの補正式が導入された自動心電計が販売されているが、自動計測法で抽出
された場合は、マニュアルによる用手的接線法（Ｔ波の下行脚に接線を引き、基線と交わった点を
T波の終点とする）で再判読することが推奨されている。

(学校心臓検診の実際一平成24年度改訂一２次検診対象者抽出のガイドライン参照）
（松下享）
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鱗溌議随想溌蕊(蕊蕊i護溌蕊雛鶴溌讓鱗鐇蕊議董
これからの日本の人ロ
堺市西区木寺克彦

ではとの考え方もあると思われる。しかしこの人

口減少は、昔のような疫病、飢饅や戦争などにより
もたらされたものではなく、生まれてくる子供の数

が減ることによるものである。そして、半世紀後に

最近我が国の人口は少しずつ減少している。

は適齢期の女'性の数も半分以下にない今の倍を生

戦後､昭和20～24年の第一次ベビーブームの頃は、

んでも今と同じという。ある学者の計算によると、

年間260万人（合計特殊出生率＝女'１生が一生に産む

１００年後の人口は現在の三分の－の4,000万人にな

子供の数は4.5）の出生があった。その後、医学の

り、西暦2900年には1,000万人、西暦3000年には0に

進歩や社会現象の変化により、多産多死の時代から

なるという。そこで、今までのように、日本の若い

少産少死へと変わり、人工妊娠中絶の普及で中絶件

男女が普通にしかるべき年齢で結婚し、２～３人の

数が増加し、また、避妊技術の確立などにより出生

子供を産み育てるようにすれば解決するのでは（長

率は低下してきた。昭和30年頃には出生数は160万

谷川埼玉大学名誉教授）とのご意見である。とにか

人余り（合計特殊出生率1.96）に減少してきた。そ

く、出産、育児についてはいろいろと問題もあり、

の後、昭和40年代後半の第二次ベビーブームで何と

大変であるが、もう一度よく考えてみてはと思う次

か出生数を200万前後で確保していた。しかし、昭

第である。

和50年以降は適齢期の女性の人口は低下し、次第に
出生数の減少が続いてきた。そして、遂に昨年の出

生数は103万3,000人（1.39）で戦後最少となり少子
化が進んできた。ちなみに、出生数が急激に減少し

た昭和41年（丙午ひのえうま）で出生の抑制があっ
た年でも138万人（158）であり、現在の出生数は、
当時よりはるかに下回っている。

このように少子化が進んできた理由として、女性
の高学歴化と社会進出、晩婚化、未婚化などが考え

られる。まず、女性の大学進学率は平成22年45.2％
となり、男'性の56.4％に比べると少し低いが、以前

多かった文学部や教育学部から法律や経済、理工学
部など、就業率の良いところにシフトしている。次

に、初婚年齢を見ると、昭和50年は女'性24.7歳、男
｣性27歳であったが、平成22年はそれぞれ28.8歳、
30.5歳で晩婚化の傾向が見られた。出生時の母の年

齢も昭和25年では90％は20代（30歳以下）で産んで
いるが、平成16年では30歳以上で産んでいるのが
40％であった。なお、平成22年時点で、５０歳まで一
度も結婚したことがない、いわゆる生涯未婚率は、

男`性2014％､女`性10.61％でいずれも過去最大であり、

30年前に比べて男」性７倍、女`性２倍に増えている。

昨年の我が国の総人口は1億2,700万人、出生数は
１０３万人、死亡数は124万人であったので人口は21万
人減っている。これについては、戦後増えた人口が

年間20万人ずつ減少しても元に戻るだけで、１００年
で人口は一億人になるのであり、特に問題はないの
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が、少し離れると、富士山が目の前にドカンとそび

えていました。そこでは、小児科医として働いてい

た時と全く時間の流れが異なり、てんかんという病

入会のご挨拶
和泉市最上友紀子
この度、大阪小児科医会に入会させていただきま
した、最上友紀子です。

気だけを見つめる時間は貴重な物でした。一日中脳
波とにらめっこしては、あ_でもないこ－でもない

と、上司や同僚と話し合い、勉強し、治療を進めて
いく日々でした。その中で、影響を受けた先生と出

会い、またさまざまな病院から研修や転勤してきた

先生と一緒に仕事ができたことが、素晴らしい経験

現在、大阪府立母子保健総合医療センター小児神

になりました。`患者さんも遠く北海道から沖縄まで

経科医長として働いています。時々、現在どうして

本当に日本全国から来院されていました。時に、大

小児神経科をしているのかと思うことがあります。

阪からの,患者さんもいて、静岡の地での再会を喜ん

私は､幼少時より小児科医になりたいと長年思い、

だこともあります。

念願かなって小児科医となりました。元々は、新生

2012年４月に、現在の大阪府立母子保健総合医療

児や循環器､国際医療支援などに興味がありました。

センターに戻ってきましたが、やはりまだまだ分か

また、当初は、感染症などで元気になって帰ってい

らないことが多いなと日々実感しています。それで

く子供を見て、小児科医になってよかった～と思う

も、いろんな基礎疾`患を持った児や重度障害児だけ

ことがありました。その後、関連病院で勤務してい

でなく、その家族も含め見ていくことは、やはりや

るときに神経疾`患の`患者と家族を担当し、またその

りがいのある仕事だと思います。ただ、それには個

時の上司などの影響もあり、神経科に興１床を持つよ

人だけの頑張りでなく、小児科医や病院だけの頑張

うになりました。意思疎通が取れない子供、医療的

りでなく、社会全体を巻き込んでみんなで考えてい

ケアが多く日常生活に困難を伴う子供、それを支え

かなければいけないと思っています。

る家族の姿を見るにつけ､何かできることはないか、

今後ともよろしくお願いします。

支えることがないかと考えるようになりました。そ
の時にレスパイトという言葉も知りました。小児神

入会のごあいどつ

経科を選んで頑張っていこうと思い、その後、大阪
府立母子保健総合医療センターや大阪大学附属病院

和泉市山本勝輔

で働くことになりました。しかし、神経科の病気は

深〈（どの専門もそうでしょうが)、わからないこ

この度、大阪小児科医会に入会させていただきま

とも多く、診断がついても根治治療がない疾患も多

した、大阪府立母子保健総合医療センター（以後、

い世界でした。特に、重度障害児と日々接していく

母子センター)、腎・代謝科主任部長の山本勝輔

中で、児の命、家族の生活と向き合う機会もあり、

です。

自身の価値観も大きく変化しました。その中で、

昭和61年に大阪大学を卒業した後、研修医、研究

2010年７月～2012年３月の期間、静岡てんかん神経

生を経て、母子センターに最初に赴任したのは平成

医療センターで勤務する機会に恵まれました｡実は、

７年７月のことでした。同年の１月には阪神淡路大

大阪から出たことがなく、静岡を含め他県で生活す

震災がありました。当時尼崎に住んでおり自宅の被

ること自体初めてでした。静岡の風土は生活するの

害は軽微でしたが、吹田の阪大病院への国道171号

に快適で、冬も駿河湾からの温かい空気のせいで

線が激しい渋滞になっていました。当時は携帯電話

しょうか、ダウンコートを着ることもなく穏やかで

を持っておらず､まさに手も足も出ない状態でした。

した。海産物も新鮮で、もちろんお茶もおいしかっ

その後、私の赴任後に母子センターでも大規模災害

たです。病院自体は、静岡駅からバスで30分程度、

に対する机上訓練が職種を越えて行われたと記憶し

病院の前には沼があり、一年中野鳥が集まり、週末

ています。翌年の平成８年には堺市での大腸菌

にはバードウオッチングをする人が訪れるのどかな

0157集団発症がありました。偶然ながら、当日は

場所にあります｡病院が窪地に建てられているため、

母子センターの当直に当たっており、次々と救急`患

残念ながら病院から富士山は見えなかったのです

者の来院があったことを今でも思い出します。震災
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後に行われた大規模災害への対応シミュレーション

ネグレクトの子どもたちに接し、臨床だけでなく幅

が期せずして働いたかと思います。地震と感染、種

広い経験をきせていたき、そのことが地域の子ども

類は違いますが大災害時に医療者ができることを混

たちへのプライマリケアに強く興味をもったきっか

乱とともに経験いたしました。大阪小児科医会の先

けです。

生方も二つの災害の際にはご尽力なされたことと存
じます。

私生活においては現在、９歳、７歳、４歳のやん
ちゃざかりの男の子３人の子どもがいます。３人も

平成９年６月から１年余りの中断の後、母子セン

こどもを育てながらよく仕事続けて、開業して、信

ターに再び職を得る機会に恵まれました。平成１３年

じられへん～、とよく言われますが、裏を返せば、

までおりましたが、その後は市中病院にて一般小児

今まで勤務していた職場の上司・同僚・家族・保育

診療を主に行っておりました｡この度､母子センター

園など数え切れないほどの人たちのつながり．おか

に赴任することとなりましたが、私としては「帰っ

げがあるということです。これまで諸先輩方に育て

てきた」という感覚が強くあります。以前と変わら

られ、助けられ、自分の能力に見合った仕事を与え

ず'懐かしい点と、以前とは違う新しくなった点が混

ていただき、続けてこられたのも、周囲の方々のお

在しています。これからも良い点は引き継ぎ、改良

陰です。感謝の念を感じない日はありません。自分

すべき点には対応していきたいと考えております。

ができることで順繰りにお返ししていくしかありま

また、私自身も大阪小児科医会への入会を機に地域

せん。

の先生方との連携をさらに進めていきたいと存じま
す。これからもよろしくお願い申し上げます。

私は生野区の履物加工業の家に生まれ、大学病院
外科勤務の主人もサラリーマンの息子、開業する基
盤も何もない状態でした。開業１年前に、突然開業

入会のご挨拶
生野区川尻三枝

を思いついて主人に相談すると「自分の子育てへの
負担がこれ以上増えるのは無理やけど、別にいいん
ちやう？がんばってみたら？」というあっさりした

答え。近所の実家の両親が健在で自身の子ども達へ

大阪小児科医会の先生方、こんにちは。川尻三枝

のサポートがあることをいいことにどんどん開業準

と申します。これまで、大阪小児科医会の存在の大

備をすすめていきました。自宅から数分の家族の生

きざは存じ上げておりましたが、入会のきっかけが

活圏内で開業することで、子どもたちにも了承を得

なく、平成25年５月に大阪市生野区で小児科・アレ

ました。

ルギー科を開業したことで、尊敬する先輩が多数理

私は昔から周りの影響を受けやすいタイプの子ど

事にいらっしゃる大阪小児科医会にお誘いをいただ

もで、小学校高学年の時にノストラダムスの大予言

き入会のはこびとなりました。今回、原稿の依頼を

で「死」がクローズアップきれていた時期に、自分

受けこの貴重なページを頂き大変恐縮に思うと同時

が死んだらいったいどうなるんだろう？自分の意思

に、この場をお借りしまして入会の挨拶・自己紹介

や思いは完全に無になってしまうのかしら？と、布

をしたいと思います。

団の中に入っておびえていた時期が長くありまし

私は平成１０年に大阪市立大学医学部を卒業後、大

た。学生時代の解剖学実習で御遺体にメスを入れる

阪市立大学医学部附属病院小児科で研修、大阪市立

時も、医者になってから悪,性腫瘍で未来のある子ど

総合医療センター小児神経内科、大阪披済会病院小

もを亡くした時にもずっとその思いは付きまとって

児科、大阪市保健所（北市民病院小児科、東成区保

いました。結婚し、子供を産んでからは、なぜかそ

健福祉センター管理医師）を経て、生まれ育った地

の不安は軽くはなりましたが、ヒトはこの世に生を

元生野区で開業いたしました。大学院時代は、「高

受けて、一生懸命生き努力し、経験を積み重ねたと

インスリン・高アンモニア血症の,恵児の遺伝子変異

しても、はだかで死んでいく、その過程に何の意味

による病態の解明」で学位をいただきました。勤務

があるのか考えるようになりました。その上に不幸

医時代の後半は、小児に限らず成人も含めた大阪市

や挫折が積み重なるといともたやすく精神的なバラ

公衆衛生医師としての業務、乳幼児健診、アレル

ンスを崩し自暴自棄になるのがヒトです。自身も成

ギー・アトピー相談、４．５歳児発達障がい相談、

長しながら、多感な子ども達や基盤が弱い親たちを

発達障がい専門外来、こども相談センターで虐待.

支えていける職業であると実感しています。
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さて、開業して１０か月が経過しました。院内ラン

患の研究、診療と教育に従事する日々をすごしまし

が急に切断したり、気がつくと玄関の自動ドアが割

た。平成25年７月よりベルランド総合病院小児科に

れていたり、スタッフが３日でやめたりと、本当に

異動し、現在は一般小児診療と同時に小児神経疾`患

大変でした。開業医は診療以外の雑務が多い１勤務

を中心に診ています。

時代より時間的拘束の長さにうんざりすることもあ

小児の特`性は発達と発育にあると思います。一生

ります。診療においては予防接種欄が白紙の方が予

歩けない患者さんや話すことが出来ない患者ざんを

防接種のスケジュールを相談しにこられるとうれし

数多くみてきて、小児神経学を勉強し患者ざんの何

いですし､感染症は症状のパターンがいろいろ有り、

らかの力になりたいという思いで日々診療していま

日々勉強になり飽きません。反対に、学童以上のア

す。具体的には精神運動発達遅滞をきたす疾患の精

レルギーの治療継続中断が悩みの種です。ひどく

査治療、てんかんおよび障害児医療に携わっていま

なった時しか来院されない、というのも私の力量不

す。

足も大きいかと思いますが今後の課題です。治療の

小児神経疾`患にはてんかん、発達障害､脳性麻陣、

前に予防があり、医学的に正しい知識でしっかり情

筋ジストロフィ_、先天奇形症候群、先天性代謝異

報提供していくことが､私の役目だと思っています。

常症、その他にも神経変J性疾`患や神経筋疾`患といっ

年配の方々からは、今どきのお母さんは！という

た数多くの疾患が対象であり、診断や治療が難しい

おしかりの声も多いかと思いますが、多くの親御さ

分野です。その中でも大阪大学で勤務中には小児神

んは核家族、シングルでも、親の介護と同時進行で

経学の進歩を肌で感じ勉強させていただきました。

も、こどもたちのために頑張っておられます。こど

近年は遺伝`性疾`患や神経変性疾`患の遺伝子診断が数

もはかわいいですが、子育ては本当に忍耐で、自分

多く可能になったこと、筋ジストロフィ_に対する

の心の狭さや本`性を鏡のように目の前に突きつけら

遺伝子治療､先天性代謝疾,患に対する酵素補充療法、

れ自己嫌悪に陥ることもしばしばです。多くのネグ

新しい抗てんかん薬による治療薬の増加などがあ

レクト・虐待をするお母さんは、（本当に性悪な方

り、以前の医療との変化を実感します。今後は小児

もおられますが）こどもがかわいくないわけではな

神経疾,患においてもiPS細胞やＳＴＡＰ細胞の研究が

く衝動的にぎれるのだと思います。周囲の目が多い

進み再生医療が発展していくものと大きく期待して

ほど、こどもはまっすぐ育つと思いますし、きらき

います。

らした子どもたちのキラキラした笑顔のためにその
応援団の－人として頑張っていきたいです。

開業にあたり、たくさんの先輩方（現在理事にお

ただ現時点では完治する小児神経疾`患はまだ決し

て多くなく、，恵児と家族に寄り添ってＱＯＬが向上
するようなcareを中心とした医療が求められます。

られる先生方のクリニックに無理をお願いし、見学

また重度心身障害児の在宅医療への取り組みも徐々

させていただいたり、色々ご指導を受けた）にお世

に進み一昔前とは様変わりしたと思います。社会に

話になりました。こんな私ですが、ぜひよろしくお

応じて時代とともに求められる医療の質も変化する

願いいたします。

と思いますが、いつまでも知的好奇心とresearch

ｍｉｎｄを持って`患者さんのためによりよい研究と診
療を今後もしていきたいと思っています。

入会のごあい二つ
堺市沖永剛志

2014年１月号の大阪小児科医会会報に病院紹介記
の機会をいただき、入会させていただきましたベル

ランド総合病院小児科部長の沖永剛志です。
私は平成４年に徳島大学卒業後に大阪大学医学部

小児科に入局し、臨床研修を開始しました。その後
は大阪大学小児科の関連病院をいくつか勤務した後
に小児神経学とてんかん学を専攻し、平成９年より

昨年までの約１６年間は大阪大学小児科で小児神経疾

また今後の医療を担う医療人、小児科医を育てる
ことも非常に重要と思っていますのでⅥ今後も学生

や研修医指導に携わっていくつもりです。

会員の皆さまには今後ともご指導ご鞭燵をどうぞ
よろしくお願いいたします。
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入会のご挨拶
北区大西洋子

2014.3

`患者さんから教えられることの方が多かったかもし
れません。それに加え、近所で「小児科」を専門に
開業されていた先生が突然閉院きれ、一挙に子供の

患者さんが増えました。幸い小児泌尿器で子供相手

この度大阪小児科医会に入会させていただきまし

のことは多かったですが、「一般内科」としては、

た、大西洋子です。実は、ずっとこの大阪小児科医

開業医は「よろずやざん」のようなものなので、い

会には所属しているものとばっかり思っておりまし

ろいろな症例に四苦八苦しながらの毎日でした。そ

た…。日本小児科学会には所属していたもので、な

んな中である短期大学の非常勤講師として「小児保

んとなく大阪小児科医会にも入っているような気に

健」を担当する仕事をいただき、毎週運転しながら

なっていたようです。先日、大阪小児科医会副会長

おにぎりをほおばり、夜診に滑り込むという生活が

の藤谷宏子先生から、「入会してよ」と言われ、所

続き、スタッフをハラハラさせていました。講義す

属していないことに初めて気づいた…というお粗末

るためには、もちろん準備が必要で手作りのプリン

なことです。申し訳ありません。

ト製作を余儀なくされていたことが、「小児科」を

昭和54年、兵庫医大卒業です。私が入局したのは

－から勉強でき、診療で講義したことの確認ができ

泌尿器科で、当時、女性の入局はほとんど例がなく

たことが、今の私の土台となっているように思いま

珍しがられました。兵庫医大の泌尿器科は小児泌尿

す。知識と実践の整理ができたということでしょう

器科が得意で、入院患者さんの半数以上が小児でし

か。また内科医会にも所属させていただき、多くの

た。特に尿道下裂や停留睾丸、ＶＵＲをはじめ尿路

内科の知識を得たことは、私の力となりました。引

奇形を持つ小児患者が多く、小児科との合同カン

き継ぎとはいえ、突然の開業医生活の中で、４人の

ファレンスもよく開かれていました。小児泌尿器科

子供を実際に育てたこと、学校の役員などで患者さ

医をめざし入局したのです。研修２年目に長男を出

ん側からの目線がよく分かったこと、講師をした、

産、産休明けからは大阪中央病院泌尿器科へ移動さ

などの経験が、実際の医療には一番役に立っている

せてもらいました。家が天六だったので、梅田の中

ように思います。特に、自分の子供たちも「先天`性

央病院へ…と生駒教授のご配慮でした。私は一人娘

股関節脱臼」「斜頸」「肘内障」「虫垂炎」「ねこひっ

だったので､主人が私の両親と同居してくれたので、

かき病｣｢中耳炎｣などなど…もちろんカゼはひくわ、

子供の世話も母に頼めたし、教授のお計らいもあっ

インフルエンザにかかるわと盛りだくさんの病気に

て、無計画な私は次々と４人の子供を産みました。

かかってくれ？その経験がたいへん役立っていま

中央病院も常勤からパートに変更してもらいながら

す。ですから、小児科医はできるだけ、結婚、出産、

頑張りましたが、さすがに４人の子供の世話を母に

育児を経験することが、よりよい小児科医になれる

ばかりは任せられず病院勤めはあきらめ、内科．小

と思っています。知識だけでは、病気を治すことは

児科で開業していた父親の医院を手伝いながらの子

できても病人を治すことは難しいだろうと実感して

育て時期を迎えました。家にいると、やはり子育て

います。一見無駄にみえることでも、何でも経験し

中心になってしまい、幼稚園や学校の役員などを引

ておくことが何よりも治療に役立つと思っています。

き受けざるをえなくなり、医師としての勉強は進み

今年は還暦を迎え、孫２人のばあばですが、最近

ませんでした。一番下の娘が小学校２年生の時、突

は６割を占める小児患者の診療に予防接種に健診に

然父が病に倒れ、急邊「樋口医院」を一手に引き受

…とそろそろ20年になる開業医生活で、最初のころ

けることになりました。のんびり手伝っているのと

診た子供さんが自分の子供を連れてきてくれるよう

は大違いの大変な毎日が始まりました。「経営」「経

になり、自分の子供を育てるのと同じように嬉しく

理」「人事」などしたことのない仕事がのしかか

思っているこの頃です。

る他、主に泌尿器を担当していた私が内科も小児科

微力ですが、大阪小児科医会のお役にたてるよう

もすべてマスターしないといけなくなり、薬屋さん

努力いたす所存でございます。よろしくお願い申し

(今のＭＲさん）相手に薬の勉強、講演会にはでき

上げます。

るだけ出席していろいろな症例の勉強に精を出しま

した。父のしていた学校医や産業医も引き継ぎ、そ
の当時の`患者さんには気の毒だったと思いますが、
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専門医制度のゆくえ
２０１７年からの新しい専門医制度がスタートする．小児科の専門医と基幹研修施設の認定は学会とは独立
した中立的第三者機関によって行われる．学会は専門医評価・認定機構が提唱するシステムに準拠し、

2015年度末までに基幹研修施設を選定する準備を始めた．現在の小児科専門医の研修認定単位は抜本的に
見直される予想であるこの一連の動きの中で注目すぺきは、総合診療医と学会の関わりである．五十嵐

日本小児科学会会長は今春に小児科（専門）医は子どもたちの総合医と宣言としたが、最近は総合診療医

の母体と推測されるプライマリケア連合学会に対し、小児科学会は小児科研修を実施しないが指導はする
という立場にかわってきた．プライマリケア連合学会が例示している総合診療医の小児科診療への臨床能

力は、外来で小児の予防接種が適切に出来る、救急で小児患者にガイドラインに応じた治療を行って翌日
小児科外来を受診きせる、地域で学校医として小学生の健康管理・学校への助言をするなどとなっている．

現在の地域小児医療と完全にかぶっている．学会は専門医研修項目の２４番目に地域総合小児医療を入れて
おり、その研修を進める姿勢であるが、現在の地域小児医療の実務（予防接種、健診、学校医、園医、一

次救急参加、心の問題）は医会会員が多数を占める診療所小児科医が担っている．今後、総合診療医とク
ロスする部分をいかに処理するかが最大の課題となってくる．松平日本小児科医会会長によれば２０年先行
している欧州における医療態勢に総合医の将来をみる事が出来ると語る．英国のＧＰに代表されるように

子どもの日常疾病のゲートキーパーは総合医が行い、それから小児科専門医が子どもを診るシステムに
なっている．総合診療医に小児の診療を認めると２０年後には現在の形の診療所小児科医は無くなる可能性
があり、わが国の小児医療の将来がそれで良いのかどうか考えていただきたい．現在の状態だけではなく
将来像を見据えた判断が必要と訴えている．

プライマリケア連合学会は、本年度の日本プライマリケア連合学会専門医・認定医の認定に5,000人の

応募があったと発表､若手医師の要望は総合医に向いている．すでに社保関係病院などでは総合診療科(医）
の研修システムに小児科を入れているが、これがそのまま総合診療医にスライドする事になる．小児科は
３か月の研修で地域小児医療を任せる方針であるがこれを容認して良いだろうか．筆者個人としては最低５
年の小児科医の経験が必要と考える．この状況をうけて日本小児科医会は地域小児科医総合医認定制度を
勘案している．これには地域小児医療に関して開業小児科医や中小病院の勤務小児科医の実働を評価する
ことから始めている．すなわち初期救急、健診、予防接種、学校医、園医、在宅医療、こどもの心相談医、

病児保育への参加を重視して、地域小児科医の存在感を示す事を目標としている．医会理事会ではこの認
定制度の実施について審議を継続している．

小児の疾病構造が変わり総合診療医が小児の日常疾病を診るようになれば、小児科専門医の地域医療で
の役割がなくなることが予想される．もしもそうなれば小児の多彩な問題に対応してきた小児科診療所の
歴史は幕を閉じることになるであろう．それゆえに小児科医はその存在をしっかりと示すため地域小児医
療に関してしっかりと研讃を積んでおく必要がある．小児科医という名前で既得権を得るものではない．
この機会に小児科医の将来像を考えていただければと思う．（会長武知哲久）

成育基本法成立に向けた議員連盟（仮称）呼びかけ人会開催される
１２月１９日（木）午後、衆議院第二議員会館において、成育基本法成立に向けた議員連盟（仮称）呼び
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かけ入会が開催されたこれは、さる１０月に日本医師会周産期･乳幼児保健検討委員会から出された、「成
育基本法の制定にむけての委員会答申」を受けて、日本小児科医会と日本医師会の働きかけにより、羽生

田俊参議院議員が事務局となって開催される会合である．自民党（元内閣官房長官）の河村建夫議員を代

表呼びかけ人として、他に衆議院から７名、参議院から５名の議員が党派を超えて呼びかけ人として出席
した本日の会で、成育基本法成立に向けた議員連盟の会長に河村建夫議員、事務局長に羽生田俊参議院
議員が選出され、その他の役員については会長一任と決まった今後、定期的に会合を開き次の通常国会
に成育基本法を超党派による議員立法として上程することを確認した成育基本法は、２０年に亘って日本
小児科医会で検討されてきた「小児保健法」をベースとして、その対象年齢を拡大して基本法の'性格を明
確化したものである．成育基本法が国会で承認されると、「成育基本計画」の作成とそれを審議する「成育
医療等協議会」が国や地方自治体に設置されることになり、小児科医の意見が直接施策に活かされるもの

と期待される．今後､一人でも多くの国会議員がこの議員連盟に参画していただけるように会員一丸となっ
て働きかけを行いたい

【呼びかけ人名簿】衆議院：河村建夫（自民党)、鴨下一郎（自民党)、小渕優子（自民党)、武正公一（民
主党)、古屋範子（公明党)、柚木道義（民主党)、冨岡勉（自民党)、上野ひろし（維新の会)、参議院：

尾辻秀久（自民党)、武見敬三（自民党)、櫻井充（民主党)、古川俊治（自民党)、秋野公造（公明党)、
事務局羽生田俊参議院議員（自民党）（日本小児科医会副会長木野稔）

定期接種における接種間隔の上限撤廃
１２月１６日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で、予防接種実施規則における定期

接種の接種間隔の上限規定が削除されることが概ね了承きれた対象となるのは複数回の接種を必要とす
る不活化ワクチンで、三種混合、四種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、ヒトパピロー

マウイルスの各ワクチンが該当する．現行の実施規則でも「明らかな発熱を呈していること又は急`性の疾

患にかかっていること等のやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者について

は、・・・当該事由が消滅した後速やかに接種したときは、（本省令の）規定による接種の間隔をおいたも
のとみなす.」と規定きれている．しかし、実施規則で定める接種間隔を１日でも外れたら定期接種と認め

ないとする市町村担当者も少なくないので、今回の法令変更は、被接種者である子どもやその保護者と委
託医療機関の両者にとって望ましい内容である．現時点では法令の改正時期は未定であるが、一日も早く
施行されることを期待したい

（ISOP委員会松下享、藤岡雅司）

大阪小児科学会第200回記念大会が開かれました
大阪小児科学会の第200回記念大会が１２月７日にホテルモントレグラスミア大阪で開かれました参加
者は２７３名でした．特別講演では東北大学大学院小児科の呉繁夫教授から、東日本大震災被災地の小児保
健に関する調査研究について講演がありました震災地での小児の成長が伸び悩んでいること、小児医療
機関の復旧は十分ではないけれど始まっていること、小児のメンタルヘルスについて長期的な影響がある
ことを示されました第200回記念優秀演題賞は、廣111秀徹先生（大阪市保健所）の「大阪市の麻しん、
風しんにおける疫学的研究とその考察」が選出きれました．麻しんと診断された例の中に風しん症例がか

なり紛れ込んでいたことや、国内ではなく海外由来株の麻しんの国内伝搬が続けば今後の常在株となりう
ることを示唆きれた興味ある講演でした今回は集会終了後に懇親会も催され７５名が出席、新宅大阪小児

科学会会長はじめ、永井教授、金子教授、少し遅れて大薗教授も顔を出され、ゲストの道上洋三氏の話を
交えて終始和やかな時間が設けられました．大阪小児科学会には地方会の名はなく、日本小児科学会とは
別の独自の団体として活動してきた歴史もありますが、現在は若手の発表の場として存在価値があり、大
阪を代表する学術集会ならびに学会地方会として今後の発展を祈念しています．（会長武知哲久）
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平成２５年度「小児の在宅医療研修会」のご案内
昨年に引き続き、今年も実技講習会を行います．昨年、レスピレーターの実習の満足度が低かったので、

今年はレスピレーターに重きを置いた実技講習会としました事前申込制でもあり、既に府医ニュースな
どでも広報されていますので、早めに申し込んでいただきますようお願いいたします．

（在宅小児医療委員会春本常雄）
日時：平成26年２月６日（木）午後２時～４時
会場：大阪府医師会館４階大会議室ＡＢ・４１会議室他

定員：６０名（定員超過の場合は抽選く医師優先>、参加費：無料
但し実習参加不可の方でも、聴講・実習見学のみの参加は可能）
講義：大阪発達総合療育センター小児科竹本潔先生

国立病院機構刀根山病院神経内科・小児神経内科齊藤利雄先生

実習：①「排疾補助装置実践（カフアシスト)」
②ルスピレーター実習１（トリロジー)」
③ルスピレーター実習２（PB560)」

申込締切：平成26年１月１０日（金）．申込用紙は医会事務局または大阪府医師会

ＨＰ(http://oma-member・do.ai/seminarhtml)から取得可．
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HBV母子感染予防のためのワクチン接種
２０１３年１０月１８日の厚生労働省薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会で添付文書改訂の公知該当性が了
承きれ、同日からＨＢＶ母子感染予防のためのワクチン接種を出生時から開始することが認められたこ
れに対応して日本小児栄養消化器肝臓学会のＢ型肝炎ウイルス母子感染予防ワーキンググループは、Ｂ型

肝炎ウイルス母子感染予防のための新しい方式（指針案）を作成したこの指針案は、１２月７日の日本小
児科学会予防接種・感染症対策委員会で承認きれ、１２月１８日に日本小児科学会のホームページに「Ｂ型

肝炎ウイルス母子感染予防のための新しい指針」として掲載された：(http://www､jpeds・orjp/uploads／
files/HBV20131218pdf)．ただしメーカーによる添付文書の改訂は早くても６月頃とのことである．臨床現
場でもすでに新しい方式を取り入れる動きは始まっており、当センター（l例実行済み）や大阪大学附属
病院では、以前にも新生児期からのＨＢワクチン投与の臨床研究に参加した経緯もあり、厚労省の通達が

公表きれた１０月以降は、それぞれの院内で合意を得たのちに、新しい方式を採用している．今回の改訂の
ポイントは、ＨＢワクチンの初回接種時期が生後２か月時から新生児期に変更になったことであり、その

投与時期も出生直後（１２時間以内）が望ましいと明記されている．ＨＢワクチンの回数は従来通り３回接
種であり、２回目は生後ｌか月、３回目は生後６か月に接種する．
今後の課題として、わが国では出生直後の１回目のＨＢワクチン接種は産科で行なわれることが多く、３

回目のワクチン接種およびその後の血液検査は小児科で行なわれることが多いと予想される．両診療科の
連携が円滑に進むように、新しい予防方式について地域ごとに医師会・医会・学会などを介して関連医療
機関に十分な』情報を伝えることが望まれる．一方、それぞれ施設では、紹介先、紹介元、新しい方式に適

した転科時期や連携の手段（母子手帳や紹介状など）などを確認すべきである．
（大阪府立急性期・総合医療センター小児科田尻仁）

インフルエンザアウトブレイク始まる
大阪府感染症発生動向調査第２週（平成２６年１月６日～１月１２日）によると、インフルエンザの報告

数は前週より３倍以上増加の1,854例となった．ブロック別定点あたり報告数では大阪市西部１４７と注意

報レベル（定点あたり１０）を超えた今後、更なる流行の拡大が予想される．今シーズンの国内のインフ

ルエンザウイルスの分離状況は、Ａ(H3N2)が53％(160/302)で、次いでＡ(ＨｌＮｌ)pdmO9が25％(74/302)、Ｂ

ビクトリア系統１２％(37/302)、Ｂ山形系統5％(16/302)の順となっている．ここ数年、ＡＨｌｐｄｍＯ９の報告は

わずかであったが、今シーズンでは例年より多く分離されている．今シーズン分離のＡＨｌｐｄｍＯ９の一部に
オセルタミビル（タミフル)、ベラミビル（ラピアクタ）に耐性を示したとの報告もあり、今後、府内の耐

`性ウイルスの検出状況に注意が必要である．（感染症サーベイランス委員会八木由奈）

水痘ワクチンが定期接種に～接種控えに注意～
水痘ワクチンの定期接種化が、１月１５日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会においてほぼ決定
しました．関連法令の改正を経て、今年１０月から施行される予定です．対象年齢は１歳から２歳の２年間

で、標準的には６か月から1年の間隔（最短は３か月）で２回接種となります．１歳になったらなるべく

2０１４．３
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早期に初回接種を実施することが特に重要です．また、平成２６年度のみの経過措置として３歳と４歳の児

へのキャッチアップ接種も予定きれています．罹患した児や任意で接種を受けた児は対象から外れます．
高い接種率が達成されれば、年間１００万人とも言われた罹患者は大幅に減少することが期待されます．流

行が抑制されればウイルスとの接触機会は減るので、免疫不全状態の人にとっては時に致死的となる水痘
発症から免れやすくなります．その一方で、先に水痘ワクチンを定期接種とした国々で経験されてきたよ

うに、定期接種の対象とならない年長者における水痘発症は増加する可能'性があるので、感受｣性者への任
意接種が引き続き重要となってきます．また、定期接種化を見越した幼児の接種控えにも注意しなければ
なりません．なお、同時に成人用肺炎球菌ワクチンも定期接種となりますが、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎、

ロタウイルスの３ワクチンについては実施が見送られました．（予防接種委員会久保田恵巳）

｢ヒトメタニューモウイルス抗原定性」の保険適用のお知らせ
上記検査について平成２６年１月１日からの保険適用が承認されました．１５０点です．

以下に留意事項案を紹介します．

<ヒトメタニューモウイルス抗原定性は、当該ウイルス感染症が疑われる６歳未満の患者であって、画像診
断により肺炎が強く疑われる患者を対象として算定する．ただし、本検査と本区分「１１」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、「19」
のノイラミニダーゼ又は「21」のインフルエンザウイルス抗原定`性若しくは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．なお､本区分「１１」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、「19」のノイ

ラミニダーゼ又は「21」のインフルエンザウイルス抗原定性を併せて実施した場合は１項目として数える.〉
同時検査については、本検査とインフルエンザ抗原定性とＲＳウイルス抗原定`性の３項目を実施した場
合は２項目として算定、本検査とインフルエンザ抗原定性の２項目を実施した場合は１項目として算定と
なります．大阪府医師会に確かめましたが、レントゲン検査の実施がないと算定できないとのことでした．

また本検査とＲＳウイルス抗原定性の２項目を実施した場合は記載がないので２項目での算定が可能と思
われますが、今後の動きを確かめる必要があります．迅速検査加算の対象にはなりません．
（医業経営部会市川正裕）

第１回障害児問題検討委員会・在宅小児医療委員会合同カンファレンス報告
昨年１２月２０日、森之宮病院にて、勤務医部会障害児問題検討委員会にプライマリ・ケア部会在宅小児
医療委員会メンバー６人が参加し、在宅医療のトランジション問題について合同カンファレンスを持ちま

した在宅委員会からは、在宅小児かかりつけ医紹介事業の紹介、トランジション２症例の症例報告、在
宅委員会の見解の説明をした上で、病院におけるトランジションの現状について質問しました．これに対
して病院側は、病院小児科においてトランジションできた例は一部を除きほとんどない等の現状が報告さ
れ、意見交換を行いましたトランジションの問題はすぐには結論が出ず継続して議論していくべき問題
であることから、今後は両者でＭＬをつくり日常的継続的に議論し、時々は集まって話をすることとしま

した．委員会を超えて共通の課題についてディスカッションできた点は大きな前進であり、今後の布石と
なりました．（在宅小児医療委員会春本常雄）

第２回一般社団法人定時総会のお知らせ
平成25年、一般社団法人に移行いたしましたので、定時総会は年に一回の開催となりました．本年度は、

平成26年５月１１日（日）午前１１時から、ホテルグランヴイア大阪にて開催いたします．ご参加よろしく
お願いいたします。尚、例年開催されていました２月の総会はありません．

（総務部会）
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平成２５年度「小児の在宅医療研修会」のご案内
昨年に引き続き、今年も実技講習会を行います．昨年、レスピレーターの実習の満足度が低かったので、

今年はレスピレーターに重きを置いた実技講習会としました．まだ若干の空席がありますのでお申し込み
（在宅小児医療委員会春本常雄）

ください

日時：平成26年２月６日（木）午後２時～４時

会場：大阪府医師会館４階大会議室ＡＢ４１会議室他
講義：大阪発達総合療育センター小児科竹本潔先生
国立病院機構刀根山病院神経内科・小児神経内科齊藤利雄先生

実習：排疾補助装置実践（カフアシスト）などレスピレーターの実習あり
間合先：医会事務局または大阪府医師会まで
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平成２６年度診療報酬改定について
中医協より答申が出された中で、外来小児科医療に関係する内容について説明する．かねてから報道さ

れていたように初診料が282点(１２点増)、再診料も７２点(３点増）となり、これと連動して小児科外来診
療料も、院外／院内処方とも初診が572/682点、再診が383/493点となった新設として、「膳へルニア圧

迫指導管理料１００点：1歳未満の乳児に対する膳へルニアについて療養上必要な指導をおこなった場合に
患者一人につき１回に限り算定する」というのがある．検体検査料では、ウイルス抗原等の迅速検査が下
げられているが､尿中一般物質定性半定量検査、尿沈澄、一般血液検査、ＣＲＰ定性、定量は下がっていない．

ClOl在宅自己注射指導管理料の項目と注が変更された従来、１.複雑な場合1,230点、２．１以外の場合

820点とあったのが、１．はそのまま、２．１以外の場合（イ）月３回以下の場合１００点（ロ）月４回以上の場合
190点（ハ）月８回以上の場合290点（二）月２８回以上の場合８１０点となり、注２初回の指導を行った日の属
する月から起算して３月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として３月を限度と

して500点を所定点数に加算する．注３処方の内容に変更があった場合には、注２の規定にかかわらず当
該指導を行った日の属する月から起算して１月を限度として、１回に限り導入初期加算を算定できる．こ
れではエピペンはどれで算定できるのか現在は不明である．

小児在宅医療では、基幹病院と診療所の連携を強化するために在宅療養後方支援病院が新設され、診療

所と共同での往診、訪問診療（在宅患者共同診察料１２）が算定可能となったまた「１５歳未満の人工呼

吸器を装着している`患者又は１５歳未満から引き続き人工呼吸器を装着しており体重が20ｋｇ未満の`患者に
対して、在宅療養後方支援病院と連携している医療機関が、それぞれ異なる在宅療養指導管理を行った場

合には、それぞれの医療機関において在宅療養指導管理料を算定できる」とある．かねてから要望してい
たことが、条件付きであるが認められた．

高額な薬剤を使用する場合の小児科外来診療料の算定要件が変わる．小児科外来診療料の算定要件とし
て「3歳未満のすべての患者を対象とする．ただし、在宅療養指導管理料を算定している患者及びパリビズ

マブを投与している患者(投与当日に限る）については、小児科外来診療料の算定対象とはならない」とあ
る．ここで問題はこれまで大阪では小児科外来診療料を外して在宅`患者訪問診療料を算定できなかった経
緯があるが、これでどうなるか、これからの説明を見守っていく必要がある．

（小児医業経営部会市川正裕）

大阪府における先天`性風疹症候群に対する病原体検査体制について
昨年度の風疹の大流行を受け、先天性風疹症候群（ＣＲＳ)、先天`性風疹感染症(ＣＲＩ妊娠時の風疹感染
によりＣＲＳを疑う症状は認められないが、出生時のウイルス学的検査で風疹感染が証明された場合）の増
加が懸念されています．これらＣＲＳ／ＣＲＩでは長期にわたり風疹ウイルスを排泄することがあるため、

外来での感染防止、保育園入所、ワクチン接種などにおいて特別な対応が必要とされます．今般、大阪府

立公衆衛生研究所において、府内のＣＲＳ／ＣＲＩ疑い事例に対する検査対応手111頁がまとめられました．ポ
イントとしては、

1）医療機関がＣＲＳ疑い事例を発見した時は、管轄保健所に連絡する．あわせて医療機関で`恵児の風疹

IgM（可能であればIgGも．ただし同時検査は保険が算定されないことに注意）抗体を測定する．届出が
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必要な場合は届出（発生届）を行う．

2)公衆衛生研究所が風疹ウイルスに対する核酸検査（ＲＴ－ＰＣＲ法）を実施する．医療機関は核酸検査の手
続きと検体採取方法、輸送・運搬方法について保健所と相談する．

検体は、①咽頭ぬぐい液（緩衝液あるいは生理食塩水１ｍl入り試験管)、②尿（試験管)、

③ＥＤＴＡ血0.5ｍＬスワブやスピッツなどの検体採取用の物品の準備については、各保健所と相談する．

3)検査結果は衛生研究所から医療機関および管轄保健所へ連絡される．風疹ウイルスが検出された場合は、
ウイルス学的に陰'性確認を行う（原則、生後３，６，９，１２か月に検査)．Lか月以上の間隔をあけて採取さ
れた検体について、２回連続して風疹ウイルス遺伝子が検出されない場合をもって陰`性とする．

4)CRI疑い事例については、大阪市は保健所、大阪市以外の大阪府では公衆衛生研究所、堺市では堺市衛
生研究所に連絡、相談を行う．

風疹の数％に不顕性感染が見られるため、母親に感染徴候がなかった場合CRS/CRIの見逃し事例もあり
得ます．また、出生時に徴候のない児でも、遅発性にＣＲＳの症状を呈してくる場合もあります．原因不明
の乳児の難聴、白内障、小頭症などを診た場合はＣＲＳを鑑別診断として考えていただき、積極的な検査を
お願いいたします．

ＣＲＳ／ＣＲＩの診断基準・管理（診療マニュアル)、大阪府内の検査体制についての詳細は、医会ＨＰをご
覧ください．

（感染症サーベイランス委員会八木由奈）

政府の子育て支援施策;子育て支援新制度は年4,000億円財源不足の見込み
政府が2015年度から保育所拡充などを行う子育て支援の新制度で、消費税から年7,000億円を充てるこ
とが税・社会保障一体改革で決まったところが保育サービスの量的拡大や保育士の処遇改善などを予定

通り行えば毎年約１兆1,000億円が必要となり、4,000億円もの財源不足になることがわかった．政府は
2012年に成立した子育て支援３法の関連で、保育所や認定こども園などの利用定員を増やす「量の拡充」

に約4,000億円、職員の処遇や配置数などを引き上げる「質の改善」に約3,000億円を充てる方針を示して
いた今回改めて行った費用の試算では、職員給与引き上げや職員の配置基準の改善など「質の改善」に

毎年約7,000億円必要となることが明らかになった．保育所などの質の改善を目指すことは大切な課題で
あり、待機児童の解決を喫緊の課題とした量の充実に押し切られることのないよう注意して動向を見守り
たい．

（,情報広報部会）

中国での鳥インフルエンザＡ(H7N9）ウイルスは危険ですか？
Ａ(ＨｌＮｌ)pdmとＢが混ざって流行していた日本国内は、ようやくそのピークを越えたようです．しかし
昨年２月に上海で鳥インフルエンザＡ(H7N9)ウイルスによる感染初発事例の報告が中国よりあり、以降、
３月中旬までは散発的に、３月下旬から継続して発症が報告され、４月下旬からは報告が減少し、，患者報告
は９月までは途切れました．しかし１０月に入って再び散発的に、１２月下旬からは継続して患者発生が報

告され、漸江省、広東省を中心に現在はざらに増加傾向であるとされています．

【Ａ(H7N9)臨床症状は？】
ＷＨＯによると、２０１４年１月２９日現在、中国本土および台湾・香港から238例の症例が報告され、うち約

25％の５６例が死亡しました．最も多くの症例数をまとめた論文によると、発熱と咳が最もよく認められた
症状で、入院時には９７％の症例で肺炎を認め、両側性のすりガラス状陰影と浸潤影が最もよくみられた所

見で、７１％の症例が急性呼吸促迫症候群(ＡRDS)を発症したとされています．
【感染源・感染経路は？】
漸江省湖州市の調査では、すべて発症前に家禽との接触歴があり、市場の環境サンプルでＡ(Ｈ７Ｎ９)遺伝子
が陽性であったことなどから、家禽が感染源となった可能性があるとされています．確定例に対する接触

者調査からはいくつかの家族内において、限定的なヒトーヒト感染が確認されています．
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【日本国内でのわれわれの対応は？】

現在まで、動物を含めてＡ(H7N9)ウイルスは、日本国内に侵入していないと思われますが、限定的なヒ
トーヒト感染が起こっていることから、国内に入国した感染者から二次感染が起こり得ることを考慮しな
くてはいけません．現時点で、効率的なヒトーヒト感染は確認されていませんがヒト型レセプターヘの結
合能およびヒト上気道の温度で効率よく増殖することなどが確認され、本ウイルスがヒトヘの適応`性を高
めていることが示きれています．従って、残り数カ所の遺伝子変異が生じるとパンデミックを起こす可能
'性は否定できず、日本国内への侵入が確認されれば、厚労省は適時のリスク評価にもとづいて、パンデミッ

クヘの対応強化を行っていくものと思われます．われわれはとりあえず１０日以内に中国から帰国したイン
フルエンザ様症状のある患者に注意を払うことがもっとも重要です．迅速診断キットと抗インフルエンザ

薬の有効』性に関しては、現在のところ信頼できる情報はなく、確定診断はＰＣＲ法しかないのが現況です．

（大阪労災病院小児科川村尚久）

輸入麻疹が増加しています
国立感染症研究所感染症週報によると、平成２６年第６週（２月３日～２月９日）の麻疹の累積報告数は
83例と、昨年の同週の累計報告数32例の2.6倍に達した．

近年、東南アジアなどの流行国からの輸入麻疹例が後を絶たず、今年は特にフィリピンからの輸入例が増
加している．府内でも今年に入り５例の麻疹の報告があり、いずれもフィリピンからの輸入関連事例であっ
た．海外（特に東南アジア）渡航後の発熱・発疹者には麻疹の発症を念頭に置いた慎重な対応が必要とさ
れる．また、ＭＲワクチン定期の予防接種対象者、ならびに麻疹／風疹罹患歴やワクチン接種歴がない／
または不明な成人に対しては、積極的なＭＲワクチン接種の勧奨が望まれる．

（サーベイランス委員会八木由奈）

無煙タバコ「スヌース」の危険性について
昨年８月、日本たばこ産業(ＪＴ)が大阪市限定で無煙タバコ「スヌース」の販売を開始したこれは小さ
なティーバック様の袋の中に粉砕したタバコの葉と添加物（約３０種類にもおよぶ発がん物質）が入ってお
り、この袋を口に入れて歯肉と口唇の間にはさみ、歯肉からニコチンを吸収させる製品である．未成年者
に広がる可能性や、乳幼児では誤飲によるニコチン急性中毒の可能』性が指摘きれている．欧州では販売が

禁止されている国も多く、日本学術会議が「無煙タバコ製品（スヌースを含む）による健康被害を阻止す
るための緊急提言」を発表している．厚生労働省もその危険'性について周知に努めており、販売地である

大阪の小児科医としては熟知しておくべきものである．（情報広報部会松下享）

医会の新しいロゴマークが決まりました
以前より募集しておりました大阪小児科医会の新しいロゴマークに１１通の応募があり、

理事会で厳正に選考させていただいた結果、左記のロゴマークに決定しました今後、会

、

報や封筒など様々な医会関連の物品等に使用する予定です．応募していただきました先生
方、本当に有り難うございました．末永く、ご利用ください．

（,情報広報部会）
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一般社団法人大阪小児科医会
第８回（通算408回）理事会
日時：平成25年１２月21日(土）１５：００～１７：１５

場所：大阪小児科医会事務局会議室
出席者：（敬称略アイウエオ１１項）

2014.3

議事項が沢山あります。このあとの忘年会が楽しく
なるよう、限られた時間ですがしっかりと審議をお
願いいたします。

小川名誉会長よりあいさつ

ご無沙汰をしております、半年ぶりの理事会に出
席にさせて頂きます。フォーラムならびに会長時代

小川名誉会長

の４年間はご指導、ご協力を頂き本当にありがとう

武知会長、卯西、田尻、藤岡、藤谷各副会長

ございました。来年からはもう少し理事会にも出席

小國監事

できるようにしたいと思います。

赤木、板金、今北、川崎、久保、圀府寺、
竹中、田邊、中島、西垣、西鴫、西野、原田、

２報告事項（庶務担当）

春本、福井、藤井、松下、村上、八木各理事

（１）会員異動

定款29条の規定による定足数を満たしており、本
会は成立した。

ｌ）新入会員なし
２）退会会員

やまなかたろう

Ａ会員山中太郎（山中4､児科）
〒581-0802八尾市北本町l-l-34

１．会長あいさつ

今月は予定したとおり第８回定時理事会を第３土
曜日に開催させていただきました。本日はこの理事

会のあと、役員の忘年会とフォーラム実行委員の解

TELO72-922-3305FAXO72-997-9317

３）Ａ→Ｂ

じように人よしかず

上仁義一（上仁上田クリニック）

散の会をあわせて行う予定にしております。さて、

〒598-0011泉佐野市高松北l-6-lO

師走になりましたがサーベイランス情報では明らか

TELO72-462-3458FAXO72-463-1178

なインフルエンザの流行は確認できておらず、かわ

４）Ｂ→Ａなし

りに感染性胃腸炎が多く報告され、皆様は少しばか

５）物故会員

ふじととしゃ

り忙しい毎日になっているものと思われます。前回

Ａ会員藤戸稔也（藤戸川､児科）

理事会よりひと月の間に出来事は、１２月入ってすぐ

〒579-8003束大阪市日下町3-2-35

に大阪小児科学会が第200回記念大会をめずらしく

TELO72-985-l218FAXO72-985-3023

シティホテルで開催、そのあとの懇親会では教授か

生前の本会へのご協力に深謝し、冥福を祈っ

ら若手医師まで数多くの学会会員が集まり、医会か

て黙祷…

らも多数の先生が出席きれて、しばし和やかな交流

(2)現在会員数（名誉会長４名、顧問７名、参与５

の場が設けられました。来年われわれの予定してい

名）

る総会での懇親会も一般会員に多数参加いただく事

Ａ会員（363）名、Ｂ会員（296名）計659名

を願うものです。１２月19日には東京で成育基本法成

（Ａ会員は前回より３名減Ｂ会員は前回より１

立に向けた議員連盟呼びかけ人会が開催され、いよ

名増）

いよ基本法成立への具体的動きが始まっています。
大阪小児科医会は４月に一般社団となり９か月が経

３．各部会報告

ち年末を迎えることになりましたが、６月には

（１）学術部会（松下理事）

フォーラムという大イベントを大盛会に納める事が

ｌ）部会開催なし

出来ました。この成功はここにお集まりの理事、役

２）第171回学術集会について

員はじめ会員に協力頂いた賜と感謝し、年末にあら

平成26年２月８日(士)毎日新聞社オーバルホー

ためて御礼申しあげるものです。この協力頂いた勢

ルで開催予定

いそのままに来年は規約を見直しながらも、さらに

講演ｌ「小児の腹部超音波検査について(仮)」

活動を発展させて組織力強化に繋げていくことを

大阪医科大学小児科余田篤先生

願っております。本日の理事会の議事は、今年最後

講演２．「小児画像診断写真のどこを見る？

になり医会ロゴマークの選択など持ち越してきた審

何がわかる？」

2014.3
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川口市立医療センター放射線科原裕子
先生

3）平成26年５月11日（日）第２回定時総会で学

5５

明があった。

③勤務医部会障害児問題検討委員会への参加に
ついて

術部会が担当する講演会の講師として

平成25年12月20日（金）森ノ宮病院で開催さ

兵庫医科大学小児科教授服部益治先生に講演

れた勤務医部会障害児問題検討委員会に参加

依頼を行い、快諾を得ている

4）平成26年７月開催の学術集会（談話会）につ
いて

し合同カンファレンスを行い今後の活動に対
する意見交換を行った。

④第13回在宅小児医療委員会を平成25年12月１９

平成26年７月26日（土）薬業年金会館で開催予

日（木）に医会事務局会議室で開催した。在

定

宅小児かかりつけ医紹介事業の到達点と課題

講演「小児の口腔機能の発達と口腔保健の最新

（中間総括）などの検討をおこなった。

情報（仮)」
鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授朝田芳信
先生

(2)プライマリ・ケア部会 (竹中理事）
l）第244回プライマリ・ケア部会を平成25年１２月

５日（木）大阪小児科医会会議室で開催

2）小児保健委員会より

⑤第２回小児の在宅医療・看護連携懇談会（＝
訪問看護ステーション協議会との合同会議）
を平成26年１月30日（木）に医会事務局で開
催予定。事例検討を中心に行う予定である。

⑥大阪府医師会、大阪小児在宅医療連携協議会
などの委員会・研修会等報告について
・平成25年１１月14日（木）に大阪府医師会平

子どもの疾`患に関する保護者と医師との`情報伝

成25年度第２回小児の医療的ケア検討委員会

達のあり方についてアンケートを実施する予定

が開催された。

である。設問内容を検討中である。

・平成26年１月１２日（日）に大阪市立総合医

3）子どもの心委員会より

①平成26年１月26日（日）に京都府医師会館で

療センターにて第４回大阪小児在宅医療を考

える会（大阪小児在宅医療連携協議会主催）

第１１回日本小児心身医学会関西地方会が開催

が開催される予定である。

される。

・平成26年２月６日（木）に大阪府医師会館

②平成26年２月15日（土）ナレッジキャピタル

にて小児の在宅医療研修会（大阪府医師会小

コングレコンベンションセンターで大阪発達

児の医療的ケア検討委員会主催）が開催され

障害懇話会が開催される。開催概要の説明が

る予定である。

あった。

4）予防接種委員会より

⑦その他
・部会構成について

予防接種基本方針部会の議論を踏まえて、今後

栄養委員会や健診委員会の設立を検討して

の動向についての説明があった。ワクチン接種

いる。

年齢の民法上の解釈などを説明された。

5）病診連携委員会より
会報４月号の病院訪問、地域勉強会紹介原稿依

・定時総会準備について
子どものこころ研修会の共催として、大阪

市子ども青年局の稲田浩先生を講師に迎

頼について検討をおこなった。病院訪問につい

え、乳幼児健診についての講演を企画して

ては十三市民病院の平林円先生に依頼予定で

いる。

ある。地域勉強会紹介については寝屋川小児科
懇話会が候補となっている。

6）在宅小児医療委員会より

①在宅小児かかりつけ医紹介事業の進捗状況に
ついて説明があった

②トランジションについて

(3)`情報・広報部会（川崎理事）
l）部会開催予定第１０８回』情報・広報部会（第220
回会報委員会）を平成25年１２月５日（木）に大
阪小児科医会会議室で開催し、４月号の企画や
１月号の校正作業などをおこなった

2）ISOP委員会より

在宅児のトランジションについて、現時点で

①第215号１１月21日発行済み

の問題点や今後の運用方針について詳細な説

②第216号編集中の主な掲載予定記事

大阪小児科医会会報
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・専門医制度のゆくえ

、成育基本法成立に向けた議員連盟（仮称）
呼びかけ人会開催される

2014.3

(5)小児救急部会（久保理事）
１）部会開催なし

２）平成25年12月１９日（木）大阪府医師会館にて

・定期接種における接種間隔の上限撤廃

平成25年度第４回救急・災害医療部委員会が開

・大阪小児科学会第200回記念大会が開か

催された。

れました

・平成25年度「小児の在宅医療研修会」の
ご案内
・学会・集会の案内

3）ホームページ委員会より

①定時更新をおこなった。
②ホームページ改定について、業者に見積依
頼を行うための要件定義を作成中。

4）会報委員会より

３）小児の外科的疾患に関するアンケートについ
て、医会会員向けに冊子を作成し、配布する予
定である。当初のアンケートより期間が空いた
ので再度確認のための調査票を発送するととも
に小児科の時間外応診体制に関する追加アン
ケートも発送し回収途中である。

４）大阪小児科医会病院ネットワーク参加施設以

外への小児の外科的疾患および小児科の応診体
制の調査については府内５大学付属病院（25医

①第168号（１月号）最終校正中

局）に対しアンケートを発送し、回収途中であ

②第169号（４月号）原稿依頼中

る。

5）感染症サーベイランス委員会より

(6)勤務医部会（西野理事）

東大阪市の藤戸稔也先生ご逝去に伴う新定点の

ｌ）平成25年度第４回障害児問題検討委員会を平成

選定作業中である。すでにご子息が医療機関を

２５年12月20日（金）森之宮病院にて開催した。

継承しているため調整済みではあるが、医会会

２）在宅小児医療委員会の委員に参加頂き、在宅

員ではないので現在入会申込書を送付し、入会

小児のトランジションの問題について意見交換

をお願いしているところである。

を行った。この問題はすぐには結論が出ず継続

(4)小児医業経営部会 (藤岡副会長）

して議論していく必要がある。今後は在宅小児

l）小児医業経営部会を平成25年１１月30日（土）
大阪小児科医会会議室で開催。

2）新入会員からの委員の勧誘について
勧誘する候補者を２名選んだ。

3）日本小児科医会社会保険委員会報告

医療委員会と勤務医部会障害児検討委員会で
メーリングリストをつくり日常的継続的に議論

し、時々は集まって検討することとした。

３）第16回研修医のための小児救急・新生児勉強
会について

平成26年度診療報酬改定への要望について最重

平成26年１月１１日（士）大阪府医師協同組合

点要望事項をまとめた。

大ホールで開催予定。

4）大阪小児科医会定時総会講演会における部会

(7)総務部会（中島理事）

報告の件

会計士事務所と第２回定時総会開催に向けての打

定時総会講演会において、小児医療経営部会か

合せを行っている。

らは診療報酬点数改定の解説を行う予定である。
5）医業経営実態調査報告

４報告及び審議事項

７月に行なった調査結果報告について検討し

く報告事項〉

た。内容は１月の会報に掲載予定である。

(1)第２回定時総会開催準備について

6）その他

平成26年５月１１日（日）ホテルグランヴイア大阪

①「児童発達支援事業」や「放課後等デイサー

にて開催予定の第２回定時総会開催に向けた準備

ビス」のようなソーシャルビジネスが増加し

を進めている。名称を大阪小児科医会総会・教育

ている。医療ではなく福祉分野での動向にも

セミナーと決定した。その他プログラム案の詳細

注視していく必要がある。

な説明や講師への謝金などを決定した。

②診療報酬でカウンセリング料が大変低い。大

(2)会員名簿作成進捗について

幅な増点を要求していくべきであるが、その

今年度中の発刊に向け、会員名簿作成準備を進め

ためには喘息を外す必要がある。

ている。名簿作成の為に行っているアンケート用

2０１４．３
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紙だが返信を頂けない会員も多い。府医名簿と照

変更に伴い、「小児の傷病者」も対象として追加

らし合わせを行うなどし、できる限り正確な名簿

する事などが報告きれた。子どもの搬送基準を徴

となるよう準備を進める。

候としてまとめてほしいなどの要望があった。

(3)三者協議会参加報告

１）第２回大阪三者協議会が平成25年１２月１９日（木）
天王寺都ホテルで開催された。
２）三者協議会の名称変更について
名称を「大阪小児医療推進連絡協議会」に変更

する案について、会員への説明で要綱が必要と
の意見があり、大阪小児科医会で案をだすこと
となった。

３）予防接種の広域化について

検討課題が多く継続審議となった。
４）その他医会の行事予定などの報告を行った。
(4)中河内小児科談話会の開催について

平成25年12月14日（士）に開催された第50回中河

(9)事務局パート職貝冬季賞与について

前回の理事会で総務一任となっていた事務局パー
ト職員の冬季賞与について検討の結果、摺木氏に
７万円、橋本氏に３万円を支給する事が報告され
た。

(１０）その他

ｌ）平成26年１月26日（日）に和歌山県で開催さ
れる学校医及び養護教諭向けの勉強会開催時で
大阪小児科医会がホームページで紹介している

ポスター「腹囲を測ってみましょう」を参考資
料としてスライドの１枚に使用したいとの依頼
があった。出典を明記頂くことを条件に使用を
許可した。

内小児科談話会において大阪小児科医会所属とし

<審議事項〉

て講師を受諾しているが理事会に報告されていな

（１）会員区分（Ａ会員．Ｂ会員）について

かった。受諾の経緯について説明がなされ、事後

現在定款細則に記載されている会員区分について

報告ではあるが報告が行われた。

あいまいな記述のためＡ会員とＢ会員の区別が分

(5)大阪府医師会「小児の在宅医療研修会」の開催

かりづらい。次回総会までに検討をおこない細

について

則の変更を考えている｡他の医会なども参考にし、

平成26年２月６日（木）大阪府医師会館で開催が

条文を作成する予定である。次回理事会への継続

予定されている平成25年度小児の在宅医療研修会

審議とする。

について開催概要の説明がなきれた。ＩＳＯＰでも
広報することとなっている。

(6)第５回予防接種セミナー開催について

(2)牛乳石鹸共進社㈱提供による「風呂育」絵本の
配布について
牛乳石鹸共進社より「風呂育」絵本の配布につい

平成26年１月25日（士）大阪商工会議所で開催が

て申し出があった。絵本の配布については牛乳石

予定されている第５回予防接種セミナーについて

鹸の広告物は同封しない事、送料は牛乳石鹸が負

開催概要の説明がなきれた。

担する事、会員タックシールは医会事務局で貼付

(7)日本小児科医会第３回乳幼児学校保健研修会
の開催について

平成26年２月９日（日）東京都千代田区ＪＡ共済

作業を行い、その手数料を請求することを条件に
配布が承認された。

(3)大阪小児科医会賞候補者選考について

ビルで開催が予定されている日本小児科医会第

第二回定時総会開催時の大阪小児科医会賞候補者

３回乳幼児学校保健研修会について開催概要の説

について協議を行った。候補者として学術部会よ

明がなされた。

り１名の推薦があった。引き続き推薦を募集し次

(8)大阪府傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に
関する検討部会参加報告

回理事会への継続審議とする。

(4)日本小児科医会社会保険全国委員会開催案内

平成25年１２月18日（水）大阪府庁で大阪府傷病者

について

の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討部会

平成26年２月23日（日）に日本小児科医会事務局

が開催された。大阪府傷病者の搬送及び受入れの

で日本小児科医会社会保険全国委員会の開催が予

実施基準の改正について、現状や課題、対応策に

定されている。医会より市川正裕先生の出席が報

ついて協議をおこなった。各圏域における観察項
目等と収集情報の共通化、「症状・徴候」から病

院選定を行えるよう観察基準の見直し。これらの

告され、承認された。

(5)大阪府医師会医学会「医学研究奨励費」助成研
究の公募について

大阪小児科医会会報
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大阪府医師会学術課より平成25年度大阪府医師会

西垣敏紀、 西嶋加寿代、西野昌光、

医学会「医学研究奨励費」助成研究の公募につい

原田佳明、 春本常雄、福井聖子、

て公募要項が届いている。各部会でも積極的に応

藤井雅世、 松下享、村上城子、

募頂きたい。締め切りは平成26年１月31日となっ

八木由奈

ている。

(6)内藤壽七郎記念賞候補者推薦について
日本小児科医会より第１１回内藤壽七郎記念賞候補
者推薦のお願いが届いている。数名の候補者が推

薦されたが日本小児科医会の規約を確認する必要

があるため次回理事会までに確認し報告する事と
する。

(7)大阪府保険医協会雑誌部在宅医療に関するア
ンケート協力依頼について

大阪府保険医協会雑誌部より在宅医療に関するア
ンケート協力依頼が届いている。過去には協力し
た実績はないが、今回は在宅医療に関するアン
ケートのため協力しても良いのではないかとの意

見があった。他の単科医会の状況も確認した上で

判断する事となった。
(8)大阪発達障碍懇話会後援依頼について
平成26年２月15日（士）ナレッジキャピタルコン
グレコンベンションセンターで開催が予定されて

いる日本イーライリリー株式会社主催大阪発達

障碍懇話会について後援依頼が届いている。開催
概要が説明され、後援は承認された。

(9)日本小児科医会ポスターの配布（スマホに子守
をきせないで）について

日本小児科医会より啓発ポスター「スマホに子守
をさせないで」の案内が届いている。医会会員に

発送をすることが提案され、承認きれた。
(１０）医会ロゴマークについて
本日までに11点の応募があった。厳正なる投票の
結果、田尻副会長より提出されたロゴマークに決
定した。

議事録署名（自筆署名または押印）
平成25年12月21日

会長武知哲久
副会長卯西元、田尻仁、藤岡雅司、
藤谷宏子

監事小國龍也
理事赤木秀一郎、板金康子、今北優子、
川崎康寛、久保馨、圀府寺美、
竹中義人、田邊卓也、中島滋郎、
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頂きます。

一般社団法人大阪小児科医会
第９回（通算409回）理事会

先ず、日本小児科医会では成育基本法成立へむけ
ての活動が一層進むものと思われますが、大阪でも
成立に向けての活動を協力して行く方針です｡次に、

日時：平成26年１月１６日（木）１４：００～１６：００

昨年からの専門医制度改革を念頭に、変容してきた

場所：大阪小児科医会事務局会議室

小児医療のこれからの方向性を考え、特に総合診療

出席者：（敬称略アイウエオ順）

医と小児科専門医の差別化を模索することが必要で

武知会長、卯西、藤岡、藤谷各副会長

あり、そのためには何に軸に置くべきかを考えて頂

田中監事

ければと思います。本年５月の総会の教育セミナー

赤木、板金、今北、川崎、久保、圀府寺、

はこの課題を意識して企画、準備を進めてきたこと

坂崎、佐野、隅、住本、竹中、中島、西垣、

を申しあげます。

西野、西村、原田、春本、福井、藤井、松下、

八木各理事
定款29条の規定による定足数を満たしており、本
会は成立した。

大阪小児科医会は成熟した団体として今までの経
験を踏襲しながらも、各部会それぞれで今年の活動
を刷新して頂ければと思います。それではただいま

より理事会の報告審議を始めたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

１．会長あいさつ

新しい年を迎えました。みなさまにおかれまして

は先週から本格的に診療活動が始まっているものと

思いますが、あらためまして理事役員の皆様には本
年もよろしくお願いいたします。

きて、一般社団となって第９回の理事会ですが、

２報告事項（庶務担当）

(1)会員異動
ｌ）新入会員

ざのひろひこ

Ａ会員佐野博彦（さ'の小児科クリニック）
（藤岡副会長、久保田恵巳会員推薦）

本日１６日は１月の後半に入り年明けの行事は終え

〒561-0872豊中市寺内2-8-1-103

て、これから医会としての本格的な活動が始まりま

TELO6-68647607FAXO6-6864-2113

す。すでに先週の土曜曰１月１１日には第16回研修医

ふじとひろし

Ａ会員藤戸敬士（藤戸川､児科）（西ﾈｵ龍夫

のための小児救急･新生児勉強会が開催きれました。

理事推薦）

活発な発表、議論が展開され、新年早々に大阪小児

〒579-8003東大阪市日下町3丁目2-35

科医会の躍動感を感じるものでした。

ＴＥＬO72-985-l218FAXO72-985-3023

年末からの話題では、安倍総理の靖国参拝問題が

よこおのりたか

Ｂ会員横尾憲孝（大阪暁明館病院ｲ､児科）

マスコミ中心に騒がれましたが、医療の分野では

（久保田恵巳会員推薦）

2014年度診療報酬改定の大枠が決められ、ネットプ

〒554-0012此花区西九条5-4-8

ラス0.1％、消費税対応分を除くと実質ベースはマ

TELO6-6462-0261FAXO6-6462-0362

イナス126％と発表されました。この数値が小児科

おおうえしんや

Ｂ会員大ｷ直慎也（大植医院）（南條浩輝会

領域でどのように反映してくるか、また多くの小児

員推薦）

科医がどう実感するかは今後の流れとともに小児医

〒596-0812岸和田市大町3-3-4

業経営部会による評価をお願いするものになりま

TELO72-445-2662FAXO72-441-7700

す。さらに最新情報として水痘ワクチンと成人用肺

２）退会会員

よこやまたつお

炎球菌ワクチンが秋から定期接種化きれることにな

Ｂ会員横山達償Ｂ

りました。今年は小児医療にとって大きな変革の年

Ｂ会員浜道美紀

になってもらいたいものです。詳細は予防接種委員
会からご報告頂けるものと思います。

きて、診療現場ではインフルエンザの流行が始
まっているようで、該当地域の先生は多』忙になって

はまみちみき

３）Ｂ→Ａ

｜まずみまさとし

穂積正俊（lまづみ小児科クリニック）
〒580-0026松原市天美我堂4-61-l
TELO72-337-l811FAXO72-337-l899

まりこますみ

いるものと思います。そんな中ですが、本年初めて

鞠子眞済（わ力､ばこどもクリニック）

の理事会と云うことで当面の目標を一言述べさせて

〒536-0008城東区関目5-16-19-101
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TELO6-6180-3505FAXO6-6180-3506

４）物故会員

こいけえいぞう

Ａ会員イ､池瑛蔵（｣､池医院）（平成26年１
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３）子どもの心委員会より

①平成26年２月15日（士）ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンターで大阪発達

月５日ご逝去）

障碍懇話会が開催きれる。開催概要の説明が

〒562-0046箕面市桜ケ丘3-3-4

あった。

TELO72-722-5025FAXO72-722-5171

生前の本会へのご協力に深謝し、冥福を祈っ
て黙祷…

(2)現在会員数（名誉会長４名、顧問７名、参与５

４）予防接種委員会より

①2014年１０月予定の水痘ワクチン定期接種化に
ついて

水痘ワクチンの定期接種化が、１月１５日の厚

名）

生科学審議会予防接種・ワクチン分科会にお

Ａ会員（366）名、Ｂ会員（294名）計660名

いてほぼ決定し、関連法令の改正を経て、今

（Ａ会員は前回より３名増Ｂ会員は前回より２名

年１０月から施行される予定であることなどが

減）

報告された。

②Ｂ型肝炎母子感染予防接種事業の接種スケ
３．各部会報告

ジュールの変更について

(1)学術部会（松下理事）

Ｂ型肝炎母子感染予防接種事業の接種スケ

ｌ）部会開催なし

ジュールについて説明がされた。詳しくは

２）第171回学術集会について

ISOPを参照。

平成26年２月８日(土)毎日新聞社オーバルホー
ルで開催予定
講演１．「こどもと腹部超音波検査」
大阪医科大学泌尿生殖発達医学講座小児科
余田篤先生
講演２．「小児画像診断写真のどこを見る？

５）在宅小児医療委員会より

①第１３回在宅小児医療委員会報告
平成25年12月19日（木）に医会事務局で第１３
回在宅小児医療委員会を開催した。

②第１回障害児問題検討委員会・在宅小児医療
委員会合同カンファレンス報告

何がわかる？」

平成25年１２月20日（金）に森之宮病院で行わ

川口市立医療センター放射線科

れた平成25年度第４回障害児問題検討委員会

原裕子先生

において、在宅小児医療委員会メンバー６人

３）平成26年５月11日（日）第２回定時総会で学

が参加し、トランジション症例について在宅

術部会が担当する講演会の講師として

医療への移行問題も含めて合同カンファレン

兵庫医科大学小児科教授服部益治先生に講演

スをおこなった。

依頼を行い、快諾を得ている。

４）第173回学術集会（談話会）について

③第２回小児の在宅医療・看護連携懇談会（＝
訪問看護ステーション協議会との合同会議）

平成26年７月26日（士）薬業年金会館で開催予

を平成26年１月30日（木）に医会事務局で開

定

催予定。事例検討を中心に行う予定である。

講演「小児の口腔機能の発達と口腔保健の最
新情報（仮)」

④その他
・部会構成について

鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授

栄養委員会や健診委員会の設立を検討して

朝田芳信先生

いる。

(2)プライマリ・ケア部会（竹中理事）

l）第245回プライマリ・ケア部会を平成26年１月
９日（木）大阪小児科医会会議室で開催

2）小児保健委員会より
子どもの疾`患に関する保護者と医師との`情報伝

(3)情報・広報部会（川崎理事）
l）部会開催なし

2）ISOP委員会より（松下理事）
①第216号１２月24日発行済み
②第217号編集中の主な掲載予定記事

達のあり方についてアンケートを実施する予定

・ＨＢＶ母子感染予防のためのワクチン接種

である。アンケート内容を検討中である。

・インフルエンザアウトブレイク始まる

2014.3
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意～

．「ヒトメタニューモウイルス抗原定』性」の
保険適用のお知らせ
・第１回障害児問題検討委員会・在宅小児医

療委員会合同カンファレンス報告
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を進める予定である。

３）大阪小児科医会病院小児科ネットワーク参加
施設以外への小児の外科的疾患および小児科の

応診体制の調査については、府内５大学付属病
院（25医局）に対しアンケートを発送し、回収
途中である。現在の回収状況は回収済みが17医

．第２回一般社団法人定時総会のお知らせ

局、未回収が８医局となっている。未回収の施

・平成25年度「小児の在宅医療研修会」のご

設への対応も含め、部会を開催し方針を決定す

案内

・学会・集会の案内

る予定である。

４）前回の理事会で大阪府の「大阪府傷病者の搬

３）ホームページ委員会より

送及び受入れの実施基準等に関する検討部会」

①定時更新をおこなった。

からの要望事項であった傷病者の搬送基準につ

②ホームページ改定について、業者に見積を依

いて、＃8000マニュアルからの事例が報告され

頼している。

４）会報委員会より

た。

５）大阪府医師会医学会「医学研究奨励費」助成

①第168号（１月号）印刷中

研究申請について

②第169号（４月号）原稿依頼及び収集中

小児救急部会として「医学研究奨励費」の申請

５）感染症サーベイランス委員会より
①定点の選定作業について
東大阪市の藤戸稔也先生ご逝去に伴う新定点

を検討している。部会内での検討後、府医に申
請する予定である。

(6)勤務医部会（西野理事）

の選定作業中である。すでにご子息が医療機

ｌ）学齢期における高次脳機能障害の実態調査の

関を継承し、小児科医会にも入会を頂いたの

アンケート調査を予定しているが、アンケート

で、新入会員の藤戸敦士先生を後任の定点と
して選定する。

②感染症サーベイランスモニター会の開催につ

の原案を作成しているところである。

２）成人期を迎えるお子ざんのこれからのてんか
ん診療についてのアンケート調査は回収を終

いて

え、集計段階である。日本小児神経学会での発

平成26年３月８日（士）大阪薬業会館で第３３

表を予定している。

回感染症サーベイランスモニター会の開催を

３）病院における小児在宅医療に関するアンケー

予定している。開催案内のハガキを２月上旬

ト調査の結果について平成25年１１月１０日に大阪

に発送する予定である。

(4)小児医業経営部会（西村理事）
ｌ）部会開催なし

２）「ヒトメタニューモウイルス抗原定性」の保険

府医師会で発表をおこなった。

４）冊子「障害を持つ子どもたちのよりよい生活
のために」の改定作業をおこなっている。

５）第１６回研修医のための小児救急・新生児勉強

適用に関する案内をＩＳＯＰに掲載する予定であ

会について

る。

平成26年１月１１日（士）大阪府医師協同組合

(5)小児救急部会（久保理事）
l）部会開催なし

2）小児の外科的疾患に関するアンケートについ

大ホールで開催した。参加者は52名で盛会で
あった。

６）第17回研修医のための小児救急・新生児勉強

て、医会会員向けに冊子を作成し、配布する予

会について

定である。当初のアンケートより期間が空いた

第１７回研修医のための小児救急・新生児勉強会

ので、再度確認のための調査票を発送するとと

は当番施設として大阪赤十字病院が担当する事

もに小児科の時間外応診体制に関する追加アン

となった。平成26年９月に大阪府医師協同組合

ケートも発送し、回収途中である。現在の回収

で開催する予定である。

状況は回収済みが29施設、未回収が８施設と

なっている。未回収の施設に連絡を行い、回収

(7)総務部会（住本理事）
①第２回定時総会開催に向けての準備を進めて

大阪小児科医会会報
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②事務局パート職員の退職予定が報告された。
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大阪府医師会学術課より平成25年度大阪府医師会

医学会「医学研究奨励費」助成研究の公募につい

て公募要項が届いている。各部会でも積極的に応
4．報告及び審議事項

募頂きたい。締め切りは平成26年１月31日（金）

く報告事項〉

となっている。

（１）第２回定時総会開催準備について
平成26年５月１１日（日）ホテルグランヴイア大阪

<審議事項〉
（１）会員区分、会費減免規定について

にて開催予定の第２回定時総会開催に向けた準備

現在の定款細則に記載されている会費区分及び会

を進めている。プログラム案の詳細な説明や講師

費減免規定について変更を検討している。変更案

への謝金などを決定した。それぞれのプログラム

が示され審議された。

についても講演時間や演題も報告きれた。

①会員区分について

(2)内藤壽七郎記念賞候補者推薦について

現在の区分規定は、第4条会費および負担金

内藤壽七郎記念賞候補者については前回理事会よ

は管理医師を除く勤務医師（Ｂ会員という）に

り継続審議となっていたが、正副会長会議で審議

あっては、開設医師あるいは管理医師、および

した結果、今回は該当者なしとすることが報告さ

これに準じる医師（Ａ会員という）と区別して

れた。

減額することができる。と定めている。

(3)大阪府保険医協会雑誌部在宅医療に関するア

変更の案、第４条会費および負担金は勤務医

ンケート協力依頼について

師にあっては、減額することができる。が示さ

大阪府保険医協会雑誌部より依頼があった「在宅

れた。管理上の問題もあり、Ａ会員、Ｂ会員の

医療に関するアンケート協力｣であるが､アンケー

文言は残すべきではないかとの意見があった。

ト内容を確認した結果、今回は回答を行わない事
が報告された。

(4)大阪発達障碍懇話会開催について

②会費減免規定について
現在の規定は次にかかげる場合は会費あるい

は負担金を減免することができる。(1)疾病あ

平成26年２月15日（士）ナレッジキャピタルコン

るいは障害によって診療などに従事することが

グレコンベンションセンターで開催が予定されて

できない場合ただし、免責期間は事由発生後３

いる大阪発達障碍懇話会について開催概要の説明

か月とする。(2)満77歳を超える場合（３）前２

がなされた。

号の規定のほか、理事会において適当と認めら

(5)大阪市保健所からの子どもの在宅療養支援につ

れた場合。定款第33条に規定する顧問および同

いて

３４条に規定する名誉会長は、会費および負担金

現在大阪府が実施している子どもの在宅療養支援

を免除することができる。と定めている。

について、大阪市でも検討を始めている。大阪市

変更の案、次にかかげる場合は会費および負担

が作成した「高度な医療的ケアが必要なこどもの

金を免除することができる。(1)疾病、障害そ

在宅療養支援」の図が示され説明された。小児科

の他の事由によって診療などに従事することが

医会としても協力する方針が説明された。

できない場合。ただし、免除期間は事由発生後

(6)第４１回自閉症診療セミナー開催について

３か月以内とする。(2)前号の規定のほか、理

平成26年２月１日（土）大阪大学中之島センター

事会において適当と認められた場合。定款第３３

で開催が予定されている第４１回自閉症診療セミ

条に規定する顧問および同34条に規定する名誉

ナーについて開催概要の説明がなされた。広報に

会長、ならびに多大な功労があり理事会で承認

ついて、年間を通しての後援は承諾しているが、

された会員は、会費および負担金を免除するこ

ＩＳＯＰへの掲載など広報については事前連絡を条

とができる。が示された。

件としている。今回の依頼は直前であるが掲載す

特に第２項の年齢規定については今後の医会会

るかを検討した。今後は十分な余裕をもって事前

費収入にも大きな影響があるため削除を検討し

連絡を頂くことを条件にＩＳＯＰに掲載する事とし

ている。

た。

満77歳の年齢規定については削除する事が承認

(7)その他

された。
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れた。

(8)その他
理事がオブザーバとして参加している、大阪府障

(2)永井利三郎先生、西田勝先生の役職について

がい者自立支援協議会発達障がい児者支援体制整

永井利三郎先生、西田勝先生はこれまでの功績

備検討部会であるが内容をまとめた冊子（案）が

を称え、次回総会で参与として推薦する事が説明

できてきている。正式な公表は２月上旬となるこ

され、承認された。

とが報告された。

(3)大阪小児科医会賞候補者選考について
大阪小児科医会賞規約では理事会で受賞者を決定

議事録署名（自筆署名または押印）

する事なっているが、十分な審議を行うため選考
委員会を設置したい。選考委員会の趣旨が説明さ

平成26年１月１６日

れ、設置は承認された。またそのメンバーは正副

会長武知哲久

会長､各部会長を中心に招集する事も承認された。

副会長卯西元、藤岡雅司、藤谷宏子

(4)「子育て通信」URLの大阪市作成冊子への掲載
依頼について

監事田中祥介

理事赤木秀一郎、板金康子、今北優子、

大阪市子ども青年局より大阪市が作成している冊

川崎康寛、久保馨、圀府寺美、

子に、小児科医会ホームページ「子育て通信」の

坂崎弘美、佐野哲也、隅清彰、

ＵＲＬを掲載したいとの申し出があった。「子育て

住本真一、竹中義人、中島滋郎、

通信」直接ではなく大阪小児科医会のトップベー

西垣敏紀、西野昌光、西村龍夫、

ジのURLであれば掲載を許可する事が承認され

原田佳明、春本常雄、福井聖子、

た。

藤井雅世、松下享、八木由奈

(5)会費未納者について
長期の会費未納者について配達記録郵便で最終の
督促案内を送付する。平成26年ｌ月末までに会費
の納入が行われない場合、定款規則に従い退会手
続を進めることが説明ざれ承認きれた。

(6)第６回及び第７回大阪小児科医会予防接種セミ
ナー共催依頼について

平成26年４月26日（士）ホテルグランヴイア大阪
で開催が予定されている、ジャパンワクチン株式
会社共催第７回大阪小児科医会予防接種セミ
ナーについて共催依頼が届いている。開催概要が
説明され、共催は承認された。

第６回の予防接種セミナーについてはＭＳＤ株式
会社との共催を予定している。共催依頼及びプロ

グラムの内容を確認し､次回理事会の審議とする。
(7)医会ロゴマークについて

前回の理事会で決定した医会ロゴマークである
が、類似したロゴマークがあるとの意見もあり再

度確認を行う。指摘されたマークは公共`性の高い
マークであり、かつ問題になるほど類似していな

いとの意見が多く、このまま使用する事が承認さ
れた。またロゴマークを縮小して使用した場合文
字が見えにくいとの意見もあったが、あくまでも

マークであるため変更せずに使用する事が承認ざ

大阪小児科医会会報
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部会報告（～Ｈ26.2）
平成25年度第３回

障害児問題検討委員会

第３回総会準備委員会
日時：Ｈ25.12.19（木）１６：００～

日時：Ｈ2510.24（木）１９：００～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

場所：森之宮病院８階会議室

出席者：武知、卯西、藤谷、川崎、久保、圀府寺、

出席者：荒井、柏木、九鬼、田邊、鳥邊、最上

中島(滋)、西野、春本、藤井(雅)、松下、
村上

平成25年度第１回調査研究委員会
日時：Ｈ25.10.26(土）１８：００～

平成25年度第２回大阪三者協議会

場所：天繁

日時：Ｈ25.12.19（木）１８：３０～

出席者：田邊、牧、西村(龍)、尾崎(由)、黒瀬、

場所：天王寺都ホテル１７階スカイバンケット

原田(佳）

出席者：大阪小児科医会
武知、卯西、藤谷

第244回プライマリ・ケア部会

大阪小児保健研究会

日時：Ｈ25.12.5（木）１４：３０～

岡本、稲田、佐藤

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

大阪小児科学会

出席者：武知、藤谷、竹中、古形、川崎、久保田、

永井

田中(薫)、田中(祥)、中村､春本､福田(弥)、
藤井(雅)、藤岡

平成25年度第４回

障害児問題検討委員会
第108回'情報広報部会

日時：Ｈ2512.20（金）１９：００～

（第220回）会報委員会

場所：森之宮病院ウッディホール

日時：Ｈ25.12.5（木）１６：００～１７：３０

出席者：西野、荒井、宇野、柏木、九鬼、島川、

場所：（－社）大阪小児科医会事務局

鳥邊、永井、最上、

出席者：藤岡、川崎、松下、田中（祥)、

（在宅小児医療委員会）

板金、田中（菫)、春本、藤谷

春本、田中(祥)、望月、久保田、南條、
藤井(雅）

第９回正副会長会

日時：Ｈ25.1212（木）１５：００～１７：００

第１回救急フォーラム実行委員会

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

日時： H25.1226（木）１９：００～

出席者：武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷

場所： (－社)大阪小児科医会事務局
出席者： 田尻、西野、尾崎(由)、圀府寺、隅、

第13回在宅小児医療委員会

新田、春本、徳永康行、西原正人、林振作

日時：Ｈ2512.19（木）１４：００～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局
出席者：藤谷、春本、田中(祥)、望月、鳥邊、南條、

福田(弥)、藤井(雅)、房岡、大植

第10回正副会長会
日時：Ｈ26.1.9（木）１４：３０～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局
出席者：武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷

大阪小児科医会会報
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平成25年度第５回（第97回）学術部会

日時：Ｈ26.19（木）１６：００～

日時：Ｈ26.2.8(土）１７：３０～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

場所：毎日インテシオ４階会議室

出席者：武知、藤谷、竹中、板金、卯西、久保田、

出席者：武知、卯西、松下、西鴫、尾崎(由)、

田中(薫)、田中(祥)、冨吉、春本、福井、

黒瀬、圀府寺、田邊、中島(滋)、西村(龍)、

福田(弥)、藤井(雅)、藤岡、八木

橋爪、春本、藤谷、牧、余田、赤木

第４回総会準備委員会

第246回プライマリ・ケア部会

日時：Ｈ261.16（木）１６：００～

日時：Ｈ26.2.13（木）１４：００～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、卯西、藤谷、川崎、久保、圀府寺、

出席者：武知、藤谷、竹中、古形、板金、卯西、

佐野、住本、西野、春本、藤井(雅)、松下、

久保田、田中(薫)、田中(祥)、浜本、春本、

八木

平林、藤井(雅)、藤岡
平成25年度第４回

病気を持つ子どもの保育・教育検討委員会

第１１回正副会長会

日時：Ｈ26.2.13（木）１５：００～

日時：Ｈ26.1.21（火）１９：００～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

場所：大阪市立総合医療センター第５会議室

出席者：武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷

出席者：天羽、稲田、圀府寺、藤丸、山本(勝）
第Ｓ回総会準備委員会

平成25年度第２回調査研究委員会

日時：Ｈ26222(士）１７：００～

日時：H26L25(士）１８：３０～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

場所：天繁

出席者：武知、卯西、藤岡、藤谷、市川、川崎、

出席者：卯西、松下、田邊、牧、西村(龍)、新谷、

久保、圀府寺、西嶋、松下

尾崎(由)、原田(佳)、村上(城)、山崎(剛）

第１回ホームページ委員会
第２回小児救急部会

日時：Ｈ26.2.22(士）１７：３０～

日時：H26L30（木）１５：３０～１７：００

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、卯西、藤岡、藤谷、川崎、松下

出席者：武知、田尻、久保、舟本、岡崎(仁)、
岡村、住田、橋爪、春本、福井、松下

平成25年度第５回

障害児問題検討委員会
第２回小児の在宅医療・看護連携懇談会

日時：Ｈ26.227（木）１９：００～

日時：Ｈ26.1.30（木）１８：００～

場所：森之宮病院応接室

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：荒井、柏木、九鬼、田邊、鳥邊、最上

出席者：春本、田中(祥)、望月、南條、福田(弥)、
藤井(雅）
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会員異動
新入会員
勤務先名

サノヒロピコ

ヤ

也

植

ヘン慎

ウ

大

エ

オ
オ

Ｂ

大植医院

596-0812

岸和田市大町3-3-4

サカモトケンイチ

Ａ

阪本憲

阪本医院

557-0031

西成区鶴見橋3-1-10

。』

大阪市此花区西九条5-4-8

１２
６６

554-0012

ヨコオノリタカ

２３
００

横尾憲孝 大阪暁明館病院小児科

06-6864-2113
２２

Ｂ

06-6864-7607

。』

豊中市寺内2-8-1-103

６６
４４
６６

561-0872

６６

佐野博彦 ざの小児科クリニック

００

Ａ

ＴＥＬ
ＦＡＸ

住所

ｌＴ

氏名

区分

072-445-2662
072-441-7700

06-6561-2020
06-6561-0138

区分変更

Ａ －ヶ Ｂ

上仁義

勤務先名
￣

上仁上田クリニック

住所

ｌＴ

氏名

区分

Ｔ

ＴＥＬ
ＦＡＸ

598-0011

泉佐野市高松北1-6-10

072-462-3458
072-463-1178

Ｂ

→

Ａ

穂積正俊 (医)ほづみ小児科クリニック

580-0026

松原市天美我堂4-61-1

O72-337-l811
072-337-l899

Ｂ

－ケ

Ａ

鞠子眞済 わかばこどもクリニック

536-0008

大阪市城東区関目5-16-19-101

06-6180-3505
06-6180-3506

退会会員

勤務先名

Ａ

山中太郎 山中小児科

Ｂ

横山達郎

Ｂ

浜道美紀

Ａ

北川真 北Illクリニック

Ｂ

宇城敦司

(医)同仁会みみはら高砂ク
ﾘニック小児科

大阪市立総合医療センター
集中治療部

住所

ｌＴ

氏名

区分

581-0802

八尾市北本町1-1-34

590-8505

堺市堺区協和町4丁109-2

569-1114

高槻市別所新町3-19

534-0021

大坂市都島区都島本通2-13-22

ＴＥＬ
ＦＡＸ

072-922-3305
072-997-9317

072-241-4990
072-241-4982
O72-686-2020

072-686-2027
06-6929-1221

06-6922-6180

物故会員
勤務先名

稔也 藤戸小児科

Ａ

藤

Ａ

小池瑛蔵 (医)小池医院

Ｆ１

住所

ｌＴ

氏名

区分

579-8003

東大阪市日下町3-2-35

562-0046

箕面市桜ケ丘3-3-4

生前の本会へのご協力を深謝し、ご冥福をお祈り申しあげます。
現在会員数(名誉会長４名、顧問７名、参与５名）
Ａ会員(366名)、Ｂ会員(293名)、合計(659名）
Ａ会員が前回と変わらず、Ｂ会員は前回より－２名

ＴＥＬ
ＦＡＸ

072-985-1218
072-985-3023
072-722-5025
072-722-5171

2０１４．３
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編集後記
まず､「うぶ声｣は小児がんの総説的な文章で､日々

方の先進例、病院紹介記は十三市民病院と暁明館病

患児家族と歩みを共にしてきた姿勢がひしひしと伝

院、地域勉強会は寝屋川などなど大阪府下各地の活

わり、ぐっと引き込まれる。とりわけショッキング

躍が満載である。新入会員の方々の「会員の声」は、

だったのは、日本で認められている小児がん治療薬

医師生活以外の人生経験に敬服したり、子育て真っ

は白血病に対する－世代前の２種類だけという悲'惨

最中の女,性医師に思わず応援したくなったり、味(人

な状況であり、小児がん治療薬の治験を国が製薬会

間味）のあるすばらしい方々が大阪小児科医会の仲

社に不採算であっても強要している欧米と対照的で

間に加わることは頼もしい限りである。このように

ある。この国は本当に子供を大切にしているのか、

今号もまた、会員の経験や熱意といった宝物が詰

と悲しくなった｡次に､｢大学の窓｣､｢診療一口メモ｣、

まった会報になっている。学会出張のお伴として鞄

そして、学術集会、病院ネットワークの勉強会など

に忍ばせるもよし、座右に置いてｌか月くらいかけ

各種講演会・セミナー報告が続く。とりわけ、「診

てじっくり読むのもよし、．・・・今後とも益々の

療一口メモ」では水痘の２回接種の間隔の根拠につ

ご支援をよろしくお願いいたします。

いてわかりやすく説明されているので、小児科医師

（春本常雄）

にとっては必読であろう。また、在宅シリーズは枚
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広報(会報)委員
青野繁雄板金康子

川崎康寛

平成26年４月１日発行

坂崎弘美田中薫

田中祥介

発行所一般社団法人大阪小児科医会
〒543-0011大阪市天王寺区清水谷町８－１５

春本常雄松下享
名誉委員

飯田喜彦岡本健治

志野和子

ＦＡＸ（06）６７６１－７６８２
１０：００～１７：００

情報広報部会担当部会長

但し士・日・祝日休み
（昼休み）１２：００～１３：００

川崎康寛

情報広報部会担当副会長
藤岡雅司

清水谷ピツグビル２Ｆ
ＴＥＬ（06）６７６１－７６１３

五十音111頁

ＵＲＬhttp://www,osk-paorjp／
E-mailosk-pa＠osk-pa・orjp

一般社団法人大阪小児科医会住所等変更届
平素は一般社団法人大阪小児科医会に御協力賜りましてあ１１）がとうございますｂ

ご住所､勤務先等の変更がございましたら､お届け下さいますよう宜しくお願い致します。
一般社団法人大阪小児科医会事務局ＦＡＸＯＳ－ＳフＳ１－７ＳＢ２
平成年月曰
(ふ0ﾉがな）

氏名

会員種別

■￣－－￣■■■-－-－-－--￣■■■－－－－-－－－－－-－-－----－－￣￣--－－---－－－--￣■■■－－-－－－

Ａ・Ｂ

生年月日

西暦年月曰

男・女

(ふﾚﾉがな）

勤務先名

■.－－--￣■■■-－■■■－－-----－－－---－￣■■■ﾛ－－￣■■■－－---－－－￣■■■－－-－■■■－－-－－－--－－－－--■■■-－￣■■■■■■-－－－－－－■

切り取り線

(ふﾚﾉがな）

■■■■￣■■■－－■■■－－---－－－－－－－￣■■■■■■－－－－--－－￣￣￣■■■－－----－－■■■■■■■l■■－－－－￣■■■--■■■■■■■■■－－---－￣■Ⅱ■■￣■■■■■■■■■－－－－■

Ｔ

勤務先所在地

ＴＥＬ

FＡＸ

所属医師会名
(ふIﾉがな）
￣￣■■,■■■■l■■■■■■■■■■■－－￣￣----－－－－￣￣－－－－----－－--－－--－－-－－－－－-－－－■■■---－－－---－-－￣■■■-－-－■

Ｔ

自宅住所
ＴＥＬ

FＡＸ

携帯

文書送付先

1.施設所在地２.自宅住所

メールアドレス
医会の情報を電子媒体で希望

E－ｍａｉｌ

■
●

される会員はご記入ください。

個人情報保護法によりこの情報は当医会のみでの使用に限ります。

