日

五
長野県小児科医会会報

I器器ﾛロ
ｒＦトＬＩｒト﹂ＩＦトＬＩｒ卜Ｌ

■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■

声印

匿匪旬丑睦■窒堕匪
旬因脇■■陽厩酋陸
■■盟屍口乙囮鹿■
園田■画麗■四筋の

ｇ四尾■■■■■■■

十

■麺睡暉3

に︲ザ一場■

謂轆

鉾アエアＺデフ｜渓アーどダフ弾アーｚプＺ辞アー兵司

Ｚ誤フー共プーと〆フエア〆﹁／一鐸フー〆と問う一鐸アとゾフ〆アごジーノ岸辞

■町田■一団届■■

函■■

釘rし1 J

■■聾唾空竺堅
口釦壷二空囲■
画匪■■屍■■

米Hﾌ攪全廿易

蕊

割

鶏

灘

｛

■■■■■■■

■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■

一号﹂一一一一一一一一一一一巨一﹄﹄﹂庁岸一一一一一﹄一一一一一一﹇一一一Ｆ岸﹄一一一一一一一一一﹂一一一一一一Ｆ一一一一一

群

■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■

二 一 一 一 ﹂ 二 二 一 一 二 三 二 二 二 一

悪

一■ｚ鹿■西賜ｐ却堕■■閉厩︑■函■■蜀珂■画掘■酒田豚■皿路与都晒■■間鹿■西尾■■画澤二二三一二二弓■殉区ニプ﹈どジブ一津プー畠デ﹃園田■壁豚一〆Ｚ■■駐房一〆司判淵﹃ど︲門司皇アと周︲

〃1列

l lⅢll l l lⅢll l lⅢⅢⅢ￨￨ⅢIllⅢⅢⅢⅢll lⅢⅢll lⅢⅢll lⅢⅢⅢ

ﾛ■

｜『二｝ 一二

鱈

上幽

弱

雲

土
‑偶

辻

＃

牛体#t鮮申4

州

に

巌

ト

畦

p凸
ﾛ唾

66
noftheNaganoPediatricAssociation

平成29年12月5日発行

長野県小児科医会会報第66号
contents

竹内こども医院

竹内則夫

長野県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児科

廣間武彦

1

巻頭言

会長就任のご挨拶

2

平成29年度長野県小児科医会総会報告

8

第64回学術研修セミナー

大規模災害に備える

災害時小児周産期リエゾン

11

日本小児科学会災害対策委員会からの報告

長野県立こども病院

12

医療インフラが崩壊したときに使える新生児用CPAPの開発
諏訪赤十字病院小児科

15

中村友彦

馬場

淳

贈翻鳫蕊■
多様化する小児医療に対応するための若手医師の育成と女性医師のキヤリアノ (スを考える

18

中沢洋三

伊那中央病院小児看護専門看護師

穂高幸枝

小児医療における協働

小児看護専門看護師の活動
Z0

信州大学医学部小児医学教室教授

小児在宅医療における相談支援専門員の活動
社会福祉法人この街福祉会この街相談支援センター長．相談支援専門員

26

小児薬物療法認定薬剤師の役割

長野県立こども病院薬剤部小児薬物療法認定薬斉ﾘ師

29

診察室の窓辺から☆発達障害について思うこと

31

乳児健診☆

33

長野県小児科医会入会申込害

34役員会記録

35

井上純一

編集後記

小口真実

今村こどもクリニック

今村柚紀子

「女児十大腿しわ左右差」は必ず整形外科へみのしまクリニック

簑島宗夫

巻頭言
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＝蕊

拳

会長就任のご挨拶
竹内こども医院竹内則夫

此のたびは伝統ある長野県小児科医会の会長にご指名いただき、大変光栄に存じますととも
に、重い責任を感じております。

当会は、初代会長の松岡伊津夫先生をはじめ、 2代目会長の故有吉徹先生から、さきの会長

の高島俊夫先生まで、高逼にして指導力に優れ、豊かな学識をお持ちの先生方がその職を務め
てこられました。そこに私のような浅学非才でかつ指導力も乏しい者が会長職お引き受けしてよ
いものかどうか迷いました。しかし、私より優秀な両副会長や庶務の先生をはじめ、周りに多く

の有能な役員の方がたがおられますので、ご協力をいただきながら、また会員の皆様がたのご
支援もお願いしつつ、職責を果たしてまいりたいと考えております。どうぞ、よろしくお願い申し
あげます。

さて、最近の当会を取り巻く状況を見ると年々厳しくなっているのではないかと思われます。少

子化による患者の減少や抗生剤などの使用量の減少、また（国の医療費抑制政策による）ジェ
ネリック医薬品の普及などにより、大手製薬メーカーからの、従来のような当会への協力が得ら
れなくなりました。その結果、学術研修セミナーの講師の招へい、また役員会や総会の通知の
発送から当日の受付業務まで、自前で行うことが必要になり、先の会長の高島先生や庶務の花

村先生には大変ご苦労されたのではないかと存じます。会報への広告協賛も少なくなり、結果と
して出費は増え、収入は減少することになり、会費の値上げをお願いしなければならなくなりま
した｡今後もこの傾向は続くと思われます｡会員の皆様の更なるご協力をお願いしたいと存じます。
ところで最近、話題にならなくなりましたが、安倍政権はアベノミクスの第2弾として「新3本
の矢」というキャッチフレーズを掲げ、その2本目の矢に「夢を紡ぐ子育て支援」 （出生率18
を目指す）という目標をかかげました。しかし現実を見ると少子化は一向に止まる気配はありま

せん。長野県においても昭和50年に3万人だった出生数が平成16年に2万人をわり、昨年
は1万5千人余りまで､この40年ほどで半減しています。少子化を止めることは困難ですが､我々
小児科医にできることを模索しながら､出生数を増やす努力をする必要があると思います｡しかし、

現在の年齢別人口を見ると、しばらくは子どもの数の減少は避けられません。そこで子どもの数
の減少を見据えたうえで、小児科医の活躍する場を確保してゆく必要があると考えます。また、
会の活動もダウンサイジングが必要かもしれません。難しい課題ではありますが、会員の皆様か
ら広くご意見を伺いながら努力してまいりたいと存じます。皆さまのご協力をよろしくお願い申し
あげます。
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平成29年度長野県小児科医会総会報告
簑島宗夫
日時平成29年5月28日（日）

また午前中のワークショップは「大規模災

場所丸の内ホール(松本市）

害に備える｣、午後のシンポジウムは「小児
医療における協働｣という､いずれもフレッシュ

総会は花村理事の司会で行われた。開会

で興味深い話題です。是非最後までお聞きに

に先立って前総会以降に亡くなられた長野市

なりまして、皆様にとって有意義な一日になり

の青木先生、新生病院の宮崎先生に黙祷を

ますようお祈り致します。

捧げた。総会の議事は飯沼議長が執りおこ

最後に本日の総会をもちまして、私、2期

なった。

4年努めました長野県小児科医会会長を辞任
致します。皆様方の御協力のお陰で大過なく

会長挨拶（高島俊夫）

努めを終わることが出来ましたことにお礼を

おはようございます。本日はご多用中のと

申し上げます。

ころ長野県小児科医会総会、並びに第64回

次期会長の元に長野県小児科医会が益々

学術研修セミナーにご出席いただきましてあ

発展することを祈って挨拶とさせていただきま

りがとうございます。午前中の総会では平成

す。ありがとうございました。

28年度の決算報告、役員改選、平成29年
度予算、事業計画等たくさんの案件がありま

会務報告竹内副会長が以下のように報告し

す。特に予算面に関しまして、後程、会計担

た（以下、敬称略)。

当の篠崎先生からお話があると思いますが、

平成28年11月27日(日)長野県小児科医会

多少窮屈になっていますb理由は､①会費の

総会並びに第63回学術研修セミナー(長野

減少（開業医が増えない)､②広告料の減少

市･長野第一ホテル)、平成29年2月ll日

(メーカーからの協賛を受けにくくなっていま

(士･祝日)第6回日本小児科医会乳幼児･学

す)､③セミナー費用の増大（メーカーの協賛

校保健研修会(三井住友銀行東館ライジン

を受けにくくなって本日も協賛がありません)、

グ･スクエア)高島･増田、平成29年2月20

④日本小児科医会の活動が増え、中部ブロッ

日(月)長野県慢性特定疾病審査会委員推薦

ク連絡協議会、近畿・中部ブロック合同会議

(長野県医師会関隆教会長)牛久英雄先生・

等、役員の出張が増えた等です。

森哲夫先生･長沼邦明先生、平成29年2月

先日の役員会で開業医会員の会費を年間

26日(日)平成28年度日本小児科医会社会

1万円から1万3千円に上げる方針が決まり

保険全国委員会(和光堂西新宿ビル)中澤、

ましたが、是非お認め願いたいと思います。

平成29年3月8日(水)平成28年度第2回長

本日の学術セミナーは学術担当の中村先生

野県立こども病院運営協議会(長野県立こど

に立案していただきましたが、特別講演は昨

も病院)高島、平成29年3月15日(水)長野

年信州大学小児科教授に就任された中沢洋

県社会保険診療報酬請求書審査委員会委

三先生による「多様化する医療に対応するた

員推薦(長野県医師会関隆教会長)川合博

めの若手医師の育成と女性医師のキャリアパ

先生･塩原正明先生･新川一雄先生(留任)・

スを考える」という興味深いお話を拝聴致し

竹内則夫先生(新任）

ます。
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平成28年度歳入歳出報告篠崎理事が長

実施報告､平成29年2月11日第6回日本小

野県小児科医会並びに第63回学術セミ

児科医会乳幼児学校保健研修会が東京で行

ナー特別会計決算と平成28年度長野県小

われた｡｢クリニックで､地域で､安心な子育て

児科医会会計決算を次ページのように報告

を支える｣のテーマで6つの演題と総合討論

を行った。

が行われ､参加者は約240名であった。

繰越金が減ってマイナス会計になってい

今後の予定､1)平成29年6月10日〜1旧

る。その原因は収入の部では会費の減少、

に､富山市で第28回日本小児科医会総会

開業医の減少。会費収入は平成18年度

フオーラムが行われる｡乳幼児学校保健部で

101万円が28年度82万円に、広告収入

は以下のふたつを予定している｡①乳幼児

は平成19年度61万円が28年度24万円

学校保健部と富山県小児科医会･富山市医

に減った。支出の部ではセミナー費用の増

師会との合同企画で｢学校医として知ってお

大。会場費、講師謝礼等の後援、人的後援

きたい歯科､眼科､整形外科の知識｣をテー

があったが最近受けられなくなった。中部ブ

マに講演会を行う｡②運動器検診の現状およ

ロック連絡協議会、中部ブロック近畿ブロッ

び小児科医の考えを把握するために日本小

ク合同会議等への出席費用の増大。決算報

児科医会会員にアンケート調査を行った結

告の繰越金の備考欄にあるように平成28

果についてポスター発表を行う｡また､総会

年度の普通預金が157万円、定期が2口

フォーラム期間中に､乳幼児学校保健部の全

303万円から、 1年で普通預金が73万円

国委員会も開催予定である。

2)平成30年

に減った。今のままの状態が続くと定期預

2月11日（日）に第7回日本小児科医会乳幼

金を取り崩さなければならなくなる。

児学校保健研修会を東京で開催予定であ

［高島l篠崎理事からお話があったが、先

る｡テーマはDI,児生活習慣病検診のありか

日の役員会でかなり討論した結果、会費を

た｣になる見込み。

値上げする方向になった。勤務医を千円、

開業医を2千円上げたらどうかという案も出

保険｛中澤］
平成29年2月26日（日）に和光堂西

たが、勤務医会員をもっと増やさなければ

新宿ビルで開催された。

ならないこと、開業医は会費を経費で落と

報告・協議事項①投稿論文「小児かかりつ

せるという理由で、開業医会員の会費を年

け診療料の考察」について。昨年7月に実

間1万円から1万3千円に上げるという方

施した各都道府県小児科医会会長のアン

針になったので､是非お認め願いたいと思う。

ケート結果などを整理し、小児かかりつけ

議長はここで挙手による採決を求め、大

診療料の問題点・変更要望の要点をまとめ

多数から賛同をいただき、会費値上げは承

た。公の雑誌に証拠として意見を残すことは

認された。

意味があり、算定率改善のために、現状に
即した内容に緩和されることを呼び込む可

担当理事報告

能性がある。4月に発行された第53号小

庶務［花村］
退会3名､黙祷した2名の自然退会の他、

児科医会会報に掲載されている。

②平成30年度診療報酬改定における小児

遠藤優子先生（大町市）から退会届があっ

医療に関する要望書および診療報酬提案書

た。入会2名､むくろじ小児科医院(長野市）

について。小児かかりつけ診療料の見直し、

池上博彦先生、信大小児科の蜂谷明先生。

診療情報提供料I(紹介先の拡大、まるめ
からの除外）の見直しの2点を主体とする。

公衆衛生［増田］
3

長野県小児科医会並びに第63回学術セミナー特別会計決算報告書
2016/11/26長野第一ホテル

＜収入の部＞

長野県小児科医会助成金300,000円
研修セミナー参加費
82,000円(2,000円×41名）

合計382,00O円

く支出の部＞

講師謝礼(8名）
長野第一ホテル支払
送金費

140,000円
331,094円
540円

合計471,634円
差引残高‑89,634円(不足分通帳から補充）

平成28年度長野県小児科医会会計決算報告
（平成28年4月旧〜平成29年3月3旧）

収入合計5,789,767円
支出合計1,974,625円
差引合計3,815,142円
収入の部
科目

28年度
決算額(円）

会費
繰越金

広告料
県医師会
雑収入
収入合計

28年度
予算額(円）

833,000

880,000

4，606，239

4，606，239

250,000

300,000

100,000

100,000

528

900

5，789，767

5，887，139

比較(万円）
増
減

備考
開業医会員:64名(10,000円）
勤務医会員:48名( 5,000円）

5.0

普通預金
定期預金(2口）

1,571,925
3,034,314

5.0

利息(普通12,定期516）
10．0

支出の部
科目

項目
子供健康週間

事業費

子供を虐待から守る会(長野､諏訪）
セミナー補助
会報費
NPO法人e−MADO
長野県小児保健協会協賛金
チャイルドライン長野協賛金
ホームページ維持費
中部ブロック連絡協議会
日本保育保健協会第3ブロック研修会

比較(万円）

30，000

30，000

60，000
709,423

600，000

424,440

500,000

100,000
50,000

100,000

30，000

30,000

増

備考

減

60，000
年2回補助

11．0
7．5

年2回発行

50,000

7,642

10,000

50,000

40,000

0.5
1.0

100,000

0

10.0
140

236，260

1,420,000
200，000

3．5

役員旅費

55,000

50，000

0．5

会場費、お茶代

291，260

250，000

4．0

通信費

83，553

60，000

2．5

慶弔費
雑費

0

60,000

6.0

花代など

38，307

70,000

3.5

封筒代､送金費等

121，860

190,000

7.0

1,974,625

1，860，000

旅費
役員会費
計

事務費

28年度
予算額(円）

1,561,505

計

会議費

28年度
決算額(円）

計

支出合計

11．0

会報送料など

大枠の基本方針として、現行の小児かかり

森議長高島先生が本日退任されるとのこと

つけ診療料枠組みは維持すること。算定要

で、平成29年度以降の会長選挙、役員選

件、施設基準などを小児科診療所の実態に

挙を行う。 4月8日に会長選挙告示、 4月

合わせ、多くの保険医療機関が算定できる

28日に立候補を締め切ったが、竹内則夫

ように緩和することなどをふまえて、 3月末

先生から届け出があった。竹内先生を会長

までに作成し5月に厚労省に提出。

に選出するにあたり、挙手で賛同を求めた

③平成29度診療所小児科の医業経営実態

ところ、全員一致で承認された。

役員選任について、竹内会長と各地区の

アンケート調査について。日本小児科医会

代表により別室で協議が行われた。

A会員の名簿奇数番1900名に7月1日
発送、 31日回収期限とする。 27年度の回
収率27％で、今回50％を目標として調査

休憩時間中に、飯田健和会病院の和田先

に協力をお願いしたい。今回の調査に小児

生から「子どもの医療費窓口完全無料」に

かかりつけ診療料の届け出の有無を追加し

ついての提案があった。長野県は来年8月

た。

から中学まで現物給付にする方針を出した

④小児かかりつけ診療料の問題点につい

が、 1件500円の受益者負担は引き続き

て。平成28年10月中旬の時点での届出
数は全国で887件、全国の診療所数

取るという方針。長野県では収入が生活保

101412の0.8%に過ぎない。アンケート

あって、生活保護の捕捉率が6.6％しかな

調査（28年7〜8月）では、少ない理由

い。約1割の子どもたちは生活保護レベル

として、常時電話対応、出来高の医療機関

以下の収入で生活保護を受けていない状況

が算定できない、同意書を取ることにより逆

のなので、この家庭にはとっては500円の

に医療機関への縛りが強くなり、患者さんと

負担は決して少なくない。そのために医療

の信頼関係に歪みが生ずる、初期救急施設

機関にかかれないことが実は結構ある。そ

への出務規定が多い、点数の割に責任や負

こで500円の徴収もしない完全窓口無料に

担が多いなど。

する必要があるのではないか、貧困対策と

護レベル以下の子育て世代家庭が1割強

会報65号は6月15日付け

いう面から、それが必要ではないかと考え

発行予定で準備中、ホームページは適宜更

る。ぜひ県小児科医会として長野県に対し

新中。

て完全窓口無料を要請していただくことをご

広報［蓑島l

検討していただくよう願っている。

森議長貧困問題で500円も厳しいという
場合もあり、県に要望していくということに

ついて会場から賛同の挙手を求め、多数か

難

識:；

ら支持された。このことを受けて新役員で話
し合うこととなった。

嘩

1
1

総会議事に戻り、新会長の就任挨拶が行
われた。

会長選挙

新会長挨拶（竹内則夫）

仮議長に花村先生が選出された。議長に

巻頭言に全文収

載。また新役員は次の通りに承認された。

は森哲夫先生が推薦され選出された。
5

長野県小児科医会役員名簿（平成29年10月28日現在）

会

長

副会長

竹内則夫
松岡高史

天野芳郎

庶務担当

児玉

滝

会計担当

田中宗史

会計補佐篠崎康治

広報担当

蓑島宗夫

宮川恭一

今村柚紀子

山田

節

稲葉雄二

中山佳子

公衆衛生担当

増田英子

吉江春人

宮林麻里

学術担当

天野芳郎

藪原明彦

細谷まち子

中村友彦

岩崎

康

胄沼架佐賜

杉山

裕

鶯澤一彦

竹重博子

川合博

塩原正明

新川一雄

天野芳郎

中澤良樹

竹内則夫

坂井昭彦

小林敏美

こどもの心担当
保険担当

窪諦口総︾蹄
参与

央

芳樹

北原文徳

矢野秀実

森哲夫
原山

修

高島俊夫
川勝岳夫

松岡伊津夫

藤松操

松浦敏雄

藤森克之

小宮山淳

小池健一

中沢洋三

松浦敏雄

塚田昌滋

坂井昭彦

花村

川合

牛久英雄

潔

長沼邦明

代議員

竹内則夫

予備代議員

松岡高史

6

博

活躍する場が多いことから選定した。続いて

続いて森議長は平成29年度の事業計画
について説明をもとめた。

森議長は平成29年度歳入歳出予算につい

竹内会長今年秋の総会及びセミナーは11

て説明をもとめた。篠崎前理事は下のように

月26日に長野赤十字病院を会場に行う予

説明し、議長が賛同を求めたところ多数の

定である。特別講演とシンポジウムは病児・

挙手により承認された。議長は閉会を宣言し

病後児保育について行いたいと考えている。

総会は終了した。終了後に日本脳炎ワクチ

医療関係では女性医師、看護師ほか女性の

ンの供給について情報交換が行なわれた。

平成29年度長野県小児科医会予算
（平成29年4月1日〜平成30年3月3旧）
収入合計5,219,642円

支出合計5,219,642円
差引合計
0円
収入の部
科目

29年度
予算蕊 ,(円）

28年度
決算蓋 (円）

会費

1p54,000

833,000

繰越金

3,815,142

4,606,239

250,000
100,000

250,000

500

528

胸

広告〉
県 臺師会
雑収入
収入合計

普通預金

780,312

宇期箔金(2口） 3.034,830

利息
57．0

29主 三度

28年

予算額(円）

比較(万円）

決算額(円）

30,000

子供を虐待から守る会(長野､諏訪）

60,000

60,000

700,000

709,423

会報費

430,000

NPO法人e‑MADO

100,000

長野県小児保健協会協賛金
チャイルドライン長野協賛金
ホームページ維持費
中部ブロック連絡協議会
中部ブロック･近畿ブロック合同会議
日本保育保健協会第3ブロック研修会

50,000
30,000
10,000
50，000
20,000
0

1,480,000
240,000
60,000

役員会費
計

通信費
慶弔費
雑費
計

支出小計
予備費

支出合計(支出小計十予備費）

300,000

備考

減

1.0

424,440
100,000
50,000
30,000
7,642
50,000

0．5

0

2.0

100,000
1，561，505
236，260
55,000
291，260

83，553
80,000
0
60,000
40,000
38,307
121，860
180,000
1,960,000 1,974,625
3,259,642 3，815，142
5，219，642 5，789，767
7

増

30,000

子供健康週間

旅費

事務費

79．0

存ヱ

項目

計

会議費

開業医会員:63名(13,000円）
勤務医会員:47名(5,000円）

22．0

5,789,767

セミナー補助

事業費

備考

100,000

5，219，642

科目

比較(万円）
減
増

年2回補助
年2回発行

0.5

10．0
8.0
0.5

役員旅費

0.5

会場費､お茶代

1.0
0.5

会報送料など
花代など

6.0

封筒代､送金費等
5.5
1.5

55．5

57．0

第64回学術研修セミナー
参加者(順不同）

高島俊夫、

天野芳郎、

篠崎

康治、

小林敏美

宮川恭一、

菅谷

紘子、

森哲夫

藤森克之、
竹内則夫、

松浦敏雄、

中沢

洋三、

塚田昌滋、

稲葉雄二、

薮原

明彦、

滝芳樹

蓑島宗夫、

長沼

邦明、

北原文徳、

宮林麻里、

飯沼

和枝、

上條寧

山崎宗廣小口桂子、

中村

由美

中村友彦、

今井寿郎、

丼上

純一、

馬塲淳

穂高幸枝、

牛久英雄、

坂井

昭彦、

増田英子、

中澤良樹、

吾妻

貴司、

和田浩

吉江舂人、

松岡高史、

小口

真美

廣間武彦、

今村柚紀子、

原山

修、

児玉央

西脇克一、

武井義親、

矢野

秀美、

松岡伊津夫、

石井栄三郎、

和田

浩、

花村潔

大塚美悠紀、

加賀田真須美

(ワークシヨツプ
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「大規模災害に備える」

災害時小児周産期リエゾン
長野県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児科部長

廣間武彦

平成7年に阪神淡路大震災を経験し、災

より指名･委嘱された都道府県災害医療コー

害時における初期救急医療体制の充実強化

ディネーターは医療者と行政の橋渡しをする

を目的に、厚生労働省の事業として、災害

役割を担います。コーディネーターは保健

医療を担う災害拠点病院医療情報の適切

所市町村、病院より医療ニーズの吸い上げ、

な伝達のための広域災害・救急医療情報シ

医療チームの派遣調節等を行います。

ステム(EMIS)と急性期の被災地における

しかし、これまでの震災の経験より小児・

医療を提供する災害派遣医療チーム

周産期医療に関しての対応はそれでは不十

(DMAT)の整備、災害医療に関わる保健

分と考えられました。具体的には小児・周

所機能の強化、国（政府）が行う自衛隊機

産期領域の医療ニーズへの対応、被災地の

による広域医療搬送等を含めた搬送の連携

医療ネットワーク形成、支援物質の把握と

強化等が行われました。その後平成23年

供給体制、DMAT等救護班との連携体制の

に東日本大震災が起こりました。その経験

構築の難しさが問題となりました。災害時の

より更なる災害医療体制の充実を図る観点

小児・周産期医療システムが行政と乖離し

から、都道府県災害医療コーディネーター

ている端が問題と考えられ、小児・周産期

研修事業が始まりました。これは救護班等

医療に関して適切な助言を行うコーディネー

の派遣に関する調整体制を強化するため、

ターの配置が必要と考えられ、災害時小児

災害時に被災都道府県の災害対策本部（都

周産期リエゾン（以下リエゾ､ン）研修事業

道府県庁）の下に設置される派遣調整本部

が始まりました。長野県でも今後リエゾン研

において活動する災害医療コーディネー

修を受ける人は多施設・多分野にまたがり

ターの養成を目的としております。都道府県

増えていく予定です。
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4．被災地外における小児・妊産婦受入体

災害時小児周産期リエゾンは小児・周産
期分野に関して災害医療コーディネーターと

制の構築

連携を行う役割となります。リエゾンの基盤

5．行政機関と連携した災害時の小児や妊

をより強固とするために、

産婦にかかる医療や保健課題の解決、等と

5疾病5事業のう

なります。

ち3事業（災害医療、周産期医療、小児医

医療）の策定指針に記載され、都道府県の
具体的な急性期の業務は

医療計画にも記載される予定です。

l .情報収集と発信

｢リエゾン」とは人と人をつなぐまたは組織
間を連絡・連携、仲介、つなぎ、橋渡しを

災害拠点病院や保健所、被災地医療機

するという意味のフランス語です。リエゾン

関等に地域災害医療調整本部がたちあがり

は災害時に被災都道府県の災害対策本部の

ます。リエゾンは県庁内で活動し、現場の

下に設置される派遣調整本部等において、

医療機関や保健機関などより情報を収集し、

災害医療コーディネーターと協力し合って、

得た情報をDMAT、 日赤、行政機関や自衛

小児・周産期におけるネットワークを経由し

隊等本部と適切に共有します（医療機関の

た患者搬送や物資の支援を円滑に行う役割

被災・稼働状況、医療資機材の不足等ア

を担います。

レルギー食の手配状況等)。

2．医療調整（搬送も含む）

必要な医療資源や人材を把握し、学会や

災害時にリエゾンが担うべき業務は

l .災害医療コーディネーターをサポートし、

外部組織(行政､学会､地元の大学や医師会、

適切な情報収集や他地域との連携を行うシ

新生児医療連絡会、支援団体等）への派遣

ステムの構築

依頼や調節をはかります。

また、搬送ニーズの把握と搬送手段の調

2．平時より各都道府県の周産期医療体制
協議会等を中心に体制整備を行う

整も本部と情報共有を図りながら調整しま

3．被災地における小児・周産期医療ニー

す。被災地県内だけではなく、非被災近隣

ズの情報収集と発信

県の周産期リエゾ､ンとの連携も必要時行い、

(図1)情報窓口としての災害時小児周産期リエゾン

災害

小児ネットワーク

新生児ネットワーク

一

周産期母子

9

医療センター

被災地内被災地外

産院助産院

被災地外

燕

̲ご企〜‐
周産期母子

被災地内

中
核
病
院
小
児
科

医療センター

般
小
児
科

小
児
科
診
療
所

｜般小児科

中
核
病
院
小
児
科

産科ネットワーク

被災地内被災地外

県外とも搬送手段や人員の調整を図ります。

間は基本的に活動を続けます。急性期以降

3．保健活動

はどこまでリエゾンが県庁に滞在するかはま

救護班や保健所からの情報を活用し、避

だ明確には決まっておりませんが、亜急性

難所の妊産婦・乳幼児、在宅医療を要する

期からは被災地における母子保健活動が重

小児等の特別なニーズに対し必要な対応を

要となってきます。県庁にとどまる必要性は

図る、等となります。

必ずしもないかもしれませんが、避難所等

災害時はすべてのルールが変わります。

にいる妊婦や乳幼児・小児に対する母子保

リエゾンは災害時のルールをよく熟知し、災

健活動もきわめて重要になってきますので、

害時には災害対策本部レベルでの連携の構

必要時正確な情報の把握やニーズの吸い上

築を行います。リエゾンは平時にそれぞれ

げと評価、具体的な支援対策の立案や専門

の地域で医療・保健・行政が連動できる様

家としてのアドバイス等を行います。これら

な災害時小児・周産期医療対策についての

をどこまでリエゾンが担うかは特別定まって

検討、自地域の災害医療システムの把握と

おりませんが、つないでいく大事な仕事と考

専門家・行政担当者、統括DMATや災害

えられます。

医療コーディネーター等と顔を見える関係を

リエゾンの明確な役割や期間もすべて決

構築し、周辺地域の災害拠点病院と連動し

まったわけではありません。しかし、災害時

た小児・周産期のネットワークを作ることが

に従来のシステムだけでは不足になりやす

必要となってきます。

い被災した妊産婦、新生児、乳幼児、小児

しかし、活動内容と活動期間がすべて明

のために力になれることがあるのならば、大

確に決まっているわけではなく、都道府県

きな役割になると思います。大災害の際に

よっても事情が異なります。基本的にリエゾ

は小児・周産期医療の状況やニーズ、要望

ンは災害対策本部が立ち上がったら対策本

等を地域の避難所、災害医療対策支部や医

部に招集されます。活動期間に関しては

療機関を通じて県庁災害医療対策本部に上

DMATや災害医療コーディネーターがいる

げていただければと思います。

(図2）災害時小児周産期リエゾンについて
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「大規模災害に備える」
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日本小児科学会災害対策委員会からの報告
長野県立こども病院中村友彦

平成23年3月の東日本大震災の振り返

ゾン養成研修会」を開催し全国に約100名

りとして、平成26年度厚生労働科学研究

の｢災害時小児周産期リエゾン｣が誕生した。

費補助金（地域医療基盤開発推進研究事

このような経過の中で平成28年4月に

業） 「東日本大震災の課題からみた今後の

熊本地震が発生し、熊本県庁内の災害医療

医療体制のあり方に関する研究」 （研究代

対策本部のDMAT調整本部内に小児周産

表者小井士雄一）では、災害医療と小児

期担当が設置され、 「災害時小児周産期リ

周産期医療の情報・実務の両者における連

エゾン活動要領」をまとめていた医師が実

携体制が脆弱であることが指摘された。そこ

際に「災害時小児周産期リエゾン」として

で、平成27年度の研究班では「災害時小

活動をおこなった。日本小児科学会災害対

児周産期リエゾン活動要領」がまとめられ、

策委員会では、各分科会が関連する災害対

さらに平成28年2月には日本周産期・新

策について情報交換、まとめをおこなって

生児医学会を含む八つの小児・周産期関連

いる。各分科会が作成した防災対策マニュ

の学会から合同で厚生労働省医政局長宛に

アルは、分科会のホームページから容易に

｢災害時小児周産期リエゾン」設置の要望

ダウンロードでき、今後各都道府県ならび

書が提出されたのを受け平成28年度の厚

に広域防災計￨￨練ではDMAT調整本部内に

生労働省の事業として予算化され、国の制

災害時小児周産期リエゾンが設置されるこ

度としてスタートを切り、平成28年12月、

とになる。

平成29年2月に「災害時小児周産期リエ
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「大規模災害に備える」

医療インフラが崩壊したときに使える新生児用CPAPの開発
諏訪赤十字病院小児科馬塲

伝説の警句：天災は忘れられたる頃来る

、一

、【二コ

/子

的に必要な量が供給されて当たり前と思われ

寺田寅彦は45歳の時に遭遇した関東大

ており、患者1名当たりに必要な医療用ガス

震災の際に、友人に宛てた手紙の中にこう

がどのくらいの量であり、医療インフラ崩壊

書いています。 「調査の必要から昔の徳川時

時には、膨大な本数のガスボンベを準備せ

代の大震火災の記録を調べているが、今度

ねばならないことを知っている医師も、ほと

われわれがなめたのと同じような経験を、

んどいないのではないでしょうか。

昔の人が疾（とう）になめ尽くしている。そ
れを忘却してしまって、勝手なまねをしてい

突然の医療インフラ崩壊下でも呼吸管理を

たためにこんなことになったと思う｡」

継続するには

1995年1月17日に発生した阪神・淡

医療インフラ崩壊直後よりエネルギー確保

路大震災の時に、兵庫県内の診療所を併せ

が大問題となります。自家発電器や太陽光

た医療機関2,926のうち全壊が239、半壊

発電など、複数の電源から電気を蓄えておく

が270、全半焼が13施設あったのに加え、

ことが可能なシステムを常備し、災害発生後

病院自体は被災を免れたものの、医療イン

は消費電力を可能な限り節約しながら、イン

フラの障害により診療を停止せざるを得な

フラ復旧までの時間を稼ぐことが現実的な戦

かった医療機関が973施設にものぼってい

略と考えます。このような蓄電池の導入に対

た事実は、すでに忘れ去られているのでは

しては、近年、各自治体から様々な補助金

ないでしょうか。

が出るようになっています。

災害時の省エネ型の呼吸管理としては、
日本の新生児医療の現状：大量電力消費

1970年代に考案され、その後の人工呼吸

医療用ガス使い放題で支えられている

器発展の元になったBubbleCPAP,)を活用

日本の新生児医療の水準は世界のトップク

し、消費電力の少ないポンプを用いた呼吸

ラスとなり､各病院の小児科病棟では保育器、

回路で、しかも低流量でなるべく無駄のない

モニター、人工呼吸器の常時稼働が当たり

呼吸管理をする戦略が最有力候補と考えて

前の光景となっています。各高額医療機器の

います。

価格は、毎年の機器更新折衝で病院事務と

呼吸管理では湿度管理も重要となります。

やりあうために把握はしていても、それらの

現在供給されている医療用ガスの湿度は0％

機材を稼働させるために、日々どれくらいの

であることは押さえておくべき重要なポイント

電力を消費し続けることになるのかを意識し

です。大人は−回換気量が大きいので、呼

ている医師は少ないのではないでしょうか。

気中の水分を利用した濾紙タイプの人工鼻

また医療用ガスも、水道の蛇口をひねるとき

を用いることで吸気を加湿し、気道粘膜の乾

れいな水が出るのと同様に、病院のガス配

燥を防げますが、新生児や乳児は呼吸回路

管に人工呼吸器をつなぎさえすれば、 自動

内の積極的加湿が必要です。従来の湯沸か
12

し型の加温加湿器は消費電力が多いため、

れがちなことも稀である−少なくとも一国

エネルギーを節約する方法として、呼吸回路

の為政の枢機に参与する人だけは、この健

には（ある程度の湿度がある）大気を流して

忘症に対する診療を常々怠らないようにして

おき、加湿フィルターを用いてさらに水分を

もらいたいと思う次第である。−」

上乗せしていく方法が有力候補です。今回試

2011年3月11日の東日本大震災の強

作した呼吸回路（図l)の開発に協力してい

烈なインパクトは、省エネ型の呼吸管理戦

ただいた、Kitz社のマイクロフィルターは、

略を工夫し始める強いモチベーションになり

水分子は通過しますが細菌は通過できない

ましたが2)、私の頭の中でも、この健忘症

ため、極端な話、いざという時は川の水でも

は徐々に進行しています。我々は、次いつ

使えます。災害時には滅菌精製水が手に入

来るのか予想のできない医療インフラ崩壊

らず、従来型の加湿器が使えなくなる可能性

に、日頃どう備えていけばよいのでしょうか。

も考慮しておかねばなりません。

災害発生時に、大量エネルギー消費型の集

中管理を、とっさの機転をきかせ省エネ型
の管理に切り替える応用力をどのように維持

健忘症に対する診療
寺田寅彦は次のようにも書いています。

し、どのように次世代に伝えていけばよいの

「−悪い年廻りはむしろいつかは廻っ

でしょうか。

て来るのが自然の鉄則であると覚悟を定め
発展途上国支援

て、良い年廻りの間に用意をしておかなけ
ればならないことは実に明白過ぎるほど明

世界に目をむけると、そもそも医療インフ

白なことであるが、また、これほど万人が忘

ラが整っていない地域のほうが圧倒的に多

(図l)

諏訪赤十字病院医療･福祉機器展示体験会(2016/10/31)

開発協力株式会社システムトークス
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株式会社キッツマイクロフィルター

(図2)

Dr.ShigeruAoki

1998年信州大学医学部卒業。信州大学小児科入局。 NICU勤務後、 2007年10月より、パキス
タン、パンジャブ州にあるファイザラバードの聖ラファエル病院で新生児医療に従事。停電も多く、
医療機材も乏しい中、手作りの保育器で奮闘中。

く、そのような発展途上国の医療支援に、

して考え抜くことが重要で、支援をするとい

我々も積極的に取り組んでいくことが重要で

うより、むしろ我々のほうが、発展途上国の

はないかと考えます。 （図2）世界の5歳未

現場から危機管理の多くを学ばせてもらえる

満の児の死亡原因はunicefの報告によると

のではないかと思います。

①出産前後の問題25％②肺炎17%@
下痢9％④マラリア7％の順ですが、近

参考文献

年、重症肺炎の治療には経鼻的持続陽圧管
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理が単なる酸素投与より有効である、という
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かけるだけなので開発コストがかかりませ
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ん。医療インフラが整っていない地域へ、
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（特別講演
多様化する小児医療に対応するための若手医師の育成と
女性医師のキヤリアパスを考える
信州大学小児医学教室教授中沢洋三

出生数の推移

長野県の小児医療体制
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人口:46年間200万人で横ばい
出生数: S453万人､H82万人､H281万5千

15歳未満人口27万人､15‑20歳は各学年
小児医療の現状と課題

2万人

･サブスペシャリティ領域の多様化

一新生児、小児集中治療、遺伝、発達障
害など

これからの小児医療

‐サブスペシャリティ領域専門医制度

･1人1人を大事にする医療

･ワクチンの増加

一專門医による医療

一感染症による入院患者の減少

一個別化医療PrecisionMedicine(テーラー

一地域中核病院の役割は、学生・研修医

メイド医療､オーダーメイド医療）

の教育・研修へ
．ケノム医療の進歩

･発達障害医療

一遺伝子病は診断から治療。予防の時代へ

一暮らしやすい．学びやすい環境づくり

‐最先端ゲノム医療の教育・研修

‐教育､自治体との連携

一革新的医療技術を利用した次世代医療の

一全小児科医師の研修と専門医の育成体制

開発

の確立

・少子化時代の小児医療
一専門診療

･撫育医療

一移行期医療
･思春期医療
15

発達障害医療

･寄付講座化へ

･対象者県内で3万人？

‑｢新生児学講座｣をH29年度10月から｢新

･初診患者半年待ち

生児学・療育学講座」ヘリニューアル

･初診患者を診る小児科医不足
･専門医不足（児童精神科医は県内で10

思春期医療

名弱）

一小児期発症の希少疾患（染色体異常、先

･小児科医の専門研修システムの確立

天異常など）

･専門医（子どものこころ専門医）の育成

‑高校初発患者（白血病、てんかん、炎症

･医療スタッフ（臨床心理士､作業療法士等）

性腸疾患など）

の増員・育成

‑全小児科医師の研修体制の確立

･信州大学に新講座の設立を目指す

･信大附属病院子どものこころ診療部との二

思春期医療

本立て

･先天性心疾患患者における内科との連携

‑各医療圏に専門研修を受けた小児科医を

一成人先天性心疾患センター

複数名ずつ配置

･血液内科からの高校生患者の受け入れ

一各医療圏に専門医を1名ずつ配置

‑小児科で白血病・造血幹細胞移植の治療

一長野モデルとして全国から専門医を志す

一高等教育・受験への配慮

小児科・精神科医を集める

･炎症性腸疾患

‑発達障害医学に科学的エビデンスを与える

一低年齢化への対応、消化器内科への移行
一ニーズ、問題点について患者・家族との

療育医療

話し合い

一後遺症を残した小児疾患患者を成人期ま

･てんかん

でフォロー

一人口の1％

‑小児在宅医療の充実、レスパイトケア施

‑高校初発患者への対応

設の拡充

‑小児科、神経内科、精神科、脳外科合同・

一福祉、自治体との連携

横断的なてんかん外来の設置を目指す

一全小児科医師の研修体制の確立
療育医療

小児科卒後3年目専攻医数
12号−．‑.‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑−‑‑…̲−−−−．−−−−−̲ー̲−−．−−−−̲̲‐

･関わる小児科医が圧倒的に少ない

１

一研修医の療育研修(H29年7月8日第一

H19

回研修会）
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型
H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

目

一医療圏単位の連携協議会の開催

一曇一

ー産・学・官・患連携

﹄

･信州地域療育推進ネットワーク

００帝１１ＩｆＩｆｆｆＩｊ士ｌＩｊＩＩ１１Ｉ０・００アリ００ｆ０．１ｆｆｆｊｆ４０

･福祉制度への理解不足

奔男女

･患者、行政、福祉、医療の連携不足

︐ｆ●今ＤＪＧｒ０ｊｆ０６００ＩＬＩｉ１０Ｉ９４０・

･担当医の年代の偏在化

０８６４２０

･医療の進歩によって患者数は右肩上がり

女性医師のキャリアと教室の支援

最後に

･再教育よりも早期復職・勤務継続支援

･5年間でマニフェストの実現を目指します

一ニーズの高い専門領域への一時的な転身

･長野県の小児科医全体の協力と忍耐が不

一学生教育・研修医指導への優先配置

可欠です

･今後も小児科医会として、 1小児科医とし

･制度よりも働きがい・キャリア重視

て、それぞれのお立場からご支援。ご協

一一般病院のパート勤務よりも専門診療・

力をお願いいたします

専門医取得

一臨床研究・論文執筆・学位取得の絶好

(以上の原稿は、平成29年5月28日の長野県

の機会

小児科医会セミナーでご講演いただいた際のプ
レゼン資料を中沢教授からご提供いただき、弊

1人1人の状況にあった支援

誌広報担当者が編集したものです）

‑復帰時期（体調・協力者の有無）
‑小児科全般よりも専門領域を中心

多様化する小児医療に対する大学の取り組み
･卒後5年目までは全員が子どもたちの総合
医、小児科専門医取得を目指して小児医
療全域を学べる教育・研修を提供
･卒後6年目以降は1人1人の希望や状況
にあった教育・研修を提供

一サブスペシャリティ専門医の取得
一臨床研究

一大学院での基礎・橋渡し研究
一産後復帰支援

･卒後10−15年目以降は1人1人の事情、
環境、特性や現場からのニーズによって
仕事・職場を支援・提供
一大学病院教官
一関連病院スタッフ
ー留学
一開業
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シンポジウム小児医療における協働

小児看護専門看護師の活動
伊那中央病院小児看護専門看護師穂高幸枝
専門看護師とは

障されています。

専門看護師は日本看護協会が認定する資

地域の病院で働く小児看護専門看護師の

格で、小児看護やがん看護、精神看護、地

役割は、 「病気や障害を持ちながら地域で

域看護など、現在11分野が認定されてい

暮らす子ども・家族の健康や生活を継続的

ます。専門看護師は「複雑で解決困難な看

に支援すること」であると考え､小児科外来・

護問題を持つ個人、家族および集団に対

小児病棟の看護師と協力しながら看護する

して、水準の高い看護ケアを効率よく提供

こと(6つの役割の中では｢実践｣｢相談｣)や、

するための、特定の専門分野の知識および

院内外の他職種や地域の看護職と連携・協

技術を深めた看護師」であり、 日本看護協

働すること（6つの役割の中では「調整｣）

会は専門看護師に「実践・相談・調整・倫

を大切にしています。また、総合病院です

理調整・教育・研究」の6つの役割を与え

ので、看護研究・看護倫理・現任教育に関

ています。

しては小児科だけでなく看護部全体の中で

全国の専門看護師登録者数は1,862名、

の役割も多く担っています。

うち小児看護分野では184名が登録されて
います。長野県内には17名の専門看護師

小児看護専門看護師の活動内容

がおり、小児看護分野では現在5名の專門

私は小児病棟に所属していますが、小児

看護師が活動しています(2017年5月17

科外来でも週3回半日ずつ活動しています。

日現在)。

病棟と外来を行き来しながら、解決困難な
課題を抱える子どもと家族に継続的に関わっ

当院における小児看護専門看護師の役割

ていきます。最近では在宅医療を必要とす

専門看護師は先に述べた6つの役割を

るお子さんや様々な家庭背景（経済的困難、

担っていますが、実際の活動を構築してい

養育者の病気や障害、養育不良など）を抱

く際には、 自らが働く病院の患者・家族の

えるお子さんが増えてきているように感じて

ニーズや地域のニーズに対応していく必要

います。

があります。私が働く伊那中央病院は総合

多くの事例では子どもと家族の抱えている

病院で上伊那地域の基幹病院となっていま

課題が非常に複雑で、多職種によるチーム

す。小児科は当日のフリー受診も可能で、

アプローチが重要となります。専門看護師

地域に住むお子さんだれもが受診できる病

は子どもと家族の生活全体に目を向けて話

院になっています。小児病棟は14床、新

を聞きながら、必要な支援が受けられるよう

生児室は8床となっており、小児病棟には

他の専門職につなぎます。子どもと家族が

年間約800人の子どもが入院し、平均在院

抱える課題の背景や目標を他職種と共有し

日数は4.1日です。ほとんどが急性期疾患

たり、支援やケアの方法を一緒に考えること

の患児で、時折、長期入院する ￨曼性期疾患

を大切にしています。また、地域の保健師

の患児がいます。院内小学校と院内中学校

や訪問看護師、相談支援専門員や小中学校

があり、入院中の子どもの学習の機会が保

の養護教諭、母子通園施設の看護師などと
18

にいる看護職と地域で働く看護職がお互い

連携をとりながら支援していくことも重要ですb

の強みを生かしながら協働していきたいと
思っています。また、こども病院の看護職の

地域の看護職との連携
小児看護専門看護師になってから、在宅

方とも連携をとらせていただくことが多くあ

医療や療育に関する地域の会議に出席させ

り、電子連絡帳であるしろくまネットワーク

ていただけるようになりました。また、個々

を活用させていただいています。

のケースの関係者会議や支援会議にも出席
今後の課題

させていただく機会が増えました。地域の看

護職と連携し、地域の実情やニーズを把握

今後は地域の場に活動を広げていくこと

しながら、日頃から困っていることや気に

が課題であると思っています。伊那中央病

なっていることを遠慮せずに相談し合える関

院の近隣の特別支援学校には様々な医療的

係性を構築していきたいと思っています。私

ケアが必要なお子さんたちが通っています。

たち病院で働く看護師は治療の場にいます

インクルーシブ教育・合理的配慮が進むな

ので、こどもの病状や治療方針が把握しや

かで、医療的ケアを持ちながら公立の小中

すく、病気や治療と子どもの様子や症状を

学校へ通うお子さんもいます。また、地域で

結びつけてとらえやすいですし、地域の看

は病児病後児保育も求められています。今

護職は家庭訪問などで日常生活の様子を自
分の目でとらえることができたり、きょうだい
や祖父母などに関わることもできます。病院

後､地域の中での小児看護専門看護師として、
様々な場面で子どもと家族を支えられるよう、
活動を模索していきたいと思っています｡
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SYMP
＝

麹小児在宅医療におけ急相談支援薑灌漁…

‐

県t会福祉法人この街福祉会この街相談支援センター長,相談支援専門員井上純一
て必要とする方も多く、高度な医療に依存し

1 ． 「福祉｣は｢生活」

ているお子さんが多くなっています｡病名は、

2．相談支援専門員の仕事を知って欲しい

13トリソミーが2名、低ホスフアターゼ症、

3．医療に退院後の支援者と繋がって欲しい

ヤコブセン症候群、異染性白質ジストロ

（地域資源の輪に入って欲しい）

フィー症、ヒルシュスプリング類縁疾患など、

4.福祉は理療との情報共有のための機会・

先天性のものが多くみられます。このお子さ

システムが欲しい

1 ．

んたちの地域生活支援には、医療の力が欠

「福祉」は「生活」

かせないことをご理解いただけると思いま

医療関係の方々（医師・看護師･MSW)

す。

は「社会福祉もしくは福祉｣､又は「福祉サー

医療と障がい福祉の接点を考えてみると、

ビス」に関してどのようなイメージをお持ち

障がいを持たれた方の状態によって主治医

でしょうか?障がい福祉における法律の流れ

も異なり、知的障がいや精神障がいは精神

は高齢者同様、障がいや疾病があっても、

科が多く、身体障がいの方は神経内科?で

誰もが出来る限り、住み慣れた地域で必要

すが、児童であれば、発達障がいでも身体

な医療や福祉サービスを受けながら暮らし

障がいでも障がいを問わず利用者さんは小

て行こう、重い障害を持たれていても地域で

児科医が関わっているイメージです。

暮らして行こう、という流れにあります。

★ここで「伝えたい事は、医療的ケアを必

要とする重症心身障がい児者の方々が増え

高度医療依存児の増加

てきている中、地域（在宅）に戻る方も多

圏域の現状
／

療養
29名
医療的ケア不要
９名

要医療的ケア加名

重度心身障がい児(0‐18歳） 39名
在宅、
人工呼吸器気管切開

くいますが、その移行の流れに課題が生じ

、

ているという事」です。

③

特に小児の場合は…

二つの視点から､QOLを守り高める

その他3チューブ

支援を組み合わせていかねばならない

ノ

県内某圏域の現状です。圏域の人口は

医療

療育･教育

福祉

命を守る

成長を
助ける

日々の生活
を支える

20万人を切っているのですが、 18歳まで
の重症心身障がいの方39名、 うち29名
が在宅療育中です。更にその中の20名が
何らかの医療的ケアを必要としますが、人

工呼吸器使用の5名、冑ろう9名、経鼻経

先程の高度医療依存児におけるカテゴ

管栄養6名等、複数の医療的ケアを重複し

リーの役割を分けてみました。
Z0

本人中心の視点から観れば

当然ですが、子どもたちは大人と違って、

｡言い換えれば

成長をしていきます。そうなると、配盧を必

→医療は、生き続けるために必要な支援

要とする子どもたちを育てている家族への支

（守り続けていくもの・生命維持・緊急時）

援も欠かせません。また、成人や高齢者よ

→福祉は、豊かに生きる。 Life:壽らし

りもさらに支援が多層になっています。本人

豊かな生活（生活の質）

のためには、命を守り、成長を助けたうえで

★誰しもLife:命が救われた後のニーズは、

日々の暮らしの安心安全を維持する支援を

Life:暮らしの充実となる。命を守りながら

行う必要があります。家族には、特に母親

地域生活を充実させるには、医療と福祉が協働

が全てを担わなくても良いように、 日々の暮

されて初めてニーズが満たされていくのでは。

らしを支える支援をしっかり組み立てていき

2．相談支援専門員の仕事を知って欲しい

たい所でもあります。

しかし私が知る限りでも、重症な障がい

相談支援専門員とは、介護保険でいうケ

を持たれたお子さんを持つご家族は、 日々

アマネージャーと近い職種です。簡単に言

の睡眠時間が本人への支援の必要度合に

えば、障がい福祉分野のケアマネにあたり

よって2〜3時間やほとんど外出しない・出

ます。地域生活での相談を担うのが我々｢相

来ない等在宅に戻ったものの、私たちと

談支援専門員」です。地域に所在する「相

同じ様な生活が出来ない方々が多くいます。

談支援事業所」や、県内10圏域それぞれ

全ての家族がと言ってよいほど。つまり母親

に整備されている「障がい者総合（相談）

の生活の質にも大きく関わってきます。

支援センター」 （これを「基幹相談支援セン
ター」と呼びます）等に配置されています。

障がい福祉サービスの種類
障がい者総合支援法
に基づくサービス

I

訪問

￨

各病院のMSWさんなら、相談支援専門員
がどこにいるかをお分かりだと思います。

児童福祉法
↓ こ基づくサービス

私たちは、障がいを持つ人と家族の暮ら

市町村によって他にも

居宅介護
お泊り

短期入所

しへの希望を聞き取り、色々なサービスを

移動支援

組み合わせて「サービス等利用計画」を立

訪問入浴

て､そのサービスを使えるよう市町村と交渉・

日常生活用具給付等

相談をします。サービスは制度上整ってきて

施設入所
Ⅱ

通所

生活介護
住まい

いますが、実際にはそれを提供できる事業

一鋤こども対象

所（これを我々は地域資源、や支援資源と

児童発達支援センター

呼びます）が地域によっては不足しています

放課後等児童デイ他

ので、どんな支援資源があれば良いかを考

グループホーム

え、市町村や自立支援協議会への提案を

障がい福祉のサービスはいろいろありま

行っていく事も相談支援專門員に期待され

すが、主に二つの法律（障がい者総合支援

ている役割です。要は障がいや難病疾患と

法と児童福祉法）に基づいて作られていま

診断されたその方やご家族が、地域生活で

す。しかし、医療的ケアを必要とする方を

★どのような暮らしがしたいのか（見立て)、

支える制度や地域の資源が少ない状況があ

★そのためにどんな支援が必要であるのか

り、地域福祉だけでは支えが難しい一面が

(手立て→PDCAサイクルの繰り返し)､★地

ある現状です。

域で社会参加していくための応援を担う職種
となります。
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でいっぱいです。多くのご家族は、入院を

利用者さんからの生の声

した時から、 「退院後の生活」について悩ん
でいます。

こちらは在宅生活を始める中での当事者
と支援者の不安を出してみました。
･母自身も本人の支援で働けない事から、経

家族の緊急時においては、最寄りの病院で

済的にも苦しくなり、自分達（親）の今後の

先生方に本人の事を日常的に知って頂きな

生活がどうなるのか不安。本人も家族も生活

がら、緊急時の選択肢の1つとして行く事

設計を立てづらい。

はいかがでしょうか？
ー

★地域の支援者たちも、実は「不安で一杯」

・当事者達には情報と環境構築が無いまま病

なんです。

院からの意向で退院が進んでいく。状況と今
後の見立てを誰も把握してなく、母は子供の

実際には…

支援で手一杯なのに加えて、使える制度や

在宅療育の夢と不安
退院時
親子で

社会資源も調べて動くのはしんどいが自分で

川の字で
寝たい』

調べた。制度も資源も少なく､断られてしまう。
全て当事者にのしかかってくる。まとめて教

えてくれる人が欲しい。不安もあるので日常｜

きょうだいと
遊びたい

的に相談が出来るDrが居て欲しいです。
一一

急変って
わかるかな？

−−
経済的

不安

環境はこれで

どんな制度がい四？
あるの？

‐w

近所を
お散歩したい

こちらは実際の利用者さんから聞いた声

雷 書辮ゞ

の一部になります。

相談支援専門員の業務の中でのアセスメン
ト （聞きとり）の中で、このような声が出て

実際には…
在宅療育が軌道に乗り本人が成長しても

来ています。一緒に生活をしているご家族
の方々の声も聴きながら、利用者さん本人

新しい用具に

母が

への支援を構築していきます。当事者の生

挑戦したいが…

倒れたら？

活は、ご家族の生活とイコールなので、ご
学校に
上がれる？

家族の意見も当事者の意見として考えて行
かないと、地域での生活が成り立ちません。

−−−
急変したら

施設に通っても

どうしよう？

大丈夫？
−雪一ちょっとした

通所施設に
行ってみたい

3．医療に退院後の支援者と繋がって欲し

い（地域資源の輪に入って欲しい）
このように、医療から観ると「退院｣＝一

嚢、

つの区切りとなっており、ご家族から観れば

＝新しい展開の始まり、福祉から観れば＝

★医師の「行政や福祉へ繋ぐ一言」の大きさ

新しい生活の為の支援のスタートと、ぞれ

退院時に、ご家族が医療との繋がりだけ

ぞれの立場から捉えられます。その為、具

しか無く、地域に出ても分からない事が多

体的な見通しが無いと、ご家族の方々にとっ

い。 （砂漠に取り残された感じ)→行政も福

ての「退院」は、心配なことが多く、不安

祉もその人の存在すら知らない
22

ただ困って、やっと行政に相談…。医療

れ合いは安全にできるのか、といった不安。

側から「市や福祉に相談して」の一言があ

数か月で成長して体が大きくなったのに、吸

ると、退院前から気持ちや環境の面でも違っ

引の深さは今のままでいいのか、カニュー

てくる（ワーカーが寄り添ってくれれば)、福

レやチューブのサイズの変更はまだいらな

祉側も準備期間が長い方がベストな状態へ

いのか、といった疑問。栄養剤や食事の量

持って行く事が出来る、何より家族が退院に

への疑問。相談したいこと、不安なことはた

対してポジティブな気持ちになり本人を受け

くさんあります｡

入れてくれる。

医療的ケアが必要な方々に

は医療と福祉が連携していかないと生

惑

一

活（生命）は向上していく事は出来ない。

その子の人生のスタートラインの場所にいる

退院や在宅療育を見据える時から、相談

今これからの人生をどう作っていくのか・

支援専門員に声をかけて頂くとありがたいで

未来の構築のために指示して欲しい

す。病院からの見解で、この家庭には何か

今生命維持の安定が成し遂げられ、生活

しらの支援が必要であると感じたらもちろ

の中でどうなっていくのか

ん、又すぐには福祉サービスの利用を考え

小児科医以外の先生は、大人の人に関わる
ことが多く、これまで出来ていた事が出来な
くなった事を取り戻す今リ・ハビリテーション

ていなくても、地域の福祉の相談相手として

繋がっていれば､｢困ったな｣と感じてから｢誰
に相談したらいいのかな?」と悩みながら探
さなくても済みます。基幹相談支援センター

そのために･･･

である｢障がい者総合(相談)支援センター」

1医師からの情報を受け取る人は誰なのかを
知ってください。

の療育コーディネーターや相談員と一緒に、

，……

退院後の暮らしへの夢や不安を聞かせてい

息偲墨墨鳥

ただきます。

もちろん、私たちが聞けるのはご本人や

相談支援専門員かかりつけ医保健師訪問看護師福祉事業所看護師

ご家族の思い、願いが中心です。福祉職な
ので、医療の専門的な言葉や医学的な知識

どこにどんな支援者がいるかは、

は未熟であり、私たちだけで退院後の暮ら

各圏域の障がい者総合相談支援
センターにお尋ねください。

しを描いてしまうことはできません。在宅療

育の夢や希望は叶えるように支援者みんな
で頑張ります。でも、医療的ケアが必要な

だから退院時には、在宅療育を始めるに

お子さんは、その不安の大半が医療からの

あたっての注意、計画、見通しを、ご家族

情報提供や助言、知恵と力なしには軽減さ
れません。また、ご家族からこういった不安

のみならず地域の支援者・受け手にもお示

を聞き出せても、一緒に考え込むことしかで

レンジするご家族にとって、退院時には何が

きません。もちろん、訪問看護師さんという

分からないかが分からない、どんなことが起

強い味方はいますが、解決できないことも

こるか想像すらできない状態ですbそんなご

たくさんあります。通所施設に通って子供ら

家族を受け入れる地域の支援者も同様ですb

しい時間を過ごしてほしいけれど、感染対

成長や病気・障害についての見通しと、生

策や急に体調が悪化したらどうしよう？とか、

活上の注意を具体的に示していただけると具

しください。やったことのない在宅療育にチャ

体的支援を描けます。

通所施設での遊びやほかのお子さんとの触
23

その子なりの健康を維持して楽しく暮らし、

退院時に在宅療養全体の計画と指示を
支援者にもください（家族に了解を得て）

囿空

成長していくためには、お医者さんが支える
輪の中にいてくれないと、命を守る、という

》上の》意

三通し

気管カニューレや冑ろ
うチューブのサイズ変
更の目安
食事量の目安
リハビリの目標と評価、
計画
(生命予後も含めて）
どこまで成長できるか

面での支援が薄くなってしまいます。

感染対策

ケアと観察のポイント
やってはいけない遊び
医師に相談・報告すべ
き事項
救急搬送の目安と搬送
先等

燕 ､の思いを添江〆
』･ヱミ暫竺ﾆ ｮｰﾆ9． ．

− 二三畠＝F･呈華一二号一二幸‑ﾃ 三'二:皇琴一一＝垂も.一一 ぞF主幸一=苫−−垂ご 幽差

システムが欲しい

「自立支援協議会」というものをご存じで
しょうか？

自立支援協議会とは各地域における障

完謙大きくなれよ！

屯一一一一二一一幸一幸寺･と4も. ･

4．福祉は理療との情報共有のための機会・

がい福祉をテーマに多職種で情報共有と
課題を共有し連携を図りながら協議する場

で､各市町村の必須事業です｡簡単に言うと、

ニウペー

ｒ凸押０口﹃ＬⅣ４口Ｗ毎ＢｖＩＶ

障がい児者の地域づくりの会義の場です。
本人との生活に関し

長野県では、県内10圏域の自立支援協議

｢親だから全て親がなんとかしないといけない」

会の中に、重症心身障がい児・者や、医療

という考えから
↓

的ケアが必要な方々の支援者が集まり、圏

｢地域の色々な人に支えられながら生きていく」

域の現状と課題を共有する会となっていま

の協同へ（孤独にしない）

す。重心チームや医ケア支援委員会、重心
ワーキンググルーズなど、名称は様々で

すが、色々な職種の支援者が、様々な職場

★協働から
協同が産ま
れるように★

から集まって事例を共有し、支援経験や課
題も共有して支えあう集まりです。この10

圏域代表者の集まりが、長野県全体の自立

支援協議会療育部会重心・医ケアWGで、
県全体の支援者の情報交換の場になってい
私の経験からはほとんどが訪問看護か

ます。先ほどご覧いただいた通り、重症心

ら相談を受けて動いてきた経緯があります。

身障がい児・者や高度医療依存児・者の地

病院側からは訪問看護を付けて地域に帰っ

域生活を支える多職種連携の仕組みは出来

ていく方も多くいらっしゃると思いますが、

て来ています。この仕組みを稼働させてい

主治医からの処置を行いながら、なかなか

かないと絵に描いた餅となってしまいます。

障がい福祉サービスを知っていたり、まして

ここにお医者さんが入ってくれることで、地

やサービス調整等のコーディネートまでは出

域の支援体制はより強く、頼もしいものにな

来ず、後追いで偶然の繋がりから相談支

ります。高度医療で助かった子どもたちの成

援専門員に話しが来たりします。

長と暮らしを、地域の多職種チームで支え

障がい福祉の相談支援専門員として活動

る、それはとてもやりがいのある楽しい仕事

していく中で、命、成長、生活を守り、豊

です。地域での子供たちの成長と暮らしぶり

かにする、そんなQOL向上のための支援

に、先生方もきっと、重い障がいを持つ子

を作るには、医療の力なしにはできません。

供たちの命を守るご自身のお仕事により大

特に、医療的ケアが必要なお子さんたちが、

きな喜びを感じることができると思います。
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地域の支援者の連携の輪にどうぞ

ＣＥＦ

特別支援学校

居宅訪問介護

居宅訪問介護

ステーション

ステーション

訪

問支援薬局

通所：
生活介護事業所

健福祉事務

〕、

（

勺ソ

行政：

障害福祉

（訪卿…→

訪問看護ステーシ ョ

刃

通所：
菫発達支援センタ
目

地域基幹病院

談支援事業
割

卜

二次医療機関

目談支援事業

y
羽

ド
界

圏域障がい者総合相談支援センター＝基幹相談支援センター
．−

多職種が共に地域つくりをするために
必要なのは

関係者･専門職で連携していくための
システム(土台)や流れ(術)の構築
だから

医療と福祉の多職種が定期的に会い、
課題と情報と思いを共有する機会を。
改正児童福祉法:｢平成30年度末までに､各
都道府県､各圏域及び各市町村において､保
健医療､障がい福祉､保育､教育等の関係諸
機関が連携を図るための協議の場を設ける
ことを基本とする｡」

圏域ごとの多職種連携に
医師も積極的にご参加ください！
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シンポジウム小児医療における協働

小児薬物療法認定薬剤師の役割
長野県立こども病院薬剤部小児薬物療法認定薬剤師小口真実

薬剤師の活動の場は調剤室から病棟へ

約4割の325名（長野県7名）が薬局に

と、さらに病棟業務からチーム医療へと大き

勤務する薬剤師であり、地域の小児科医を

く変わりました。しかし、小児の薬物療法に

サポートし、小児医療にかかわる薬剤師を地

関しては、使用する薬剤の多くは添付文書

域に増やすという認定制度の目的が表れてい

に小児用量の記載がなく、また、小児適応

る結果といえます。当院薬剤師のうち3名が

のある薬剤は3割程度しかないため適応外

すでに小児薬物療法認定薬剤師となり、さら

使用が多いのが現状です。そこで今回、小

に今年度3名が認定取得を目指しています。

児の薬物療法を担う薬剤師のために創設さ

さらに、国立成育医療研究センター薬剤

れた認定制度の概要と、小児専門病院での

部長の石川洋一先生を中心に立ち上げられ

｢小児医療における協働」に取り組む薬剤

た小児薬物療法研究会メーリングリストが小

師の病棟薬剤業務の内容を紹介します。

児医療の地域連携に大きな役割を果たして

います。小児医療に携わる小児科医師、病
小児薬物療法認定薬剤師とは

院薬剤師､薬局薬剤師､製薬企業の研究者、

薬剤師の様々な分野の認定資格のうち、

薬学生などが多数登録し、最近の話題とし

｢小児薬物療法認定薬剤師」は日本小児臨

て「公知申請によるタミフルDSの新生児・

床薬理学会と日本薬剤師研修センターに

乳児への用法用量の保険適応追加」の情報

よって2012年に創設された新しい認定資

や、 「調剤薬局における五苓散坐剤の調製

格です。リスクが高く敬遠されがちな小児の

法」など、 日常業務上の質問や相談だけで

薬物療法を適正に評価し、患児や保護者に

なく、職種を超えた小児医療の最新情報の

適切なアドバイスや行動ができる薬剤師を

発信や共有に役立っています。

養成することを目的としています。また、小
児医療の地域連携を図るための情報交換を

薬剤師業務の変化〜調剤室から病棟へ

行うネットワークを作ることも重要な目的の

当院薬剤師であれば認定資格の有無にか

一つです。

かわらず、 日常業務として小児専門医療に

認定要件として、 「小児薬物療法研修会」

関わります。小児の調剤業務は、体重に合

の全36講義をe‑ラーニングで受講し、認

わせて少量であることはもとより、子どもが

定試験に合格することが必要となります。こ

飲みやすい味や剤形の薬剤が少なく、錠剤

の講義では①小児の成長・発達年齢で変

の粉砕やカプセルを外して調剤するため手

化する薬物動態､②小児に欠かせない栄養

間がかかり、処方監査も難しくなります。ま

管理､③小児患者へ服薬指導を確実に行う

た、 日本では未発売のため試薬からの調製

ために必要な小児心理・行動学の知識やコ

や、個別対応のTPN調製も重要な業務と

ミュニケーション力など、小児薬物療法に重

なります。その結果、今までの薬剤師業務

要な内容を幅広く学ぶことができます。

は調剤室に集中し、病棟での大事な薬剤関

初年度の2013年から5年間で全国856

連業務の多くは医師や看護師によって行わ

名（長野県21名）が認定を取得し、 うち

ざる負えない状況でした。ところが、近年の
26

医療の高度化や医療安全の意識の高まりに

職種から患者情報を収集、共有し、薬物療

伴い、医療スタッフの協働・連携によるチー

法に積極的にかかわり責任を持つことがチー

ム医療を推進するため、病棟においても薬

ム医療における薬剤師の役割となりました。

剤師の役割がこれまで以上に求められるよう

病棟業務を始めて3年が経過し、病棟ス

になりました。そこで、当院でも薬剤師を病

タッフからは「薬のことを相談しやすくなっ

棟に常駐させるため、院外処方せんの発行

た｣、 「持参薬や退院時処方の確認など、薬

率を上げ、医薬品在庫管理にSPD業務委

のことを薬剤師に任せられて安心」と評価さ

託を導入し、調剤室業務の軽減を図りまし

れています。薬剤師側にとっても、病棟専

た。 2014年4月に、当院のDPC病院へ

任薬剤師が患者情報を直接得られるため医

の移行に合わせ、全病棟へ専任薬剤師を配

師への疑義照会においても円滑でコミュニ

置し病棟薬剤業務を開始しました。薬剤師

ケーションがとりやすく、処方変更等が迅速

の業務が薬という「モノ」の調剤から、それ

で適切に行われるため役立っています。こ

を服用する｢人｣へと大きく変わり始めました。

のように薬剤師の病棟業務はチーム医療に
欠かせないものと評価され、診療報酬の算
定という形で病院経営にも貢献できるように

病棟薬剤業務とは

なりました。

病棟薬剤業務では専任薬剤師が週20時
間以上病棟に常駐し、持参薬確認や抗がん

病棟薬剤業務の内容

剤調製など薬剤関連業務を行い医師の業務
負担軽減をはかります。また、カンファラン

限られた時間の中で専任薬剤師は各病棟

ス参加や回診に同行して患者状況を把握し、

の診療科の専門性に基づき、必要な業務を

治療効果の向上やリスク軽減のための処方
確認や提案、薬の適正使用や安全性の向上

選択して実施しています。図は血液腫瘍科

に関する薬の投与前の業務を行います。さら

たグラフです。抗がん剤調製やレジメン監

に薬の投与後には従来の薬剤管理指導業務

査、カンファランス参加など化学療法を安

として患児や家族に薬の説明・指導を実施

全に適正に行うための業務時間が多くなっ

します。このように病棟において薬剤師が多

ています。

を主とする病棟での病棟業務の内訳を示し

TDMによる確認及び
処方提案、

医薬品の医薬品安全性情報等の
把握及び周知並びに医療従事者
からの相談応需2%

参薬の確認
又は退院時
の提案9％

患者等に対するハイリスク薬等に
係る投与前の詳細な説明1％

状況把握
副作用モニター等)3％

(図）血液腫瘍科を主とする病棟での病棟業務内容（2017年4月）
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活かし、それぞれの役割を果たすための有

病棟薬剤業務で取り組んだ症例
4歳10か月の神経芽腫の男児。初回化

効な助言を得ることができ、協働には多職

学療法中にEDチューブからの注入で内服

種との情報共有と対話が欠かせないと実感

を開始したが、抜管後は薬の苦味で服用

しました。

に強い抵抗がありました。そこで、主治医
と相談の上、用法を1日1回へ変更し、

おわりに

看護師とはチョコレートを溶かして薬を混

医療専門職はそれぞれが高い技術と専門

ぜて食べる方法を母に提案しました。この

知識を持っているため、多職種の内容を理

方法で服用継続していましたが、 2回目の

解しなければ、業務を分担するだけで、よ

治療中の強い嘔気で内服を一旦中断した

り効果的な協働となりません。チーム医療に

後は、嘔気が回復しても服用拒否が続き、

おいて薬剤師が職能を発揮するためには、

母親は不安を募らせていました。患児が再

多職種とのコミュニケーションが重要である

度内服できるように臨床心理士やCLSを

と考えます。それには多くの薬剤師が小児

加えた多職種で取り組みを開始しました。

医療において専門性を持った認定薬剤師と

病棟専任薬剤師は患児に薬の必要性を理

なり、臨床的なスキルを向上させる必要が

解してもらうことが重要と考え、服薬指導

あります。また、病棟業務として患者の近く

の方法をCLSに相談しました。この年齢

にいることで、調剤室の中では知り得なかっ

の児は、成長発達において、目に見えな

た具体的な副作用や相互作用等を経験し、

いものに対する理解が難しい特徴があると

事例を積み重ねていくことで薬学的な判断

のアドバイスをうけ、服薬指導に細菌や薬

力を磨き、医師や多職種との信頼関係が構

のイラスト入りの本を用意しました。説明

築され、処方変更の提案など薬物療法への

の話に耳をふさいでいた患児が、本のイラ

めの受け入れ(acceptability)の第一歩と

介入が可能となると思います。最後まで薬
物療法に責任を持つことがチーム医療にお
ける薬剤師の役割であり、薬剤師の必要性
はさらに高まると思います。これからも常に
求められ、応えられる薬剤師を目指してい

なりました。児に係わる多職種が専門性を

きたいと思います。

ストには興味を示してくれました。明日から

自分で決めた量だけは必ず飲むというルー
ルを自ら作り、患児が服薬を達成させるた
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（診察室の窓辺から
1

跡ｐｌＩＩ

発達障害について思うこと
今村こどもクリニック今村柚紀子

Lロシ毒

個別指導にしたら改善した。しかし集団で

松本南部で開業しています今村こどもクリ

は集中できないので、病院を受診するよう

ニックの今村柚紀子です。

勧められた、とのことでした。

この度、長野県小児科医会の広報委員を

話の内容から発達障害の可能性もあると

拝命いたしました。

早速何か原稿を書くようにという指示があ

判断し、専門医の診察を受けて、家庭や学

りましたので、まずは誌面でデビューさせて

校の意識を共有して、 2次障害を防ぐため

いただきます。

に支援していく必要があるだろうと考え、専
門外来のある病院に紹介しました。

発達障害について最近気になることを思う
ままに記載します。見当違いの内容になって

しばらくして、3月に予約が取れたけれど、

しまうかもしれませんがどうぞご容赦ください。

学校としては次年度の通級申請の期限まで

20年以上前になりますが、大学の内分

に診断書が必要なので、早く診てほしい旨
を伝えられました。

泌外来で見ていた患者さんが不登校になり、

そんな簡単に診断がつくわけではないと

精神科の先生に診ていただいたところ

お伝えしたところ、とりあえず私の意見書で

ADHDと診断されました。

当時は発達障害に対する認識がほとんど

もいいから書いてほしい、とのことでした。

なく、不登校の原因として指摘されたときは

スクールカウンセラー（臨床心理士）の分

目から鱗 の感がありました。

析結果を見ると、WISCを通して児童の苦

その後、発達障害の概念が医療関係者に

手とするところを的確に判断して、その支援

とどまらず、学校、さらに世間一般に認知さ

方法についても具体的な方法が提示されて

れるようになり、混乱していた学校現場や家

いました。学校側もそれに基づいて個別指

庭において、少しずつ絡んだ糸をほぐして

導を開始して改善が得られたというのです。

いくように、個々に対応する手立てが見つ

学校の的確な対応によって、 この児童は
学校生活でのトラブルが改善して自信がつく

かってくるようになりました。

ようになるだろうな、と非常に感心しました。

その一方で、発達障害に取り組む小児科

え、でも、ここで私の意見書が必要なの？

や精神科の外来は予約が数か月待ちという状
態になっているのは、皆様ご承知の通りです。

聞くところによると、次年度の支援学級の編

このような状況の中で、一昨年の冬に、

成を決める時期になると、発達障害の外来
の予約依頼が急増するそうです。

ある小学生の母から相談を受けました。

こどもにとって必要なのは診断名ではな

春にクラス替えをしてから落ち着きがなく
なったため、夏に学校の判断でスクールカ

く、その子の個性を正しく認識して適切な環

ウンセラーによるWISCを受けたところ、あ

境を整えることだと思います。

自治体によって事情は異なると思います

る分野の値が低いという結果が出たので、
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が、診断名がなければ先に進めないという
ことでは、子供は学校と病院の間で振り回さ
れることになってしまいます。

サザエさんもカツオくんも、ADHDと診断
されていなくても、周りの臨機応変な対応に
よって、数々のトラブルを乗り越えて元気に

楽しく過ごしていますよね（架空の人物です
が…)。
あくまでも主役は子供たちです。
個々の子供にとって何が必要なのかを真

剣に考え、家庭と学校、医療機関、 自治体
がスクラムを組んで取り組む必要があると思
います。

発達障害の外来は、家庭や学校と連携し
ながら患児と根気よく向き合っていかなけれ

ばなりません。
一開業医は、発達障害を疑った場合に、

最終的に専門病院にお願いする一方になっ
てしまいます。

日々発達障害の子供たちと向き合い努力
されている先生方に、この場をお借りして心

から感謝申し上げますとともに、個人の医院
でもできることを考えていきたいと思います。

塁

亀

号塞識

房いｒいｌｌｌｔＦ２

II 1

通
産

イラストは､本文及び執筆者とは関係ありません

3○

〈乳児健診
「女児十大腿しわ左右差」は必ず整形外科へ
みのしまクリニック蓑島宗夫
平成26年に改正された日本整形外科学

会・日本小児整形外科学会発行の「乳児股

先天性股関節脱臼の発生は予防啓発など

関節健診推奨項目」にもとづき、県内各自

先人の努力、そして今日では全国の小児科

治体では、乳児健診における股関節脱臼ス

医による乳児健診実施などにより、 1970年

クリーニングの方式を改めたことと思います。

代以前との比較では10分の1以下と激減

(表1）

してきました。

しかし疾患の減少とともに地域の健診体

(表1)乳児股関節健診の推奨項目と
二次検診への紹介

制の脆弱化は避け難く、近年では診断が遅

延して歩行開始後に股関節脱臼と診断され
治療に難渋する例が全国的にみられるよう

①股関節開排制限（開排角度）

になりました。

→あれば二次検診

日本小児整形外科学会MultiCenter

②大腿皮虐溝または鼠径皮層溝の非対称

Study委員会による平成23年4月から2

③家族歴：血縁者の股関節疾患

年間の全国実態調査では、歩行開始後に診

④女児

断される例が年間100例近くあり、そのう

⑤骨盤位分娩（帝王切開時の肢位を含む）

ち多くの例は健診を受けているのに診断に

→②〜⑤のうち2つで二次検診

至らなかったという深刻な状況が明らかにな
りました。

新方式になって2年が経過し、精査にま
わる件数の多さに対して陽性率が低いこと

｢乳児健康診査における股関節脱臼一次健

などから、当初徹底されていたことが、時

診の手引き」 （日本小児股関節研究会乳児股

間の経過とともにだんだん暖昧になってきて

関節健診あり方検討委員会委員長信濃医療福祉

いるように感じられましたが、皆様のところ

センター朝貝芳美）から引用

ではいかがでしょうか。特に表題の「女児十

大腿しわ左右差」は例数が多いため、 1回

の健診で4枚も整形外科宛ての紹介状を書

に約2千人の4か月健診を行い、うち約

くこともありました。そのため「ちょっとやり

250人が表1の股関節スクリーニング陽性

すぎにも思えるこの基準の通り続けていて、

になって要精査になっています。最近までに

本当に子どものためになっているのだろう

で結果が把握できた者うち、股関節脱臼2

か」と疑問が生じました。

名、臼蓋形成不全7名でした。最近の股関

そこで筆者が関係する自治体の担当部署

節脱臼は0．1〜0.2％、臼蓋形成不全は2

に依頼して2年間で股関節疾患がみつかっ

〜3％程度の発生率とされていますので、

た児のスクリーニング陽性項目の一覧を出し

それと比べてやや少ないのですが、概ね妥

てもらいました。この自治体では平成27年

当な数値が出ています。約500人を精査対

5月から新方式でスクリーニングを行い、年

象にして、股関節疾患であったものが9名
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(表2）股関節疾患と陽性項目

ですから疾患が見いだされる率は低いので

すが、囲み記事にあるように、 1歳以降に
発見される例や遠い将来の変形性股関節症

股関節脱臼2名

を減らそうという狙いですので、受け入れら

開排制限あり

1名

れる数値かと思います。

開排制限なし

1名(女児十皮層溝非対称）

そして注目すべきはスクリーニング陽性項
目の内訳です。股関節脱臼と診断された2

臼蓋形成不全7名

例のうち1名、臼蓋形成不全と診断された

開排制限あり

7名のうち3名が開排制限がみられません

開排制限なし3名

4名

Lうち「女児十皮層溝非対称」2

でした。両疾患あわせて3名が「女児十皮

層溝非対称｣、 1名が「女児十皮層溝非対

｢女児十皮層溝非対称十家族歴」 1

称十家族歴あり」でした。 （表2）

特に股関節脱臼と診断された1名は開排
制限がなかったため、 ｜日方式であれば、見

落とされていた可能性がありますので、新ス

クリーニングは効果があったと考えられます。
この結果から、乳児健診を担っている小

児科の先生方が「女児十皮唐溝非対称」を
見つけたら、開排制限がなくても必ず要精

検にして、整形外科受診を指示し、紹介状
を書いていただくよう再度徹底する必要があ
ると言えます。

また事後指導を行う自治体保健師にも、

｢女児十皮層溝非対称」は小児科等に受診
させることなく整形外科を受診させることの

徹底、また二次スクリーニングを行う整形外
科の先生方にも「女児十皮層溝非対称」は
画像診断を速やかに行っていただくことをよ
くお願いしておこうと考えていますb
（松本市医師会学校保健衛生担当理事）
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（菫)申込ゞ

長野県小児科医会

入会を希望される方は下記に記入の上、下記連絡先までFAXでお申し込みください。
異動された方も、退会される方も、下記に記入の上、下記連絡先までFAXでご連絡下さい。

長野県剖 、

児科医会

会長殿

(ふりがな）

氏

男

名

。

病院・医院

又は

科

クリニック

勤務病院名

住

所

女

〒

医院名
電話番号

と

科

名

FAX番号
メールアドレス

住
自宅

所

①
〒

電話番号
メールアドレス

②
〔）

長野県小児 斗医会メーリングリストに登録を希望するアドレスは
日本小児科学会の
日本小児乖 医会の

②

会晨 .である

会 三でない

専門医である

専門医でない

会員である

会員でない

他の加入学会、主な略歴など

お願い
所の変更がありましたら､下記まで
勤務先の変更･住所の変更がありましたら､下記までFAXにて

#

O‑O914長野市稲葉母袋762

O26(221)SS92
錠鰔職撫噌､患
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薑

TELO26(221)6574

零

役員会記録

成29度会計経過報告(収入1，242､支出

平成29年度第2回役員会

1,052)､会費納入率82.1％､預金残高780。

日時:平成29年10月28日(士)午後3時半

(単位千円）

場所:松本市医師会館3階視聴覚室

広報(蓑島）

出席者(順不同､敬称略）竹内､松岡高､天野

み､校正依頼中｡ホームページも順次更新。

兒玉､高島､森､小林､松浦､宮林､藪原､増田

公衆衛生(増田）

滝､牛久､田中､蓑島､中澤､杉山､坂井､今村

11日に東京で第6回日本小児科医会乳幼児

新川､竹重､長沼

学校保健研修会を開催した｡テーマは｢クリ

会報66号は順調に制作が進
実施報告:平成29年2月

ニックで､地域で､安心な子育てを支える｣で

開会挨拶(竹内）

役員名簿の確認を行った。

あった｡また､平成29年6月10日〜11日に富

会務報告平成29年6月10.11日日本小児

山市で行われた第28回日本小児科医会総

科医会総会フォーラムが富山で開催､高島前

会フオーラムにおいて､｢学校医として知って

会長と竹内会長ほか出席◆6月15日長野

おきたい歯科､眼科､整形外科の知識｣の

県小児保健協会より､第29回長野県小児保

テーマで乳幼児学校保健部と富山県小児科

健研究会への後援依頼(名義後援)あり､承

医会･富山市医師会との合同企画講演会を

諾する◆7月9日県立こども病院PICU

実施した｡さらに運動器検診の現状および小

増床改修工事竣工記念式典があり会長出席

児科医の考えに関するアンケート調査結果

(同病院）◆8月10日第3回長野県保健医

についてポスター発表を行った｡今後の予

療計画策定ワーキンググループ会議(小児・

定:平成30年2月ll日に東京で第7回日本小

周産期医療WG)が長野県庁で開催され会

児科医会乳幼児学校保健研修会を開催す

長出席◆8月19日日本小児科医会中部ブ

る｡テーマは｢児童生徒の生活習慣病予防に

ロック連絡協議会が金沢にて開催され､会

ついて考える｣の予定である｡また､平成30

長､松岡副会長､天野副会長､増田乳幼児学

年6月23〜24日に横浜で行われる第29回日

校保健担当委員が出席◆8月28日ながの

本小児科医会総会フォーラムにおいてシン

子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー

ポジウムを予定している｡テーマは｢子育て

実行委員会より後援依頼あり､名義後援承諾

世代包括支援センターについて考える(仮）

する◆9月9日日本小児科医会近畿･中部ブ

〜小児科医の関わりについて〜｣である｡な

ロック各府県小児科医会長･役員会が京都

お､これまで毎年2月に行ってきた日本小児

にて開催され､会長出席◆10月7日日本小

科医会乳幼児学校保健研修会を､平成30年

児科医会都道府県小児会会長会議が仙台

度から9月に移行させることが決定した。

にて開催され､会長出席◆10月27日第4回

学術(天野）

長野県保健医療計画策定ワーキンググルー

10:20から長野赤十字病院にて、 1 ．特別講

プ会議(小児･周産期医療WG)が長野県庁

演l｢小児循環器疾患のピットフオール｣安河

で開催され会長出席

内聰先生(県立こども病院）特別講演2.病児

庶務(兒玉)わかほこどもクリニック(長野市）

保育一病児に最適な保育環境を−大川洋

足立浩先生､やまだ小児科クリニック(松本

二先生(全国病児保育協議会会長)、3.シン

市)山田節先生の2名が入会された。

ポジウム①｢長野県内の病児･病後児保育の

会計(田中）

総会並びに64回学術セミナー

現状｣長野赤十字病院小児科部長天野芳郎

特別会計決算報告(収入602､支出438)､平

先生②上伊那生協病院病児保育室｢いちご
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平成29年ll月26日(日)総会

(編集後記

ハウス｣の紹介三ツ井としみ(上伊那生協病
院病児保育室担当課長）③｢新潟市民病院

高島前会長から竹内会長に交代されてか

病児保育施設リトルスワンの紹介｣新潟市民

らはじめて編集された会報になります。広報

病院リトルスワンスタッフ④｢病児保育行政

部の責任者を引き続きやってほしいと竹内

の立場から｣高波陽一(長野県県民文化部こ

先生からご指名がありましたので蓑島が務

ども･家庭科保育係）

めさせていただきます。また広報部には新し

以上敬称略

①8月19日金沢市で開催され

い先生に加わっていただきましたので、今

た日本小児科学会中部地区社会保険委員会

後は複数体制で記事の制作に取り組むこと

の報告､平成30年診療報酬改定に向けた小

になりました。今回は今村先生に自己紹介

児医療に関する要望書について②8月24

を兼ねて投稿していただきました。

保険(中澤）

日長野市で開催された社保･国保審査委員と

今号の冒頭には新会長のご挨拶、開業医

県医役員との合同懇談会の報告､小児科分

会員の年会費値上げの経緯を含む総会決定

科会において､提出議題6項目の結果につい

を収載しており、長野県小児科医会の今後

て③レセプト点検の注意点について､それ

の見通しに関わる内容が収載されています

ぞれ資料を提示して説明した。

ので、 5月の総会にご出席いただけなかっ

その他

た先生方にはご一読をお願いしたいと思い

長沼飯田市の小児科の意見であるが､子

ます。

どもの貧困対策として500円の自己負担もな

第64回学術研修セミナーでは、ほとんど

くなるよう医療費完全窓口無料を県に要望

の講演、発表を収載してありますが、 1名

するなど県小児科医会として取り組んでほし

の方から原稿をいただけませんでしたので、

い。

セミナー内容の記録として欠落が出来てしま

高島県医師会常任役員と竹内会長が面談

い編集者としてはちょっと残念です。そのよ

して調整を行うようお願いしたい。

うな事情で予定していたページ数が埋まらな
くなってしまいましたので、急邊末尾に拙論
を入れさせていただきました。
この股関節検診の事後措置に関しては、

今村先生から紹介先での実情と今後対策を
すべきことについて、松本市小児科医会メー
リングリスト上でご助言をいただいたものを
含めて記事にさせていただきました。紙面
を借りて御礼を申し上げます。

次号からは竹内会長の発案で新企画も準
備しておりますので､ご期待ください。 （簑島）
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