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「どんな音がするのかな？

（仏・ブルターニュ地方の街で)」
吉田澄子
（神戸市東灘区）
※文章は7頁に掲載
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神戸市における

小児総合リハビリテーションの拠点として

垂

古−
1可

田

折ロ

神戸市総合療育センター

人生には様々な節目があると言われています。今年は私にとって。大きな節目の年のよ
うです。 3月末で30年間勤めた神戸大学を退職し， 4月1日付で神戸市総合療育センター

の診療所長に就任しました。神戸市総合療育センターには，肢体障害知的・情緒障害
そして聴力に障害のある子どもたちが通っており、障害相談部門や， まるやま学園あけ
ぼの学園という福祉型の児童発達支援センターも設置されています。私の役割は，吉岡三
惠子先生が長年にわたり築いて来られた療育体制の継承とそれを基盤とした地域への展開
だと思っています。神戸大学時代， 私の研究室のテーマはく障害のある子どもとその家族
が暮らしやすい街づくり〉でした。専門が異なる若い学生，教員，研究者とともに学んで
きましたので， その一端でも実践に役立てることができればと願っています。

一

心

神戸市では，西部療育センターが垂水区で昨年スタートし，今年の4月には東部療育セ
ンターが東灘区に開設されました。 また、 2015年からは，神戸大学大学院医学研究科に寄
附講座（こども総合療育学）が設置されており， より高度な診断，地域研究も可能になっ
ています。最近では，放課後等デイサービスなど多くの民間の社会資源も利用可能となっ
てきました。 これらの施設とも協力して地域に密着したネットワークを築くことが不可欠
と感じています。 また，本センターは乳幼児を主な対象としていますが，学童期， 青年期
を見据えた縦断的な支援システムも必要かと思っています。さらに， 神戸市のみならず，
近隣の地域にもサービスを提供できるように兵庫県全体の小児リハビリ施設との協働が重
要でしょう。

先生方の小児科外来にも多くの障害のある子どもさんが通っていらっしゃることと思い
ます。神戸市には,WHO神戸やJICA関西などの国際機関もあります。開業小児科の先生
方としっかりとタッグを組んで，親しみやすく， しかも日本のみならず国際的にもその活
動が注目されるようなセンターを目指したいと思います。
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／

待対策委

、

児童虐待対策部会(CPT)
（小児科科長兼小児救命救急センター長）
小児科医3名

（精神医療担

一一1

ども家族支援室

3」

看護師(地域医療連携室） 2名
医療ソーシャルワーカー(MSW） 2名
精神保健福祉士(PSW） 1名

障害者虐待

匠

I−壁製
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︺

高齢 者虐待対策部会
｢−−貢閻
琳科部長兼医療安全部長）

兵庫県小児科医会報

PTコアメンバー！

専従事務員和名
看護部次長
■

DV対策部会
科部長兼輸血担当部

性暴力被害対策部
（産婦人科部長）

国

看護師(小児救急看護認定看護師)2名 cPT拡大ﾒﾝバｰ
総務部次長兼業務支援課長

事例に関係する医師看護師な

I

五丁−1

豆」

一

ノ

叉
−‐

￨性暴力被害者支援ｾﾝﾀｰひょうご
図2

県立尼崎総合医療センターの虐待対応組織

を採用して児童虐待への取り組みを始め, 2013

して必要があれば修正する， という2つの役割

年にはCPTを設立した。当センター開院後．

を担っている。

CPTは児童虐待対策部会という名称で、 高齢

開院2年目となる2016年7月〜2017年6月の

者虐待対策部会， ｜章害者虐待対策部会, DV対

1年間にCPTとして対応した児童虐待・養育支

策部会性暴力被害対策部会とともに， 虐待対

援の対応件数は，実件数で711件であった。そ

策委員会を構成している （図2)。

のうち養育支援が493件（69％）を占めており，

CPTは小児救命救急センター長兼小児科科

児童虐待は218件(31%)で， 内訳はネグレク

長が部会長となり， 小児科医師3名， 看護師

}131件(18%) ,心理的虐待43件(6%) , 身

（地域医療連携室所属） 2名,MSW2名，精

体的虐待39件（5％) ，性虐待5件(1%)で

神保健福祉士（以下PSW) 1名、專従事務員

あった。これらの数字が示しているのは， 当院

1名の9名をコアメンバーとして組織し、児童

における児童虐待への対応は事例化した後の危

虐待に関する院内での対応や啓発活動の中心と

機管理ではなく， 虐待予防の視点からの養育支

なっている。さらに，看護部次長1名，小児救

援が中心となっていること， また事例化した場

急看護認定看護師2名の他事務部門や事例に

合でもネグレクトに対する感度が高いことであ

関係した診療科の医師，看護師などが拡大メン

る。

バーとなる。

CPTのコアメンバーをコンパクトな組織に
しているのは，前述の臨時ケース会議を複数の

【CPTとしての関わりを必要とした事例】
(事例l)

生後2ケ月男児

職種（医師・看護師･MSW)で必要時に直ち

正期産児で周産期異常はなく㈱体重増加も

に開催するための高い機動性を保つのが目的で

良好であった。生後1カ月頃から児がぐずる

ある。また拡大メンバーは，①必要時に招集さ

と父が顔面を平手で打つようになった｡X月

れてコアメンバーとともに事例への対応を検討

Y日 （休日）早朝にあやしても泣きやまない

する，②事例検討会（月1回）に参加して対応

児の顔面を父が数回殴打して出血斑ができた

について振り返り、 CPTとしての方針を確認

のを見た母が，隙を見て1歳の兄と児を連れ

毎、

兵庫県小児科医会報
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て逃げ出し，急病診療所を受診して紹介され

不自然な外傷の場合，特に2歳以下の乳幼

来院した。眼周囲に点状の出血斑を認めた

児では全身骨撮影での評価が必要とされてい

が，児の全身状態は良好であった。しかし頭

る。長管骨の骨幹部骨折は事故でも起こりう

部CT検査で前頭頭頂部に左右対称性の液

るが，虐待に特異性の高い骨折がないかどう

化腔が認められ，大脳白質裂傷と診断した。

かの検索が重要であることを示唆する事例で

安全確保のために入院として父との連絡を

あった。

シャットアウトし，同日にCPTとして児童
相談所・警察に通告・通報を行って，父は顔

＃へ、

(事例3）

生後8ケ月男児

面外傷の傷害容疑で逮捕となった。大脳白質

両親の離婚，身体的虐待などのため，幼少

裂傷は受傷から2週間程度経過していると考

期から中学卒業まで児童養護施設に入所し

えられる所見であり，加害者が特定できな

ていた女性が10代で妊娠して飛び込み出産と

かったため， いったんは一時保護措置として

なった。パートナーは不明，支援者なし，

Y+4日に児は乳児院に入所となった。

いう養育困難が予想される状況のためCPT

と

この事例では，受診した医療機関のうち，

として関わった。母は出産前には乳児院への

最初の2機関には「外傷には対応できない」

入所に同意していたが， 出産後に翻意して児

「乳児には対応できない」と診察を断られて

を連れて帰り，知人の会社の一室で暮らすよ

おり，小児の外傷に対する救急医療体制には

うになった。CPTは院外の各機関と連携を

問題のあることを示している。

取りながら母への支援を行った。生後8カ月
時の訪問で児の異常に気付いた保健師の勧め

(事例2）

生後5カ月男児

正期産児で周産期異常はなかったが，体重

偽、

で受診し，裂脳症，点頭てんかん，重度発達
遅滞として入院となった。けいれん発作はコ

増加不良や顔面・胸部の出血斑のために，

ントロールされたが，退院後は服薬・通院も

受診した診療所から生後4カ月時に保健セ

不規則となり，体重増加も見られない状態と

ンターに対して通告が行われていた。X月Y

なった。児童相談所や市の保健・福祉にも通

日夜，入浴時に父が左腕の腫脹に気付き，

告を行ったが，母は周囲からの関わりをすべ

Y+1日に近医を受診して当センターに紹介

て拒否して連絡も取れない状況となり，医療

となった。左上腕骨骨幹部骨折を認めたが，

機関だけが唯一の接点となっていた。受診し

家族の話では受傷機転が不明ということであ

た際にはPSWが時間をかけて母との関わり

り，不自然な外傷のため家族と分離した上で

を続けていく中で,

入院とした。その後の精査で，右第1肋骨，

入院の際に母が養育困難を初めて自ら開示し

両大腿骨遠位端・脛骨近位端の骨幹端骨折，

て一時保護に同意し，乳児院に入所となっ

第9胸椎と右第9肋骨後部の骨折（いずれも

た。

1歳9カ月時の4回目の

仮骨形成を伴う）が明らかとなり，全て虐待

この事例のように，被虐待歴のある子ども

に特異性の高い骨折であったため, Y+4日

が親になった場合には虐待やネグレクトのリ

にCPTとして児童相談所へ通告を行った。同

スクが高くなる。しかし周囲の大人への信頼

日に児童相談所から警察への通報があり，両

感を持つことができなかったために，周囲か

親への事情聴取が行われた。Y+21日に児は

らの支援が必要な時でもそれを拒否してしま

一時保護措置として乳児院に入所となった。

い，保健・福祉などの関わりが困難となるこ

兵庫県小児科医会報
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児童相談所における児童虐待相談対応件数

とも多い。医療を必要とする場合には医療機

〈，早期に発見する義務も負っているため、児

関が最後のつながりとなることもあるが， そ

童虐待に対する意識を変えて，児童相談所や保

こでは孤立した親を支援しながらも，

健．福祉，警察・検察，教育などの関係機関と

同時に

子どもの安全を守る機会を逸しないようにす

連携し

るという，難しい役割を担うこととなる。

わっていかなければならない。

広い意味での虐待予防・養育支援に関

兵庫県では2017年に児童虐待防止医療ネット

【兵庫県の児童虐待防止医療ネットワーク事
業】

ワーク事業が始まり， 医療機関が連携して児童
虐待への適切な対応と防止に取り組む体制を築

2016年には児童相談所における児童虐待相談

くこととなった（図4）。初年度は当センター

対応件数は全国で122,578件，兵庫県では4,104

が中核拠点病院となり， 医療機関からの相談窓

件となった。 しかし兵庫県の小児人口(15歳未

口を設けると共に， 県下の各地域の拠点候補と

満）が全国の4.5％であることから予想される

なる病院に対して， 啓発のための研修会の開

件数は5,516件(122,578×0.045)であり，実際

催を始めている。将来的には各地域の拠点病院

の件数はその74％にすぎない（図3）。また相

が中心となって，協力病院や診療所とのネット

談経路別に見ると， 医療機￨卿からの通告件数が

ワークを構築していくことを目指している。

全国で3,078件(2015年) 、総件数の3̲0%にすぎ

浮雲屋‑､魏原病陽, ￨瓦

ないことは医療機関としての課題となっている

が，

その件数は兵庫県ではさらに少なく，

わず
胃

菱,鼠…慰

かに55件(2015年),兵庫県での総件数の2.3%

蔦)ﾉ

であった。
加古川中央市民病院

医療機関は， 虐待としての対応が必要となる
子どもと接する機会の多い機関の一つであり，
その中でも重症度の高い子どもを診ることも少

なくない。医療機関は，児童虐待が疑われる子
どもを見たら通告するという義務だけではな

劃月叫ノ同

蛭

印屯

済生会兵庫県病院ﾄｰｰ

壷：

蕉

§

兵庫 医科大 学病院

1神戸大学医 学部附属病院

、
￨県立淡路医療センター

／

乙
県立こども病院

神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院

図4兵庫県の児童虐待防止医療ネットワーク

−
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もへの虐待やネグレクトが疑われる場合でも，

小児の医療，特に救急医療の現場では，刻一

医療機関は養育を支援する立場であるという視

刻と変化する状況の中で，迅速かつ的確な判断

点を忘れてはならない。子どもの安全・安心を

と対応が求められる。これには内因性・外因性

守ることのできる社会の実現に向けて，医療機

疾患の診断・治療という面だけではなく， その

関として協力することが重要であり， それがこ

疾患の背景に目を向けることも含まれる。子ど

のネットワーク事業の目的でもある。

側

り

勾

U

も

4

り

も

9

り

4

も

｡

も

｡

、

、

4聯−且離一も､添一勾瀞‐且鰯一も

こども病院講堂にある絵について
（神戸市東灘区）
数年前にフランスの北西部ブルターニュ地方を訪れました。この辺はイギリスを北に

朝早く散歩しておりましたら，

日曜市の用意をしている光景に出くわしました。大道

芸人が何か見慣れない楽器よく見ると木琴のようなものを組み立てています。そこに

5歳くらいの男の子4〜5人が集まってきました。興味津々。どこの国の子ども達

も同じ。彼らの新しいものを見る姿に感動し，

このようなとても微笑ましい光景を大切

なお土産として絵にしたものです。
題名は

どんな音がするかな

100号F

こども病院2F講堂に飾っていただいています。勉強会な

②ノ釧垂森ｆ侭１恥赤ぶつ

︑虹串恋１卸Ｉ靹醍〆匂

第75周年記念創元展(2016)於国立新美術館（六本木）出品作です。
中村肇先生のお力により，

喝ノ必詫諏ｌＦｌ恥龍承夕

ｌＬ空知へ剖可仏錘率が回

4，

駒ｊ払器森１唾１恥添ぶつ

︑虹串報１可ｊ銚醗〆向

南は太平洋に面し，他のフランスとは異なる歴史を持ちケルト文化の色濃い地方です。

駒／払串証ｒ惚ｌ必辛牢珂ロ

吉田澄子

︑虹串恋１珂Ｉ銚詫〆々

風

凸

吻ノ必詫恋ｒ瞳１恥志ぶつ

耐ｆ﹄穂劃肌癖含

4

どの折にでもご覧ください。

フランスの小さな町で

と題するブティッ

クの店先を描いた第67回創元展（2008）於国立新美術館出品作品を飾っていただい

駒ｊ必謡諏ｆ侭Ｉ上醒奉訟画

︑払鍔森１河Ｉ払詫〆厨

PRになりますが，兵庫県医師会館6Fに

ています。機会の折ご覧いただいたらうれしいです。

：典､墜聯荷‑撫一蕊､珍聯r鋤̲鋸 瞳聯荷‑獅一坐､量聯荷一撫一坐､魁聯荷‑柵̲染､塁̲樵r約̲鋸､魁聯而一獅一鋸､2−樵r無理：
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【講演21

座長＝兵庫県小児科医会教育委員会委員
兵庫県立尼崎総合医療センター小児科部長

小林健一郎

小児の外科的救急疾患
一地域との連携について−

兵庫県立こども病院小児外科長兼副院長
前田貢作
ゴ■

トアイランドに移転した（図1 ）。

はじめに

小児の外科的救急疾患としては鼠径ヘルニア

新病院の機能として，総合周産期母子医療

嵌頓，腸重積症，急性虫垂炎などが一般的なも

センター，小児救命救急センター，小児がん

のであるが，小児外科ではそれ以外にも多種の

医療センター

疾患を扱っている。

ンターを核とし，

兵庫県立こども病院では2017年4月より近畿

最後の砦

小児心臓センターの4つのセ
子どもとご家族を支える

としてあらゆる時期のあらゆる

地方では初めての小児救命救急センターの指定

疾患に対応すべ〈活動を続けている。急性期

を受け，救急症例を積極的に受け入れるように

の高度な集学的治療を行うと共に．長期にわ

なった。当院での小児救急医療の現況につい

たり疾患と共に生活していく子と守も達とご家

て，

族に対する支援と癒やしの場としての機能の

とくに外科的救急疾患に絞って解説する。

充実も図っているところである。

1 ）新病院移転と救急医療体制の変化

兵庫県立こども病院は,

そのために救急ならびに集中治療部門の設

1970年に兵庫県

備や人員を整備・充実し，

また，病院から地

政100周年を記念して，須磨の地に開設され

域での在宅医療への移行を見据え，総合診療

た。45年間に亘り，

日本の小児医療の最先端

部門，在宅療養移行支援病棟，地域連携部門

さらに大きく飛躍すべ

の充実を実現した。 さらに，小児がんの治療

多くの医療施設が集積する

については, 2017年12月に隣接地に開設され

を担い続けてきたが，

〈2016年5j｣に，

メディカルクラスター内の施設として，

ポー

た神戸陽子線センターと連携して，全国から
の受け入れを視野に入れたより高度な医療を

図1 ：兵庫県立こども病院

展開している。

わが国では，生命に危険がある重篤な状態
の小児救急患者に対して行われる救命救急医
療は，救命救急センターや小児専門病院小

●

關

児中核病院を中心に提供されてきたが，全国
的に見ても対応能力に各地で差が生じてい

る。そのため平成22年に国の施策として「小

全
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児救命救急センター運営事業」が創設され
小児救命救急センター

図2

すべての重篤な小児救急患者が各々の地域に

1F北入口

▼

■弱眠中央園血処口重
、 c

おいて必要な救命救急医療が受けられる体制

f

旧予的セン﹂酉

鈩ｌ﹂内

謝叩■｜
︑ 田 ︑ ︾ 合健回︻︑也

近畿圏では指定施設が無い状態が続い

計淵室

外来圏巍翠題

るが，

伊

西入口︵剛韓囲

病院が小児救命救急センターに指定されてい

エレペーター嘩率神口
跡蕊痢

の整備が進められつつある。全国で12カ所の

､

蝋憂
圃縄"'領空化謬
鳶･ ､.奮寧函璽
､… ,
回

p

o掴回

.讃一

．

‐ ≠鍔麺
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鶏
夕
．
1

；麹
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；雷農.：

ー■審可：…､…吾

た。

兵庫県内の小児救急医療については，

ドナルド･マクドナルド･ハウス神戸

ことﾞ

〈神戸ハウス）

も病院を中心に昭和63年より兵庫県小児救急

へ

医療懇話会を立ち上げ検討を続けてきたが，

匂o

平成6年の総合周産期母子総合医療センター

①当院の救急外来は， 通常の外来診察を時

開設直後の阪神・淡路大震災により小児救急

間外に行っているのではなく，基本的に緊

センターの必要性が再認識された。当院では

急処置を実施することが主な目的で，詳し

平成14年に三次小児救急部門を開設，平成19

い特殊な検査などは通常の外来診察の時に

年には小児救急医療センターを開設し↑

実施することになる。 もちろん，

これ

まで救命救急センターに匹敵する医療を提供

問題に対して入院治療が必要であれば入院

してきた。 しかしながら， 集中治療ベッド数

の上，適切な処置を実施する。

が規定より少ないことなどから小児救命救急

②患者は受付されると、

まず看護師が緊急

センターを申請することができなかった。今

度を決められた方法で評価し，すぐに処置

回，新病院への移転を契機に，ベッド数の増

の必要な方から診察するように誘導する。

床などで認定要件を満たすことができ、平成

受け付け順ではなく， 緊急度の順番で行う

29年4月1日をもって近畿圏で初めて小児救

トリアージシステムを導入している。たと

命救急センターに指定された。

え救急車で来院されても来院された順では

その役割は
一

緊急的な

なく， 緊急度に従って診察をすすめる。待

(1)

超急性期の小児患者の24時間受け入れ

機いただく場合にも，担当看護師が定期的

(2)

超急性期に引き続き，急性期の高度・専

に診察にうかがうようにしている。処方は

門的医療を提供するための連携の構築
(3)

急性期の集中治療・專門的医療を担う人
材の育成

ということにある。

原則として緊急に必要な分のみで,

1日分

の処方となる。

小児救命救急センターには365日24時間
体制で救急総合診療科医師が常在してお

実質的にこれまで提供してきた医療と何ら

り，救急外来では内因性・外因性を問わず

変わりはないが，重篤な患者に対する救命救

対応し，救急車や他施設からの紹介も積極

急医療をより一層充実した内容で実施できる

的に受け入れている。

ように努めていきたいと考えている。
ここで，現在の当院救急外来に関して説明
する

（図2）。

いつでも誰でも受け入れることをFI指して
おり．現在は下記のルールで診療を行ってい

患児紹介の際は，

医療機関專用救急医

ホットライン (078‑945‑7311)で連絡いた
だくようにしている。患児の状態によって
は，

当院の搬送チームがお迎えにあがるこ

とも可能である。搬送チームの要否や搬送

兵庫県小児科医会報

10

No.69.2018

の準備，転院後の準備のため，患者情報を

態が十分に安定してからの手術が主流となっ

詳細に確認し，事前に転院依頼情報用紙を

てきている。

FAX(078‑303‑2077)で送信いただくよ
うにしている。

3）小児の胸腹部外傷について

当院では，特に休日・時間外の新生児搬

小児の腹部鈍的外傷は患児の訴えが暖昧

送の必要な重篤な患児，手術・集中治療を

なためにその診断が難しい。肝損傷脾損

必要とする患児などの入院要請，救急外来

傷膵損傷でも受傷直後は腹部所見に乏しい

診療に対しても，積極的に対応している。

ため，鈍的外傷が疑われる場合まずfbcused

小児救命救急センターおよび総合周産期母

assessmentwithsonographyfbrtrauma(以

子医療センターでは前記のようにホットラ

下, FAST)が優先される。この後造影CT

インを設けて， 365日， 24時間体制で対応

が施行され，

している。

沿った診断が行われるようになってきた（図

センター開院以来受診者数は増加し，現

日本外傷学会臓器損傷分類に

/ ミ

4）。かかる症例に対しては非手術的治療

在は1カ月平均600人以上で，救急車の応
需率（神戸市消防）はほぼ100%となって

図4：腹部外傷による腹腔内出血の治療
鈍的外傷患者

いる（図3)。

噸函麺麺廼麺皿

図3：小児救急患者の受け入れ

,川IlII

エ

98

開腹手術

％

十
94…受診者散

(術中・術後TAE〕

lemboIiza耐on

一入院

経カテーテル的動脈塞栓術

9Z

＝救急車

樫見ら日本腹部救急医学会雑昧zoll

−外傷による外科コンサルト
ー応需串(神戸市消防のみ）
鯉

86

'零.ぶ導鼠式c'零ゾ 域，紗割琴.ぷ脅●斌〆．

(Non‑operativemanagement:以下NOM)
の有効性が小児では多く報告され，

またわが

国ではInterventionalradiology(IVR)の普
2）小児の外科的救急疾患について
小児の外科的救急疾患としては鼠径ヘルニ

及により，治療方針は開腹手術からNOMが
優先される傾向にある。

ア嵌頓腸重積症，急性虫垂炎などが主なも

当院では，交通事故などで重傷外傷を負っ

のであるが，小児外科ではそれ以外にも多種

た患児が救急車やドクターヘリで小児救命救

の疾患を扱っている。そのなかでももっとも

急センターに搬入されるとただちに小児外科

専門的な知識が要求されるのは新生児外科疾

医に連絡が入り，

患であろう。

医によってFASTとそれに引き続いて造影

新生児の外科疾患でも小児外科医療の発展

CTを施行し，

ここで救急医と小児外科

日本外傷学会臓器損傷分類に

に伴い以前の様に超緊急手術が必要な症例は

沿った診断をすすめる。初期輸液下でのバイ

減少して来てる。 もちろん出生後24時間以内

タルサインの変動をもとに治療方針を決定す

に手術が必要である疾患は少なくないが，そ

る。保存的治療のみの場合にはそのまま小児

れにても十分な周産期管理の上，児の全身状

救急病棟へ搬入となるが，緊急手術が必要な

/ 、
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場合には手術室を経由して術後に小児ICU

図6 ：腹部超音波検査

病棟(PICU)に搬入される事になる。

(損傷した臓器と多量の出血）
Ｕ０６２００２
⑥里６刀口４７

最近経験した腹部多臓器損傷例について，
小児救命救急センターでの対応例を紹介す

！

る。
鞠

症例： 4歳男児。201X年○月○日
武0

窪逗〆｡‑

〜〆空

16:30母が運転する乗用車の助手席に乗
車中（チャイルドシート，

｡／

＝.（

｜ﾉ、̲ル

￨ン、￨−

へ｡

シートベルト

着用) ，前の車に衝突して受傷。直後は
へ

意識あり。独歩で下車したが道路の脇で

図5 ：検査所見

休んでいるうちに徐々に意識状態不良。
16:55○市民病院ドクターカーが出動。
いったん市民病院に収容され，

当院へ連

絡が入った。

17:05

そのままドクターヘリにて当院へ

緊急搬送。

17 : 55

･WBC6100

・AST333

・RBCZOZxlO4

。AL丁165

･Hb5･Z

・

。

・CK453

Ht16．7

PH6．727

pOz42.2

LD607

pcO266,5

. PLT16､5xlO4

，

・CRP0．03

・AMY245

HCO3‑8.2

｡TP2．9

・GLU572

ABE−24．1

・ALB2．0

・Nal36

｡UN12，8

。K5．0

・CRE0．81

｡C' 102

.T‑BlLO､22

・Ca8．1

・D−BlLO､02

。

「‑GTP8

tHb5,o

SaOz37.0

P14．8

当院小児救命救急センターへ到

着。
18:45左足背よりA‑line確保

急速輸液，輸血でも循環動態維持でき

入院時現症を示す。

<PrimarySurvey>

18: 05〜18:09

HR146bpm, BP測定不可, SpO2測定不可

酷酸リンゲル液

当院救急外来：生食830mL,

B:用手換気で胸郭運動左右差なし

C:僥骨動脈触知不可，末梢ルート2本（両

RBC

1200mL, FFP480mL, 5%Albl50mL

この結果，緊急開腹止血の方針とした。

手背）

D:痛み刺激に反応なし，

前医：生食1000mL,
500mL,

A:挿管済
一

ず。

瞳孔5/5 (‑/‑)

FAST:陽性(Morison窩，膀胱直腸窩）
（図6）

<SecondarySurvey>
頭頚部・胸部・四肢に明らかな異常なし
検査所見（図5）

造影CTは状態不安定のため撮影できな
かった。

19: 15手術室入室。
19:36手術開始。
21 :21

手術終了

術前診断：腹腔内出血

術後診断：腹腔内出血外傷性肝損傷（Ⅲ
入院後の経過を時間を追って紹介すると
18 : 18

RBC輸血開始

18 : 20右足背より末梢ルート確保
18 :42

FFP輸血開始

b) ,外傷性脾損傷(mb)
開腹による肝縫合｣'二lⅢ術，脾臓摘出術，
ガーゼパッキングによる止血

出血:47359

兵庫県小児科医会報

12

輸血:RBCll70mL,

FFP960mL｡

Plt

No.692018

＃脾摘後血小板増多症
＃交通外傷後ストレス反応

200mL

＃急性腎不全後
術後経過

現在は僅かに動門脈シャントは残るもの

POD#O緊急開腹止血術（肝縫合閉鎖脾
臓摘出，

ガーゼパッキング）

POD#2再開腹，

サイロ形成（腹部コン

パートメント症候群の疑い）

の，胆汁瘻と腎不全は軽快し。元気に保育園
へ通園している。PTSDについては当院こど

もと親の相談室（精神科）にて継続フォロー
中である。

POD#6ガーゼパッキング除去閖腹
POD#15経口摂取開始

まとめ

POD#17一般病棟へ転棟

l)兵庫県立こども病院における小児救命救急

POD#27精ﾈ'l'科受診(PTSD)
POD#28経口抗菌薬投与開始（脾臓摘出後

一

センターの現状について概説した。

2）小児救命救急センターの開設により，重症

の感染予防）

の多臓器損傷例に対して．多職種にわたる十

POD#34退院

分な検討を行いながら，短期間に有効な外科

治療を計画的にすすめる無事究明することが
退院時間迦点

＃肝動門脈シヤント

できた（図8）。
（図7）

＃胆汁瘻（経度）

図7 ：術後造影CT

3）今後もこの体制を一層強力なものにしてい
きたいと考えている。

図8：当院での小児外科救急疾患の周術期管理

(矢印は肝動門脈シャント）
一…

一
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症例報告

膜様落屑出現後に再度治療を要した川崎病の一例

奥谷貴弘

徳元

石井優子

村尾真理子

金

三輪明弘

山根正之

狐塚

一研樹

一

上田太郎

翔修善

済生会兵庫県病院小児科

ステロイド併用例ではその症状がマスクされて

キーワード：

川崎病，膜様落屑ステロイド，血清サイト

しまう可能性に注意すべきである。

カインプロファイル
はじめに

川lll奇病は主として4歳以下の乳幼児に好発す

著者連絡先：
〒651‑1302

る炎症性疾患であり，依然原因が不明であるた

兵庫県神戸市北区藤原台中町5丁目1‑1

め特異的診断法が確立されていない。定型例で

済生会兵庫県病院小児科

は主要症状が揃うことが多く ， 回復期には指先

上田太郎

からの膜様落屑を認める。膜様落屑が出現す

る時期には， 主要症状は消退， ．もしくは消退
傾向であることが多い。一方で主要症状が揃わ

要旨

一

川lll奇病の典型的な経過の後に炎症反応が再燃

ない不全型症例も存在する。このような症例で

し， ステロイド投与によって症状や検査値がマ

は診'新に苦慮し，治療の開始が遅れたり，他の

スクされ診断に難渋したがサイトカインプロ

疾患として治療され冠動脈合併症を生じる症例

ファイルにて川崎病の再燃と考えられた症例を

も存在する。不全型症例では一部で関節炎を呈

経験した。症例は生後3ヵ月の男児。川崎病を

し，

発症し、免疫グロブリン (IVIG), アスピリン

リウマチ熱や全身型若年性特発性関節炎

(systemicjuvenileidiopathicarthritiss‑JIA)

う．レドニゾロン (PSL) にて治療を

などのリウマチ膠原病疾患も鑑別が必要になる

開始した。症状・検査値は改善し，膜様落屑が

ことがある。近年このような症例では血清サイ

出現した。第16病日に炎症反応の再上昇を認め

トカインプロファイルが診断に有用であった

た。川崎病症状は認めず，細菌感染の可能性を

との報告が散見される1 7)。治療法に関しては

考慮し抗菌薬を開始したが, CRPは陰転しな

RAISEstudy8)などの結果に基づいた，

かった。画像検査などでは,

CRP上昇の原因

病急性期治療のガイドライン」 9)が2012年に発

は判然とせず『 PSL終了に伴って発熱も出現し

表されている。それに伴って，近年は群馬大学

(ASA)

た。血清サイトカインプロファイルを提出し，

「川崎

（小林ら）のスコアや久留米大学（江上ら）の

その結果川崎病の再燃が疑われた。再度IVIG

スコアや大阪川崎病研究グループ（佐野ら）の

を投与し症状．検査値は改善した。膜様落屑が

スコアといったriskscoreを用い、

出現した後にも川崎病が再燃することがあり、

応例を予測し，初期段階からPSL投与を併用

IVIGの不

兵庫県小児科医会報
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療法として施行することが多くなってきてい
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浮腫は認めなかった。

入院時検査所見（表1 ）：血液検査では，

る。

今回我々はⅣIG, ASA, PSLにて治療を行

WBC14,400/"L, CRP3.41ng/dLと炎症反応の

い症状はすべて消退した川崎病児において，膜

上昇を認めた。その他に，肝逸脱酵素上昇，低

様落屑も出現した後に検査上の炎症反応のみが

ナトリウム血症を認め, D‑ダイマーとBNPは

再燃し，診断に苦慮し血清サイトカインプロ

共に上昇を認めた。心エコーでは冠動脈瘤など

ファイルにて川崎病の再燃と考えた症例を経験

の異常は認めなかった。

したので，文献的考察とともに報告する。

臨床経過（図1 ） ：入院の時点では川崎病の

診断基準を満たしていなかったため，
症例

まずは

抗菌薬(CTX:cefbtaxime)を投与しながら経

症例：生後3カ月，男児

過観察を開始した。入院3日目 （第4病日）の

主訴：発熱

時点で川崎病の主要症状は発熱を除くと6項目

現病歴：入院前々日より咳嗽，入院前日 （第

中4項目であったが，抗菌薬投与では症状や検

/銅、

1病日） より発熱が出現し，近医を受診し感冒
と診断され，鎮咳去疾薬を処方されていた。入
I瀞一
賎侭蕗周酔

上昇も認めたため，近医より当院へ紹介入院と

鷺

し，胸・腹部所見は異常なし，眼球結膜の充

曙

Ｐｕ

確郵唖

SpO2100%, ､活気良好であり，大泉門膨隆な

１

入院時現症：体温38.4℃，心拍数158回/分，

卒

罐神一一

拠幼妙９６４Ｚｏ

唾﹀剛

勝遡鈩

なった。

鍵碁型轟型＄◎

一

院当日 （第2病日）に紅斑が出現し，炎症反応

■

血， 口唇の発赤と亀裂，両側頸部リンパ節の腫

内思に切り管え

c7x鰯…

脹を認め，全身に径2‑3mm程度の紅斑が散在

逼院@

し顔面には地図状の紅斑を認めたが手足の硬性

図1

#入院 前＃紗･ｲﾄｶｲ瀞"･"i′
臨床経過
'…、

表1

入院時検査所見
罪￨古
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菌感染症の可能性を考慮し，抗菌薬(CTX)

査結果の改善はなかったため川崎病と考えた。

瓜
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投与を開始した。しかし，抗菌薬投与では改善

されている代表的なIVIG不応例の予測のスコ

を認めなかった。炎症反応上昇の原因検索目的

アでは群馬大学のスコア8点，久留米大学のス

に，画像検査（胸部・腹部MRI)なども施行

コア5点，大阪川崎病研究グループのスコア3

したが明らかなfOcusは認めなかった。第24病

点とすべてのスコアで不応例の予測の基準を超

日に前回入院時から漸減していたPSL内服を

えた（表2）ため「川崎病急性期治療のガイド

予定通り終了したところ，翌日から発熱が出現

ライン」に沿って, IVIG2g/kg, ASA301ng/

した。第27病日に炎症反応上昇の原因検索目的

kg/day, PSL2mg/kg/dayの投与を開始した。

に金沢大学小児科にサイトカインプロファイル

治療開始後は速やかに解熱し，血液検査も改善

解析を依頼した。第29病日に出たサイトカイン

傾向となった。第9病日にはCRPの陰転化を

プロファイル（図2）のパターンから，今回の

確認し， 同日より膜様落屑が出現した。第12病

炎症反応再燃は川崎病がまだ続いているためと
蝿御一

日にCRPl．lmg/dlと軽度上昇があったが，発熱

咄︾一

謹
趣
騨 懲

「川崎病急性期治療のガイドライン」9)に記載

はなく上気道炎症状があり，炎症は上気道感染

︑毒

魚
蓉
了
I

症によるものと考えた。第14病日にCRPO.8囎

/dlと上昇のピークアウトを確認し， 同日に退

幡

鋤趣
︾

一

認めなかった。

映
裂

晩６
劃侭

院となった。経過中に冠動脈瘤などの合併症は

第16病日に炎症反応の再上昇を認め，翌日に

CRP3.51ng/dlとさらなる上昇を認めたため再度
入院となった。炎症反応上昇以外に検査異常は
図2血清サイトカインプロファイル

なく，症状もないことから尿路感染症等の細
表2

｜

代表的なIⅥG不応例の予測スコア(本症例で基準を満たす項目は太字）
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I
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考えられたので，再度IVIG2g/kgを投与した
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近年清水らは血清サイトカインプロファイル

ところ，速やかに炎症反応は低下し解熱した。

による高サイトカイン状態を伴う疾患（川崎

その後も冠動脈瘤などの合併症は認めず，第33

病, sJIA, EBウイルス感染症による血球貧食

病日に退院となった。

症候群(hemophagocyticlymphohistiocytosis
EBV‑HLH))の鑑別についての報告をしてい

る'2)。その報告では, s‑JIAではIL‑18が, EBV‑

考察
本症例では，川崎病の主要症状がすべて消退

HLHではneopterinが，川崎病ではIL‑6が有意

し，膜様落屑が出現したにも関わらず，川崎病

に上昇するとされる。本症例では初回IVIG投

が再燃した。一般的に膜様落屑は川崎病の回復

与後，急性期の主要症状はすべて消退し，膜様

期に出現するとされている'0)。膜様落屑が出現

落屑出現後に他症状がないままにCRPのみが

後に川崎病が再燃した症例の報告は少ない。検

再上昇してきたため，

索しえた範囲では山根らの報告のみであった

た。各種検査で有意な所見を得られなかったた

'1)。この報告の症例は，川崎病と診断．治療さ

め，金沢大学小児科にサイトカインプロファイ

れ，症状は改善し膜様落屑が出現していた。し

ル解析を依頼したところ, IL‑6の増加を認め，

かし膜様落屑出現後に発熱，炎症反応再上昇を

IL‑18は正常範囲にとどまり，清水らの報告の

認め，

さらに冠動脈拡張を認めたため川崎病の

川崎病と同様のパターンを示していたため，川

再燃と診断し再度治療され症状は改善したとい

崎病の再燃状態と考えるに至った。川崎病の不

う2例であった。本症例は，川崎病の再燃が判

全型症例や他の疾患との鑑別だけでなく，再燃

明するまでに時間を要したが， 山根らの報告と

例の診断にも血清サイトカインプロファイルが

同様に，膜様落屑後に発熱，炎症反応上昇を認

有用であると考えられた。

その原因検索に難渋し

〆へ､

めた。川崎病は膜様落屑出現後に再燃する場合

もあることを念頭に治療にあたる必要があると
思われる。

また本症例ではIVIG不応予測のスコアリン

結語

川崎病は膜様落屑出現後に再燃する場合もあ
るため，

このことを念頭に治療にあたる必要が

グを使用し，不応予測例に該当したためにガイ

ある。また， ステロイドを併用する場合は症状

ドラインに準じてPSLを併用した。一旦改善

や検査値がマスクされる可能性を念頭に診療を

後にCRPが再上昇し川崎病が遷延している状

おこない，診断に苦慮する例では血清サイトカ

態であるにも関わらず発熱なく経過していた

インプロファイルが有用である。

が, PSLを漸減し終了した直後から発熱を認め
た。これはPSL投与が川崎病の再燃における

謝辞

発熱をマスクしていたと考えられる。 IVIG不

血清サイトカインプロファイル分析を実施し

応予測スコアが普及するにつれて，川崎病の治

ていただいた金沢大学医薬保健研究域医学系

療においてステロイドを初期から併用すること

小児科の谷内江昭宏先生に深謝いたします。

が増えている。今後本症例のようにステロイド

本症例の論文投稿について，保護者の同意を得

を併用することによって症状や検査値がマスク

ております。

される症例が少なからず増加することが予想さ
れるため，川崎病の遷延については注意が必要
である。

利益相反に関する開示事項はありません。

/ 、
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されることもしばしばです。冬は雪に覆われ，

医局だより西東

職員は但馬ブーツと呼ばれる長靴を履き，

公立豊岡病院組合立豊岡病院
公立豊岡病院組合立豊岡病院
小児科部長港

No.69.2018

敏則

除雪

グッズを車に常備して通勤しています。そのよ
うな日本の四季を肌で感じられる当院は，仕事
以外にもたくさんの魅力が詰まっています。
山海の幸が豊富で，
ロ｣，松葉ガニ･

但馬牛，

高級魚「ノドグ

…都会では手の出ない食材と

日常的に触れあうことができ，夏の海やウイン
タースポーツを楽しむスタッフも多いです。ま
た但馬弁が醸し出す温かい雰囲気も病院の特徴
のひとつです。

一

医療圏は但馬地域に加え京都府北部の一部を

含み， 面積は約20万km2と兵庫県の4分の1を
占め，東京都の総面積に匹敵する広大な地域で
す。

しかし『小児の入院治療に対応可能な病院

公立豊岡病院は兵庫県北部の拠点病院として

はわずか2つしかなく， 24時間小児救急に対応

明治4年に創立された，公立病院としては日本

可能な病院は当院のみという現状で， 当院小児

で2番目に古い病院です。大正14年の北但大震

科は但馬の小児医療の『最後の砦j となってい

災，平成16年の台風23号による冠水被害などを

ます。

乗り越え，約150年もの間，地域の基幹病院と
しての役割を果たしてきました。

昨今の医師不足のあおりを受け，一時は閉鎖
の危機もありましたが，現在は常勤医6名と非

平成17年に市内中心部を一望できる高台に移

常勤医3名で一般小児と新生児小児救急診療

転し、現在の公立豊岡病院組合立豊岡病院とい

を並行して行っています。小児救急に関しては

う名称に変更されて以降も，

日本一の出動回数

救急集中診療科と協力してレベルアップ°に努め

を誇る「ドクターヘリ」が空を舞い， 引き続き

ています。また，休日診療は近隣の開業医の先

地域住民の健康と生活を守っています。

生方にご協力いただき，

豊岡病院のある豊岡市は．夏は暑く ，

その日

の日本最高気温を記録しNHKニュースで報道

なんとか地域医療が維

持できています。

一般小児の入院は，

病床数が20床（泌尿器

科との混合病棟）で，肺炎などのcommon
dlseaseからミトコンドリア病などの希少疾,魍

零
ー夢

。 ､…一一

兵庫県救難飛行赤十字奉仕団撮影

まで，

ほぼ全ての小児科疾患に対応していま

す。一方，悪性腫瘍やインフルエンザ脳症など

重篤な疾患は，神戸大学病院兵庫県立こども
病院などの高次病院と連携し，必要に応じて患

者搬送を行っています。新生児医療は，県北部
唯一の周産期医療センターである但馬こうのと
り周産期医療センター内の新生児集中治療室
(NICU)

6床にて行い，上田雅章部長が中心

■口
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となって可能な限り地域内での治療完結を心掛

いては

けています。一般小児・新生児ともに，治療が

する役割も期待されています。

近年，

必要な外科的疾患は，診断と初期治療を行った

医療技術の進歩で在宅医療の児も増

え，

畿豊岡自動車道が市内まで延伸し所要時間はか

素療法などの在宅管理を行っています。 また

なり短縮されたものの片道約2時間の搬送は児

種々の制限はありますがショートステイも行っ

にとっても我々にとっても一大仕事であること

ています。 さらに，十分ではありませんが，終

に変わりはありません。

末期の看取りを在宅で行う体制も整えつつあり

当院でも人工呼吸/中心静脈栄養/胃瘻/酸

ます。

午後は専

門外来と一般外来を並行して行っていますc専

これからも県北部の基幹病院としての責任を

門外来は， アレルギー，神経，発達行動，心身

胸に，地域の小児医療の維持・発展に努めて参

症，心臓腎臓，低身長， 予防接種などのほ

りたいと考えております。兵庫県小児科医会の

か，小児科専属の心理士1名を配置しカウンセ

先生方におかれましては， 引き続きご指導ご鞭

リングを実施しています。小児專門病院（兵庫

燵をお願いできれば幸いです。今後ともよろし

県立こども病院など）から100km以上離れてお

くお願い申し上げます。

り，

￨曼性疾患や継続治療が必要な特殊疾患につ

､‑へへへ/‑,‑へﾊﾉｰ､‐/‑,‑へ/‑,‑へﾊﾝｰﾍへ/ ､‐へへへ/ ､

全

専門施設と連携してフォローアッフ°を

うえで高次病院へ搬送しています。昨年，北近

外来診療は，午前は主に一般外来

へ

19

1f

ヘーヘヘヘヘへ/ 、‑/ ､‐/ ､‐へへ/へﾉｰ､へﾉｰ､‐〜 ､へ' ､‑〜 ､へ/､‑/､/､‑〈

だけゆっくりと注射するとにっこり笑って全
然痛くなかったと得意げに嬉しそうな顔をす
る。何回か経験した子と・もは，診察室に入っ

3秒でしてよ

てすぐ3秒でしてよと言う。注射しても泣く
ことはなく， 有り難うと言って帰っていく。

予防接種を受ける子と、もたちは「痛くない
ように注射してよ」 と不安げに腕を出してく

最近では痛くない注射として世界一最も細

る。聴診をすると心音はドキドキで緊張して

い針「ナノパス33」や小さな泡を高速．高圧

いるのが手に取るように分かる。注射の痛み

で噴射し，皮層に4浬の小さな穴を開け薬液

は皮虐を刺す時と薬液を注入する時が特に痛

を注入する「針の無い注射器」も開発されて

いが，細い針を使うこと，

ゆっくりと注入す

いる。いずれも糖尿病の自己注射に使用され

ることで痛みは少なくなる。子どもに何秒が

ているが，予防接種にも開発されると子ども

いいと尋ねると,

達も注射のりIWみに対する恐怖感も薄まり，接

1秒でという。

3秒の方が

種率の向上に貢献するのではないだろうか。

痛くないよと言うと3秒でと即答する。 イー

iチチ

《M･H》

サンと掛け声をかけながら出来る

︑

﹀

﹀

﹀

一

一

一
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︑

﹀

一

﹀

／
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﹀

﹀

﹀

︶
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︾

︶
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︿
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︶
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︶
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︿
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︿

︵
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広島大学医学部総合薬学科に入学し，先にダ

リ'し'一￨ ・ 'オ､､￨い'そ￨う
1

1

1

1

ンス教室（桜本ソシァルダンスアカデミー）に

1

入会した私は， そこにいたクラブの先輩の勧め

｢ダンス」と「病児保育」 と私

で舞踏研究会に入部しました。桜本先生（世界
選手権2位）

酒井圭子
小野市で開業されている坪田徹先生よりバト

ンを受け取りました。加西市で開業しておりま
す酒井圭子です。坪田先生は同じ北播磨地区の
開業医ということで，

いつもお世話になってお

ります。

たプロの先生方は皆凄い方ばかりで，

当時の私

は将来自分がプロ資格を取るなんてことは考え
もしませんでした。

大学のクラブ活動は本当に楽しく，週3回部
活動をして，

ダンス教室に通って，休みになる

と合宿してというようにあっという間に終わっ

私は，平成18年に小児科医院「さかいことゞも
クリニック」を，平成22年に社交ダンス教室

「サカイダンスアカデミー」を 平成25年に医

卒業後もダンス教室に通って細々とダンスは

続けていましたが，
忙しく ，

を開業しました。

た。

ダンスのお

医師になってからは仕事が

しばらくダンスから遠ざかっていまし

再開したのは高砂市民病院小児科に赴任した

話にしようと思いましたが↑私の小児科医とし

ときで，

ての原点である病児保育の話もはずせなかった

生に師事しました。そこでプロ資格を取ること

ので

を勧められました。最初は医者の仕事をしなが

このようなタイトルになりました。

カルチャースペースオカジ岡治義彦先

らダンスの先生はできないと思いましたが㈱
＜ダンスと私＞

私が社交ダンスを知ったのは高校生のとき。

＝＝

てしまいました。

院に併設して病児・病後児保育室「ひまわり」

今回このお話をいただいたとき，

を始めその当時教室に所属してい

将

来子どもたちにダンスを教えることができたら
いいな，

と思い資格を取ることにしました。

たまたまテレビ放送していた社交ダンスの早慶

受験を決めてから西脇市立西脇病院に転勤に

戦に感動し㈱大学に入ったらダンスをしようと

なり，教室に通うのに車で片道1時間かかるよ

心に決めました。

うになりました。勤務が終わってからダンス教
室に通うのは本当に大変で，帰ると深夜になる
ことも。でも今思えばあのときプロ資格を取る
という'二￨的がなければ，今ダンスを続けている
かどうかわかりません。

勤務医時代は院内サークルで職員に教える程
度でしたが，

開業後一般サークルで教え始めま

した。その頃から小中学生対象にジュニアス
クールもはじめ．

やっとプロ資格を生かすこと

ができました。

7年たった今は，土曜日に無料でジュニアス
クールを開講しています。医院の診察終了後と
休診日にレッスンをするためⅢ休みがなくなっ

＝里
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サカイダンスアカデミー

てしまいましたが，

2つの仕事を通じてたくさ

身はこの仕事を続けていくべきか悩んでいまし

んの人と知り合い，

またいろいろな機会を与え

た。治験を通して医師と関わるうちに， 「自分

てもらったことは本当によかったと思っていま

も直接患者さんと接する医師として医療に関わ

す。

りたい」と思うようになったのと， 当時枚方市

医院に受診にきてジュニア会員募集の張り紙

で病児保育をされていた女性医師の記事に感銘

をみてダンスを習いに来られたり，社交ダンス

を受け，子育て支援のできる小児科医になりた

を習っている医師から話かけられたり，校医を

いと思い退職しました。

している小学校や自分の母校である高校からの

−

再受験で滋賀医科大学に入学した私は『

1年

ダンスの授業の依頼など。また市のこども狂言

と5年のときに二人の子どもを出産しました。

塾の練習会場に教室を貸しているので，野村萬

一人目のときは，保育園に預けて大学に通って

斎氏の指導を間近でみるという貴重な経験もで

いたので。子どもが熱を出す度に実家（兵庫

きました。

県）から母親に来て助けてもらいました。その

今はそれぞれの仕事をこなしているだけです
が，

際病児保育の必要性を強く感じました。実習が

将来できることなら医学的根拠に基づい

て， 例えば認知症や介護予防に社交ダンスを生
かす活動などもやってみたいと思います。
2足のわらじは大変ですが，

それだけ得られ

るものも多いです。グリコのキャラメルのよう
に人生2度おいしいって感じです。

＜病児保育と私＞

薬学の大学院を卒業した私は，

製薬会社の臨

床開発部で仕事を始めました。時代はバブルの

真っただ中で活気にあふれていましたが，私自

病児・病後児保育室「ひまわりI
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忙しくなってからは実家に預けて週末帰る生活

喜んできてくれています。私の原点である子育

が続きました。私が今日まで医師としてやって

て支援に関われたことを幸せに思います。

こられたのも，両親のおかげだと感謝していま
す。

医院に来る子どももダンス教室に来る子ども

加西市の子育て支援事業として「病児・病

もみな本当にキラキラと輝く眼を持っていま

後児保育」を立ち上げる計画があるときいた

す。輝く未来を担う子どもたちのためにこれか

とき，真っ先に市長と面談し，

らも小児科医とダンス教師を続けていきたいと

費用は持ち出し

でいいから是非当院でやりたい，

と申し出まし

思います。

た。

次回は西脇市立西脇病院で苦労を共にした姫

病児・病後児保育室も5年目になり，何とか

路市でご開業の木花咲子先生にバトンをつなぎ

軌道に乗ってきました。利用してくださる方か
らは本当に感謝されますし
あるときは，

ます。
／

子どもたちも熱が

一

一

《加西市》

「今日ひまわりに行く」と言って

､‑／、/ 、‐/ 、‑/ 、／、‑/ 、‑/ 、‑/ 、‑〆、／−/ 、/ 、‑／、‑/‑、̲/へ‐／、／、̲〆、̲／、̲／､̲/へ、̲／、̲／、̲/‑、̲ﾉｰ、/−

｜｜﹇

fE

ただいま流行中

I

インフルエンザ流行中の診察室の一コマc

ルエンザの検査をお願いします｡」
「熱はいつからですか？」
「今さっきから…｡」
（その二） 「保育所で熱があるからインフル
エンザの検査をしてもらってこいと言われま

した｡」 （熱って，

〈

｛)内は心の内ですが言葉に冊しちゃI

2歳児で37.5℃ですが…｡）

（その三） 「今年のインフルエンザは熱が出
ないというでしょう。頭痛がするしインフル

……

︶
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（その一） 「熱が38度5分あります。 インフ

康噸弱
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増してくると教わりました。O先生とT先

忙中閑話

生には女性がいる飲み屋では「紳士であ
れ」 と教わりました。 (T先生と同席の場で

同期生と飲んだ時，真ん中にいた女性の背

−酒との付き合い−

中でお互いの腕がぶつかった事がありまし

前田

浩
自分

4）小児科医会の理事時代には「教育委員

にとって付き合いの長いお酒の話で責を果た

会」の会議（小生が委員長時代の教育委員

したいと思います。

会はいつも飲食店で会議！ ）にトアロード

1 ）最初に酒を飲んだのは， 高校3年の冬

と生田新道の角のビルにあった「楊貴妃」

忙中閑話の原稿を依頼されましたが，

一

たが）

だったと思います。北海道の冬は寒く ，

暖

と言う中華料

房は効いていてもなかなか眠れないもので

理店でママに紹興酒の飲み方について「本

すから，牛乳を沸かし砂糖とウイスキーを

当に美味しい紹與酒の飲み方はストレート

小さじ一杯ずつ入れて飲みました。入眠剤

で飲みなさい」 と教わりました。 「茄でエビ

として良く効きました。 （高校時代タバコを

の中華ダレ付け」や自分で焼き豚や香菜を

吸ったと言って，

トッピングする締めの「ラーメン」が懐か

問題になった市長がいた

しく思い出されます。

ようなl )

へ

（地震で店を閉めました！ ）

2）大学入学後はプロの下宿屋さんに入りま

5）平成l1年の第10回小児科医会セミナーの

したが， 他にはサラリーマンの人が多くい

時， 懇親会後に京都小児科医会の接待が祇

て飲みに誘われる事が多くありました。大

園のお茶屋さんでありました。 （最初で最後

学から繁華街に入った所におばあちゃんが

の？）確か女将さんが新潟出身で「越乃寒

一人でやっている「住乃井（清酒の名前）

梅」があるとのことで思わず頼んでしまい

直飲所」と言う居酒屋があり，

ました。後から京都小児科医会の 森先生'

そこで飲ま

せてもらいました。酒のあては「鶏のもつ

から京都には「伏見という酒処がある｡」と

煮込み」，

叱られました。後日，森先生に「久保田」

「焼き烏」，

「納豆」などでした

が，酒は1杯40‑50円，酒のアテも焼き鳥1

をお送りしました。

本30円その他の物も各々50円位だったと思

今年， お正月のために用意した日本酒は朝

います。千円あれば丁度いい気持ちになれ

日酒造の「ゆく年くる年｣，

ました。おばあちゃんにわがままを言って

と八海酒造の粕取り焼酎「宜有干萬（よろし

納豆に卵の黄身とパルメザンチーズをかけ

くせんまんあるべし) ，

て貰い，下宿屋の食事に足りない動物性，
植物性蛋白質の補給をしました。

3）大学卒業後は本格的に色々な酒飲み道を

（写真

アルコール度数40%」

）です。お正月の終わりには全てが

無くなりました。

Wineはもっと詳しい方々がおられると思い

教えられました。W先生にはお座敷道O

ます。

先生とT先生にはクラブ，

ます。

バー道を教えて

「久保田・萬壽」

日本酒とウイスキーの経験を少し書き

いただきました。W先生にビールはキリン
のラガーに限る，他メーカーのビールは飲

日本酒＞

んでいくと苦みが増すが，

育ちが北海道大学が新潟のため日本酒の

ラガーは甘みが
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蕊§
＜酒のアテ＞

1
t

窓

l) イクラ豆腐：豆腐半丁（一般の3009の半
分）の中心をスプーンで穴を開け，

嬢種

房｡鷺

イクラを少量入れ，

謹

』鷲

そこに

ワサビ醤油をかけて食

します。

2）糸コンたらこ ：糸コンは水にさらし，

、ー

あ

く抜きします。それを少量のだし汁で煮て
たらこ2腹程度を入れ，

写真1

煮汁がなくなる程

度にして食します。
飲んだ経験は偏っています。父は北海道の大

衆酒「北の誉れ｣，

3）大根の納豆あえ：大根は千切りにし水に

「千歳鵺」を飲んでいまし

さらします。納豆40gパックにマヨネーズ，

た。函館の寿司屋（地元の人がいかない高級

店）で勧められるままに地酒の「男山」 「国
稀」など飲んで

一

醤油，洋からしを混ぜてかけて食します。
4）酢烏賊：暑い時期の真烏賊とヤリイカは

勘定が高くて嫁に怒られま

身が薄くて食べ応えがないため, 11月末か

した。

ら12月に取れる真烏賊（するめ烏賊）

新潟では前述の「住乃井」 「久保田」があり

でて，

を茄

身の皮と足の吸盤をきれいに取りま

ますが， 普段飲みはこちらでも手に入れ易い

す。胴体の中に足の間に針生姜を挟んで入

「八海山」 「菊水（辛口)」が多いです。 「騏麟

れます。それを酢でしめて2−3日おいて

111」 も好きですがこちらではあまりお目にか

食します。 （写真2）

かれません。

最近は地球温暖化のためか，

烏賊，

ホッ

ケ㈱ 鮭など不漁続きで段々口に入り難くなっ
＜ウイスキー＞

てしまいました。

学生時代は500円ウイスキーの「サントリー

《宝塚市》

当＝

レッド」 「スーパーニッカ」專I111でしたが，卒
●

承

心

業後は「サントリーオールド｣， 関西に来てか
らはニッカウヰスキー専門になり，

「余市」か

「竹鶴」を飲んでいました。朝ドラの「マッ
サン」が始まるまでは神戸のバーでボトルが

今ではどこでもスペアーがあるよう

１●番

したが，

「竹鵺」のスペアーがありませんで

主

切れても

です。

いずれにしても，

美味しい食べ物とそれに
､ ' .¥:

.

合ったお酒あれば最高です！

（傍に女性がい

るともっと良い！ ？）
とりとめのない事を書いてしまいました。
最後に簡単な北海道らしい酒のアテをご紹

写真2

揮，

ﾐ鴬

:議驚鰄
≠』

伊

一！
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も直接聞かせていただくことができる仕組みに

委員長、
ちょっとおじゃまします

なっています。今回の委員会は4月の診療報酬｜
改定を目前に行なわれましたので，議題は当然
そのことが中心になりました。担当副会長の二

(第6回）

宮先生が出席された日本小児科医会社会保険全

社会保険委員会探訪記

国委員会の報告を基に委員会は進んで行きま
す。診療報酬改定はとても現実的な話題ですか

芦田乃介

ら，委員の先生方から活発な意見が飛び交いま

会員の皆様お元気でいらっしゃいますか？
へ

私は相変わらず元気です。今年の冬はとても寒

されています。それぞれの立場から今回の改定

かったです。阪神間でも最低気温が0℃を下回

の疑問点や実際の運用について熱心な討論が繰

る日が何日もありました。そしてインフルエン

り広げられました。特に今回「小児かかりつけ

ザが大流行しました。これだけ医学が進み，

い

診療料」に関連する改定点がいくつかありま

ろいろな感染症が減っていっている中で，何故

す。その点について，小児科医の内々だからこ

かインフルエンザだけは全く減る感じがしませ

そ話し合える議論もありました。今回の改定点

ん。今度インフルエンザに対して新薬が発売さ

についての議論が終わった後は，保険の審査に

れました。でもこれも治療薬であって予防では

ついての報告です。これは審査をされる側の立

ありません。 インフルエンザを制圧する'1はま

場におられる先生からの情報提供で，

またまた

だまだ先のようです。

とても現実的なお話でしたcそして，

この委員

さて今回は社会保険委員会におじゃましまし

へ

す。委員会には一般開業医も病院勤務医も参加

会で討論された結果が保険の審査に影響を及ぼ

た。 3月8日の木曜日の午後3時から県医師会

していることも知りました。 まさしく

「現場の

館6階会議室で委員会は開催されました。この

声が反映されている」委員会です。その議論の

社会保険委員会は，兵庫県小児科医会と地方会

中には專門的な知識に裏付けされた情報がいっ

の合同委員会として開催されています。ですの

ぱい入っていました。例えば昨今話題になって

で， 出席されている委員の方も多くて， 当日も

いるヒルドイドの使用について，

委員長担当副会長担当理事の先生も含めて

生方が実地の診療に基づいて適正使用量を話し

全部で16名（途中1名が退席されました）が出

合っておられましたし，

席されていました。そしてその中には保険の審

を提案される先生もおられました。会議のため

それぞれの先

その薬剤に替わる方法

ていく，

一

一二

鄙一一Ｆ

一弾型

そんな委員会でした。

また今回出席させていただいて感じたのが資

Ｆ

一二一一一一三一︾一

一■一

に準備されていた2時間があっという間に過ぎ

料の多さです。特に診療報酬改定前だったこと
もあるのかもしれませんが， それを差し引いて
壹一

二

も過去の委員会報告や保険審査のポイントを記

した資料，

それに今期で委員長を勇退される柴

田先生が準備された平成11年の社保委員会の資

一 ・弓，

−峰‑‐

I■■

料などもありました。まだ中山手通に医師会館
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があった頃で，委員の先生を見ても
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名前がたくさん見られました。それも含めて，
室

ちょっとした講演会よりも資料は分厚く，

また

野暮

そ の価値も十分に感じられるものばかりでし
た。
心

委員会が終わった後に，委員長の柴田先生と
担当副会長の二宮先生それに社保の審査委員
をされていて次期の委員長になられる早野先生
にお話を伺いました。

芦田「先生方，今日は取材にご協力いただきあ

て，途中から合￨司開催となったんです」

二宮「現在全部で29名の委員がいて，

りがとうございました」

名が地方会から出てもらっています」

柴田先生，二宮先生，早野先生（以下敬称略）

芦Ⅱl 「やっぱり社会保険に関する委員会なので

「こちらこそありがとうございました」
芦田「柴田先生は今期で勇退されると伺いまし
た。今までどうもお疲れ様でした。長年委

オール兵庫的な取り組みが必要だったんで
すね」

員長を務められてきて何かご感想はお持ち

早野「はい，

ですか？」

芦田「委員会は年何回開催されているのです

柴田「私が委員長になったのは保険の審査委員

その通りです」

か」

を辞めてからだったんです。だからその分

二宮「年2回です」

保険者側の情報が入らなくなったので苦労

芦田「今日の委員会は診療報酬改定前という事
もあって活発な議論がなされていました

した部分はあります」

芦田「それは大変でしたね。 ところでこの委員
会の特徴として県の地方会と合同で開催さ
れている点があるかと思います」
早野「そうなんです。最初は医会単独で開催さ
れていました。

しかし地方会とも連携して

行くことが必要だろうということになっ

ね」

二宮「はい，

そうですね。私が全国の委員会に

IIH席し，

それを持ち帰ってここで報告しそ

れについて討論したわけです」

柴田「みんな熱心に話し合うでしょう。それが
この委員会の一番の特徴なんですよ」

芦￨Ⅱ「それは見せていただいていても，

とても

感じました」
二宮「この良い雰囲気を今後も続けていきたい
ですね。それと共にメンバーの若返りも求
卜

一

鼻

凸拭口揮品評ｉ罷

畔

められていると思います」

劇

型
出

へ

その内5

淵〆

芦田「それではそのあたりも含めて，

次期委員

長に就任される早野先生から抱負をお聞か
せください」
早野「審査の現場を見ていると，今後審査の
鍔も

IT化がさらに進んで行くと感じていま

須唾
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ました」

す。そうすると医学的判断とは別の機械に
よる杓子定規な査定がどんどん入っていく
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柴田，二宮，早野「こちらこそありがとうごさ
いました」

でしょう。それはいかがなものかと思って
います。 きちんと現場の医師の意見が反映

今回取材をする立場で委員会に出席させてい

されるようにワーキンググループみたいな

一

ものを作り，一定の見解を示していきたい

ただきましたが

日常の診療に使えるヒントも

と考えています」

この場でたくさん得られたこともここに記させ

芦田「柴田先生からも一言いただけますか」

ていただきます。こうしてこの場で検討された

柴田「今期で委員長の職を辞しますが，

これか

内容が医会の会報やファックスニュースで会員

らも委員として社保委員会の発展に寄与し

に伝えられていきます。普段何の気なしにいろ

たいと思っています」

いろな情報を受け取っている自分ですがその

芦田「二宮先生も一言お願いいたします」

陰には委員会活動されている先生方の並々なら

二宮「私も今期で副会長を辞することになりま

ぬご苦労があることを今回実感しました。小児

した。今後は柴田先生と同じく委員として

科医として活動するにあたって，保険診療を外

参加する予定です。この委員会に関わる事

すことはできません。その根幹に関係する社保

が自分にとってとても勉強になったことは

委員会がアクティブに活動されていることに感

間違いありません。感謝の気持ちでいっぱ

謝すると共に，新委員長を迎える社保委員会が

いです」

更に活発化することをこの取材を通して確信し

芦田「先生方，今日は本当にありがとうござい

争

た次第です。

弓 テ寓貿
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シスメックスホール

広報だよレノ

◇日本小児科学会◇
l.第4回小児在宅医療実技講習会が平成29年

＊第121回日本小児科学会学術集会

12月3日 （日）に県医師会館で開催された。

平成30年4月20日 （金）〜22日 （日）
福岡国際会議場

◇小児医学講座◇
＊第69回

◇近畿小児科学会◇

平成30年3月17日 （土)

＊第31回

三宮研修センター
講演l

平成30年3月l旧（日）

「予防できている小児重症感染症

大阪国際会議場
/編、

とこれから」

兵庫県立こども病院感染症内科科長
笠井正志先生
講演2

◇日本小児保健協会◇

*第65回学術集会

「夜尿症診療ガイドライン2016を

平成30年6月14日 （木）〜16日 （土）

活用した夜尿症解決法」

米子コンベンションセンター

兵庫医科大学小児科教授
服部益治先生

◇入退会・異動◇敬称略
入会

◇日本小児科医会◇

H29.10.18太田秀紀

＊第7回乳幼児学校保健研修会
平成30年2月11日 （日）
三井住友銀行東館

（西宮市立こども未来センター）
H30.2.20上田太郎（済生会兵庫県病院）
退会

ライジング・スクェア3F

H29.8.26杉本健郎（篠山市）

SMBCホール

H29.9.5合瀬

徹（西宮市）

H29.9.5辻

淳（西宮市）

平成30年5月19日 （土), 20日 （日）

H29.9.11山中

肇（西脇市多可郡）

ベルサール新宿セントラルパーク

H30.1

田端喜八郎（尼崎市）

H30.1

羽場敏文（三田市）

H30.2.8

田中能久（北区）

＊第20回子どもの心研修会前期

*第29回日本小児科医会総会フオーラム
平成30年6月23日 （土)〜24日 （日）
パシフイコ横浜

異動

H29.4

◇日本小児科学会兵庫県地方会◇
*第273回

平成30年2月3日 （土）
兵庫医科大学平成会館
*第274回

平成30年5月19日 （士）
神戸大学医学部会館

/へ、

許

永龍

（西脇市立西脇病院→公立豊岡病院）
H29.4

北山真次

（神戸大学→姫路市立発達医療センター
花北診療所）
H30.4.1服部益治

（兵庫医科大学→医療福祉センターさくら）
《河盛》
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抱負（自己紹介） ：

●新会員ご紹介●

この度入会させていただきます，太田です。

よろしくお願い申し上げます。私は兵庫県赤穂

市出身で， 県立龍野高校、兵庫医科大学と，学
生時代は一貫して兵庫県に育てていただきまし

た。卒後は兵庫医大病院小児科で研修医として
小児科医の基礎を学ばせていただきました。そ
の後，

ト，

一

国立成育医療研究センターにてレジデン

フェローを経験し，兵庫県には平成25年よ

氏名：太田秀紀（おおたひでき）

り県立こども発達支援センター，平成28年から

勤務先：西宮市立こども未来センター

は現在の西宮市立こと・も未来センターにて主に

住所：〒663‑8202

発達障害を専門に診療しております。この分野

西宮市高畑町2−77

は多職種教育や福祉分野，

また各地域との連

TEL :0798‑65‑1936

携が非常に重要です。甚だ若輩者ではございま

FAX:0798‑64‑5103

すが会員の皆様ご指導のほどよろしくお願い

出身枝：兵庫医科大学

致します。何か私にお役に立てることがござい

卒業年度：平成14年

ましたらいつでもお声がけください。

趣味：音楽鑑賞
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第28回日本外来小児科学会年次集会
く総合の知〉を求めて〜現場からの情報発信〜
1 .

日時

2

会場

2018年8月24日

（金）〜26日

（日）

（東京丸の内）
東京国際フオーラム

；
3．連絡先

㈱'二1本旅行ECP営業部
TELO3−5402−6401

FAXO3‑3437‑3944
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・地域包括ケアシステムの推進と医療機能

社会保険

の分化・強化・連携
.新しいニーズにも対応できる安心・安全
で質の高い医療の実現・充実

社会保険委員会報告

・医療従事者の負担の軽減・働き方改革の
推進

平成29年度第4回兵庫県小児科医会理事会・
社保委員会報告

・効率化．適正化を通じて制度の安定性・

（平成29年10月5日兵庫県医師会館）

持続可能性を高める
2）兵庫県小児科医会社保委員会報告

「平成29年度第l IITI兵庫県小児科医会・地方会
合同社保委員会」

・平成29年度第1回兵庫県小児科医会理事
会・社保委員会報告

声司

、小児在宅医療診療報酬の手引き
日時：平成29年9月14日

（木）

度改定に際しての補遺版）
3）保険審査上の諸問題

15:00〜17:00

会場：兵庫県医師会館
参加者：横山純好，

6階会議室

河盛重造，

佐野公彦山

川勝，松原康策，上谷良行，森岡一

朗早野昌毅
辰巳和人，
博司，

（平成28年

1 .

「シナジス

（パリビズマブ遺伝子組換

え）の投与時期についての提案」
従来のRSウイルス流行時期は毎年10月

太田國隆，大倉完悦，

に流行が始まり12月にピークとなり翌年3

田中一宏，二宮道人，八若

月頃に収束することから，投与時期を原則

片山啓

10月から翌年3月

（サーベイランスなどの

議題：

情報により9月から翌年4月） とされてい

l)兵庫県医師会保険委員会報告

た。

・社保・国保診療報酬審査委員の決定

（平成29年6月1日〜平成31年5月31日任
期）

しかし近年の傾向として流行開始と流

行ピークの早期化が見られ㈱

また地域によ

る流行時期の違いがみられることより投与
1寺期の見直しを求める意見が全国各地から

社保：早野昌毅（再）明石恭治（再）
竹島泰弘（再）久呉真章（再）
佐野公彦（新）山川勝（新）
国保：上谷良行（再）谷口賢蔵（再）

寄せられている。

実際兵庫県においても2017年には7月
に流行が始まり，

さらに8月には入院症例

が例年になく急増している。その一方，

・審査の取扱いに関する一定の見解について

以前のように流行開始ll寺期が秋ごろに戻る

社会保険診療報酬支払基金より定期的に

ことも想定され『流行開始時期を一定に決

発信される情報が兵庫県医師会会員ホーム

定することは困難ではないかとの意見もあ

ページ(http://member.hyogo.med.orjp)

る。

に掲載される。

以上のことを受けて2017年9月14日に開

・次期診療報酬改定の基本方針の検討につい

催された兵庫県小児科医会・地方会合同社

て（平成29年9月6Ⅱ社会保障審議会医

保委員会において社保・国保の審査委員を

療保険部会）

交えて審議した結果シナジス投与開始時

＜改定の基本的視点＞

期と期間および回数の提案として「9月か

一
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ら翌年4月までの期間の8回」から「7月
から開始し翌年の4月までの期間で，連続
する8回まで」 （ただし，流行が8カ月を
超え長期間継続する場合には連続9回以上

も可とするが，その場合はレセプトに症状
詳記を付す） という合議に至った。

（以上の提案内容を兵庫県医師会保険委
員会に諮ったうえ，社保・国保審査委員会

2．審査に関する一定の見解について（内
科・小児科・耳鼻科専門医によるWG)

．A群β溶連菌迅速試験に対する傷病名に

②オゼックス細粒の「気管支炎」への投
与について

添付文書には「気管支炎」への適

応が無いが，算定をみとめるか？
協議結果：薬効・薬理より算定は原則認
める。

る薬剤であり，使い過ぎによる耐性
菌の発現を防ぐために，肺炎，

中耳

炎， マイコプラズマ肺炎，気管支炎
以外は認めない。 （オラペネムについ

①溶連菌感染症（疑いを含む）の傷病名

ては，肺炎， 中耳炎，副鼻腔炎で7日

が無い場合の上気道感染症に対する

間投与を認める｡）

A群β溶連菌迅速試験定性の算定を

③シナジスの分割注射
添付文書に「注射量がlmlを超え

協議結果：溶連菌感染症（疑いを含む）

る場合には分割して投与する」とさ

の傷病名の記載がない場合，原則認

れているが， この場合，手技料2回算

めない。これまで認めてきた場合は

定を認めるか？

協議結果：一連の治療過程につき，認め

症状詳記を求める。

②溶連菌感染症（疑いを含む）の傷病名

ない。 （｢一連の治療過程」 ：治療の対

の記載を必要とするが，上気道感染

象となる疾患に対して所期の目的を

症に該当する傷病名全てにおいて認

達するまでに行う一続きの治療過程

めるか？

のこと）

協議結果：上気道感染症のうち溶連菌
感染症を疑うべき疾患の「扁桃炎・
咽頭炎」の傷病名の記載がない場合

④「糖尿病の疑い」での血中IRI測定
の算定について

協議結果： 「疑い」での算定は認めな
い。糖尿病確定後の病型診断やイン

は，原則認めない。
3．

文書注意とする。

ついて

認めるか？

侭

・画一的に実施する医療機関特性あり，

第1選択薬無効例に第2選択とす

で審議していただく予定）

風

31

その他

スリン抵抗性を評価する検査であ

①「感染性腸炎」に対する超音波検査に

り，疑いでは認めない。

⑤マイコプラズマ感染症の疑い」で同

ついて

協議結果：原則，認めない。

・腹痛症， 虫垂炎（疑い），腸重積症
（疑い）等の病名，

コメントがあれ

ば認める。

・病名なければ返戻し，詳記を求める。
画一的なコメントでは認めない。

日の抗原迅速検査と核酸検出の併施
は？

協議結果：いずれも迅速診断の検査法で

あり，併施は過剰であり,

B査定。

抗原迅速検査(150点),核酸検出
（300点）で抗原迅速を査定。
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⑥フルタイド200"g, アドエア250"gは
小児適応が無いが？
協議結果：返戻して必要理由の症状詳記

No.69.2018

価

、外来管理加算の算定要件の見直し （処
置，検査，

リハビリ等施行時でも計画的

医学管理を実施した場合は算定可能に）

を求める。

⑦初診料の算定について

・外来診療料の包括内容の是正

協議結果：新たな初診料の算定は急性上

，入院中の患者の他医療機関受診時の減算

気道疾患及び関連のある類似の疾病

を廃止し，情報提供や付き添いの人員等

の場合，治癒後7日間投薬ある場合

を鑑み加算とする

は終了後7日間の間隔が必要。

療養担当規則： 「投薬量は，予見するこ
とができる必要期間に従ったもので
なければならない｡」

・在宅復帰率の要件の緩和
・入院基本料の経過措置の延長等
・有床診療所の入院料の増点及び有床診療

所診療所入院基本料1,

2,

/へ、

3の要件緩

和

平成29年度第5回兵庫県小児科医会理事会・

・退院支援加算の算定要件の緩和

社保委員会報告

・地域密着型小病院の評価（入院基本料の

（平成29年12月7日兵庫県医師会館）

増点）および大病院における地域包括ケ
ア病棟の制限

1）次期（平成30年度）診療報酬改定の対する
要望書（平成29年8月

日本医師会社会保

険診療報酬検討委員会）
［財源・全体］

・薬価引き下げによる財源を技術料として
診療報酬本体へ戻す

・加算要件や専従要件の緩和
．かかりつけ医機能の推進（地域包括診療

加算等および小児かかりつけ診療料の要
件緩和）

・小児医療の充実（乳幼児の処置・検査等

に対する加算，被虐待児に対するチーム
医療の評価）

[特掲診療料］

・他科との連携推進のため，在宅医療（在
宅患者訪問診療料）における「l患者l
医療機関」の見直し

、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医
学総合管理料の見直し

・在宅療養支援診療所の施設基準の緩和お
よび在宅療養支援診療所と一般診療所と
の格差是正

・特定疾患療養管理料の見直し （月1回
450点を算定可能に，対象疾患の拡大）
・ 7種類以上の内服薬投与時および向精神
薬多剤投与時の減算の撤廃

・認知症対策の充実（特定疾患療養管理料

・診療情報提供料(I)の対象拡大（自院

の対象拡大，高齢精神障害者合併症病棟

に入院中の患者が他医療機関受診する際

の新設，療養病棟における認知症の評

の情報提供，他院に入院した患者の情報

価認知機能検査その他の心理検査の対

提供，行政・保健・教育・福祉関連機関

象拡大(MMSE,長谷川式スケール等

あるいは産業医への情報提供に対する評

の評価)）

価）

［基本診療料］

・初診料，再診料，外来診療料の適切な評

・院内処方・院内調剤の適正評価（処方

料．調剤技術基本料の引き上げ，院内処

/へ､
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平成29年度第6回兵庫県小児科医会理事会・

方における一包化加算の新設）

・感染症免疫学的検査の要件緩和（ノロウ

社保委員会報告

（平成30年2月1日兵庫県医師会館）

イルス抗原定性またはRSウイルス抗原
定性の年齢制限撤廃，

ヒトメタニューモ

ウイルス抗原定性の画像診断要件撤廃）

2）シナジス（パリビズマブ遺伝子組換え）の
投与時期について（平成29年10月兵庫県医

せ」

「シナジス（パリビズマブ遺伝子組換え）の
投与時期について」

師会保険ニュース）

/

l)兵庫県医師会保険ニュースNu322「お知ら

1. 国立感染症研究所の感染症発生動向調査

平成29年9月14日に開催された「平成29年

RSウイルス定点観測からは最近数年間の

度第1回兵庫県小児科医会・地方会合同社保

流行開始時期は早期化しており，特に平成

委員会」において， 「シナジスの投与時期」

29年は7月に流行が開始し，更に8月には

につき協議し下記の内容の合議に至りまし

RSV入院症例が例年になく急増した。

た。

このことより，投与開始時期を7月と

（去る平成25年9月14日開催の「平成25年

し，翌年4月までの期間で連続する8回ま

度第1回兵庫県小児科医会・地方会合同社保

でとする。ただし，流行が8カ月を超える

委員会」での「シナジスの投与時期につい

ような長期間継続する場合には連続9回以

て」からの変更点をお示し致します｡）

2．

上の投与も可とするが， その場合には症状

＜平成25年度第1回兵庫県小児科医会・地方

詳記を付する。

3）医療用へパリン類似物質製剤の適正使用に
ついて（平成29年11月

日本小児アレルギー

「シナジスの投与時期について」
l .流行時期は通常10月〜翌年3月である

学会ホームページ）

/ 、

会合同社保委員会＞

医療用へパリン類似物質製剤の美容目的処

が，地域での流行や流行時期にばらつきが

方等に関連し，健康保険連合会から「保湿剤

あるため，サーベイランスなどの感染情

処方の適正化」に関する政策提言が行われ

報を参考に投与時期の延長（9月〜翌年4

た。保湿剤による治療を必要とする患者に大

月）は認められる。

きな不利益を生じかねないため，処方制限に
反対する旨の要望書を厚生労働大臣，

日本医

師会長，健康保険連合会に提出した。

2．流行時期以外の5月〜8月の投与は認め
ない。地域的な流行や入院RSV患者の増
加など必要理由の詳記があれば判断する。

一方で，会員各位におかれては，引き続き
ヒルドイド等の医療用へパリン類似物質お

＜平成29年度第1回兵庫県小児科医会．地方

よび保湿剤の適正使用に努め，やむを得ず適

会合同社保委員会＞

用外での処方を行う場合には必ず自費診療に

「シナジスの投与時期について」

て対応するなど，

これまで以上に公的医療保

l.国立感染症研究所の感染症動向調査RS

険制度に則った診療を徹底するようお願いす

ウイルス定点観測からは最近数年間の流

る。

行開始時期は早期化しており，特に平成29
年は7月に流行が開始し，

さらに8月には

RSV入院症例が例年になく急増した。
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2．

このことより，投与開始時期を7月と
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アトピー性皮膚炎の重症化を防止するため，

し，翌年4月までの期間で連続する8回ま

ステロイド外用剤を使用する前段階として保

での投与とする。

湿剤を使用することは治療として有り得る。

3．

ただし，流行が8ヵ月を超えるような長

全身の重症アトピー性皮膚炎においては大量

期間継続する場合には連続9回以上の投与

の保湿剤を必要とする患者もいることから，

も可とするが，

これらの患者の重症化によるQOLの阻害，

その場合には症状詳記を付

ひいてはその治療に伴う医療費の増加につな

する。

がることが生じないよう配盧願いたい｡」と
2）兵庫県医師会保険ニュースNO.324「会員の
声」

小児科医としても全く同感であり，特に乳

平成29年11月1日の中央社会保険医療協議
会総会で，

求めた。

幼児のアトピー性皮虐炎では皮脂欠乏から皮

ヒルドイドなどのヘパリン類似物

膚のバリア機能が障害されると，食物アレル

質の適正使用に関する議論があり，厚労省は

ギーの原因となる食物抗原の経皮感作を生じ

「美容目的でのへパリン類似物質の使用とそ

ることが最近注目されている。これらのこと

の大量処方についての現状」を説明したうえ

から「アトピー性皮層炎」 ・ 「皮脂欠乏症」の

で「使用実態などを踏まえ， 医療用保湿剤の

病名のある患児における保湿剤処方が今後も

適正使用についてどう考えるか」 と投げ掛

保険適用されることを強く要望するところで

けた。保湿剤を巡っては，健康保険組合連

ある。

戸司

《二宮》

合会が10月上旬に一部を保険適用から除外す
べきとする調査結果を公表し，財務省も10月
25日の財政制度審議会で給付見直しを求める
「OTC類似薬」の候補に挙げている。
この問題の発端は，健保連の調査で2014年
10月から2016年9月の2年間で．保湿剤が1
種類以上外来で処方された医科調剤のレセ
プトデータを分析した結果「ヘパリン類似
物質のみの処方で，かつ傷病名が皮膚乾燥症
のみのレセプ1,における処方額が約10億円（

2年分）で，特に女性の使用が男性に比して
5倍以上増加していることから美容目的で使
用されたことが想定され，保険適用から除外
すべきではないか」 との指摘があったことに
始まる。

これに対し，

日本医師会常任理事で皮膚科

医でもある松本吉郎氏は「効能効果に準拠し
て適正使用することが必要との前提の上で，
皮膚乾燥症は皮脂欠乏症であり，皮膚のバリ
ア機能が障害されて生じる皮膚の疾患である

＝
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度な事故も記録して保存」が64園(60%),

￨ 小児保健 ｜
小児保健

「施設内備品への安全対策チェック」が99
園（93％) ，

「事故防止のマニュアルあり」

が71m(66%) ,

小児保健委員会報告

「食物アレルギー児対応の

ため給食時に職員加配あり」49園（46％) ，
平成29年12月9日に第3回小児保健委員会を

「子どもの事故に関する職員研修あり」が

開催した。参加者（敬称略）は大橋梶山，高

67園（63％) ， 「保護者に対して事故防止の指

田，辰己，土屋筒井，艸馬野間，和田の9

導あり」が67園（63％) ， 「保護者への事故

名であった。小児保健委員会では，現在， 以下

防止指導マニュアルあり」が17園(16%) ,
「傷害保険への加入あり」が103園(96%) ,

のようなテーマについて協議を行っている。

「小児科医との嘱託医契約あり」が52園

一

1 ．放課後児童クラブにおける問題点の実態調

（49％）であった。事故の有無と防止策の有
無で統計学的に検討したところ『軽度な事故

査について

利用者が急増している放課後児童クラブ

の記録も残している園に有意に事故が少ない

（学童保育）における問題点を探るために，

(p=0.048) という結果であった。昨年から

まず，県下の41市町へアンケート調査を行う

認可外保育施設においても重大な事故の場合

ことになった。本来。学童保育は厚労省の管

は報告が義務化されたが，軽症の事故もヒア

轄であるはずだが，担当部署は市町によって

リハットとして記録に残すことが重要である

様々で，教育委員会やNPO法人が担当して

と考えられた。今後，梶山委員にまとめて頂

いる地域もあることが判明した。アンケート

き，

の時期は平成30年4月の予定で，①学菫保育

発表の予定である。

6月の日本小児科医会総会フォーラムで

中の事故の実態や防止策について，②感染症
への対策についての調査を行う。辰己委員が
作成されたアンケートは，今回の協議でほぼ
一

3．小児科診療所における発達障害への関わり
方について

クリニックに併設した児童発達支援事業施

完成した。

設の紹介を野間委員が行った。外来小児科学
2．県下認可外保育施設における子どもの事故

会の報告では，発達障害の診断を目的として
患者が来院した際に，約半数以上の小児科医

対策について

平成29年5月に行った県下の認可外保育

は診療を行っていないのが現状である。

しか

施設への事故アンケートの回答結果をまと

しながら，

めた。アンケートの回収率は39%(107/275

常に飽和状態であり，小児科の診療所でも育

施設）であった。事故なしが52園（49％)，

児支援の観点から積極的に発達障害へ関わる

ありが53園（50％) 。事故で医療機関への受

必要性があると考えられる。小児科クリニッ

診を要した施設は38園（36％）であった。事

クにおける心理カウンセリングの現状，発達

故の内容として，

支援の集約化構想医療と福祉での違いなとﾞ

死亡等の重大な事故の報

告はなかったが，切り傷・擦り傷が254件，
虫刺されが113件と多く，打撲，頭部打撲，
脱臼が続いた。事故防止の対策として，

「軽

地域の発達専門機関や療育施設は

を報告した。
《野

｜川》
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科科長の笠井正志先生で講演名は「予防出来
ている小児重症感染症とこれから」である。

座長は当会理事・感染対策委員会委員の八若
博司である。

教育委員会報告

講演2．
平成29年度第2回教育委員会

は，兵庫医科大学小児科教授の服

部益治先生で講演名は「夜尿症診療ガイドラ
イン2016を活用した夜尿症解決法」である。

日時

平成29年10月28日

場所

兵庫県医師会館6階601会議室

出席者

乾委員長小阪委員，高橋委員，小林
委員前田委員，

（土）

米谷委員，

座長は当会理事・教育委員会委員の谷口賢蔵
である。

熊谷会

長藤仕￨担当副会長安部担当理事

④第26回地区小児科医会連絡協議会は平成29年

10月140 (ja)に開催され，

出席された，乾

口司

教育委員会委員長からその際の教育委員会報
告の内容の説明がなされた。

議題：

⑤平成30年度兵庫県小児科医会総会（平成30

①第68回小児医学講座平成29年10月28日

年7月）の教育講演は兵庫県立尼崎総合医療

（土）の講師のlll各歴と講演内容と座長の確

センター院長代行の平家俊男先生を候補とし

認。小児救急のテーマで行なう。

講演1． の小児内科系に関しては，兵庫県

て教育委員会委員の小林委員に調整を依頼し
た。

立尼崎総合医療センター小児科科長兼周産期

第70回小児医学講座（平成30年10月頃）の

母子医療センター長小児救命救急センター

講師として兵庫県立こども病院病院長の中尾

長の毎原敏郎先生で講演名は「小児の救急医

秀人先生（テーマ新生児関連の在宅医療） と

療と養育支援〜事故の予防と虐待への対応

同院臨床遺伝科科長の森貞直哉先生（テーマ

〜」である。座長は当会救急委員会担当理事

臨床遺伝）が候補となった。その他不登校や

の日野利治である。

思春期が候補演題である。

講演2

の小児外科系に関しては，兵庫県

⑥日本小児科医会地域総合小児医療認定制度の

立こども病院副院長兼小児外科科長の前田貢

研修会として小児医学講座等を申請する事と

作先生で講演名は「小児の外科的救急疾患一

した。

地域との連携について−」である。座長は当

会教育委員会委員の小林健一郎である。
小児科新専門医制度の2単位を取得してい
る。

②平成29年度第1回兵庫県小児科医会教育委員
会（平成29年7月1日）の議事録を確認し
た。

③第69回小児医学講座平成30年3月17日
（土）の15時〜17時に三宮研修センターで行
なう。

講演1 .

は

兵庫県立こども病院感染症内

《安部》

−
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国的には8都県を除いてすでに深夜帯の対応が

救急対策

行われており

本県においても全県的な深夜帯

への延長が必要で，兵庫県保健医療計画におい
ても2023年までには深夜帯の実施が計画されて

救急対策委員会

います。

平成29年度後期，救急対策委員会に，

一

＝里

田中亮

しかし，

その早期の実施が望まれ，

医

会を通して早期の実現を要望しております。

二郎兵庫県立こども病院小児救命救急センター

神戸市においては， 長年にわたり神戸市内

次長・救急総合診療科科長をオブザーバーと

の2次救急に積極的にかかわっていただいた公

して迎えました。今後委員会でのご活躍も期

文病院が二次救急輪番から外れられることにな

待しております。委員会は，従来通り，奇数月

り，

第3木曜日に定例委員会を開催，各地の救急患

児科閉鎖が予定され，垂水区では小児科病棟を

者数の報告や，救急疾患救急体制の動向を検

持つ病院がなくなる事態となるなど，

討しております。今期，救急受診患者の感染症

番病院体制維持が困難となっております。 3月

では，

の輪番表でも31日のうち6日間は当番病院がな

8月からのRSウイルス感染症,

9月の

さらに神戸赤十字病院や，披済会病院の小

2次急輪

インフルエンザ, 12月からのインフルエンザA

いという非常に厳しい状況です。従って，

おの

型B型￨司時流行と，従来の感染症の季節流行パ

ずから24時間体制を敷いている中央市民病院や

ターンと異なるパターンが見られましたが,

11

こども病院，平日に準夜帯まで対応している西

月は大きな流行がなく，救急受診患者が従来に

神戸医療センタ−なと．に負担がかかってくるこ

比し少なかったとの報告も見られました。

とになります。これらの病院も十分なベッド数

県下小児救急体制の動きでは，神戸市におい

を持っているわけではないので，後送病院の確

て，平成29年10月から連日24時間全科対応の救

保が重要です。二次病院が落ち着いた患者を受

急安心センターこうべ(#7119)が開設されま

け入れていただけると，病床の回転がスムーズ

した。#7119は電話による全科対応の医療機関

になり，夜間の救急患者の受け入れも無理なく

案内と，

トリアージを目的として開設されまし

行える体制ができます。是非とも二次病院の人

た。開設後2カ月間の総数は同センターホーム

員の確保を進めていただきたいと考える。神戸

ページによると11,433件， そのうち， 医療機関

市医師会， 神戸市小児科医会，垂水区医師会

案内が5.827件（総件数の約51%) {救急医療相

垂水区小児科医会では30,000人を超える署名を

談が4,002件（総件数の約35％)， その他が1,604

集め神戸市に，垂水区における小児科病床の存

件（約14%) と報告されています。小児の相談

続の請願が提出されました。

に関しては，神戸こども初期急病センター電話

県保健医療計画では，小児科2次救急を円滑

相談窓口に転送される例もありますが， その対

に対応するため，兵庫県では2次小児救急医療

応時間外では#7119が対応し↑ その救急相談の

圏域として11圏域が定められ，小児医療の連携

36.6％は15歳以下の小児例であったと報告され

圏域として8圏域（新しく神戸・三田，阪ﾈII1,

ています。本委員会での報告では，軽症例の救

播磨姫路に統合）が決められ，

急車受診等ややオーバートリアージの例もあ

域医療センターが指定されました。小児1次救

り，

急では東播磨県域での広域での深夜帯の体制作

トリアージマニュアルの改訂が検討されて

います。

小児救急電話相談（＃8000）に関しては，全

りを，

それぞれ小児地

医会として要望しております。

最後に事故予防に関して，

こども病院でチャ
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イルドシート装着なしで乳児の頭部外傷の事例

関する記事をアップして頂くとともに

がみられるなど，全国での装着率が64％に対し

として装着率アップへの方策を検討しておりま

て兵庫県では49％と全国ワースト2位であった

す。

ことから，

委員会

《日野》

医会HPにチャイルドシート装着に

中堅や若手の医師に直接勤務の実態やそれに

￨

対する意見を個別に聞いてはどうかという意
見が出ました。調査内容は従来の質問項目に

勤務医勤務医委員会報告

加え個人の意見も問う内容とし，調査方法とし

一

ては，各施設の小児科代表者に調査用紙を郵送
平成29年9月30日に姫路で開催された第272

し，卒後5年目まで（専攻医)，

5年目以降10

回日本小児科学会兵庫県地方会にて，勤務医委

年目まで, 10年目以降の各年代の医師， それぞ

員会が行ったアンケート調査を集計し分析した

れ1名ずつに回答してもらい，代表者にまとめ

結果を久呉委員長が発表いたしました。今回

て返送いただくように依頼してはどうか㈱

の調査では，兵庫県病院小児科の病床数は中央

うこととなりました。調査を行うことについて

値10床，常勤医師数は中央値4人でした。

は理事会の承認をいただきました。

1ヵ

月当たりの当直とオンコールの回数はそれぞれ

平均で27回8.1回でしたが，最大値は，

とい

新年度には新たな調査を行うことにより，小

当直

児科勤務医の意見を拾い上げていきたいと考え

では月平均9回オンコール回数では月31回と

ております。これらの活動が勤務医の皆さんが

連日オンコール勤務となっている施設もありま

兵庫県小児科医会の活動に関心を持っていただ

した。前回のアンケート調査と比べると， 当直

くきっかけになれば，

と考えています。

翌日の勤務が休みの施設が増加していました。

《米谷》

また，勤務医負担軽減策として医療クラークを

一

多くの施設が導入し，診断害作成，保険書類作
成，電子カルテ代行入力など多様な業務補助が
行われていました。女性用当直室を有する施設

や院内24時間保育可能施設が増加しており，女
性医師の勤務環境は改善されつつありました。

識

勤務医の業務負担軽減に関しては少しずつ改善
まだまだ小児科勤務

医が過酷な勤務を強いられている施設もありま
した。

平成29年度第1回勤務医委員会は平成29年9
月20日に開催しました。これまでのアンケート
調査では施設小児科の代表者に対して施設ごと
の調査を行っていましたが､小児科に勤務する

鴬：

りず護申

の傾向が窺われましたが，
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チャイルドシートの装着を啓発する記事を掲
載した。

＜会員用ページ＞
チャイルドシートの装着を啓発する記事を掲

平成29年4月から12月までのアクセス数は

18,563件であった。デバイス別では，
モバイル

587%(10889件）

パソコン

35.0％（6,490件）

タブレット
一

63%( 1,184件）

院内掲示用のポスターをダウンロードで

きるようにした。

＜学術論文投稿について＞

日本小児科学会兵庫県地方会と協議して，兵
庫県小児科医会報に学術論文を掲載することに

であった。

活動内容は，

載し，

メーリングリストで意見を交換

し、定期的にホームパージの内容を更新した。

なった。論文投稿の資料をホームページからダ

ウンロードできるようにし，

メールで投稿でき

るようにした。

＜一般用ページ＞

平成29年7月1日の定時総会での決議事項を
反映して， 入会のご案内・事業活動を更新し
た。地区別小児科医会の情報を更新した。

在宅医療委員会が作成した医療ケア手帳を掲

29年度の第2回のホームページ委員会は平成
30年2月17日に開催予定である。

詳細は4月の理事会で報告の後，次号に掲載
する。

《寺田》

載してダウンロードができるようにした。

必ずお役に立てるものと思います。
一

感染症対策

次に，昨年の日本小児科医会総会セミナーで

発表（山本委員） した「ワクチンの管理方法に

感染症対策委員会報告

ついての実態調査」ですが､大きな反響があ
り。今後も引き続き検討を続けていくことにい

平素より感染症対策委員会活動に多大なるご
理解，

ご協力いただきありがとうございます。

現在の委員会活動内容についてご紹介させて
いただきます。

先ず，昨年から検討を続けてきました「輸入

たしました。本年は「停電11寺のワクチン管理」
について検討してまいりましたので，

第29回日

本小児科医会総会セミナー（6月，横浜）で山
本委員が発表いたします。
また本年の新規事業として，

「予防接種スケ

感染症への対応フローチャート」が完成いたし

ジュールについての調査」を実施いたします。

ました。すでに会員の先生方のお手許に届いて

すでに会員の先生方にはアンケート調査にご協

いることと思いますがいかがでしょうか。なか

力いただいたことと思いますが，

なか素晴らしいものができたと自負しておりま

も6月の総会セミナーで杉原委員が発表致しま

す。輸入感染症が疑われる症例に遭遇した際に

す。

この調査結果
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長・担当理事を務めさせていただきましたが，

きました「おたふくかぜワクチンの安全性調

本年をもちまして退任いたします。会員の先生

査」は3月分をもって終了いたしました。調査

方のご支援のおかげでつつがなく職務を全う,ill

結果につきましては，年内には学会発表させて

来ましたことに深く感謝いたしますとともに

いただく予定にしております。長い間ご協力い

これからも感染症対策委員会へのご指導ご協力

ただきありがとうございました。

をよろしくお願いいたします。

さて，

私事ですが。

長年。本委員会の委員

《吉田》

2

第2回小児在宅医療講習会（ハーフ・バー

声、

ジョン）
9月24日

講演①：在宅児への福祉サービス

小児在宅医療委員会報告
（9月9日，

11月18日，

（日）於：兵庫県医師会館

2月16日）

（宮田先生）
講演②：吸疾，在宅酸素気管切開呼吸器

l

第4回小児在宅医療実技講習会

12月3日

（大片先生）

（日）於：兵庫県医師会館

講演①：県福祉行政関連の講演

講演③：経管・胄瘻栄養（常石先生）

講演④：在宅重症児を支える通所支援事業所

（健康局医務課長味木先生）

の役割と実情

講演②：西神戸在宅医療ネットワークの実際

（障害者（児）通所支援事業所「こ

（石川リハ脳#III経外科クリニック
石川先生）

ころ」上田先生）

講演⑤：地域で暮らす在宅重症児（医療ケア

講演③：吸疾，気管切開（尾藤先生）

児）の療養生活支援を考える

講演④：在宅酸素呼吸器，在宅指導管理料

（共生訪問看護ステーション宮l11計看

（河崎先生）

護師，洲本健康福祉事務所地域保健

講演⑤：経管・胄瘻栄養栄養管理
（常石先生）

課服部保健師）
講習会出席者: 261名

講演⑥：病院施設での福祉型ショートステイ
（済生会兵庫県病院奥谷先生）

講演⑦：重症児者の摂食・栄養

（医師49名、看護師127名
名，

リハ職19名，

特別支援学校28

ヘルパー1名

その他37

名）

〜管理栄養士の観点から〜
３

（こと・も病院鳥井先生）
参加者: 125名

（医師41名，看護師71名，
実技講習参加者：82名

県下特別支援学校に対する医療的ケア，
号研修への対応等のアンケートを実施した。

その他13名）

各学校により医ケアの対応に差が見られた。
《田中》

3

へ
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ステイの広がりを期待しています。

第4回小児在宅医療
実技講習会報告

最後の講演は，
先生による

こども病院管理栄養士の鳥井

重症児者の摂食，栄養の話を伺い

ました。受講者のアンケートでも非常に好評で

田中一宏
平成29年12月3日兵庫県医師会館にて開催さ

71名，

二

内訳は医師41名，看護師

胄瘻交換，気管カ

受講者のアンケートでは，全受講生が非常に
良かったかまたは良かったとの回答をいただき

その他13名でした。

今回の目玉である，兵庫県健康福祉部参事兼

ました。受講者は神戸， 阪神，播磨淡路と各

健康局医務課長の味水和喜子先生に県行政とし

地から来られていましたが，残念ながら北から

ての小児在宅医療の取り組みの話をしていただ

の参加者がおられませんでした。小児在宅医療

きました。県として小児在宅医療に取り組む姿

の経験は， 医師，看護師ともに約半数が未経験

勢が伺われ， 力強い気持ちになりました。 しか

でした。この講習会をきっかけに小児在宅医療

し，実際に活動するのは市町ですので，今後の

に活躍されることを期待しています。

県下市町の動きに注目しなければいけません。

この講習会を知ったきっかけは， 医師が県医

2題目は，石川リハビリテーション脳神経外

師会週報と兵庫県小児科医会からの通知が半々

科クリニックの石川先生に神戸における在宅医

でした。看護師は㈱勤務先医師などの医師から

療ネットワークのお話をしていただきました。

の連絡で知った方が多く見受けられました。

その後小児在宅医療委員会委員による，気管切

一

その後各班に分かれて，

ニューレ交換の実技を行い閉会しました。

れました。

参加者は125名で，

した。

また今回は秋のハーフバージョンに続き

託

開，在宅酸素，在宅指導料，経管栄養の話があ

児サービスを行いました。利用された方からは

りました。

好評をいただきました。

6題目に済生会兵庫県病院小児科の奥谷先生

今後も教育関係者，福祉関係者などの話を交

による病院での福祉型ショートステイ開始まで

えながら講習会を重ねて行きたいと思っており

の苦労話を聞かせていただきました。奥谷先生

ます。

《南あわじ市》

により道が開けた今，各中核病院でのショート

竃

等
ー

、鰯
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アセトアミノフェンが不足しています。イ

理事会議事録要旨

ンフルエンザが流行った時にと÷うなるか心配
しています。

2．

'第4回）

日本小児科医会ニュース（熊谷会長）
地域総合小児医療認定医制度は3年目にな

日時：平成29年10月5日

ります。

午後2時30分〜5時

日本小児科医会の会員約5,000名の

うち約1,000名の方が本認定医をとっておら

会場：兵庫県医師会館6階会議室

れます。これから小児科新專門医制度が始ま

出席者：熊谷会長，神尾，横山各名誉会長藤

ります。その新専門医の先生方が病院から地

田，

河盛，

辺，小阪，

八若，
田

二宮，

辰己各副会長渡

日野，安部，

田中㈱谷口，

野間↑貫名，吉田，

米谷、寺

宅見、櫻木各理事，服部，森岡各

特定理事，森川，

多木各監事，早野議

長筒井副議長

域に出る時に取っていただこうという制度設
計になっています。

一

日本小児科医会総会フォーラムは今年富山

でありましたが，

来年は横浜，

その次は京都

であります。

3．学会ニュース （服部特定理事）

【司会：辰己副会長】

l)学会HPから : 2017年8月・ 9月に掲載

1 ．熊谷会長あいさつ

された最新情報学会からの提言・主張に

皆様こんにちは。田中先生始め，委員の先
生方この前の在宅医療講習会ありがとうござ

ついて説明があった。

「先天性股関節脱臼予防と早期発見の手

いました。非常に評判が良かったようです。

引き」について， 「第8回JPLS小児診療

また来年も重荷にならないようによろしくお

初期対応コース」受講者募集を開始会員

願いいたします。

專用ホームページの新しいお知らせ，

先週土曜日に姫路での地方会で久呉先生に
勤務医の状況を発表して頂きました。

5年前

との比較でなかなか面白かったですね。医会
でしかできない仕事だと思って聞いておりま
した。

今年の8月

など

2）学会雑誌から

2017年8月･ 9月号から論策･ Injury
−

Alert等の案内があった。
4．協議事項

l)第26回兵庫県地区小児科医会連絡協議会
大阪府の吹田市で停電があり

の件（辰己副会長）

ました。ワクチン保存の冷蔵庫の温度計管理

日時：平成29年l()月14日

はほとんどの医療機関でされていますが，停

会場：神戸ポートピアホテル「菊水」

（土）午後3時〜

電が起きた時どうするかという調査はあまり

承認

聞いたことがありません。当然コンピュー

2）第34回日本小児科医会近畿ブロック連絡

ターもダウンしますし電話も使えない。ワク

協議会の件（辰己副会長）

チンだけではなく色んな危機管理という面で

日時：平成29年11月11日

も非常に問題なことです。停電が起きない，

会場：琵琶湖ホテル

起きても短時間で復￨日するだろうという思い

出席者：熊谷会長・神尾名誉会長・藤田副

（土）

で診療をやっていますので，長時間の停電対

会長・河盛副会長・辰己副会長・

策はなかなか難しいと思います。

谷口理事・八若理事・野間理事

兵庫県小児科医会報

No.69.2018

承認

3）チャイルドシート装着の啓発活動の件

兵庫県はチャイルドシートの装着率が
ワースト3．県小児科医会として県民に

チャイルドシート装着のアピールの方法を
継続

4） 「神戸小児感染症セミナー」共催の件

12月14日 （木）生田神社会館で開催。共

淳先生（西宮市）
承認

5．報告事項

l)社会保険委員会（二宮副会長・早野議
長）
平成29年度第1回兵庫県小児科医会・地
方会合同社保委員会（平成29年9月14日）

保： 6名，国保： 2名

承認

保険審査上の諸問題：シナジスの投与時

5）第4回小児在宅医療実技講習会の件（田

期, A群β溶連菌迅速試験の傷病名， 「感

催をお願いしたい。

染性冑腸炎」に対する超音波検査， オゼッ

中理事）

今回一部屋を使って託児室を設ける。そ
のためこれまで6班に分かれて行っていた

実習が5班に分かれて行う。

承認

投稿・原稿規定はほぼ完成。投稿者は県

小児科医会会員に限る。投稿料は無料。

査読者は地方会・県小児科医会から各
1名の計2名。原稿の送付は電子メールの

み。論文は白黒を原則。カラーが必要な場

の算定について等

2）感染症対策委員会（八若理事）

染症対策委員会(2017年9月16日）につい
て説明があった。輸入感染症対応フロー
チャート作成中。

3）小児保健委員会（野間理事）
平成29年度第2回兵庫県小児科医会小児

保健委員会（平成29年8月19日）について

合は別途差額分を徴収。

投稿・原稿規定の責任者は熊谷会長とす
る。一会報に掲載する論文の数は特に決め
ない。今後の問題は以下の通りである。
・別冊を印刷もしくはPDFにして出すの
か，

クス細粒・オラペネムの適応病名，初診料

平成29年度第2回兵庫県小児科医会感

6）医会報査読の件（河盛副会長）

/

辻

社保・国保診療報酬審査委員が決定。社

（森岡特定理事）

風

合瀬徹先生（西宮市）

山中肇先生（西脇市）

（寺田理事）

検討する。

43

説明があった。詳細については委員会報告
参照をお願いします。

4）教育委員会（安部理事）
1．第68回小児医学講座
日時：平成29年10月28日

メールだけにするのか。

・論文の文字数制限は必要と思うが，

まだ

場所：兵庫県医師会館6F

「小児の救急医療と養育支援 事故の

決定していない。

・原稿の送付専用アドレスがまだ決まって

合医療センター毎原敏郎先生， 「小児

いない。

・誓約書・同意書等に署名が必要である

が，

これもメールで送るのか，郵送する

のか。

7）入退会，異動の件
退会

杉本健郎先生（篠山市）

予防と虐待への対応 」兵庫県立尼崎総

継続

の外科的救急疾患一地域との連携につい

て−」兵庫県立こども病院前田貢作先
生

2．第69回小児医学講座
日時：平成30年3月17日 （士）
場所：三宮研修センター
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「予防できている小児重症感染症とこれ

2019年日本小児科医会総会フオーラム

から」兵庫県立こども病院笠井正志先

が京都・2020年日本小児科医会生涯研修

生， 「夜尿症診療ガイドライン2016を活

セミナーが和歌山県で開催される。近隣

用した夜尿症解決法」兵庫医科大学服

の県小児科医会の実情が報告された。

②兵庫県医師会「各専門分科医会との懇談

部益治先生

5）編集委員会（宅見理事）

会」の件（9月28日） （熊谷会長）

第68号会報誌の校正中。

特に小児科関係で大きく話題になった

6）勤務医委員会（米谷理事）

ものはなかった。

9月20日第1回勤務医委員会を開催。久

③「周産期および小児期の医療・保健に係

呉委員長が兵庫県地方会（9月30日）で5

る専門家会議に係る構成員の推薦及び日

年前と比較した勤務医実態調査結果を発表。

程調整について」

7）救急対策委員会（日野理事）
第125回兵庫県小児科医会救急対策委員会
(2017年9月21日）開催
7月・ 8月RSウイルス感染が流行,

米谷昌彦先生

先天性代謝異常関係
9

戸市が独自に＃7119を始める。 （深夜も対
応する）
詳細は委員会報告を参照してください。

8）ホームページ委員会（寺田理事）
チャイルドシート啓発に関する掲載は委
員会で検討する。

兵庫県の小児医療に関する懇談会議事
録を参照

⑤医療的ケア児支援関係者連絡会議開催に
ついて

平成29年9月l日常石委員長出席

⑥「第34回兵庫県小児保健協会総会」御礼
と実績報告の件

9）小児在宅医療委員会（田中理事）
平成29年度第3回小児在宅医療委員会（平
成29年9月9日）開催
委員会での報告事項・協議事項について
説明があった。

高田先生より報告書を頂いた。
13)その他

①平成29年度定期予防接種の広域的実施事
業に係る契約・協力医療機関数一覧につ

いて（兵庫県医師会）

詳細は委員会報告書を参照してください。

10)広報部委員会（河盛副会長）
8月・ 9月にFAXニュースを出した。

ll)経理部（谷口理事）
シートベルト啓発資材に予算が必要なら
連絡を。

12)総務部（辰己副会長）
①日本小児科医会中部近畿ブロックの件

（9月9日開催） （熊谷会長）
日本小児科医会から会員にメルマガ配

久呉真章先生

④兵庫県小児医療協議会の件

月に入ってインフルエンザA患者発生。神

信がある。メールアドレスの登録を。

ｲーヘ

思春期保健・妊娠出産関係

昨年と変わりない。尼崎市・宝塚市・
丹波市が参加していない。

②「子どもの心」相談医名名簿送付の件
（日本小児科医会）

相談医登録者数全国: 1131名，兵庫
県：64名

③平成28年度麻しん定期接種実施状況調査
等の結果（県医師会）
平成28年度

1期：97.4％，

Ⅱ期：94.0％

④平成29年度兵庫県医師会乳幼児保健研修
会

'へ､
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日時：平成29年ll月4日 （土）
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日本小児科医会ニュース（熊谷会長）
地域総合小児医療認定医の暫定制度の申し

場所：兵庫県医師会館2F

込みが締め切られ，来年度から新制度での申

⑤児童虐待対応研修会
第1回日時：平成29年11月9日

し込みとなります。今認定医を持っている方

は指導者講習会を受けて指導者となることが

場所：県医師会館
第2回日時：平成30年2月8日
場所：グリーンホテル明石

できます。来年5月で日小医の役員の任期が
切れ改選があります。

3．学会ニュース（服部特定理事）
l)学会HPから:2017年10月からll月にか

次回理事会

凧

平成29年12月7日 （木) 15:00

けて掲載された最新情報，学会からの提

兵庫県医師会館6F会議室

言・主張について説明があった。
《櫻木》

インフルエンザにおける新生児への対応

案・任意接種ワクチンの小児への接種（改

訂)， 「第9 ･ 10回JPLS小児診療初期対応
コース」受講者募集，第11回日本小児科学

【第5回】

会倫理委員会公開フオーラム・小児死亡時
対応講習会など

日時：平成29年12月7日 （木）
午後3時〜5時

会場：兵庫県医師会館6階会議室

出席者：熊谷会長，神尾横山各名誉会長藤

田，河盛，二宮，辰己各副会長，渡
辺， 日野，安部，谷口，八若，野間，
貫名，吉田米谷，寺田，宅見，櫻木

2）学会雑誌から

2017年10月号･ ll月号から：在宅医療

実技講習会や【論策】の案内があった。
4．協議事項

l)シナジスの投与時期に関する件（森岡特
定理事）

兵庫県小児科医会会報発送時に兵庫県医

各理事，服部，森岡特定理事，森川，

師会保険ニュースに掲載された「シナジス

多木各監事，早野議長筒井副議長

の投与時期について」を同封配送する。内

【司会：辰己副会長】
1 ．熊谷会長あいさつ

前理事会（10月5日） より主たる会とし

容は二宮副会長が書き直す。

承認

2）チャイルドシート装着啓発ポスター作成
の件

て，

日本小児科医会生涯研修セミナー（仙

内容はJAFのものを利用，サイズA

台）

・全国地区会長会・兵庫県地区連絡協議

3，各医療機関に掲載して啓発出来るよう

会・第68回小児医学講座・近畿ブロック連絡

に。

承認

協議会（大津） ・県医師会設立70周年記念祝

3） 「兵庫県立こども病院症例検討会」の地

賀会・在宅医療実技講習会に参加してきまし

域総合小児医療認定医制度研修会単位認定

た。

について（宅見理事）
「明石市では子育て支援に特化した政策を

県立こども病院では毎月第2 ． 4木曜日

とった結果人口が増えている」という記事が

「こども病院症例検討会」を開催してい

朝日新聞に載っていました。

る。地域総合小児医療認定医制度研修会単
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ど。

「医療用へパリン類似物質製剤の適正使

会に参加してください。案内は県小児科医

会HP。更に会員に周知を検討。

承認

4） 日本小児科医会社会保険全国委員会開催

用について」議論有り。

2）感染症対策委員会（吉田理事）
平成29年度第3回兵庫県小児科医会感染

の件

例年通り二宮副会長に出席をお願いす

症対策委員会(2017年ll月ll日）に関して

承認

報告があった。停電時のワクチン管理につ

5）第8回日本小児在宅医療支援研究会後援

いて今後検討する。予防接種スケジュール

る。

の件

についてのアンケートを行う等。

2018年9月29日 （土）神戸国際会議場で

3）小児保健委員会（野間理事）

会長：船戸正久先生，副会長：高田哲先生

新たな報告事項なし

のもと研究会を開催する。兵庫県小児科医

4）教育委員会（安部理事）

会の後援（名義）をお願いしたい。承認
6）次期役員選挙の件

/ ､

平成29年度第2回教育委員会に関しての

報告あり。平成30年3月17日三宮研修セン

次期改選にあたり12月21日 （木）選挙管

ターで第69回小児医学講座開催予定。感染

理委員会が開催される。 日程の詳細は委員

症（笠井正志先生） と夜尿症（服部益治先

会で決定する。

生）の2題。平成30年度総会教育講演は平

継続

7）入退会，異動の件

家先生調整中。

入会：

5）編集委員会（宅見理事）

太田秀紀先生（西宮市立こども未来セン
ター）

第68号会報誌発行済。69号会報誌企画
中。

異動：

6）勤務医委員会（米谷理事）

許永龍先生（西脇市立西脇病院→公立

豊岡病院）

報告事項なし。

7）救急対策委員会（日野理事）

北山真次先生（神戸大学医学部附属病院

→姫路市立発達医療センター花北診療所）
承認

5．報告事項

l)社会保険委員会（二宮副会長）
平成30年度診療報酬改定に対する要望書
について説明があった。

第126回兵庫県小児科医会救急対策委員
会の報告あり。#7119開設後の稼働状況。
＃8000の深夜帯実施は数年かかる。

8）ホームページ委員会（寺田理事）
チャイルドシート啓発掲載済。兵庫県小

児科医会報投稿・原稿規定準備済み。

9）小児在宅医療委員会（宅見理事）

小児かかりつけ診療料の要件緩和・小児

平成29年度第4回小児在宅医療委員会の

医療の充実（乳幼児処置・検査に対する加

報告あり。第2回小児在宅医療講習会の評

算，被虐待児に対するチーム医療の評価）

価は医師では良かったが，医師以外の評価

「基本診療料」では外来管理加算の見直

は良くなかった。来年度は7月ハーフ版講

し・外来診療料の包括内容の是正， 「特掲

習会（神戸)， 12月実技講習会は姫路で開

診療料」では診療情報提供書料(I)の対

催予定。

象拡大，感染症免疫学的検査の要件緩和な

10)広報部委員会（河盛副会長）

/…ヘ
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10月・ l1月にFAXニュースを出した。

【司会：辰己副会長】
森岡特定理事が母校日本大学医学部小児科主

11)経理部（谷口理事）

任教授に就任されることになった。熊谷会長の

報告事項なし

お祝いの言葉と森岡特定理事のあいさつから理

12）総務部（辰己副会長）

①第34回日本小児科医会近畿ブロック連絡
協議会(11月11日開催）の報告
②兵庫県医師会より70周年記念祝賀パー

事会が始まった。
1 ．熊谷会長あいさつ

皆様こんにちは。今はA型･B型インフル
エンザが混在して流行しています。姫路市の

ティの礼状

③保健医療計画にかかる小児医療分野の概

松浦先生が第36回読売医療功労賞を受けられ
ました。私は今回の理事選には立候補しませ

要
風
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特に，地域における小児医療の課題①
災害時における小児救急体制確保②小児
向け在宅医療提供体制の確保③小児精神
科医療の確保， について兵庫県より意見

んでした。理事選も含めてご協議のほどよろ
しくお願いいたします。

2． 日本小児科医会ニュース（熊谷会長）
今年は日本小児科医会改選です。松平会長
は勇退されます。会長，副会長が大きく変わ

を求められた。

④中村肇顧問より著書「子育てをもっと楽

り，体制も変わると思われます。成育基本法
は見送りになりました。来年総会フオーラム

しむ」贈呈があった

⑤乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの供給実
績に係る情報提供及びその活用について

が京都で開催されますのでご協力をお願いし
ます。

3．学会ニュース（服部特定理事）

（兵庫県医師会）

l)学会HPから;2017年12月･2018年1月

次回理事会

平成30年2月1日 （木) 14:30

に掲載された最新情報学会からの提言・

兵庫県医師会館6F会議室

主張について説明があった。

《櫻木》

小児科専門医についての情報が多い。
2）学会雑誌から

/へ、

2017年12月号．2018年1月号から：小児

保健・医療提供体制の見直し，

【第6回】

日本小児科

学会会長高橋孝雄教授の年頭所感等につい
て説明があった。

日時：平成30年2月1日
午後2時30分〜4時40分

会場：兵庫県医師会館6階会議室

4．協議事項

1）平成30年度兵庫県小児科医会定時総会・
講演の件（辰己副会長）

出席者：熊谷会長，末廣，神尾横山各名誉会

日時：平成30年7月7日 （土)， その他

長，藤田，河盛二宮，辰己各副会

会場教育講演・特別講演等の詳細につい

長，渡辺日野，安部，谷口，八若，

ては後日つめる。

野間吉田，米谷，寺田，櫻木各理
事，多木監事，服部，森岡各特定理
事，早野議長，筒井副議長

継続

2）第7回周産期セミナー後援依頼の件（森
岡特定理事）
主催者が日本光電（株） と企業であるが
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承認

「放課後児童クラブにおける問題点の実

3）第29回日本小児科医会総会フオーラムin

態調査」 「県下認可外保育施設における事

後援を了承する。

横浜一般演題発表の件（辰己副会長）
県下認可外保育施設における子どもの

事故（梶山委員） ・停電時のワクチン管理

（山本委員） ・予防接種スケジュール（杉
原委員）の3題の予定

承認

4）入退会，異動の件（辰己副会長）

5）次期役員改選について（辰己副会長）

理事20名，監事2名立候補，定員内のた
承認

6）その他

/ 、

報告事項なし

7）救急対策委員会（日野理事）
2018年1月18日第127回救急対策委員会
の内容に関して報告あり。
披済会病院小児科・神戸日赤病院小児科

①医会報査読制度の件（河盛副会長）
査読の期限は4週間，審査の結果採用
の場合「論文採用通知」を出す。

閉鎖。神戸市の二次救急体制に支障あり。

8）ホームページ委員会（寺田理事）
本日よりHPから論文応募ができるよう

会報への投稿論文募集を2月3日

承認

②三田子育てハンドブックに県小児科医会
のホームページアドレスを掲載すること
承認

5．報告事項

1)社会保険委員会（二宮副会長）
「シナジスの投与時期について」 ・ 「ヘパ

リン類似物質の適正使用について」説明が
あった。

2）感染症対策委員会（吉田理事）
「輸入感染症への対応フローチャート」
を3月に配布する。
厚労省感染対策総合研究事業「小児の外
来内服抗菌薬処方内容に関するアンケート
調査」に協力することを承諾。
その他平成29年度第4回県小医感染症対

3）小児保健委員会（野間理事）

第69回兵庫県小児科医会小児医学講座

6）勤務医委員会（米谷理事）
承認

策委員会議事録参照。

4）教育委員会（安部理事）

報告事項なし

羽場敏文先生（三田市）

を承諾してほしい。

を主に検討中。第3回委員会報告書参照。

5）編集委員会（宅見理事欠席）

田端喜八郎先生（尼崎市）

（土）地方会で説明する。

発達障害へのかかわり方について」の3題

（平成30年3月17日，三宮研修センター）

退会（平成30年1月）

め選挙なしで全員当選決定

故対策について」 「小児科診療所における

になった。

9）小児在宅医療委員会（田中理事欠席）
報告事項なし

10)広報部（河盛副会長）
FAXニュース12月で300号となった。

1l)経理部（谷口理事）
報告事項なし

12)総務部（辰己副会長）

①選挙管理委員会（平成29年12月21日開
催）
次期役員改選について協議

②第1回性暴力被害者支援急性期医療マ
ニュアルワーキング参加依頼の件
平成30年2月9日
服部益治特定理事出席

③第15回内藤壽七郎記念賞候補者推薦の件
今年度は候補者推薦見送り

④平成29年度在宅医療関連講師人材養成事
業（小児在宅医療分野）の受講者の推薦

/協無､
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の開催について

について

常石・宇宿・橋本・尾藤先生を推薦

⑤日本音楽療法学会第16回近畿学術大会の

平成30年3月9日（金）
小児在宅医療委員会常石委員長出席

⑪チャイルドシート装着啓発ポスターの件

件

検討中

今年は参加を見送り

⑫予防接種広域化に関するアンケート調査

⑥新生児聴覚検査の実施について
厚労省が各自治体に新生児聴覚検査を

について（日小医）
感染症対策委員会岡藤委員長に依頼

実施するよう指導
⑦日本小児科学会小児救急蘇生シンポジウ

ム（第11回日本蘇生科学シンポジウム）
風
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13)その他

①日本小児科医会名誉会員に末廣先生を
推薦

開催について

②日本小児科医会委員に藤田先生・河盛

平成30年4月19日 （木）

先生・八若先生・野間先生を推薦

福岡国際会議場

⑧小児在宅医療推進会議開催について（県

③「小児医療の保健医療計画・概要」 （兵
庫県医務課）

医）

熊谷会長より説明があった。県小医会

平成30年3月22日 （木）

⑨平成29年度医療的ケア児支援関係者研修

の意見が一部取り入れられた。
次回理事会

会の開催について（県障害支援課）

平成30年4月5日 （木) 15時00分〜

平成30年2月20日 （火）

《櫻木》

⑩第2回医療的ケア児支援関係者連絡会議

凧

妻
薯
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りつけ診療料」は兵庫県下で申請しているの

第26回兵庫県地区
小児科医会連絡協議会報告
櫻木健司

が30数医療機関のみ。その原因はハードルの
高さにある。 日本小児科医会としてはぜひこ

の制度を進めていきたいが，

ただ今の制度が

100%良いとは言えず，改善していく。医会
平成29年10月14日

（土) 15:00より神戸ポー

トピアホテル「菊水」にて協議会が開催され

の1つの柱である成育基本法はどうなるか分
からない｡」などが報告された。

た。出席者は県下17医会のうち2医会（高砂

2）司会が熊谷会長にバトンタッチされ，地区

市・三田市） を除く代表あるいは代表代理人15

小児科医会からの近況報告・提言が開始され

名と本会役員19名の計34名であった。地区医会

た。神戸市小児科医会二宮道人会長からはじ

の出席者は次の通りであった。神戸市（二宮道

まり，但馬小児科医会赤松亮会長まで15地区

人）尼崎市（田中尚子）伊丹市(I l l lll奇剛）川西

代表者の近況報告・提言があった。各地区小

市（田上久樹）宝塚市（森信孝雄）西宮市（谷

児科医会の活動状況についての事前アンケー

口賢蔵）芦屋市（河盛重造）明石市（穴田玉

トは別に掲載しているので参照して下さい。

輝）北播磨（坪田徹）加古川（多木秀雄）姫路

今回は主に①予防接種②5歳児健診③文書

市（本郷彰裕）西播磨（黒田和司）丹波（松本

作成の3項目が話題となった。この3項目と

好弘）淡路（冨本康仁）但馬（赤松亮）

各地区の話題をまとめた。

（敬称

一

略）

l)辰己副会長の司会のもと開会され熊谷会長
の挨拶から協議会は始まった。

①予防接種
・兵庫県内では神戸市と尼崎市だけBCG接

当協議会は年1回開催して今年で第26回に

種を集団接種で行っている。ただ尼崎市は

なる。会長挨拶ではこの会の4つの目的につ

2018年1月より｛li'jl別接種になる。接種医療

いて話があった。①県小医会の活動状況を

機関は手上げ方式のためこれまでBCG接

知っていただき，各医会から県小医会の委員

種未経験の医療機関も参加する。現時点

あるいは理事になって医会活動を支えても

では。 BCG接種の打ち方とコッホ現象の

らいたい。②各地区での活動を教えていただ

研修を受けて頂くことにしている。宝塚市

き， お互いにそれを知り，今後の先生方の活

では6年前に個別化にしたが、 BCG接種

動の参考にする。③各地区での問題点があれ

の経験のない先生には事前講習を受けて頂

ばそれを幅広く吸い上げ，

くか集団接種を見学して頂くことにした。

県当局との協議の

材料にする。④この様にみんなが集まること

それ以降の新開業の先生方にはビデオを見

で，

る。 さらにBCG接種医療機関で1日見学

県小医会の会長・役員・理事の方々の顔

が見える関係を作ることができ，

メーリング

リストを利用して情報交換がしやすくなる。
日本小児科医会の現況報告（熊谷会長）で
は，

「地域総合小児医療認定医制度発足3年

目になり，

して頂くことにしている。

BCG接種は手技が大事であるので。接
種未経験の先生方にはきちんとした指導・
講習を受けてもらいBCG接種医療機関に

認定医が全国で約1｡000名になっ

参加してもらうことが大切である。神戸市

た。今はまだ暫定であるので是非この機会

もできるだけ早く個別接種を開始して頂

に認定医資格を取得して欲しい。 「小児かか

き，乳児期に接種しなければならない予防

一
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接種が計画的にスムーズに行われることが

れる方々には受診を勧奨しているが，本当

望まれる。

に受診が必要と思われる方が相談に来られ

・定期予防接種の広域化について。

風

ない場合が多いとの意見が多かった。南あわ

尼崎市・宝塚市・丹波市の3市だけが広

じ市では全員受診をして頂き，前もって要注

域化に不参加である。尼崎市では市長に広

意者にはチェックを入れておき，その方たち

域化の要望害を提供したが，不参加の返事

を中心に時間をかけて診察をしているとの事

であった。

であった。芦屋市は5年前のパイロットスタ

広域化不参加は行政の問題であるが，予

デイに参加，今も継続している。宝塚市では

防接種の接種率を上げるには広域化は必要

平成28年度より始めた。川西市では来年度よ

であり，小児科医会としてはこれら3市に

り始める。伊丹市では一部の小児科でMR2

対し更に広域化参加を訴えていくべきであ

期で受診されたときにアンケート調査を行っ

ろう。

ている。伊丹市行政としては2−3年後に5

･MRワクチンの不足, B型肝炎ワクチン定

歳児健診を始める予定のようである。

期接種開始にあたり一部の地域で救済措置

一度5歳児健診について実施の有無，方

が取られた。宝塚市ではMRワクチンの

法，事後措置等について調査する必要がある

不足で半年間の経過措置をとった。 1期

のかもしれない。会長からも5歳児健診につ

2期とも若干の救済者があった。芦屋市は

いて一度調査をする必要があるのではという

B型肝炎ワクチン・MRワクチンの救済を

言葉があった。

行ったが，接種者はB型肝炎ワクチンの1

人だけであった。北播磨地区ではB型肝炎

ワクチンの受け漏れがあったようだが，各
行政の方で対応されたようだ。

以上の通り，救済措置の適応きれた方が
おられた。わが加古川医師会では20数名の
風
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MR2期の救済がなされた。

③各種文書作成について
・治癒証明（通園許可書）関連について

熊谷会長が治癒証明を書いているかの挙

手を求めたところ，書いている地区が多
かった。

各地区によって証明書が必要・不要，疾
患によって必要・不要，料金も無料から有

・ワクチン不足を訴える地区があった。特に

料，値段も様々であると思われる。宝塚市

日本脳炎ワクチンが不足している医療機関

では手足口病・ヘルパンギーナ・感染性冑

が多いようである。現物支給されている地

腸炎を出席停止疾患から外し，医師が書く

域ではワクチン不足の訴えはあまり聞かな

治癒証明を不要とし，保育園・幼稚園では

い。兵庫県全市町村で現物支給となり， ワ

保護者が医師の指導に従い自分で治癒証明

クチンの偏在が解消されることが望まれ

を書くことになった。南あわじ市では治癒

る。

証明を一切医師は書かず，保護者が医師の

②5歳児健診

指示に従って書くことになっている。赤穂

兵庫県は29年度までに全市町村に5歳児健

市では教育委員会と各医療機関との間で

診を行うことを推奨している。しかし28年度

治癒証明は無料とする取り決めをし，問題

時点では28市町村でしか5歳児健診は行われ

は生じていない。小野市では治癒証明は無

ていないようである。多くはアンケート方式

料。淡路市でも治癒証明は無料。治癒証明

で， アンケートの結果発達相談が必要と思わ

（通園許可書）は無料の地区が多いようで
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科専門医であるため大変。

ある。

･食物アレルギー管理指導表・病児保育意見

・平成30年1月より保健所が2所化に集約
される。住民の健診が不便になるのが懸

書等作成について

熊谷会長が食物アレルギー管理指導表作
成の料金徴収をしているか否かの挙手を求
めたが，結果はほぼ半々であった。

芦屋市では市が値段を指定しており，食
物アレルギー管理指導表作成には現在一人

念される。それに伴い来年度よりBCG
接種が個別接種化される。

・子ども育ち支援センターを平成31年度に
開設予定。

◎伊丹市小児科医会（山崎先生）

1,600円徴収している。食物アレルギーに

・28年度の会員数は間違っていた。

関しては好き嫌い等で勝手に食事制限して

・保育所の子どもの食物アレルギー対応・

いる患者もあり，無料で文書作成しない方

感染症と予防接種歴の把握状態スタッ

が良いという意見があった。

フの感染症と予防接種歴の把握状態等に

食物アレルギー管理指導表作成を有料と

ついてアンケート調査をする予定。来年

している地区では, 1,000円前後を徴収し

度には結果が出ると思うので来年度お知

ている場合が多いようである。

らせしたい。

芦屋市では病児保育意見書を500円で作

◎川西市小児科医会（田上先生）

成してほしいと行政から依頼があった。神

・川西市小児科医会の名簿・会則が初めて

戸市・姫路市・宝塚市・猪名川町では診療

作成された。川西市医師会の理事会承認

情報提供書として診療報酬請求ができる。

を得て川西市医師会小児科医会という名

川西市でも今年10月より診療報酬請求がで

称で補助金も頂けるようになった。

きるようになった。ただ，尼崎市では診療

・川西市民病院が3年後建て替えで移転す

報酬請求ができないとのことで， この違い

ることになった。管理事業者が選定され

は調査する必要があるようだ。

るため，全職員が一度退職となり，希望

④各地区小児科医会の話題

/へ、

者が管理事業者に再雇用され，公務員で

◎神戸市小児科医会（二宮先生）

はないことになる。24時間診療を躯って

/ 、
、

･2017年10月1日以降は毎年5月開催の

いるがどうなるか分からない。大人を対

「神戸市感染症・ワクチンフォーラム」

象に証っていると思う。小児の診療がど

（専門医共通講習)，

うなるかは全く分からない。

7月開催の「神戸

市小児科医会定時総会・学術講演会」
（小児科領域講習）のみ新専門医制度単
位申請することになった。
・日本小児科医会・地域総合小児医療認定

◎宝塚市小児科医会（森信先生）
・新規開業が少なく，開業医の高齢化が進
んでいる。

◎西宮市小児科医会（谷口先生）

医制度による研修集会参加単位発行の研

・小児科新規開業医には，医師会入会時に

修会・講演会は日本小児科医会会員専用

私が立会い，小児科医会に入会し乳幼児

ページに公開している。

健診の出務と応急診療所の出務を義務と

◎尼崎市小児科医会（田中先生）

している。

・小児科医会A会員は多いが，小児科専門

、 3人の医師が続けて小児科医会入会を希

医が少ない。実際活動しているのは小児

望された。大規模に発達障害者を対象と
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した医療機関を創られるようだ。この医

・医師会より費用を頂き，独自で「安心子

のサポートが充実していくのではと思っ

育て応援ブック」を発行している。改訂

ている。

が頻繋にあるため医師会HPに掲載して

・西宮市では子どもの数が増えており，健

いる。最近転居して来られた方で医師会

診に医師の数が追いつかない状態になっ

まで応援ブックを取りに来られたお母さ

てきている。午後の診察に差支えると苦

んがおられた。各小児科医療機関で配布

情が出てきている。

していることが周知されていなかったこ

とが反省される。

障害者を対象に療育・教育・医療を行う

・最近認定保育園が増え，各園が個別交渉

が，現在6ヵ月待ちという状態なのが問

して園医を決めようとしたため混乱し

題となっている。

た。個別交渉せず小児科医会を通す様に

・救急に関しては,

1次深夜帯救急は阪神

北広域子供急病センター，夜間2次救急
は兵庫医大と非常に恵まれた状況であ
る。

◎芦屋市小児科医会（河盛先生）
・小児人口が急激に減少している。出生が

年間800人ほどであったがここ1〜2年
で600人程に減っている。

◎明石市小児科医会（穴田先生）
・小児科開業医は，全員市及び県小児科医
会に入会している。

・保育園・こども園の園医が足りない。個
風

報を共有することにしている。

療機関が出来たら西宮市の発達障害者へ

・子ども未来センターが出来ており，発達

凧
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し，会長が保育園の所在地等を考慮し園
医を決めることで混乱は落ち着いた。

・現在休日救急当直は輪番制であるが今後
定点化する予定である。今のところ場所
だけが旧加古川西市民病院の跡地と決
まった。

◎姫路市小児科医会（本郷先生）
・救急災害医療，学校保健，乳幼児保健，
予防接種担当などの小児科医は医師会の
理事を兼任しているので，行政に対して
は医師会を通して協議ができている。
・救急当直は医師の高齢化が進んで来てい

別に交渉しても断られることが多く，今

るが，

は医師会に丸投げしている状態である。

師5名から10名を雇用，神戸大学・川崎

◎北播磨小児科医会（坪田先生）

8年前から県内外から非常勤医

医大の2大学の応援（夜間の52％)，北

・ 4医師会が存在する。北播磨小児科医会

播磨，佐用町，相生市，北播磨医療セン

は4医師会から独立した組織なので定例

ター初期研修医の研修も兼ねて応援を

会や勉強会はやっていない。

頂いている。入院は姫路赤十字病院で

．第2日曜日北播磨医療センター，第4日
曜日西脇市民病院に会員が出務し病院で
外来診察している。

◎加古川小児科医会（多木先生）
．加古川市・稲美町・播磨町のl市2町か
ら成る。

100％受け入れて頂いている。定年は夜
間65才，昼間は70才としている。
◎西播磨小児科医会（黒田先生）
・会員については赤穂市の状況を記載して
いる。西播磨全体は把握していない。
・現在兵庫県地域医療構想が論議されてい

・会員は全員役員で2ヵ月ごとに県小児科

る。その中で西播磨・中播磨の統合が論

医会理事会のあと役員会を開き，その情

議されており，そうなれば西播磨地区の
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若い小児科医の確保が難しくなる。医師

機関に関しても同様で，

の高齢化問題もありこの地域の小児医療

規に開業する先生は殆どおられない。

をどのように担っていくのか心配してい

公立豊岡病院の救急救命センターが但馬

る。

全地域の救急を担っており，平成28年度

◎丹波・篠山小児科医会（松本先生）

内科関係では新

出務回数はドクターヘリ1926回保管す

・予防接種のネットワークを構築してい

るドクターカーは1844回で，

ドクターヘ

る。 15歳以下の方に市からICカードが

リの出務回数は開始後7年間で1万回を

配布され，更に予防接種予定の患者さん

超えている。コウノトリを見ることがな

にはスマホから連絡が入るシステムに

くてもドクターヘリを見ないことはな

なっている。医療機関にはタブレット端

い。

末があり, ICカードを挿入することで

小児の入院は全て豊岡病院にお願いして

接種可否の判断ができる。バーコードの

いる状態である。小児医療費は豊岡市周

利用で市はワクチンの把握ができ， 医療

辺では無料化されている地域が多いが，

機関はワクチンの期限のチェックができ

豊岡市は1回400円かかる。

一

るため接種過誤の防止ができる。 また月

末に請求する事務処理が省略できるよう
になった。

引き続き担当理事より委員会報告があり, 18
時約3時間におよぶ協議会は終了した。終了後

◎淡路小児科医会（當本先生）

ただちに神戸ポートピアホテル「聚景園」にて

・開業していた2つの産科医が分娩をやめ

懇親会が盛大に行われた。

た。出産できるのは県立淡路病院と聖隷
淡路病院だけとなった。聖隷淡路病院に
は小児科医がいないという問題がある。

聖隷浜松病院から月2回小児科医が外来
診察･ 1カ月健診を兼ねて来られる。 も
う月2回は平成病院から小児科医が来ら
れている。淡路島で子供が産めない時代
が来ている。

・現在病児保育がないが，来年4月から聖
隷淡路病院に保育￨東￨が開設される。そこ

に病児保育が併設される予定で

現在建

物だけができている。

・行政から小児ピロリ菌検診を行いたいと
申し出があった。尿中ピロリの検査だけ
行うという予算であったため却下した。

◎但馬小児科医会（赤松先生）
・小児科単科で小児医療をしているのは
3ヶ所のみである。住民の少子高齢化は
どんどんと進んでいる状態である。医療

ユ可
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第26回地区小児科医会連絡協議会地区小児科医会近況報告
一一
一一

1.会員数

29年度
28年度
27年度

2． 会員の内小児科専門医あるいは小
児科を主科とする会員は(29年度）

伊丹市

尼崎市

神戸市

地区名
会長名
回答者

宮道人

田中尚子

山崎

剛

宮道人

田中尚子

山崎

剛

A会員
B会員
A会員
B会員
A会員

88名
21名
85名
23名
86名

B会員
A会員
B会員

23名
72名
20名

A会員
B会員
A会員
B会員

64名
11名
65名
21名

A会員
B会員
A会員
B会員

66名
18名
36名
7名

3． 小児科を主科で標椿している開業医で
貴会に入っていない方はおられますか？

はい

21名

4． 小児科柱科で標椿している開瀧で
県小児科医会夫入会の加おられますか？

はい

7名

はい

1名

はい

9名

はい

4名

5． イ､児科勤務医で貴会に夫入会の方はお

17名
11名
18名

はい

1名

※平成28年10月現在名簿より

いいえ
一一

ｊｊ
年年
ノノ
回回
５１

４０

ｌく

１１
年年

一一

６４

ノノ
回回
７５

(16回/年）
(上記16回のうち3回/年）

6．研修会，講演会開催は？
そのうちスポンサーがつ

18名
18名
25名
10名
15名

いいえ

いいえ

くく

られますか?およその人数は？

A会員=
B会員=
A会員＝
B会員=
A会員＝
B会員=
A会員=
B会員=

<会は？

多いとき
少ないとき
平均

7．研修会，講演会の会員出席率
はおおむねどのくらいでしょう
か？

8．研修会講演会以外に会員
間の情報交換や連携する場
や方法がありますか？
(例：定例会やメーリングリ
スト）

．ある（具体的に）
総会（年1回）
役員会（年4回）
三役会（適時）
FAX連絡（適時）

｢神戸市医師会救急対策委
員会」 （年11回）に委嘱委員

9．貴会と地区医師会との関
係について

・医師会内（分科医会とし
て）で活動している。
・医師会とは別に活動してい

風

多いとき
少ないとき
平均

40％
28％
35％

．ある （具体的に）
メーリングリスト

多いとき
少ないとき
平均

47％
25％
36％

．ある（具体的に）
メーリングリスト

懇親会

医師会内（分科医会等）

･医師会内（分科医会等）

として参加

．

「専門医会と神戸市医師会
との懇談会」 （年1回）に出
席

る

･その他（

50％
30％
40％

）
･医師会と通じて協議
(非定期的）

10.貴会と地区行政との連携は？ ※末尾に掲載
･地区行政と直接協議する場が
ある→（定期的・非定期的）
･医師会を通じて協議する場が
ある→（定期的・非定期的）
･行政との連携はない
11.貴会独自の活動がありま
したら記載してください

。

「神戸市感染症・ワクチン
フォーラム」 （年1回） を

･地区行政と直接協議
（定期的）
･医師会を通じて協議
(非定期的）

･尼っ子水泳出務
･肥満児検診

神戸市医師会・神戸内科医
会・神戸市産婦人科医会と
の共催で開催

12.最近の貴地区における小
児医療について，問題点や
ご意見をご記入下さい。

･神戸市小児科二次救急医療
体制の再構築

･保健所が2所化に集約され
る予定(H30.1月より）
出務する場所が遠方になるな
ど不便になる事，そのために
出務医師が減少すること

13． 本データを当医会会員用ホーム
ページに公開してもよろしいですか？

諾

諾

諾

14． 最近1年間に「兵庫県小児科医会地
区医会MLの連絡先の変更の有無は？
(有の場合は具体的に）

なし

なし

なし

15.その他質問・協議事項は？
※神戸市小児科医会
10．貴会と地区行政との連携

． 「神戸市予防接種運営協議会」 （年1回）に出席 ． 「神戸市予防接種健康被害調査会」 （年1回）に出席
． 「神戸市傷病者の搬送及び受け入れの実施基準検証委員会」 （年1回）に出席 ． 「神戸市小児救急医療事業団評議委員会」 （年1回）に出席
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地区名
会長名
回答者
1.会員数

川西市

宝塚市
森信孝雄

田上久樹
田上久樹

A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員

29年度
28年度
27年度

2． 会員の内小児科専門医あるいは小
児科を主科とする会員は(29年度）
3． 小児科を主科で標傍している開業医で
貴会に入っていない方はおられますか？

No.69.2018

森信孝雄
A会員
13名

8名
8名
6名
8名
6名
11名
7名
8名

B会員

8名

A会員

13名

B会員
A会員
B会員
A会員
B会員

7名
13名
9名
8名
8名

いいえ

いいえ

西宮市

谷口賢蔵
谷口賢蔵
A会員＝
60名
B会員＝
22名
A会員＝
61名
B会員＝
20名
A会員=
61名
B会員=
16名
A会員=
41名
B会員＝
22名
はい

1名

4． 小児科姓科で標機している開業医で
県小児科医会未入会の加おられますか？

はい

名

はい

1名

はい

2名

5． 小児科勤務医で貴会に未入会の方はお
られますか?およその人数は？

はい

名

はい

2名

はい

10名

/か、

6．研修会，講演会開催は？
そのうちスポンサーがつ
<会は？

(1回/年）
(0回/年）

7．研修会，講演会の会員出席率
はおおむねどのくらいでしょう
か？

(2回/年）
(0回/年）

多いとき

80％

少ないとき

40％

平均

60％

8．研修会講演会以外に会員
間の情報交換や連携する場
や方法がありますか？
(例：定例会やメーリングリ
スト）

･ない

9．貴会と地区医師会との関
係について
・医師会内（分科医会とし
て）で活動している。
･医師会とは別に活動してい

･医師会内（分科医会等）

多いとき
少ないとき
平均

(10回/年）
(6回/年）
70％
60％
60％

･ない

多いとき

50％

少ないとき

30％

平均

40％

．ある（具体的に）
幹事会 1回/月

医師会内（分科医会等）

･医師会内（分科医会等）

る

･その他（

）
･行政との連携はない

･医師会を通じて協議
(定期的）

･地区行政と直接協議
（定期的）
･医師会を通じて協議
（定期的）

ある→（定期的・非定期的）
･行政との連携はない
11.貴会独自の活動がありま
したら記載してください

なし

･乳幼児保健一乳幼児健診の
見直しと要フォロー児への
対応強化
･学校保健一各科での問題点

12．最近の貴地区における小
児医療について，問題点や
ご意見をご記入下さい。

なし

･乳幼児健診児の増加に対す

の検討
る対応
･こども未来センターの待ち
時間短縮への対応

13. 本データを当医会会員用ホーム
ページに公開してもよろしいですか？

諾

諾

諾

14. 最近1年間に「兵庫県小児科医会地
区医会MLの連絡先の変更の有無は？
(有の場合は具体的に）

なし

なし

なし

15.その他質問・協議事項は？

･健診の要フォロー児への対
応策について

鯛↓一

10.貴会と地区行政との連携は？
･地区行政と直接協議する場が
ある→（定期的・非定期的）
･医師会を通じて協議する場が
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芦屋市

明石市

河盛重造

穴田玉輝

河盛重造

穴田玉輝
A会員
15名
B会員
13名

A会員

8名

B会員

2名

A会員

8名

B会員

2名

A会員
B会員
A会員
B会員

8名
2名
8名
2名

A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員

15名
12名
14名
名
14名
13名

はい

1名

はい

北播磨

いいえ

いいえ
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0名

坪田
坪田
A会員＝

徹
徹
12名

B会員＝
A会員=
B会員＝
A会員＝
B会員＝
A会員＝
B会員＝

7名
10名
10名
14名
11名
12名
7名

加古川市
多木秀雄
多木秀雄
A会員
18名
B会員
22名

A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員

18名
22名
18名
12名
18名
22名

はい

1名

いいえ

はい

2名

いいえ

はい

名

凧
いいえ

いいえ

一一

１１
年年
ノノ
回回
１１

100％
80％
90％

００

多いとき
少ないとき
平均

くく

ｊｊ
年年

一一

％
60％

ノノ
回回
２２

％

１１

多いとき
少ないとき
平均

１く

4年ぶりに阪神小児科懇話会
を主催（スポンサー付き）

多いとき
少ないとき
平均

％
％
40％

はい

5名

(2回/年）
(0回/年）

多いとき

100％

少ないとき
平均

70％
85％

・ない

．ある（具体的に）
今年から懇談会

．ある（具体的に）
メール・電話連絡のみ

．ある（具体的に）
2カ月毎の役員会
(開業医は全員役員）

･医師会内（分科医会等）

･その他

･医師会とは別に（4医師会
にまたがっている）

･医師会内（分科医会等）

特に活動していない

･行政との連携はない

･行政との連携はない

伽へ

･地区行政と直接（定期的）
5市1町にまたがってお
り，各行政によりばらばら
であるが，年1回の連絡会
があるようです。

第2日曜一北播磨総合医療
センター

第4日曜一西脇市民病院に
会員が出務し、病院で日曜
日の外来をしています。

･地区行政と直接協議
（定期的）
･医師会を通じて協議
（定期的）

｢安心子育て応援ブック」を健
診， ワクチン接種時に配布，改
訂ごとの新版を加古川医師会
HPにアップしている。

時間外の対応ができず，近隣 勤務医の会員の役員会への出
の病院，急病センターに迷惑 席増員を検討していただきた
い
をかけております。

諾

諾

諾

諾

なし

なし

なし

なし

地区MLの活用で，普段から地
区の問題をdiscussionいただ
ければと考えます。
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西播磨（赤穂市医師会）

地区名

高砂市

姫路市

会長名
回答者

山名克典

山田一仁

黒

田和司

小林

山田一仁

黒

田和司

1．会員数

29年度

28年度
27年度
2． 会員の内小児科専門医あるいは小
児科を主科とする会員は(29年度）

謙

A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員

4名
3名
4名
2名
4名
2名

A会員

41名

B会員
A会員
B会員

10名
38名
10名

A会員

38名

B会員

9名

B会員

名

A会員
B会員

4名
3名

A会員
B会員

40名
8名

A会員

5名

B会員

1名

3． 小児科を主科で標綴している開業医で
貴会に入っていない方はおられますか？

いいえ

4． 小児科を主科で標傍している開業医で
県ｲ､児科医会未入会の洲おられますか？

いいえ

はい

6名

5． 小児科勤務医で貴会に夫入会の方はお
られますか?およそのA劇ま？

いいえ

はい

20名

6．研修会，講演会開催は？
そのうちスポンサーがつ
<会は？

7．研修会，講演会の会員出席率
はおおむねどのくらいでしょう
か？

A会員
B会員

5名
1名

A会員
B会員
A会員

2名
5名
名

いいえ

いいえ

はい

2名

'…、
(1回/年）
(0回/年）

多いとき
少ないとき
平均

いいえ

(2回/年）
(2回/年）

％
％
15％

(1回/年）
(1回/年）

多いとき

46％

多いとき

70％

少ないとき

31％

少ないとき

50％

平均

39％

平均

60％

8．研修会講演会以外に会員
間の情報交換や連携する場
や方法がありますか？
(例：定例会やメーリングリ
スト）

．ある（具体的に）
乳幼児健診検討会
(年3回）

｡ある（具体的に）

9．貴会と地区医師会との関

･医師会内（分科医会等）

･医師会内（分科医会等）

･医師会とは別に

･医師会を通じて協議
(定期的）

･地区行政と直接協議
（非定期的）
･医師会を通じて協議
(定期的）

･医師会を通じて協議
(非定期的）

･ない

メーリングリスト

係について

・医師会内（分科医会とし
て）で活動している。
・医師会とは別に活動してい
る

･その他（

）

10.貴会と地区行政との連携は？
･地区行政と直接協議する場が
ある→（定期的・非定期的）
･医師会を通じて協議する場が
ある→（定期的・非定期的）
･行政との連携はない
11.貴会独自の活動がありま
したら記載してください
12.最近の貴地区における小

こどもセミナー

/簡緬、
一

なし

(保育士・幼稚園教諭等を対
象として年1回）
一次救急体制の定点化

なし

児医療について，問題点や
ご意見をご記入下さい。
13. 本データを当医会会員用ホーム
ページに公開してもよろしいですか？

14. 最近1年間に「兵庫県小児科医会地
区医会MLの連絡先の変更の有無は？

(有の場合は具体的に）
15.その他質問・協議事項は？

諾

諾

諾

なし

なし

なし
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三田

A会員
B会員

名

名

A会員
B会員
A会員

名
名
名

B会員
A会員
B会員

名
名
名

．

淡路

富本康仁
富本康仁

A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員

4名
3名
4名
3名
4名
3名

A会員
B会員

4名
3名

多いとき
少ないとき
平均

風

A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員

％
％
％

赤松
赤松
A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員
A会員
B会員

8名
6名
8名
6名
8名
3名
6名
4名

亮
亮
8名
8名
7名
2名
2名
3名
7名
4名

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

1名

いいえ

はい

1名

4名

多いとき
少ないとき
平均

(3回/年）
(0回/年）

(3回/年）
(0回/年）

現在休止

回/年）
回/年）

但馬

丹波・篠山

松本好弘
松本好弘

はい
（
（
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％
％
％

多いとき

80％

少ないとき

60％

平均

70％

多いとき
少ないとき

60％
40％

平均

50％

・ない

．ある（具体的に）
小児科医会親睦会
(食事会）

・ない

･医師会内（分科医会等）

･医師会とは別に

･医師会とは別に

･地区行政と直接協議
（非定期的）
･医師会を通じて協議
（非定期的）

･行政との連携はない

･行政との連携はない

なし

小児休日診療への出務回数が
年間11〜12回あり，今後医師
の高齢化に伴い出務回数が増
加することが予測される。

諾

諾

諾

なし

なし

兵庫県小児科医会報

60

No.69.2018

た。2()18年総会フォーラム（横浜）では「抗

第34回日本小児科医会
近畿ブロック連絡協議会報告

菌薬の適正使用」に関するシンポジウムを企
画している。2019年総会フォーラム

（京都）

ではシンポジウム「保育所・幼稚園・こと､も

辰己和人
園での感染症対策」を検討中。

第34回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議

5．乳幼児学校保健委員会

会は滋賀小児科医会が担当し，平成29年11月ll
ll

第7回乳幼児学校保健研修会「児童生徒の

（土）琵琶湖ホテルにて開催された。出席

ノ￨ﾐ活習'￨貨病について考える」を平成30年2j1

者は34名で当医会からは熊谷会長神尾名誉会

11日

長藤田河盛辰己各扁l1会長，谷口．野間｝

ill'iについて」のアンケートを企画中。平成30

八若理事の8名が参加した。

年総会フォーラムにおいて講演「子育て世代

はじめに滋賀小児科医会廣田'附夫会長より
開会の挨拶があり，

（日）に開催する。調査研究として「肥

包括支援センターについて考える〜小児科医

出席者による、己紹介，武

の関わりについて」を予定。研修会の開催時

知哲久日本小児科医会副会長の挨拶および理事

期を2月から9月に変更。次年度は平成30年

会関連の報告，

9月161 1

日本小児科医会の各委員から委

員会報告があった。
L

(日）離乳食に関して実施予定。

6社会保険委員会

1 1本小児科医会理事会等

平成28年度社会保険全国委員会， ゞ､ Iz成29年

10月7日に仙台にて初回の都道府県小児科

度第1回， 第2回委員会の報告があった。医

医会全国会長会議が開かれた。成育基本法制

療技術評価提案書の厚労省ヒアリングでは小

定に向けた動き，

児かかりつけ診療料，診療情報提供料(1)

日本小児科医会委員会規則

第4条の変更（委員数を6人以上10人以内に

の問題点を指摘。平成29年度診療所小児科医

変更)

業経嵐実態調査アンケート （中間報告）では

小児かかりつけ診療料の今後↑

日本

記者クラブ懇談会等の報告があった。
2

有効皿l答率は22.4%｡これまではA会員の半

広報委員会

数を対象に実施してきたが次'11より全員にア

会報53. 54号， ニュースNo63, 64号， 各号

ンケートを行う。

6,300部発行。査読を受けた論文は早ければ
会報56号から掲載。
3．

7

一

学術教育委員会
第28回日本小児科医会総会フオーラム

ホームページ委員会

(2017富山）は814名の参加。第291 ' '1 (2018

ホームページで双方向のコミュニケーショ
ンをとれるように，

メールアドレス登録を推

進。 10月10日現在で1097人登録。
4公衆衛生委員会

6.23‑24神奈川）の進捗状況。第301ul (2019
京都）は6月8･ 9I1開催。第31回(2020北
海道）は6月13･ 141 1

(よさこいソーラン

の時期）で検討･中。生涯研修セミナーにつ

平成29年度第31 '1旧本小児科医会公衆衛生

いて第13回(2017仙台）は事前登録者数435

委員会・予防接種リスクマネージメントWG

名。第14回(2018.10.8広烏）の進捗状況。

合同委員会報告があった。おたふくかぜによ

第15回(2019愛知) 10月13日で予定。第161' !￨

る難聴の問題，

日本脳炎，

インフルエンザ，

DTワクチンの不足問題HPVワクチン積
極的勧奨，

一

間違い接種報告等の報告があっ

(202010.18和歌山）はホテルアバローム紀
の国で開催。

8「子どもの心」相談￨錘認定審査ワーキング
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グループ

専門医であることが前提である旨，強調され

第21回「子と÷もの心」研修会の開催について

た。

前期日程平成31年5月18日

（土）

第2回委員会(29611) :第3回地域総合

19日

（日）

小児医療認定医指導者研修会を平成29年6月

後期日程平成31年7月14日 （日）

11日富山で開催。本制度は現在の勤務医会員

15日

も取得できる制度がよい。認定要件として日

（祝）

小医会員であり，小児科専門医あるいは小児

グランフロント大阪にて

近畿地区2017年相談医登録数198名（兵庫県

64名) ，新規17名(4名) ,更新者24名(11

第3回委員会（29923） ：第2回4者協

れた。 「指導医」ではなく

9．小児救急医療委員会

2017.6.11富山で小児救急委員会，

第71nl

地域小児救急全国協議会開催。

小児救急研修会，家庭看護力醸成セミナー

の今後,

外科専門医であることを必須とする。

で本制度への移行について概ね理解が得ら

名）
一

61

#8000データセンター，小児かかり

「指導者」とする

旨，報告された。認定医申請年度まで2年間
会員であることが必要。 2018年総会フォーラ
ム（横浜）での指導者研修会の主題は「小児
の貧￨木￨と健康格差｣。

つけ診療料制度等について協議。#8000デー

日本小児科医会関連の報告後，近畿ブロック

タセンターは2017.7.30厚労省事業の事業者

各府県医会から活動報告が行われた。一般活動

に指定され，小児救急電話相談情報収集分析

報告とともに､滋賀小児科医会から要望のあっ

事業へ名称変更し研究を続行。

た「過去数年間で好評であった研修会の演題

10.

地域総合小児医療検討委員会

名・演者」についても報告があり，今後の参考

第1回委員会(29.4.16) :平成28年度は

となった。

122名認定し計984名。29年度第l lm4者協で
は学会側から認定医要件として小児科学会

第351ulは和歌山小児科医会のお世話で開催さ

れる予定である。

《副会長》

>‑〜 ヘヘヘヘヘーヘへヘヘヘヘヘヘヘー 、ハーーーーヘへ〜ヘーーヘヘへ〜､‑へ〜 〜 、ﾊへﾍｰｰﾍｰﾍｰ〈
ー

〉

＜

上つと、

i ､へ

昌

､へ ﾍｰｰﾍｰﾍﾍ 記〜… 記 ̲ 一一−一一一 −』
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f争争鄙

他府県小児科医会会報よしノ

上の不確定性が指摘されている。残造型，単

純型などは，発達障害との異同が指摘されて
いる。

｢東京小児科医会報2017

NOVEMBER」

成人になって精神科を訪れる発達障害者を
念頭に，発達障害児への小児期の対応を考え

成人の発達障害
一小児期に出来ること−

てみる。

2．成人の精神科を受診する発達障害

東京医科歯科大学精神科
市川宏伸
1 ．

成人の精神科外来を受診する発達障害者

は，①小児科に診断を受け，課題を成人ま

はじめに

で持ち越している，②発達障害の存在に気づ

最近，

かれず診察していたが，疑問を感じて主治医

自ら「発達障害ではないか」と訴え

て，精神科を受診する成人が増えている。こ

れまでも，児童青年精神科，小児科等におい
て発達障害の受診者はよく知られていたが，
成人の精神科でも発達障害と診断される例が
増えている。発達障害はライフステージを通

が受診を勧める，③成人期になって初めて，
「発達障害ではないか」と受診して来る， の
3分類に分かれる。

1)診断は受けているが，課題が続いている
もの

じて存在する特性と考えられ、発達障害は連

多くは，特性が強いもので，年少で診断

続体（スペクトラム）であり，特性が強い場

を受けており，薬物治療をしている場合も

合は

年少時に気づくが，特性が弱い場合は

ある。特別支援教育を受けていたり，知的

成人になって気づく場合もある。この背景に

障害療育手￨帳や精神保健福祉手帳を受けて

は、

いる。就労に際しては，特別枠就労をして

マスメディア等の影響で『発達障害が知

られるようになったことも関係していると思

おり，

われる。

知的障害により作業能力が低いものより

一方，成人における代表的な精神疾患は統

ジョブコーチなどが支援している。

は，職場の環境や人間関係によりうまく行

合失調症や抑うつ障害（気分障害）であり，

かない例が多い。必要に応じて，職場環境

多くは思春期以降に発症すると考えられてき

の改善などをお願いすることもあるし，抗

た。発達障害も置かれる環境や対応によって

不安薬気分安定薬などを処方することも

は，幻覚・妄想様の訴えが見られたり，気分

ある。

の変動が出現することがある。このことは幼

少時の発達状況を十分に調べて，発達障害が
存在しているか否かを確認する必要がある。
例えば，

統合失調症(ICD‑10)について

も，妄想型破瓜型（解体型) 、

緊張型なとﾞ

2）他の診断を受けて治療しているがうまく
行かないもの

精神科を受診しているが，発達障害から
生じた二次的な症状の治療が中心となって
おり㈱

治療効果がはかばかしくない例であ

はその代表例であるが、残遺型（以前の病歴

る。多くは主治医が自分の治療に疑問を感

に関する十分な情報が得られない) ，単純型

じて筆者のところに依頼して来る。この場

（幻覚妄想などの病歴がなく 、確信をもっ

合は，経過を詳しく聞き，発達障害の存在

て診断が困難である）などは、

以前から診断

一

を調べる。質問紙や心理検査を行うととも

声唾
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に，幼少時からの経過を詳しく聞く。受診

に立っている。

者が高齢の場合は，育てた保護者の話が聞

l)様々な分野で社会的話題になっている

けないこともあり， 同胞，配偶者，知人な

家族においては虐待，学校ではからか

どの話を聞くとともに，学校での生活の

い， いじめの対象になり，その延長上に不

記録なども参考にする。発達障害の診断が

登校，引きこもりなどがある。その根底に

つく場合は，本人にその旨説明し，発達障

は「相手の気持ちが理解できない｣， 「自分

害の治療も試みる。二次障害が重篤な場合

の気持ちを伝えられない」などがある。依

は， そちらの治療を優先せざるを得ない場

存・乱用との関連については，

合もある。

適応できないことによる自己不全感が影響

3）成人になって初めて，発達障害を疑って
/鯛

うまく社会

している場合, ADHDを中心に新奇探究

性が強い場合などとの関連が考えられてい

受診して来るもの

マスメディアの影響などで， 「自分も発

る。自傷・自殺については，数が多くはな

達障害ではないか？」と自ら受診して来る

いが，独特の思考様式で行うため，周囲が

例が多い。最近はインターネットなどで，

理解できないことが多い。発達障害と犯罪

自ら診断をして来院する例も少なくない。

との関係も世間で指摘されているが，実際

中には「発達障害と診断して欲しい」と来

には加害者より被害者になる例が多い。相

院する方もある。特性は薄い方が多く，学

手の気持ちが読めないため， 「だまされや

業は優秀で立派な学歴を持ち，一流企業

すい｣， 「誘導尋問に掛かり易い」と思われ

に就職するが職場の人間関係で挫折されて

る。独特の考え方で犯罪を起こすため，マ

いる例が多い。発達障害の診断を受けて，

スメディアがその犯行理由に興味を持ち，

福祉的支援を希望される方も少なくない。

大々的に取り上げるので， 「加害者になり

ADHD治療薬等を使用することで改善が

やすい」という誤った考えが広まってしま

得られる場合もある。

う。これ以外にも， ゴミ屋敷問題や，孤独

精神科の外来で，成人の発達障害を診断
風
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していると，一番多いのは3）であり，

l),

2)はそれほど多くはない。 2)の

死との関連も指摘されている。

2）ライフステージを通じた発達障害
発達障害は平成10年頃小学校で話題にな

場合も，二次的障害が軽度である場合は，

り，やがて中学校，高校，大学でも取り上

ADHD治療薬の使用などで，改善がみら

げられ，現在は社会人において話題になっ

れるものもある。 3）の場合は診断が得ら

ている。平成10年頃は学級崩壊と発達障害

れることで納得する例も多いが，納得でき

の関連が指摘されたが，直接的関連は見つ

ず別の医療機関を受診することもある。

からなかった。発達障害児は成長し中学に

進学し，特別支援教育の対象になることが
あった。高校でも平成30年から通級制度の

3．発達障害と対応

昨年の5月に発達障害者支援法の改正が行

われたが，

この根底には発達障害は，①様々

導入が諮られているが，特別支援学級がな

いため，

どのような教員が対応するかが検

な分野に影響を及ぼしている，②発達障害は

討されている。大学入試のセンター試験で

ライフステージを通じて存在しており， その

は，発達障害の存在を申請し，認められれ

局面において影響を及ぼしている，

ば「試験用紙の変更｣， 「別室受験｣， 「試験

との前提
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時間の延長」などが可能となり，希望の大

神科医および小児科医を中心に対応している

学受験にも適用される。大学入学後も，履

が，成人になって発達障害を疑えば精神科を

修届の提出，理科系の実習，文系のゼミ，

受診する。成人になって，初めて精神科を受

就職の面談などで苦心する。就労後も仕事

診する場合は，学齢期に気になる課題がある

の内容ではなく，上司や同僚との関連で苦

が学業成績が良好な例が多い。小児期に発達

労する。

障害を指摘された場合も， その後の予後を支
配するのは，

4．発達障害児者の変遷

自己有能感の有無劣等感の強

弱である。 「自分は他の人より苦手な点もあ

発達障害の特性は生涯を通じて存在してい

るが，

この点では自信がある」と思えること

るが，置かれる環境や対応によっては二次的

が重要である。本人が気づいていない場合

な症状を呈して来る。例えば，

自閉スペクト

もあり，特異な点を周囲から指摘する必要が

ラム症(ASD)では，知的遅れのない群を中

ある。治療閾値下の発達障害の場合，就学時

心に，思春期以降になって，社会適応により

健診，学校健診，児童相談所，保健所，教育

生じる精神病様症状を来す。幻覚・妄想様の

センターなどにおいて，接している可能性が

訴えが生じたり，それまで存在しなかった気

ある。この中には，成人になって発達障害と

分の変動が見られたり，パーソナリティ障害

して臨床場面に登場する例もある。その可能

様状態を呈することもある。注意欠如・多動

性がある場合は保護者・教員など周囲の成人

性障害(ADHD)では，不注意は成人になっ

に，課題が生じた際の対応の仕方， 困った際

ても続いており，多動ははっきりしなくなる

の問い合わせ先，受診方法などを伝えてお

ものの，衝動性は置かれる環境の影響を受け

く。積極的な役割を果たすとは言えないが，

やすい。

ライフステージの各段階で医療は必要であ

/ 、

る。

5．発達障害と薬物治療

《森川》

発達障害の本質的な原因は分かっていない

い。薬物が有効な間に発達障害児に良い働き
かけを行ったり，療育を行うことが可能であ

る。発達障害から生じる二次的な症状には，
薬物は有効であることが多い。ASDの二次的
症状を例に挙げれば，

自傷・他害・興奮・妄

想などには抗精神病薬が，気分変動には気分

安定薬は有効である。ADHDでは，集中欠
如・衝動性・多動にはADHD治療薬が，乱
暴・興奮には抗精神病薬が，気分変動には気

分安定薬が有効である。 《中略》

6．小児科医にお願いしたいこと

小児期の発達障害については，児童青年精

ハー

ため，根本的治療として薬物は存在していな
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一三三ｌ言三
三三
三言
三三

●掲載対象は小児科学全般に関連する領域の学術論文です。

●論文の筆頭著者は原則として兵庫県小児科医会会員に限ります。兵庫県小児科医会に未入会

の方は，下記事務ホームページ(http://www.hyogo‑pa.org/)より入会手続きをお願いいた
します。

一三三

●ご投稿いただいた論文は年2回発刊される兵庫県小児科医会報に掲載させていただきます。

三三一

●論文投稿時にホームページから同意書，誓約書および利益相反報告書をダウンロードし，必

三曼一
三一三
一三三
三一三Ｉ嵩三二
三言
三三
三一言
三三一
三一三Ｉ臺三
三三
三三
三三
三一言

要事項を記入の上, PDF化しメール添付で提出して下さい。

●臨床実験である場合は, 1964年のヘルシンキ宣言（以後の改定を含む）に基づいて行われて
いなければなりません。また，動物実験である場合は, 1980年の学術会議決議による「実験
動物取扱い指針」 （以後の改定を含む）に基づいて行われていなければなりません。
●患者プライバシー保護を考慮し，個人が同定されないよう執筆してください。

●臨床研究（介入・観察）に関する論文には倫理委員会承認を得ている旨を明記してくださ

い。また，動物実験に関する論文には，動物実験委員会（またはそれに相当する委員会）の
承認を得ていることを明記してください。

●投稿の際には文頭に「原著」 ・ 「症例報告」の別について明記して下さい。未発表で他誌に投
稿予定のないものとします。

●文字数は原著15000字以内，症例報告9000字以内（図，表は1点600字換算とする）でお願い
します。

●原稿は次の順序に並べて作成して下さい。

（1）

タイトルページ：タイトル，著者・共著者所属，要約（発表時抄録と同じでも可)，

一三三Ｉ勇一言

（2）本文，文末に利益相反に関して明記してください。

三一三

（3）文献

一三三

（4）

三一三

風

〜兵庫県小児科医会報投稿・原稿規定〜

（5）

キーワード（5語以内)，代表著者連絡先（別刷請求先）

図および表（原則白黒です)。カラーの場合は実費を差額で頂きます。
図の説明

二三嵩

●文献については本文に引用した順序に番号を付け配列して下さい。

一三三

〔原著の場合〕

三三一

著者名．論文題名．雑誌名．巻：頁一頁，西暦（著者が4名までは全ての氏名を記す。

三三﹃

5名以上の場合は筆頭者から3人目までを記し，

4人目からは省略して

他"，英文の場合

Ｉ昌一言Ｉ言︻三 一三三 一三旨Ｉ言三一 三言Ｉ一言三 三一三 三一言 三三一Ｉ一言三 三一三ｌ一言三 三一言 三三一 一三三 三一三 三三一 三三一 一三三 三三Ｉ罠三 三三 三三 三言一 一三三 三一三 三三一 一三三 三一三 三三一 三一三 一三

三三一Ｉ一言三

/風

言

三一三

$metal."として下さい）

〔著書の場合〕

著者名：題名．監修者名（編者名)．書名，版，発行所，発行地：頁一頁，西暦年号
〔例〕雑誌

l)西村康孝，吉岡博，光藤仲人，他モヤモヤ病の診断後1年6ヵ月で右腎動脈の完全
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三

I

三

＝

閉塞がみられたl例．小児科臨床48: 1060‑1064, 1995

三

三

I
言

I
三

l
薑

I

i

三
三

I

i

三

i

i
i
i
i

2)SendeskiMMConsolim‑ColomboFMLeiteCC,etaL Increasedsympatheticnerve
activitycorrelateswithneurovascularcompressionattherostralVentrOlateral
medulla.Hypertension47:988‑995, 2006

!
!

言

i

i

〔例〕書籍

薑

Ⅲ）池住洋平, 内山聖無症候性血尿.尿蛋白(家族性良性血尿)

飯野靖彦,槙野博

='Zifff""'"=""."" "'Jni"･UU｡ 4ULU%LL¥' 'ww"‑4iI

J4312007
2)NikolicPatersonDJ,LanHY,AtkinsRCMacrophagesinimmunerenalmjuryh:
NeilsonEGCouserWGedslmmunologicRenalDisease,2nd"lLippincot:
Williams&Wilkins,Philadelphia,PA:609‑632200]

i
i
i
i

i ・図表について
i 図については発表時に用いた図でも結構ですがなるべく解像度の高いものをお送り下さい｡

三

i

≦I

●原稿の送付

三

i

下記事務局宛に郵送，電子メールの添付ファイルでお送り下さい。

言

I

【送付・連絡先】〒651‑8555兵庫県神戸市中央区磯上通6丁目1‑ll

三

I

兵庫県医師会内兵庫県小児科医会事務局宛

1

電話078‑231‑4715, FAXO78‑265‑2326

i

Email : toukou‑ronbun@hyogo‑paorg

冒

/…､

i

i

i
i
i
i
i

i ・投稿論文はすべて査読の上採否を決定させていただきます｡編集委員会が2名の査読者を i
決定し査読を依頼します｡採否は,査読結果を参考に編集委員会で決定します｡査読終了後 i
の再投稿は 3カ月以内とさせていただきます｡それ以後は,新規論文として扱わせていた i

1

だきます｡採否結果は編集委員会での採択結果後に速やかにご返信させていただきます。

i

す｡校正は,字句の訂正に止めてください。

i

1

･校正は初校のみ投稿者及び寄稿者に依頼させていただき再校以後は編集委員会で行いま i
ゞ

I ･論文の内容については,著者が責任を負ってください｡共同研究の論文の場合は
J..̲ .̲̲L̲. ̲ Jr‑‑1.T . ̲:
̲‑ ‑‑ ‑ ‑‑' 代表著者
. ‑‑' . ！i

I

I

i
i

を代表責任者とし,誓約書および同意書に直筆のｻｲﾝをお願いいたします｡論文が受理さ i
れた場合は上記のｻｲﾝによって､その著作権を本学会に委譲することを承諾したものと i

i

させていただきます。

：I

i ・著者が開示する義務のある利益相反状況は投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団 i
i

体に関わるものです｡投稿時に論文の本文末尾に利益相反状況を記載するとともに利益相反 i

i

報告書を提出してください。

i

三

i

●この規定を改正する場合は，兵庫県小児科医会理事会の承認を経なければなりません。

i
冒

I

2017年10月5日

兵庫県小児科医会会長熊谷直樹

I

i
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あと
今春西脇市の藤田先生が兵庫県小児科医会

の第7代目会長に就任されました。この医会報

風

がき
した。この絵と論文のおかげで，

さらに品格の

ある会報に仕上がったと感謝しています。

にも大きな変化があり，今回より学術論文の投

巻頭言をお願いした高田先生は今春，神戸大

稿規定が掲載されています。河盛先生らが中心

学を退任され，神戸市総合療育センターの所長

となって日本小児科学会兵庫県地方会と幾度も

に就任されました。先生には引き続き，小児保

折衝を重ね，

健委員会や小児在宅医療委員会にてご指導を賜

このような規定に結実しました。

投稿された論文は，すべて査読委員による審査
/

67

ります。この20年ほどの間に小児救急や周産期

を経て，最終的には編集委員会で採否を決定い

については医療の体制化，地域化が少しずつ進

たします。早速，記念すべき第一編として，済

んできていますが，発達障害，在宅ケア，児童

生会兵庫県病院の上田先生から川崎病再燃の症

虐待に関してのシステム化はまだまだ不十分で

例報告の投稿がありました。今後，小児科専門

す。小児医学講座で前田先生、毎原先生から

医を目指される，熱意ある先生方からのたくさ

詳細に解説して頂きましたので， ご一読くださ

んの投稿を心よりお待ちしております。編集委

い。我々がこれから真筆に取り組むべき重要な

員会もこれまでの10名の委員から，新理事5名

課題であると共感しました。 リレー随想では，

を含む15名体制の大きな委員会となりました。

酒井先生が社交ダンス教室と病児保育について

担当は宅見先生から野間が引き継ぎますが，

ご紹介されました。地域の子どもたちの健やか

小生には「人の話をきちんと聴けない」という

な成長に，医療・保育・ダンスの三本立てで貢

特性がありますので，理事会の議事録はさらに

献しておられる先生の情熱がひしひしと伝わっ

簡素に改ざん!?きれる可能性があります。新し

てきました。忙中閑話は前田先生のお酒につい

い委員の先生方にもご協力のほど，切にお願い

ての深いお話で，拝読しながら，つい自分も一

したいと存じます。なお，小生のような成人の

杯やりたくなりました。芦田先生による委員会

発達障害について，森川先生が「他府県小児科

探訪記も6回を数え，今回は社会保険委員会で

医会報より」で詳細にまとめて下さいましたの

した。今年度の診療報酬の改定では，小児かか

で，ぜひ，

りつけ診療料にともなう強化加算小児抗菌薬

ご参照下さい。

そのほかも充実した内容に仕上がりました。

適正使用加算など，小児科クリニックには追い

まず，表紙裏の吉田先生が描かれた仏ブルター

風のようにも感じます。ただ，かかりつけの施

ニュ地方の子どもたちの油彩画。県立こども病

設基準や時間外対応などの具体的な方法が暖昧

院の講堂の壁に圧倒的な存在感を示す，実際は

で，現場の混乱は当分続きそうです。社会保険

非常に大きな作品であるとお聞きしました。い

委員会からの貴重な情報にはいつも本当に助け

つも医会の理事会が開催されている兵庫県医師

られています。最後になりましたが，医会の運

会館の6階に掲げられたハイセンスな絵画にも

営，医会報の編集にご尽力頂いている平松様に

吉田先生のサインがあることに初めて気づきま

深謝いたします。

（○は委員長）
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