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巻頭言

1J

開業小児科医はどう生きるか
松岡小児科医院松岡高史
年末年始の新聞には平成を振り返り、そして､ポスト平成の課題と希望を話
題にする記事にあふれ、 「少子化」が関連する人口問題もいくつか取り上げら
れていた。新聞によると、 18歳人口の減少のため、大まかな目安としながら
現在私立大学を経営する法人の約20％がすでに経営難であり、 30年度末に
は3％が､経営破綻する恐れがあるという(私学事業団調査)。日本の18歳人
口は1992年(平成4年)の205万人をピークに減少し､2009年(平成21年）
以降は120万人程度の横ばい状態だったが、 2018年（平成30年）からは
再び減少局面となり、 2032年には100万人以下と予測されている（文部科
学省)。

人口は有史以来一貫して増加してきたが、 2008年（平成20年）の1億
2808万人をピークとして減少期に突入した。こどもが減り、平均寿命が長くな
るにつれ、高齢化率（全人口に占める65歳以上の割合）は増加し、 2007

年にはついに21%以上を超える「超・高齢社会」となった。背景として合計
特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの平均数の推計値）の激減は良
く知られているが､さらに生涯未婚率（50歳までに一度も結婚しない人の割合）
の増加もあるようだ。男性では1990年（平成2年）は5.6%だったが、

2015年（平成27年）には23.4%に達し、女性も4.3%が14.1%となった。
非正規雇用の増加など、経済的な不安定感や女性の社会進出（男女雇用機会
均等法改正と男女共同参画社会均等法、いずれも1999年（平成11年))な
どが一因であろう。

昨夏の中部地区小児科医会の全体テーマは「各県における小児救急対応の

取り組みの現状と今後の対応」であった。長野県小児科医会は、「県内の休日・
夜間急病体制」を中心に報告した。長野県各地に設置されている小児急病セ
ンターは､大別すると病院と離れた「独立型」と病院内に併設された「併設型」
が半々程度である。県内それぞれの地域での医療資源に見合った規模や手法
でうまく運営されているという現状だが、将来はどの地域も成人の救命救急セ
ンター内に「小児急病センター」として併設されるのが望ましいと結論づけた。
その大きな理由は、 「少子化」である。日本医師会は、各県の医療圏内にお
ける各年齢層の将来推計をデータベース化している（地域医療情報システム、
JMAP)。それによると、長野県内10医療圏の年少人口(0‑14歳）のおおよ
その平均は、 2015年の国勢調査を基準にした場合、 2020年で‑ 10%、
2030年で30％、 2040年は‐40％と予測され、驚￨譽とともに落胆するばか
りである。さらに、今年最初の医療タイムスでは長野県立こども病院が少子化
1
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による小児患者数減少の現状から病床数の削減を積極的に検討する状況である

との記事が掲載され､これまた驚かされた(こども病院運営協議会)｡同院では近
年､患者数は毎年3％ずつ減少し､現在180床中､すでに30‑40床が未使用状態
だそうだ。

開業小児科医院では、感染症の流行に左右されやすいため、小児人口の減
少を実感するのは難しい。当院ではBCGの年間接種者数を患者数推移の目安
にしているが、 5年前より1割程度減少しているように感じる。果たして今から
15年後に当院はどうなっているだろうか？もし存在しているとすれば、午前は
急性期疾患の診療、午後は予防接種、在宅往診、乳児健診を細々と続けてい
るのだろうか？病児保育施設も併設されているのだろうか？昨年、人間として
生きていくためにあるべき姿を求め続ける名作、 「君たちはどう生きるか」が漫

画化され､100万部も売れたらしい。われわれ小児科医も今後どう生きるか、あ
るいはどう生き残るかを自問自答し、地域医療にどのように貢献していくか悩む
日々が続きそうである。

長野県内10医療圏の｢年少人口｣の予測推移
％
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(日本医師会の地域医療情報システムを参考に作図）
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平成29年度長野県小児科医会後期総会報告
簑島宗夫
日時平成29年ll月26日

梼診療所でも、こどもの診療だけでは経営が

場所長野赤十字病院(長野市）

苦しいところもあるようです｡9月に開かれた、
日本小児科医会の近畿・中部ブロックの各

総会は児玉理事の司会で行われた。天野

府県会長会議では、 「明るい話題を提供して

副会長が開会の辞を述べた。

ください｣、という司会者の言葉がありました
が、会員の減少や、新規開業医が増えない、

会長挨拶（竹内則夫）

あるいは講演会にスポンサーが付かなくなり

おはようございます。本日は何かとご多用

会費を値上げせざるを得なかったなど、どち

のところ、平成29年度第2回長野県小児科

らかというと暗い話題が多かったように思いま

医会総会､ならびに第65回学術研修セミナー

す。

にご出席いただき､誠にありがとうございます。

このような状況ではありますが、安倍総理

さて、政治の世界では先月10月に、大義

は少子化対策を重要テーマに掲げ、速やかに

なき解散ともいわれた解散後の衆議院選挙の

実行することを表明しました。その目玉の一

結果、自民党が大勝し、第4次安倍内閣が

つが幼児教育の無償化です。速やかに実行さ

成立しました。安倍政権は2年ほど前に、新

れることを期待しますが、保育所に通うお子

3本の矢なる成長戦略を打ち出し、その2番

さんを持つ親御さんにとって、子どもが病気

目の矢として、 「夢を紡ぐ子育て支援」出生

の時の対応も頭の痛い問題ですb平成20年

率1．8という目標をかかげました。今回の選

に内閣府が子育て中の女性に対して行った調

挙の結果、安倍政権はその基盤をますます強

査では、保育所に対する要望として、待機児

め、今まで打ち出した政策を速やかに実行に

童の解消の次に、病児・病後児保育の充実

うつしてくれるものと期待しています。

があげられていました。少し別の視点になり

しかし、残念ながら、今のところ年間出生

ますが、長野県が女性医師に対して行った調

数は減少の一途をたどり、昨年は明治時代に

査では、勤務医として常勤を続けるうえで不

統計を取り始めて以来はじめて100万人を

可欠なこととして、家族の助け、医局や職場

切り、97万人台に落ち込みました。出生率

の理解、の次に保育環境、ことに病児保育の

は平成17年のl.26を最低に徐々に上向き

充実が挙げられていました。このようなことを

始めましたが、ここ数年は1．45前後で推移

踏まえ、今回のセミナーでは、病児保育につ

しており、新3本の矢の目標、 l.8までは遠

いて取り上げてみました。その他に、県立こ

く及ばない状態です。少子化対策は喫緊の課

ども病院の循環器センター長の安河内先生

題ですが、今のままではあと十数年は確実に

に、小児科日常診療における循環器疾患の

子どもの数は減り続けますb

ピットフォールと題して、講演をいただきます。

この少子化は我々小児科医にも大きな影響

また、総会での各担当理事報告では、保

を及ぼしています。ここ数年の新しい予防接

険問題について中澤理事に少し時間をとって

種の普及により､重症感染症は着実に減少し、

ご説明をお願いしました。保険については返

また、少子化と相まって入院患者が減少し、

戻や査定などでご不満や疑問をお持ちの先生

基幹病院でも小児科単独での病棟維持は困

方も多いことと存じますが、少しでもその解

難になっています。また、地方では小児科標

消のお役にたてればと思います。また、長野
3

され会長出席。

県は小児科診療所のレセプト平均点が全国
で下から4番目であり（平均818点、ちな
みに1000点以上の都道府県が12カ所あ

続いて森議長の司会で議事が行われた。

り)、もっと保険について知っていただき、

担当理事報告

ミスと落ちのない請求をしていただきたいと

{庶務］（児玉）10月28日までの入退会は、

存じます。

松本市の山田節先生(やまだ小児科クリニッ
ク)、長野市の足立浩先生（わかほこどもク

なお、事後承諾で申し訳ありませんが、

本日のセミナーの病児保育についての特集

リニック）の2名が入会された。

には、保育関係者やいくつかの病院の人事

I会計］ （田中）別表のように第64回学術

課の方、行政関係者などが参加されると思

研修セミナー特別報告と平成29年度会計

います。ご了承いただきたく存じます。

経過報告が行われ、出席者の賛成多数でし
承認された。

本日は、皆様のお役にたつ情報を少しで
もお届けできればと思います。最期まで御

[広報］ （蓑島）会報66号を現在印刷中で、

参加のほど、よろしくお願い申し上げます。

ホームページも適宜更新している。

[公衆衛生l (増田）実施報告：平成29年
会務報告松岡副会長が以下のように報告

2月11日に第6回日本小児科医会乳幼児

した（以下敬称略)。平成29年6月10．

学校保健研修会（東京）を開催した。テー

ll日日本小児科医会総会フォーラムが富

マは「クリニックで、地域で、安心な子育て

山で開催､高島前会長と竹内会長ほか出席。

を支える」であった。また、平成29年6

6月15日長野県小児保健協会より、第29

月10･ 11日に行われた第28回日本小児

回長野県小児保健研究会への後援依頼（名

科医会総会フォーラム（富山市）において、

義後援）あり、承諾する。7月9日県立こ

｢学校医として知っておきたい歯科、眼科、

ども病院PICU増床改修工事竣工記念式

整形外科の知識」のテーマで乳幼児学校保

典があり会長出席（同病院)。8月10日第

健部と富山県小児科医会・富山市医師会と

3回長野県保健医療計画策定ワーキンググ

の合同企画講演会を実施した。さらに運動

ループ会議（小児・周産期医療WG)が長

器検診の現状および小児科医の考えに関す

野県庁で開催され会長出席。8月19日日

るアンケート調査結果についてポスター発表

本小児科医会中部ブロック連絡協議会が金

を行った。今後の予定：平成30年2月

沢にて開催され、会長、松岡副会長、天野

11日に東京で第7回日本小児科医会乳幼

副会長、増田乳幼児学校保健担当委員が

児学校保健研修会を開催する。テーマは｢児

出席。8月28日ながの子ども虐待防止オ

童生徒の生活習慣病予防について考える」

レンジリボンたすきリレー実行委員会より後

である。また、平成30年6月23〜24日

援依頼あり、名義後援承諾する。9月9日

に横浜で行われる第29回日本小児科医会

日本小児科医会近畿・中部ブロック各府県

総会フオーラムにおいてシンポジウムを予定

小児科医会長･役員会が京都にて開催され、

会長出席。 10月7日日本小児科医会都道

している。テーマは「子育て世代包括支援
センターについて考える（仮）〜小児科医

府県小児会会長会議が仙台にて開催され、

の関わりについて〜」である。なお、これ

会長出席。 10月27日第4回長野県保健

まで毎年2月に行ってきた日本小児科医会

医療計画策定ワーキンググループ会議（小

乳幼児学校保健研修会を、平成30年度か
ら9月に移行させることが決定した。

児・周産期医療WG)が長野県庁で開催
4

合計

１
２
＊＊

インターネット諸経費(ホームページ）
はがき代及び封筒代

円円円円円円円円円円円円円円円円
２０８００００００００００４０２
０
７
６
０
０
０
０
０
０
０
０
０
５
４
０
４
４
︐９
︐４
９０
９０
︐０
︐０
︐０
︐０
７０
︐０
︐０
︐８
︐４
︐２
９６
︐

理事会出張旅費及び会場費
役員出張旅費
送金費
慶弔費

２３１１

事務費
通信費
会報費
64回研修セミナー助成金
中部ブロック連絡協議会
子供を虐待から守る会(長野）
子供を虐待から守る会(諏訪）
NPO法人e‑MADO
長野県小児保健協会協賛金
子供健康週間
チャイルドライン長野

1,291,737円

４９
０３
０３
６３
６７
４１
６７
１
２３
４０
５０
５０
３０
３０
００５

支出の部

眺珊眺円円円円円

収入の部会費
広告料(12社より）
長野県医師会
64回研修セミナー残金
利息
合計

．．・０００４３

会費納入者57名
会費納入者35名
会費納入者94名

2017/4/1〜2017/11/20

納納納

会員数開業医会員65名
勤務医会員47名
合計112名

７７
４８
３０
００
０７
３
８
率率率鰍肌凪
入入入９２１

長野県小児科医会
小児科医会平成29年度会計経過報告

78,366円

1,277,342円

収入一支出
預金残高
2017.04.01

780.312円

2017．11．20

794,707円

14，395円

注記＊1は10,000円が2名、 *2は2回振り込んだ方が2名

長野県小児科医会並びに第64回学術セミナー特別会計決算報告書
2017/5/28松本館にて
収入の部

350,000円

研修セミナー参加費（3,000円×42名）
懇親会費
（7,000円×18名）

126,000円

合計

602,000円

126,000円

円円円
０６０
０２４
０７５

１２

Ｑ菰
４９

支出の部

長野県小児科医会助成金

講師謝礼(8名）

松本館支払(垂れ幕代､昼食代､コピー代等含む）
送金費
合計

438,266円

差引残高(収入一支出）

163,734円
(通帳に戻す）
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[保険］ （中澤） 1．日本小児科学会中部地
区社会保険委員会報告：8月19日金沢市

料は、初診算定日から1ケ月以上経過しな

で開催された。平成30年度診療報酬改定

ギー牲鼻炎などで通院中の患者が喘息を発

に向けた小児医療に関する要望書の内容に

症した場合、初診算定日から1カ月以上経

ついて報告。

過していれば喘息病名を付けた日に同指導

2.平成29年度社保・国保審査委員と県医

料の算定ができる。

役員との合同懇談会報告：8月24日長野

⑦最近、検査キットによる迅速診断が多く行

市ホテル国際21で開催された。小児科分

われるようになった。これらの検査をした場

科会で協議された6項目の議題について報

合は、必ず病名または疑い病名を付けるこ

告。内容については、 12月に県医師会保

と。 「ヒトメタニューモウイルス」は6歳未

険部より発行される「保険診療」に掲載さ

満で画像診断（レントゲン写真）で強く肺

れる。

炎が疑われる場合のみ算定可。

3.審査委員会で最近問題になっているレセ

⑧シングレア･キプレスなどやホクナリンテー

プト点検の注意点について、竹内先生がま

プなど年齢により剤型や投与量が決められ

とめられた資料を基に解説した。資料は以

ているものは注意が必要。規定を外れて処

下に示す（2017年11月時点)。

方した場合はコメントを付けること。

いと算定できない。しかし、例えばアレル

①レセプトの審査は都道府県別で行われて

またオゼックス細粒小児用やトスフロキサ

おり、いわゆるローカルルール（都道府県

シントシル酸塩小児用細粒をマイコプラズマ

別のルール）というものが存在する。

肺炎以外に第一選択薬として使用した場合、

②審査基準は時に変更されることがある。

今年の6月からコメントを付けていただくこ

医師会より定期的に発行される「保険部だ

とになった。 （肺炎や中耳炎の病名が付いて

より」も参照すること。

いても)。

③返戻が来た場合、病名やコメントを追加
することができる。返戻通知は、保険者か

⑨ヒルドイドなど、ヘパリン類似物質クリー

らの査定要求を避けたいという、審査委員

⑩単純萢疹に対する抗ウイルス剤の使用は、

会からの好意と考えていただきたい。

使用量と日数に十分注意が必要。最大使用
量はアシクロビルが水痘・帯状庖疹の4分

ムについて。

④オンラインで提出するレセプトは､診察(初
診・再診）日、病名・診断日、検査内容・
実施日､処方薬内容･処方日･日数･量(院外・
院内とも)、等すべてコンピュータでチェック
される。また、 3歳未満の小児科外来診療
料(マルメ)も､診察(初診･再診別)日､病名・
診断日、さらに院外処方では突合点検で処
方薬内容・調剤日・日数・量がチェックさ
れる。レセプトの点検ではこの点に注意を

の1 （最高使用量は1回200mg(0.5g)、 1
日4回、原則として5日間まで)、バラシク
ロビルでは成人で水痘・帯状庖疹の3分の

1 （最高使用量は1回500mg(1.0g)、 1日
2回､原則として5日間まで)、となっている。

⑪アドレナリン製剤（エピペン）を処方した

際、処方と同時に自己注射に関する指導を
行った場合、在宅自己注射指導管理料

お願いしたい。

(650点）を算定できる。

⑤最近、縦覧点検のためもあり、初診と再

⑫最近、漢方薬の適応に関して保険者から

診の区別が厳しくなった。特にアレルギー

の再審査請求が多いので、適応病名をきち

性鼻炎や便秘など

んとつけていただきたい。

⑬点滴に入れるビタミン剤について、外来

⑥気管支喘息などの慢性特定疾患療養指導
6

での1回限りの投与は原則認められない。

なお、社保では2020年を目途にレセプ
ト審査がAIを活用したコンピュータ審査に
全国統一される予定。そうなると適格なレ

セプト作成がさらに求められるものと思われ
る。

[学術］特に報告なし
以上で担当理事報告は終了し、総会議事も
終了した。

恵念迩噂
平成29年度長野県小児科医会総会および第65回学術研修セミナー参加者
(順不同）

天野芳郎森哲夫増田英子田中宗史宮川恭一兒玉央蓑島宗夫大塚美悠紀小林敏美
塩原正明杉山裕松岡高史松岡明子中澤良樹原山修今井寿郎今村柚紀子宮林容子
鴦澤一彦林晴彦高島俊夫宮林麻里中山佳子原敏博新川一雄細谷まち子松浦敏雄
武井義親川合博藤森克之竹内則夫中村友彦藪原明彦中村由実小口桂子
会員外(小児科医）

野田俊輔高山雅己赤川大介師田悠森川愛美安河内聰平林佳奈枝
その他

保育士･看護師ほか
病院事務職ほか
行政関係者

26名
6名

5名

慰急辱辱
7

（特別講演

小児科日常診療における循環器疾患のpitfall
長野県立こども病院循環器センター長安河内聰

ASDの聴診所見は、 1． 2音固定性分裂

良き医者は病気を治療し、最良の医師は病
気を持つ患者を治療する' (WilliamOsler)

2.収縮期駆出性雑音3.拡張期ランブル

3時間机で勉強するよりもベッドサイドの15

ここで心音について触れる。聴診は、心基

分が勝る。患者を漫然と見るのではなく､｢い

部から心尖部に向けて進め、ベル型と膜型

つもと違う」サインを見逃さず、意識をもっ

を使い分ける。

てあらゆる病態を疑って対時しなければ正し

(ここから心音を聴きながら解説）

い診断は得られない。

1音(S1) :

1. S1の強さは、僧房弁の

小児科日常診療で診る可能性がある循環器

閉鎖音による

2． Slが一番聴取できるの

疾患について､①先天性心疾患②後天性

は心尖部3. S1の音の強さは、僧房弁

心疾患③不整脈④心筋症⑤肺高血

閉鎖速度に比例

圧症の中でいくつか症例を提示。

2音(S2) :

1 .収縮期から拡張期への移

行時に聴取する高調な音2. S2が一番
【症例l】学校心臓健診でV4誘導の陰性T

聴取できるのは上部胸骨左縁3. S2は、

波を指摘された10歳女児。

通常呼吸性に 分裂 する

小学校1年の時にも指摘されたが精査で問

S2の呼吸性分裂、 splitの異常、 S2の冗進

題なしと言われた。小学校4年で再度指摘

各々聴診。

され近医に紹介。近医での心エコーの所見

3音(53) :

は､①右心系の容量負荷､②正常右心圧､③

pitch)

心房中隔はintact､④肺静脈還流は左右1

やすい3. S3は健康小児や妊婦で聴取

本は左房に還流していることを確認。聴診

する

所見は、 1音正常、 2音固定性分裂、心雑

流による左室壁の震動？

音なし｡そこで明らかな右心系容量負荷(＋）

4音(54) :

なのに心房中隔欠損孔を描出できないとき

前収縮期音2. S4は 病的心音

に鑑別として挙げられるのは、 〔・多孔性欠

Non‑compliantな心室（拘束型心筋症や虚

損・静脈洞型欠損・冠状静脈洞型欠損・

血性心筋症など）への心房収縮により生じ

部分肺静脈還流異常・肺静脈狭窄・左室

る音

拡張末期圧上昇を生じる疾患・心膜欠損〕
この症例の心エコーを違う方向からアプロー

Gallops:

チした。その結果、剣状突起下矢状断面と

gallops→S3 ・Atrialgallops→S4 ・心拍

右側臥位胸骨右縁からアプローチした断面

によって聞こえ方が異なる

より、静脈洞型の心房中隔欠損であること

gallopsを呈する7か月女児の心エコー所

が判明した。

見を供覧。

1.拡張早期の低調音(low

2.S3は左側臥位心尖部で聴取し
4. S3の発生機序は拡張期流入血

1.拡張期後期の低調な音：

・不全心で聴取小児では「心

筋炎」などの診断に有用
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・Ventricular

動かない左室をみたら・ ・ ・

＊劇症型心筋炎の診断基準：補助循環を必

①心筋： 。心筋炎・心筋症・たこつぼ心筋

要とする進行性ポンプ不全・LOSを呈する

炎／症②冠動脈： ．冠動脈起始異常・冠

心筋炎

動脈炎・冠動脈狭窄、塞栓③後負荷不
適合： ．半月弁狭窄・大動脈縮窄・腎血管

心筋炎診断／治療の基本： 。まず心筋炎を

性高血圧・体高血圧④房室弁異常： ．

疑うこと・ギャロップリズム・循環不全の診

僧房弁疾患・特発性僧房弁腱索断裂を考え

断(CRT>2sec)・経時的ECG/UCGの変化・

る

ポンプ不全の徴候あれば補助循環

本症例の心エコーは、 ・左室内腔拡大・左
室壁運動低下・左室壁非薄化・同期不全・

【症例4】生後4か月男児。健診で心雑音

Septalnash･Rockingmotionを呈しており、

指摘され総合病院受診し、心エコーで僧房

乳児期発症DCMと診断。心臓再同期療法

弁閉鎖不全を認め当院紹介。多呼吸、末梢

で、現在は正常以上の収縮となっている。

冷感。胸部XP心拡大、心電図aVLQ波、

【症例2】検診で頻脈を指摘された12歳男

房弁閉鎖不全を認めた。3DMmでLCAが

児。総合病院受診時､脈は180‑190bpmで、
息こらえで120‑130bpmに低下。動悸や呼

肺動脈から起始していることを認める。

心エコーで左室拡大、左室壁運動低下、僧

吸困難なし。胸部XP心拡大なし。血清電

BWG(Bland‑White‑Garland)症候群（左
冠動脈一肺動脈起始）と診断。乳児型は循

解質､甲状腺機能は正常。精査のため受診。

環不全、心原性ショック、僧房弁閉鎖不全。

心エコーで、心拡大と収縮力低下を認めた。

学童・成人型は拡張型心筋症、高位側壁心

頻脈誘発性心筋症と診断。

筋虚血を呈する。外科手術治療は、

診断指標は、慢性に経過しているコントロー

Takeuchi法、Translocation法。

ルされていない頻脈が1日のうち10‑15％

以上持続して生じる心不全｡βblocker投与

【症例5】

後ablationfbrATで左室機能正常化。

喘鳴、呼吸困難あり、ボスミン吸入、ステ

6か月女児。咳嗽、経口不良、

ロイド投与で改善なく、胸部CTで胸水認め
【症例3】6歳7か月女児。入院4日前か

ドクターヘリで当院へ搬送。

ら発熱、嘔吐、頭痛あり近医にて補液、制

酸素投与でSpO2は99%だが陥没呼吸、

吐剤、抗生剤の点滴を受けたが改善せず、

呼吸数60‑70/分｡CRT3秒｡全身蒼白でぐっ

顔色不良、腹痛も出現し総合病院紹介。心

たり、僥骨・足背動脈触知。気管内挿管、

筋逸脱酵素の上昇、完全房室ブロック、左

人工呼吸管理。心音は､1音減弱､2音正常、

室壁運動低下、心雲水貯留あり、急性心筋

3音ギャロップ､心尖部でL2‑3/6収縮期逆

炎疑いで緊急搬送。入院3時間後にはVT
出現し、 PCPS導入。

流性雑音。心エコー所見から乳幼児特発性
僧房弁腱索断裂症候群と診断。

心筋炎の診断基準： 1．先行ウイルス感染

･生来健康である生後4−6か月の乳児に、

症2．頻脈／徐脈3．心音減弱4．
経時的な12誘導心電図での変化5．左

数日の感冒様症状に引き続き突然に僧房弁
の腱索が断裂し、急速に呼吸循環不全に陥

室収縮低下6．心筋逸脱酵素の上昇

る疾患｡･SSA抗体陽性者は1‑2か月で発症。
9

原因不明・男＞女・春から夏の発生が多い。
緊急で僧房弁形成術が必要
この疾患は．まれな疾患であるが、診断が
遅れると致死的・喘息発作と間違われやす
い。聴診と末梢循環の評価が大切・疑った
ら即外科手術が可能な施設へ搬送

以上小児科日常診療で診る可能性がある循
環器疾患について提示した。

小児科日常診療で心疾患を見つける重要な

こと:①病歴とくに「母親のいつもと違う」
②身体所見
色

・視診顔色／顔つき、皮層

・触診末梢循環評価

心雑音

・聴診心音、

・時に嗅診③画像診断XP、

心電図、ｴコー④血液検査

良き医者は病気を治療し、最良の医師は病
気を持つ患者と家族を治療する
(以上の原稿は、平成29年11月26日に

ご講演いただいた際の資料を安河内先生か
らご提供いただき、弊誌広報担当者が編集
したものです）
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〈特別講演
病児保育

−病児保育に最適な保育環境を−
大川こども＆内科ｸﾘﾆｯｸ院長大川洋二
一般社団法人全国病児保育協議会会長

子育て支援から子育て讃歌へ

気の子供に、その病状にあった最適な環境

1.病児保育の概念

と、健康な時と同じように病児に対して保育

病児保育事業は多くの疑問を皆様に抱か

を提供することにより、早く病気の状態から

せたまま開始されました。そのために一般の

回復しさらにその才能を伸ばすための事業

方をはじめ一部の保育関係者さらには小児

です。その結果保護者は安心して就労する

科医を含む医師にもその存在の意味に疑問

ことができることになります。いまや目的と

を投げかけられていました。本論文はそれら

結果はすっかり逆転し、就労支援を目的と

の疑問を払拭し、少子化に直面する日本の

考えられた病児保育は、子供にとって最適

根源的危機に救いの手を差し伸べることが

の環境を提供し、子供が病気から回復して、

できる事業であることを説明するものです。

本来の生活の確保と発育、発達をもたらし、

私が病児保育を始めたのは2003年10

保護者に育児の楽しさを提供するシステムと

月でした。お預かりした病児を保護者の方

なっているのです。その結果としての就労支

にお返しし､｢病児保育室でお預かりしてすっ

援に結びつくという果実が用意されているの

かり元気になったようです。明日からは保育

です。乳幼児は健康な時も、病気の時も健

園に通ってくださいね｡」とお話ししたところ

全な育成を受ける権利を有しています。そ

母親は「病児保育室に預けたなんて話せま

のためには保育園と病児保育施設の2つの

せん｡保育園から叱られます｡病気の時は親

システムがあって初めて保育体制は完成さ

が看るものだといわれていますから｡」と語

れたといえるでしょう。

りました。病気の時は母親が看ることで愛着

2.病児保育に関する法的根拠

が形成され、母子関係が確立されるという

病児保育はどのような法律に立脚してい

考えから導き出された指導です。そのため、

るのでしょうか。それは児童福祉法第6条

病児保育室はいつの間にか、母親が仕事を

3， 13項に規定されていますbそこでは病

するための保育施設であり、子供の犠牲の

児保育事業とは、保育を必要とする乳児、

上に成り立つ必要悪であるとする考え方が

幼児、または保護者の労働もしくは疾病そ

存在するようになりました。

の他の事由により家庭で保育を受けることが

でもこれは本当に正しいのでしょうか。実

困難な児童であって、疾病にかかっている

際病児保育室は1960年代から、東京や大

ものに対する保育事業と規定されています。

阪の働くお母さんにとって子供が病気の時で

ここでは明確にしておかなければならないこ

も働けるようにと希望してできた施設です。

とは、必ずしも保護者の就労が条件の事業

それは企業やお母さんのご都合主義ででき

ではないということです。また原則的に施設

たのでしょうか。もちろん仕事をするために

において行う事業であり、派遣事業は本来

必要な施設だったのですが、母親の胸の内

の業務ではありません。 （派遣型については

には安心して病気の子供を預けられる施設

厚生労働省雇用均等児童家庭局長からの通

を希望されていたのでしょう。病児保育は病

達によりその実施が定められています｡）ま
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た少子化社会対事業であり、派遣事業は本

として専門的な知識と経験の上に病児を保

来の業務ではありません。 （派遣型について

育して、母親の保育力を向上させることもで

は厚生労働省雇用均等児童家庭局長からの

きるわけです。愛着形成への貢献は病児保

通達によりその実施が定められています｡）

育の重大な使命の一つでもあります。

また少子化社会対策基本法には病児保育の

b.感染症が広まるか

意義は子どもが主人公、少子化対策から子

病児保育で預かる病児の99％は何らかの

供子育て支援へ、生活と仕事と、子育ての

感染症に擢患しています｡感染症対策は病児

調和として定められています。

保育にとってなによりも大切なことですb全国

3．全国病児保育協議会

病児保育協議会では感染症病児に対する対

病児保育の全国組織として全国病児保育

応策を病児保育感染症ガイドラインとしてま

協議会は1991年に発足しました｡現在参加

とめていますbこのガイドラインは2011年7

施設は610施設であり、その他個人会員、

月に会員の意見を土台としたオピニオンに基

賛助会員から構成されています。2014年よ

づくガイドラインです。そのため毎年室内感

り一般社団法人として認められました。専門

染報告を集積し、必要に応じて改定を行い、

委員会は8委員会あり、会員の資質向上を

今回で4回目となります。室内感染の発生率

図る研修委員会、セイフティマネージメント

は年数例と少なく、また感染を起こす疾患も

を管理するインシデント委員会、活動経営

インフルエンザや水痘、感染性冑腸炎などに

状態を調査する調査委員会、その他感染対

限られていることがわかってきております(1)o

策委員会、病児保育専門士認定委員会など

C.事故対策

があり、病児保育の質を担保する為に活動

毎年内閣府から保育所での死亡事故の報

しております。また病児保育にエビデンスを

告が行われていますb平成27年度では14

もたらし、病児保育学の確立を図るため、

件ありますが､認可外保育所での事故が多く、

毎年病児保育研究大会と専門誌「病児保育

認可保育所での事故は20分の1以下ですb

研究」を発行しております。

病児保育施設での死亡例は報告制度が始

4．病児保育に対する偏見

まって以来病児を預かっていながらl例もあ
りません。これは厚労省が定める病児3人に

病児保育に関する偏見疑問はいくつかあ
りますが、主なものは次のとおりです。

対して保育士一人の基準が、実際には病児

a.病児保育は愛着形成を阻害する。

1． 5人に対して保育士を1人配置している

子どもが病気の時に保護者が育てなけれ

ことにもよります。また協議会では独自の事

ば愛着は形成しないと考えている方がいま

故解析プログラム(SHELLモデル)を開発し、

す。本当でしょうか。病児保育室には様々な

事故報告と原因究明を行っております(2)。

疾病の方がいらっしゃいます。中には子供に

5．子育て支援から子育て讃歌へ

対する接し方がわから談愛着が形成できな

現在日本の出産数は年間100万人を下

い、病気の子供を看ることができないと訴え

回り、女性が生涯に子供を出産する指標で

る保護者もいらっしゃいます｡病児保育では
このような時に病児を預かり、母親に余裕を

ある合計特殊出生率は1980年代から2を

割り込み、 l.42まで低下しています｡子ども

与え、子供に対する保育を病児保育士と一

が増えないのは､子育てが大変だからと気づ

緒に行うことにより、育児を理解し、親子の

いた政府は1990年代から子育て支援プロ
グラムを開始しました。それがエンゼルプラ

愛着形成に至った例がいくつもあります。病

ンであり、 2000年からのすこやか親子21

児保育に携わる保育士は、病児保育専門士
12

です。でもこの施策は効果があったのでしょ

平成28年度実態調査の結果と解析報告

うか。少なくとも出生率からは効果が見出せ

（全国病児保育協議会調べ）

ません。すなわち大変な子育てを支援して、

病児保育室の部屋数は3室が最も多く、隔離

楽にさせようという発想は子どもを増やすこ

室数はl〜2室であった。

とにはつながらないことになります。ではど

隔離室の条件

う方針を転換すればよいのか。子育てはつ

単一疾患の部屋

らく生活も苦しいだろうから応援しよう、頑

陰圧である事(麻疹、水痘では必須）

張っての発想から、子育てはこんなに楽し

ヘパフィルター（空気清浄機）があること

い、生活も楽になったと感じていただける子

トイレ・洗面設備があり患児が部屋から出るこ

育て讃歌への転換です。そのためには税制

となく生活できる

の変更、教育費の軽減から無料化、子育て

他の患児と接触がないこと（入室・退出時）

助成金の増加など社会体制の変革が必要と
なることになります。

病児保育施設の実態(2014年全国病児保育協議会調べ）

子育て讃歌につながる病児保育の役割は

定員：4〜6人の施設が多い。利用者数：平

何でしょうか。それは次のように考えるので

均使用者数754人、キャンセルが多い。季節変

す。子どもが病気になったときに十分な医

動： 1月（インフルエンザ)7月（夏風邪）に利

療体制と病児に対する保育体制が整ってい

用が多い。利用者の年齢： 1歳が最も多く、3

れば、保護者の不安は軽減し、さらに病気

歳以下が59％

に打ち勝つわが子をみることにより、親とし

＊大川先生の施設では当日7時30分以降はキャ

ての生きがい、充実感が得られることになり

ンセル料が発生するとのこと。

ます。病児保育の使命はこの子育てを通じ

て親としての達成感を感じていただき、子育

2012‑16年度病児保育室内感染症発症報告

てがいかに楽しく、さらに親として成長した

（全国病児保育協議会調べ）

という自覚をもたらすものにほかなりません。

総報告数21例：インフルエンザ6例、水痘

皆様の病児保育に対する正しいご理解を

6例、感染性胄腸炎（ロタ）5例、RSウイルス

賜りたいと思っております。

感染症4例

引用文献

自施設における平成27年．28年度(2817例）

(1)大川洋二他：感染症ガイドラインアンケー

の施設内感染の検討

ト報告病児保育研究2015,6,18‑23

病児保育利用者（スタンダードリスク）で感染

(2)荒井宏治他：病児保育施設向けインシデ

が否定できないケースが6％程度存在した。病

ント管理システムの現状と課題病児保育研究

児保育利用者（スタンダードリスク）で感染が強

2016， 7，

く疑われる利用者はいなかった。

13−18

保育室へのハイリスクケース（インフルエンザ、
病児保育室の基準

RSウィルス、溶連菌等の感染児）の紛れ込みが

保育士：病児3人に対して，人

あっても、標準予防策をしっかり取れば施設内感

看護師：病児 0人に対して，人

染の可能性は極めて低くできる。

施設基準：病児1人に対してl.98m2以上

保育室(8m2以上)、観察室(安静室)、

(本稿は大川先生より頂いた資料に講演内容を加え、

隔離室(3.3m2以上)、調乳室

弊誌広報担当が編集して作成したものです）
13

シンポジウム病児保育

sYMPq

詞

長野県の病児・病後児保育について

l

長野赤十字病院小児科天野芳郎
竹内こども医院竹内則夫

〜

設、病児・病後児施設が6施設、病後児

病児保育マニュアル ）によると、病児保
育は、単に子どもが病気のときに保護者に

施設が7施設だった。

代わって､子どもの世話をするものではない。

②預かる定員は3人(2施設)4人(9施設)、

子どもには、病気のときでも、身体的、精

5人(2施設)､6人(4施設)､8人(1施設)、

神的、社会的、教育・倫理・宗教的、発

10人(2施設）で、病後児のみを預かって

達のニーズを満たされるべくケアされる権利

いる施設の定員は3〜5人と少なかった。

があり、そのために、専門家集（保育士、

③保育士の数は、病児保育施設、病児・病

看護師、栄養士、医師等）によって、病気

後児保育施設ではほとんどの施設が複数人

にかかっている子どもの保育と看護が行わ

(10施設中8施設）だったが、病後児保育

れるべきであるとされている。そのような理

施設では、スタッフ数は判明した6施設す

念に基づいて、多くの病児保育所が運営さ

べてで1人だった。看護師の数はほぼすべ

れている。今後の長野県内の病児・病後児

ての施設で1人だった。

施設を充実するための基礎的なデータとし

④部屋数は16の施設で判明し、 l部屋が

て、長野県内の病児・病後児保育施設の現

5施設（すべて病後児施設)、 2部屋が6

状について調べた。

施設（病児2，病児･病後児3、病後児1）、
3部屋が5施設（病児3、病児・病後児
2）だった。

方法

今回、長野県における病児保育、病後児

⑤保育する年齢は病後児施設の7施設はす

保育の実態について、アンケート調査を行っ

べて就学前の乳幼児が対象だったが、病児

た。アンケートは県内の20施設の病児・

施設、病児・病後児施設では、小学校3

病後児施設に郵送した。アンケートの質問

年生まで、あるいは小学校6年生まで預か

内容は､①病児施設・病後児施設・病児病

る施設が多かった(13施設中、 l1施設)。

後児施設かの区別､②預かる子どもの定員、

保育する時間は8時〜18時までが最も多

③スタッフの定員､④部屋数､⑤保育する年

く、 11施設あったが、それ以外はその時間

齢、保育日、保育時間､⑥利用状況､⑦補助

よりも短かかった。

金の金額と収支状況とした。回答は19施

⑥利用者数は定員や部屋数が増えるにした

設（95％）から得られたが、インターネッ

がって増加していた（図1）。定員と年間利

トから情報が得られたものについては、その

用者数（平均）は、定員3人（2施設）利

情報も含めて解析した。また、インターネッ

用者27人／年、定員4人（5施設）利用

トから、全国病児保育加盟施設ホームペー

者272人／年、定員6人（4施設）454

ジ2）から、全国の病児保育施設についての

人／年、定員8人（1施設）702人／年、

情報を集めて、長野県と比較した

定員10人（3施設）781人／年で最もた
くさんの児を預かった施設では1288人／

結果

年だった。部屋数と年間利用者数（平均）

①20施設の内訳は、病児保育施設が7施

の関係は、 l部屋（3施設) 103人／年、
14

2部屋(6施設)393人／年､3部屋(5施設）

考案

701人／年だった。

長野県内の病児保育は、南信地区で充実

⑦補助金の額を報告していただいた施設は

している。比較的多数の病児・病後児を受

11施設で、病児保育施設が最も補助金が

け入れている施設では、保育士の数が多く、

多かったが、預かっている子どもの数も多

部屋数が3部屋あることが多かった。一方、

い。一人当たりの補助金金額は、多くの病

部屋が1部屋しかない施設は、病後児施設

児を預かっている病児保育施設の方が少な

が多かったが、子どもを受け入れる人数は

かった（表l)

すぐなかった。少数の検討ではあるが、各自

⑧長野県内地域別の病児、病児・病後児、

治体からの補助金は前者のような多数の子

病後児施設の年間利用者数は、北信・長野

どもを受け入れる施設では有効に活用され、

地区が447名、上小・佐久地区が596名、

少数しか受け入れられない施設では補助金

大北・松本・木曽地区が1,415名、諏訪・

が有効に活用されていないと考えられた。

上伊那・飯伊地区が3,814名と南信地区で

小児で病児・病後児となる原因のほとん

病児・病後児保育が充実していることがう

どが感染症であることから、病児・病後児保

かがえた。

育では、感染症の水平感染を防ぐことが重

⑨全国病児保育加盟施設のホームページか

要になる。今回の検討でも3部屋を持つ病

ら全国の状況を検討したところ、長野県から

児施設では、多くの児を有効に預かっている

全国病児保育協議会に加盟しているのは4

ことが判明した。今後長野県で、より充実し

施設だった。それぞれの施設は、長野県の

た病児保育施設を設置、運営してゆくために

中では子どもの定員が6〜10人と多く、利

は、ハード面では病児保育の保育室数を増

用者も702人から1288人と多い施設だっ

やすことが必要だと考えられた。また、今回

た。4施設の定員の総数（30人）を、平

は検討できなかったが、病後児保育では

成27年の総務省都道府県別出生数データ3）

38℃以上の熱のある児は受け入れないなど

から調べた長野県の出生者数（15,638人）

の制限が多く、疾病の回復期の児でも預け

で割り、千人当たりの定員数を算出すると、

ることが難しい。多くの児が利用できるよう

長野県は1．92人／1,000人となる。全国の

にするためには、病後児保育ではなく、病

都道府県で同様の計算を行うと、平均は

児保育にすることも必要なことと考えられた。

4.04人／1,000人で、最低が山形県の

日本医師会が検討した女性医師の勤務の

0.38人／1,000人、最高が徳島県の13.43

状況に関する調査報告書では、女性医師が

人／1,000人だった。 （図2）

仕事を続ける上で必要と思う制度や支援策

(表1）
施設数

補助金総額

1人当たりの補助金額

(万円、平均）

(万円、平均）

病児保育施設

5

1，338

1.8

病児・病後児保育施設

3

993

3.5

病後児保育施設

3

424

9.5
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として、勤務環境の改善（96％)、子育て支

り、より一層の充実が望まれる。そのために

援（88％)、復職支援（38％）が挙げられ
ている4)。女性医師に限ら説看護師やそ

は、少なくとも3つの保育室を持つ病児保
育施設を設置するなどの対策が必要と考え

の他の女性が職業を続けてゆくためには、子

られた。

育てを支援する保育所、病児保育所の整備
が必要である。全国的には、多くの都道府
県で長野県よりも充実した病児保育が運営さ
れており、今後、長野県でもより充実した病

文献

l)帆足英一、稲見誠．必携病児保育マニュ
アル全国病児保育協議会2015

2）全国病児保育協議会.

児保育の環境が整えられることが望まれる。

http://www.byoUji

hoiku.net/

3）総務省統計局．都道府県別出生・死亡数と

結語

保育所、病児保育施設の充実は母親の就

婚姻・離婚数www.stat.gojp/data/nihon/02.

労支援、子育て支援のためだけでなく、地域

htm

の子ども達を健康に育ててゆくために欠かす

4）日本医師会男女共同参画委員会、日本医師

ことはできない。長野県､特に北信地域では、
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者数の関係

2部屋3部屋

3人 4人6人8人10人

部屋数

定員

15．00

区画

出生1,000人に対しての
病児保育所の定員（人）
長野県
1．92

''''1I

lI IMM11I|

竪蕊最
竪聞殴腿
藍雷伽
惑索Ｋ
堅持選
蟹雷蝿
壁餌巡
壁垣哩
醸景阻
畷蜜蝋
壁三細
壁朗騨
壁ロヨ
竪閏包
諜ヨ直
談騨閏
談岳哩
匪ヨ篭罵
堅脳熊
竪遇哩
僅騒Ｋ
塵騒鵬
談趣損
壁劉川
壁景潤
藍直澄
竪珊督
壁駒噸
竪誹ヨ

16

側Ⅲ脚＃Ｎｉ帥＃Ⅲ側胤＃剛Ⅲ剛間画竪
一汰
刺鯉
剥
冊側別Ⅱ：＃Ⅲ間Ⅲ鴎三陣
竪ヨ阻

ⅡⅡⅢ胤削ⅢⅢ刷胤圓聡順慨
刷閲脚胤剛間脚側壁綴汁
日脚ⅡⅡ壁隅雲
Ｉ叩Ⅱ壁眼滋
ｎＮ鴎終鱈
側ⅢⅡ壁翼解

0．00

し識

(図2）

全国の病児保育所
の定員

側目藍茸側
側Ⅲ胤刷Ⅱ叩Ⅲ⁝＃Ⅱ藍叶抑
ｉⅡⅡⅡ＃剛佃壁牒睦
＃ｍⅡ目綱艇等

5．00

回１１１伽柵州州州鍵燕談鍵
蕊爆

10．00

匝国

垂L
sYMPO

シンポジウム病児保育

病児 ･病後児保育室いちごハウスの歩み
〜こどもの暮らしに寄り添って〜

滝．

上伊那医療生協病児保育室三ツ井としみ
はじめに

時間は8時から18時となっています。3部

病児・病後児保育室いちごハウスは、

屋の保育室の使用が可能です。登録者数は

2009年10月、上伊那生協病院職員対象

750名(2017年11月末現在）です。

の病児・病後児保育室として開所しました。
その後、職員以外の地域で働く保護者から

2）保育利用データに関して

も、利用の問い合わせが続き、アンケート

利用者数は年々増加傾向にあり、 2016

でニーズを掴み行政との懇談を重ね、

年度は1288名の利用、一昨年度の728

2011年4月より近隣1町l村の委託を受

名に比べれば、倍近くの利用になっていま

けました。2014年4月には加えて1町、

す。今年度も冬場のご利用の多い時期を考

2016年10月からはl市、現在l市2町

えますと、利用は昨年同様もしくは多くなる

l村の委託を受けています。こどもは病気に

のではないかと思われます。疾患別・年齢

なったとき、身体的また精神的な多くの援

別利用状況は、疾患に関しては、急性上気

助を必要とします。病気のこどもを持つ親の

道炎や咽頭炎、気管支炎などの病児でほぼ

不安は大きく、親の心理面の支援も必要と

6割を占め、他、冑腸炎、流行性耳下腺炎

なります。病児保育理念に基づき、こどもの

や水痘、インフルエンザ､RSウイルス感染

健全な発育（成長と発達）を保障しつつ、

症、手足口病、アデノウイルス感染症など

保育と看護を行ない、心身共に安心して安

の流行性の疾患での利用になっています。

全に過ごせるように努めてまいりました。

年齢別の利用をみますと、未就学児で9割

また、育児と就労の両立支援の目的のみ

を占めています。中でも、 1, 2歳児で5割、

ならず、保育現場で直面した貧困・ネグレ

また保育園の通園が始まる4歳児は病気を

クト等などのいくつかの社会的な問題にも取

もらいやすい為か、 2割となっています。

り組んでまいりました。ここに、 「保育室とし

ての運用｣、 「病院での運用」としてまとめ、

3）病児保育運営に関する書類、マニュアル

ご報告致します。

病児保育の運営にあたり、当保育室は開
所より8年を経過し、これまでの歩みの中

保育室としての運用

で試行錯誤を重ね、医師、行政も交えなが

①病児・病後児保育

ら「保育室利用の流れ」に添って様々な書

1)利用の流れと詳細

類を整えてきました。

保育利用希望者は各市町村担当窓口にて

「登録申請書」は保育利用登録者のデー

登録します｡実際にこどもが病気になった際

タが詳細に記載されるもので、既往歴やア

医療機関にかかり医師連絡票を発行しても

レルギー、発達特性などの情報を事前に確

らい、保育室に予約をとります。必要な書

認することができます。また、予防接種の接

類や薬、持ち物を持参し当日の利用となり

種状況欄や家族状況欄からは支援の有無な

ます。いちごハウスでは、現在、定員数10

どを読み取ることもあります。保育に関わる

名で対象年齢は1歳から12歳です。利用

上で、大切な情報を掴むことができます。
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「医師連絡票」については、部屋割の指

頑張っています。また、様々な社会的要因

標であり、近隣医療機関の多くの医師の大

把握し、保育時の配慮点や小児科との連携、

もあり､貧困の連鎖･身体的虐待･ネグレクト・
心理的虐待なども見え隠れしています。小さ
な病児保育室であっても、ご利用される親
子の中に気になる親子がみえます。こどもの
貧困．取り巻く環境の問題を身近に感じま

また、翌日の利用の有無などに繋がります。

す。いくつかの事例をまとめましたが、ここ

きなご協力を頂いています｡

「家庭からの

連絡票｣、 「保育室からの連絡票」では相互
の適切な情報交換によって、病児の状態を

マニュアルについては「感染対応｣、 「け

では個人的な倫理に配慮し掲載致しません。

いれん対応｣､｢異物誤嚥対応･蘇生法｣など、

こどもの様子､保護者との関わりを通し問題

学習会とリンクさせながら、質の高い保育の

を把握し､医師が中心となる小児科運営会議

向上を目的とし整えてきました。学習会につ

にて情報を共有､他職種で検討・行政懇談

いては、月一回の年間学習会計画を立て、

などを踏まえ、課題確認・検討・経過観察

医師や感染認定看護師、薬剤師､OT・P

などを行なってきました。

T、事務職員など、他職種から講師をお願
②土曜保育・夜間保育

いし、 「発達特性｣、 「医療安全」や「こども

を取り巻く環境・社会問題｣、 「アンガーマ

職員対象に、土曜・夜間に健常児の保育

ネジメント」なども含め､様々な学習を行なっ

を行なっていますb士曜保育は祝日などを

ていますb学習会は地域にも広報発信し、

除き、毎週行なっています。天気の良い日

当保育室の保育士や職員だけでなく、地域

は近くの保育園の園庭に散歩に出かけ遊具

の養育施設や保育園の職員、保護者の方、

で遊んだり、時にはお弁当を広げ、自然の

高齢施設の職員や看護師など､様々な職種・

中で昼食をとったり、付近の散歩では草花

立場での参加も増えています。

や昆虫を見たり、追いかけっこなど戸外なら

ではの遊びを楽しんでいます。保育室の建
屋横にある少しのスペースを利用して、きゅ

4）アンケート調査・行政との連携

2010年からアンケート調査を行ない、ご

うりやトマトなどの野菜を作り、収穫し、味

利用者様の評価・意見を頂き、行政との懇

わっています。夜間保育は16時から22時

談を重ねる中で利用料の無料化が実現しま

までの業務で職員のサポートを行なっていま

した。また、受け入れ人数の拡大に伴い、

す｡16時半から翌朝10時までの業務もあり

保育施設や保育室内のトイレ設置などの環

ますが、実際のご利用は今までに数回のみ

境を整え、質の向上などの改善に努めてき

でした。

ました。アンケート配布や収集、保育室主
病院での運用

催の学習会やお楽しみ会の広報など、委託
市町村の大きな協力があります。アンケート

病院での運用としては、以下のようになり

で集約した結果については、データ・Q&

ます。 「急性期病棟での遊ビリテーション｣、

Aの冊子を作成し、対象者にフィードバック

｢小児科予防接種時の関わり、待合デコレー

してきました。

ション｣、 「小児デイ（自立支援法、医療型
短期入所サービス）の遊ビリテーション、静

的弛緩誘導法の取り組み｣､｢小児リハ保育

5）保育室からみえてくるもの

支援（ペアレントトレーニング時の保育､S

昨今では発達特性をもつこどもさんが多

ST対象児の兄弟姉妹の保育、発達特性

く、ご家族は子育ての中、戸惑いながらも
18

を持つ親の会への参加)｣、 「小児科イベン
トの他職種での取り組み｣、 「病院玄関回転
ドア(ホッとスペース)装飾｣などがあります。
終わりに

アンケートの結果より、 「保育の満足度」
は95％以上ありますが、現在も上昇してい

ます。また、アクシデントの発生は大幅な利
用数の増加に反比例し減少していることか
ら、 ISO9001の審査に於いて

質の向上が

数値化されている''と評価を頂きました。今
後も 質の維持・向上 に努めていまいりた
いと思います。

病児保育室は通常通う保育園とは異なり、
小さな集団保育です。病気の症状に配慮し
ながらもこども一人ひとりと関わりやすい環

境であり、こどもも親も一息つける居場所で
ある様に感じます｡病児保育士として､病児
を 良く観る ことを念頭に置き、関わりを

通しての「気づき!」を大切に、他機関・
他職種と連携することで、こども達に少しで
も多くの笑顔と安らぎのある環境を作ってい
くことが大きな課題と考えます。
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新 潟市民病院病児保育室「リトルスワン」の紹介

笑顔．やさしさ・ぬくもり、そしてふれあいを大切に
〜健康回復を支援する保育看護を目指して〜
新潟市民病院リトルスワンスタッフ

リトルスワンは新潟市デイサービス事業と

るが、緊急に利用したい場合は当日に登録

して、保育者の子育てと就労の両立支援の

用紙に記入して持参することも可能。一度

ため、平成26年1月に開設された。市内

登録をすると、市内の各病児保育室の利用

広域の方に利用してもらうため、定員10名、

が可能になる。利用する場合は前日（8：

利用時間は7：00から20：00で月曜日か

30から17:30)に電話での予約が必要で

ら土曜日まで（日祝、年末年始休除く)、と

ある。ただし、当日でも空きがあれば利用

市内他施設より規模、利用時間とも拡大さ

できる。しかし利用する場合はかかりつけ

れている。また、市民病院に勤務する職員

医の「医師連絡票」が必要である。 （注：

の子を受け入れることで職員が安心して働

医師連絡票はリトルスワンのホームページ

けるように支援することも目的としている。

から参照可。また、当日保護者に利用申込

受入れ対象を表lに示す。

書兼状況調査票も記入していただく。利用

施設は、隔離用の陰圧室（トイレ付き）

料は基本時間（8：30から17：30）内は

2室を含めて計7室、他に調理室、シヤワー

4時間以内1,000円、 4時間超2,000円、

ルーム、 トイレ、 リネン室などを完備してい

基本時間以外は30分ごとに200円の延長

る。スタッフは保育士8名(内非常勤4名)、

料金が必要。ただし生活保護世帯と前年度

看護師3名、補助員1名で、開室時間が

市民税非課税世帯は利用料を免除。予約の

13時間と長いため時間差シフトで交代勤務

キャンセルは当日6：30までに24時間キャ

をしている。さらに市民病院勤務の小児科・

ンセル専用留守電話で対応している。

新生児科・小児外科の医師が交代で午前、

感染症対応は、 「医師連絡票」の病名や

午後に回診をしている。利用者は昨年度は

症状により部屋分けを行っている｡基本的に、

1,441名で年々増加傾向にある。年間の年

①原因菌・ウイルスが明確でない感染性疾

齢別利用者数および病気別利用者数を図

患（感冒など）の部屋

l、図2に示す。利用に先立ち市内の各病

②感染症の病名（原因ウイルス名）診断あ

児保育室・保育園・小児科などに用意して

る場合は病名（原因ウイルス）ごとの部屋

ある登録用紙で事前登録しておく必要があ

③非感染症の部屋

１

ｊ−
週肺

対象となるお子さん

に居住する生後6ケ月から小学校6年生までのお子さん
2病気や病気回復期にあり､集団保育などが困難なお子さん

3保護者が勤務などの理由により､家庭での保育が困難なお子さん
4かかりつけ医が利用について差支えないとするお子さん
Z0

に分けて対応するとともに、感染経路別対

①一人一人の子どもの発達、病状に応じた

策として､標準予防策（スタンダードプリコー

きめ細かな保育看護をする。

ション）の取決めに沿って処置時には、マ

②保護者が、信頼し安心して預けられる保

スク、手袋、ビニールエプロン、ガウンなど

育看護をする。

の着用をしている。また空気感染するもの

③子どもが、安心安全に過ごせるように、

には、陰圧室の利用およびガウン着用をし

職員間の声がけによる意思疎通を積極的に

ている。

行い、情報共有に努める。

最後に、 リトルスワンの基本姿勢として、

を目標にしている。
(本稿はリトルスワンからご提供いただいた資料
を編集して収載したものです）

(図1）年間年齢別利用者数
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SYMPO

ー長野県の病児保育について

長野県県民文化部こども・家庭課

廷

により、安心して子育てができる環境を整備

1 ．病児保育とは

今回、長野県小児科医会様主催のセミ

し、もって児童の福祉の向上を図ることとさ

ナーにおいて、長野県における病児保育に

れています（｢病児保育事業実施要綱（平成

ついてご説明する機会をいただきました。

27年7月17日付け雇児発0717第12号

その時の内容をお伝えします。

厚生労働省雇用均等･児童家庭局長通知)｣)。

病児保育の実施主体は、子ども・子育て

まず、病児保育とは、保育を必要とする

支援法により市町村とされています。

乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病
その他の事由により家庭において保育を受

平成27年度から子育てに関する新たな

けることが困難となった小学校に就学してい

制度である、 「子ども・子育て支援新制度」

る児童であって、疾病にかかっているものに

が開始されました。市町村は新制度の開始

ついて、保育所、認定こども園、病院、診

に向けて子育て家庭へのニーズ調査を行い、

療所その他厚生労働省令で定める施設にお

調査結果を踏まえて、平成27年度から5か

いて、保育を行う事業をいいます（児童福

年の計画である「市町村子ども・子育て支

祉法第6条の3第13項)。

援事業計画」を策定し、その中で病児保育
の実施計画が記載されています。

その目的としては、病院・保育所等にお
いて病気の児童を一時的に保育するほか、

病児保育には病児対応型、病後児対応型、

保育中に体調不良となった児童への緊急対

体調不良児対応型、非施設型（訪問型）の4

応並びに病気の児童の自宅を訪問するなど

つの類型がありますb類型ごとの概要は、以下

I

体調不良児対応型

病児対応型、病後児対応型

非施設型（訪問型）

地域の病児、病後児について、病 保育中の体調不良児を一時的に預 地域の病児、病後児に
院、保育所等に付設された専用ス かるほか、保育所入所児に対する ついて、看護師等が保
事業内容 ペース等において看護師等が一時 保健的な対応や地域の子育て家庭 護者の自宅へ訪問し、
や妊産婦等に対する相談支援を実 一時的に保育する事業
施する事業
当面症状の急変は認められないが 事業実施保育所に通所しており、 病児及び病後児
、病気の回復期に至っていないこ 保育中に微熱を出すなど体調不良
とから （病後児の場合は、病気の となった児童であって、保護者が
回復期であり） 、集団保育が困難 迎えに来るまでの間、緊急的な対
であり、かつ保護者の勤務等の都 応を必要とする児童

的に保育する事業

対象児竜

合により家庭で保育を行うことが
困難な児童であって、市町村が必
要と認めた乳幼児又は小学校に就
学している児童
◆看護師等：利用児童おおむね10人
につき1名以上

◆保育士：利用児童おおむね3人に
実施要件

つき1名配置

◆病院・診療所、保育所等に付設さ
れた専用スペース又は本事業のため
の専用施設等

◆看護師等を常時1名以上配置 預かる病児の人数は、
（預かる体調不良児の人数は、看 一定の研修を修了した
看護師等、保育士、家
護師等1名に対して2名程度）
庭的保育者のいずれか
◆保育所の医務室、余裕スペース
1名に対して、 1名程
等で、衛生面に配慮されており、
度
対象児童の安静が確保されている
場所等
｢子ども･子育て支援新制度事業者向けハンドブック｣より
ZZ

のとおりです。

①施設整備に関するものについては、市
町村以外の者が設置する場合の補助割合は

2病児保育の実施状況

国3/10,県3/10、市町村3/10、設置者

次に、県内における病児保育の実施状況

1/10です。補助基準額は、平成29年度

についてご説明させていただきますb国、

の場合、 34,917千円となっています。

県の補助を受けて病児保育を実施している

また､②運営費に関するものについては、

市町村数及び箇所数は、平成29年10月

補助割合が国1/3､県1/3,市町村1/3です。

時点で20市町村32か所です。また、子

補助基準額は病児保育の類型によって異な

育て支援援助活動事業（ファミリー・サポー

り、平成29年度の場合、病児対応型では

ト・センター事業）で病児・病後児の預か

基本分として年額2,423千円、加算分とし

りを行っている市町村は15市町村あります。

て利用児童に応じた加算が行われます。

この他にも、平成30年度から病児保育を

①設備に関する補助

実施するために施設整備を行っているところ

子ども・子育て支援整備交付金
交付の対象 ◆市町村が設置する病児

もあり、病児保育の実施箇所数は、今後も
増加する見込みです。

保育施設の整備

また、平成28年度の病児保育の利用実

◆市町村が、 この交付金
を財源の一部として社会
福祉法人、病院等が設置
する病児保育施設の整備
に対して行う補助

績をみると、年間平均利用児童数はlか所
あたり約460名です。

市町村別実施状況（平成29年10月現在:国､県補助対象）
市町村名

実施か
所数

一

佐久『 丁

左久穗町

1

1

坂田「 丁

1

3

一

東御下 丁

2

■■■■■■■

一

1

一

4
1

一

1

一

1

3

に。

野下 ］

2

富士見 町

1
1

長野『 ］
千曲市

2

原村
■・も■

鉤ケフ 訂 ］

一

P
■■■■

ノ

更 Z

雪34,917千円

一

補助制度を活用する場合、

1

1の「病児保

育とは」でご説明させていただいたとおり実

飯綱町
1
20 了町7 寸32か所
｜﹄

計

1

甫助基準高 ヨ

■■Ｐダ

一

｜Ｆニーロ

塩尻市
安曇野「 ］
須坂「 ］

する場合、 国3/10，県
3/10、市町村3/10、設置
者1/10）
■４夕

一一

諏訪

(市町村以外の者が設置

一

公Z 又『 フ

一

丁

国1/3、県1/3、市町村1/3

寺子

茅野下 丁

補助割合

一

ー奥

2

創設、改築、拡張、大規
模修繕

エ

谷「 丁

茜

整備区分

所数

箕I 輪町

一

「丁

工

実施か

2

．﹄〃伊

上

ー

市町村名

施主体が市町村と定められていることから、
施設整備及び運営費に関する補助について

3病児保育への補助制度

は、市町村が窓口となっております。病児

最後に、病児保育施設に対する補助制度

保育事業を実施する場合は、市町村病児保

をご説明させていただきます。病児保育施

育担当課と連携を取っていただきますようお

設に対し、国、県、市町村がそれぞれ補助

願いします。

を行っております。補助制度は、大きく分け

以上、簡単ではありますが長野県の病児

て2種類あり､①施設整備に関するもの②運
営費に関するものです。

保育についてご説明させていただきました。
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②運営費に関する補助

子ども・子育て支援交付金
交付の対象

病児保育事業の実施に必要な経費

補助割合

国1/3、県1/3、市町村1/3

補助基準額

1

病児対応型

(1)基本分

1か所当たり年額

2,423千円

(2)加算分利用児童数に応じた加算
三二＝念一一一

F

二石 一台一一一一ヶ‑0毛一一一…一一一一一一一画一一一ー一＝−−＝＝寺や一口寺一一一寸一宮＝一一−−−一手一一一一一一一a一包戸さ

壷

二

二＝

二

‑

.

』T全一−−竜圭壬−−レーーー｡−イーーや勺一一房←−−や季寺子

2病後児対応型

(1)基本分

1か所当たり年額

2,012千円

(2)加算分利用児童数に応じた加算
. 害呈 ‑ 弓込qJ型‑制令型−−割･寺一■一一一牡静睡"画一垂奄屯叩やﾏ軸｡｡｡■･q9b鄙c1 p0命『旬･誼､酷 、ﾏ■F毎F序｡､錨…今凸宇辛奎…却罰"･咽抄･唖"岬』呼首凸挙げ0空･し蝿DDq｡｡オレ氏一審狸0.め●画詞℃呵司 笥窄･■‑､ﾏ手･宇晶ｳ＊勺… 一 註一心壁主宰E…卸牡画と

3

体調不良児対応型
(1)基本分

】再……一一F今÷一､−

二･写､ ﾏｰ･畢室剖巳4ヶい△b4

1か所当たり年額

△P■･妙､凸.凹幸■ 守哩､一G年'靭毎雷一 ＝写式−．

弓

ﾏ ﾆ

ﾆ

ヤ

ﾏ ﾏT

､ ﾐ ｭ レム←昌画⑨到蝉｡●毛脚影･旬凸･牢･凹・｡曽口 →9，ﾏﾏ卜埜P口←口守幸一一一回−吋ー〜い÷一｡一一

4,323千円
学"単凹凸4二・■●姑ハ型…シーヒーC園画一寺1司榊一･省●ぬ■･"･面0.肉乙介一か肉ﾔ唖…午一凸一身−押金一一寺七十キー辛些一

4非施設型（訪問型）

1か所当たり年額
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6,909千円

〈診察室の窓辺から
入会のご挨拶
信州大学小児医学教室蜂谷明

初春の侯、皆様におかれましては、ます

じめとする結合織疾患に合併した大血管疾

ますご清祥のこととお慶び申し上げます。

患患者さんを診察しております。最近では循

日頃、長野県小児科医会の先生方には、

環器内科の不整脈班と合同でカテーテルア

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ブレーションの治療にも携わらせていただい

この度、長野県小児科医会入会のご承認を

ております。

いただきまして、誠にありがとうございました。

診察室の窓辺からというお題をいただきま

また、研修医時代から信州大学、長野県立こ

したので、窓から見える景色についてふと考

ども病院を始め、厚生連北信総合病院、岡

えてみました。大学の外来診察室には窓が

谷市民病院など多くの先生方にご教示賜りま

なく景色は見えませんが、医局や病棟の窓

した事､この場をお借りして御礼申し上げますb

から北アルプスや松本市街が見えます。松

微力ではございますが、より一層の努力をし

本市で生まれましたので、やはり山が見える

て参る所存でございますb今後ともご指導、

と気持ちがほっとします。また、小児科病棟

ご鞭燵を賜りますようお願い申し上げますb

の窓からは今年の春からNICU、産科病棟、

長野県小児科医会に初めて参加させてい

ICU、手術室が移転する新病棟が見えます。

ただいたきっかけは平成28年11月に行わ

大学病院勤務ならではと言えることですが、

れた第63回の学術セミナーに長野赤十字病

北は北信総合病院、東は佐久穂町立千曲病

院天野先生から演題の発表を依頼された事

院、南は県立阿南病院まで外勤で県内の

でした。その席で高島先生からお誘いの言葉

様々な病院へ伺う機会があります。大学の

をいただき､入会希望を申し上げた次第です。

診察室では見られない季節による変化や各

平成18年に秋田大学を卒業し、初期研

病院から見える風景を楽しんでおります。先

修を終えて平成20年に信州大学小児医学

輩の先生方から高速道路がなかった時代の

教室に入局いたしました。北信総合病院、

苦労話を伺うことがあります。交通網が発達

岡谷市民病院に勤務し、平成24年から長

して便利になったことで当たり前のように移

野県立こども病院でフェローとして研修して

動できる状況はありがたいことと思います。

参りました。平成26年から信州大学小児

小児科医会の学術セミナーでのご講演や

科で循環器グループの一員として診療に従

ご報告では活発な議論がされていたことがと

事しております。日頃から患者さんをご紹介

ても印象的でした。諸先輩方を見習って、

いただきましてありがとうございます。第63

診断や治療も変わって行く中で日々勉強を欠

回の学術セミナーで発表申し上げましたよう

かさないように精進して参りたいと存じます。

に、難治性川崎病を中心に診療し、現在大
学院生として川崎病をテーマに研究しており

略儀ながら書中をもちましてご挨拶に代え

ます。また､先天性心疾患､筋ジストロフィ−

させていただきます。皆様のますますのご清

に合併した心不全やマルフアン症候群をは

栄をご祈念申し上げます。
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〈診察室の窓辺から
医院開業
むくろじ小児科池上博彦

長野県小児科医会の皆様方には、いつも

げであることは言うまでもありません。多々

格別の御高配を賜りまして誠にありがとうご

到らぬ点もあるとは存じますが、今後とも何

ざいます。

卒宜しくお願い申し上げます。

平成27年12月10日より長野市吉田に

私は平成14年に閉院となりましたが、長

｢むくろじ小児科」を開業させていただきま

野市内の内科・小児科医院の次男として育

した池上博彦と申します。よく『珍しい苗字

ちました。ただ、ある時までは医師になる気

ですね」と言われますが、開業に思いを巡

はまったくなく、医師となっても開業志向な

らせていたある日のラジオ番組で、むくろじ

どサラサラありませんでした。とにかく小児

(無患子）の木のことを知り弊院の名前とし

病院他で主に新生児科医として小さな命を

ました。この木は高さ15m程度になる落葉

支え未来を切り開く仕事が楽しく誇りに感じ

性の高木で、 「子が患わ無い」という字を書

て診療に従事して参りました。事情により平

くため昔から神社の境内や学校、公園に多

成20年7月から長野県ドクターバンクのお

く植えられたそうです。また、お正月の羽根

力添えによりJA長野厚生連篠ノ丼総合病

つきの羽根の黒い球にはむくろじの種が使

院（現南長野医療センター篠ノ井総合病院）

われ、こどもに病気をもたらす蚊を食べてく

にお世話になり、何不自由のない環境で勤

れるトンボに形を似せ、羽子板に無病息災

務医とし終えるつもりでしたが、

の願いが込められていることも知りとても気

は異なる仕事に満たされない思いや、定年

に入っています。

で第一線を退きたくない思いが募り開業す

あっという間に開業2年が過ぎました。

3次病院と

るに至りました。

たった2年ですが､嬉しかったこと､つらかっ

いざ開業すると病院では背景や経過のあ

たこと、悩むことありの連続でした。医療だ

るお子さんが主でしたから、当初は「さっき

けを考えてお給料を戴いていた勤務医が、

熱が出ました』と受診されたお子さんの説

右も左も分からぬまま経営者、管理者、お

明には戸惑いました。なかなかプライマリー

給料を支払う側となり、開院当初は不安に

ケアをどう実践するかイメージができません

押しつぶされそうでした。でも､持ち前のチャ

でしたが、 日々の診療を通じて勤務医時代

レンジ精神と鈍感さ、東京都立八王子小児

には想像すらしなかった多種多様で切実な

病院（東京都小児総合医療センターに統合）

ニーズが数多く存在することを実感し、今は

で数々の修羅場を潜り抜けた度胸と、未知

この仕事にやりがいを感じています。

のことを知るワクワク感、この年でもまだま

今後も長野赤十字病院、長野市民病院を

だ成長できると思えたことで頑張れました。

はじめとし、諸先生方には患者様を紹介さ

勿論こどもたちの我慢と保護者の皆様のご
理解､スタッフや家族の協力､たくさんの方々

せていただくケースも多々あるかと存じます。

の応援諸先生方の御指導・御鞭燵のおか

くお願い申し上げます。

その際には、何卒御高配を賜りますよう宜し
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医者になる気がなかったのが医者になり、

東京都立八王子小児病院とドクターカー

医学部入学時はこどもの泣き声が苦手だか
らならないだろうと思った小児科医になり
(故大西鐘寿教授の小児科医としてのありか

たに感銘を受けたのが最大の理由です)、
最後にあれほど嫌だった開業医になろうと
は、本当に人生何が起こるかわからないと
痛感しています。

一日一日を無事過ごせることに感謝し、
初心と笑顔を忘れず、お子さんの元気と保
護者の安心のお手伝いができればと思って
おります。それには、体調管理を怠らず健

康に暮らせるようにすることでしょうか。
最後になりましたが、小児科医会関連の

先生方・スタッフの皆様のご健勝とご多幸
を祈念するとともに、本会の一層の御発展
をお祈りして筆を置かせていただきます。

篠ノ丼総合病院にて
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申込＝

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

日本小児科医会の

①

②

会員である

会員でない

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
勤務先の変更･住所の変更がありましたら､下記まで

亀蔑二扉協

葉母靜2，

O 26(221)6574
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零

役員会記録

康週間30千円、チャイルドライン長野30

平成30年度第1回役員会

千円、理事会出張旅費及び会場費136千

日時：平成30年4月7日午後3時20分〜

円、役員出張旅費93,670円、送金費

場所：松本市医師会館視聴覚室

4,984円、慶弔費16,200円、インターネッ

会長挨拶（竹内）

ト諸経費（ホームページ）7,642円、合計

庶務（兒玉）新入会は、萩元緑朗先生（飯

1,795,203円。

田市立病院)、細谷まち子先生（佐久医療

収入一支出：‑168,527円、預金残高

センター）の2名。入会が承認された。

611,785円（2018.3.31時点)。以上を報

会計（田中）長野県小児科医会並びに第

告し承認された。

65回学術セミナー特別会計決算報告

続いて平成30年度長野県小児科医会予

(2017/11/26長野赤十字病院にて）収入

算案(2018/4/1〜2019/3/31）について、

の部：長野県小児科医会助成金300千円、

収入合並びに支出合計ともに5,059,139円

研修セミナー参加費108千円(3千円×

で提案された。討議においてe‑MADOヘの

36名)、合計408千円。支出の部：講師

援助金について県立こども病院の中村院長

謝礼（4名) 170千円、講師交通費

および信大小児医学教室中沢教授から発言

100,560円、会場費（垂れ幕代等含む）

があり、信州大学医学部寄付講座に移管す

19,440円、昼食代31,200円、送金費

ることになった経緯について説明があった。

864円、合計322,064円、収支十85,936

兒玉先生から5月13日開催予定の第11

円を報告し承認された。

回NP(Nobody' sPerfect/完壁な親なん

長野県小児科医会平成29年度会計報

ていない）フォーラムヘの協賛依頼につい

告（2017/4/1〜2018/3/31)会員数：

て説明があった。以上を含めて予算案は承

開業医会員64名・会費納入者61名・納

認された。

入率95.3%、勤務医会員46名・会費納入

広報（蓑島）技術的トラブルから編集作業

者40名・納入率87.0％（2回振り込んだ

が遅れており次号は6月中に発行になる見

方が2名)､合計110名･会費納入者99名・

込みと報告した。

納入率90.0%・

公衆衛生(増田)以下のように報告があった。

収入の部：会費1,027千円、広告料（14

平成30年2月11日に第7回乳幼児学校

社より）250千円､長野県医師会100千円、

保健研修会（東京）を開催した。6月23．

64回研修セミナー残金163,734円、 65

24日の第29回日本小児科医会総会フオー

回研修セミナー残金85.936円、利息6円、

ラムにおいてシンポジウム「乳幼児保健の

合計1,626,676円。

新しい展開一子育て世代包括支援センター

支出の部：事務費55,144円、通信費

と地域小児科医の役割一」とポスター発表

89,895円、会報費（65号）243,468円、

を行う。9月16日に第8回乳幼児学校保

会報費（66号） 178,200円、64回研修

健研修会を「乳幼児の食について考える」

セミナー助成金350千円、 65回研修セミ

をテーマに東京で開催する。

ナー助成金300千円、中部ブロック連絡協
議会50千円､子供を虐待から守る会(長野）

会務報告(会長)平成29年11月26日（日）
長野県小児科医会後期総会、長野日赤にて

30千円、子供を虐待から守る会（諏訪）

開催◆平成30年2月11日日本小児科

30千円、NPO法人e‑MADO100千円、長

医会主催第7回乳幼児学校保健研修会

野県小児保健協会協賛金50千円、子供健

が東京にて開催され、増田委員が出席。
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◆2月15日（木）長野県医師会より定期

成長曲線異常児への対応（宮林）松本市

予防接種後健康状況調査実施医療機関推

方式のスクリーニングについて説明があっ

薦の依頼あり、ヒブワクチンについて「たむ

た。

らこどもクリニック｣、小児用肺炎球菌につい

編集後記

て「わしざわ小児科」を推薦◆2月20

広報部に加えていただきました山田です。

日（火）長野県母子保健推進協議会が長野
県庁で開催され、会長出席◆2月25日

どうぞよろしくお願いいたします。

（日）日本小児科医会全国社会保険委員会
が東京にて開催され、中澤委員が出席◆

今号では、松岡先生より「開業小児科医
はどう生きるか」と題する巻頭言で、今後

3月2日（金）日本小児科医会、乳幼児学

一層進む少子化と小児科医の在り方につい

校保健委員会委員の推薦依頼あり、増田英

て述べられています。大変深刻な数字であ

子理事（現同委員会委員）を推薦

り、呆然とするばかりです。

保険（中澤）平成30年度日本小児科医会

平成29年度長野県小児科医会後期総会

社会保険全国委員会(平成30年2月25日、

について蓑島先生よりご報告されておりま

東京）の報告を行った。挨拶：日本小児科

す。会長のご挨拶、会計報告、担当理事の

医会副会長奥村秀定、特別講演：日本医

ご報告がまとめられてあります。ご一読くだ

師会常任理事羽烏裕先生､報告･協議事項：

さい。

①日本小児科医会社会保険委員会報告､②

第65回学術研修セミナーでは、病児保

日本小児科学会社会保険委員会報告､③平

育をテーマとして、特別講演は大川洋二先

成29年度診療所小児科の医業経営実態調

生にお話しいただき、またシンポジウムでは

査報告④平成30年度診療報酬改定につい

それぞれの立場の先生よりご講演いただき

て；かかりつけ診療料の見直し、かかりつ

ました。病児・病後児保育に対するニーズ

け医機能を有する医療機関における初診の

が高まる傾向にあり、その詳細についてご

評価、外来診療等における抗菌薬の適正使

執筆いただきました。

診察室の窓辺からでは、新入会の蜂谷明

用の推進、小児特定疾患カウンセリング料、

先生、医院開業の池上博彦先生よりご寄稿
いただきました。ありがとうございました。

小児科療養指導料の見直しが報告された。
小児かかりつけ診療料の要件に関連して、
県内小児救急体制について協議が行われ、
＃8000に協力したいという希望も出され
た。

学術（中村）6月10日に開催予定の第
66回学術研修セミナープログラムの説明が
あった。竹内会長から補足説明があった。

信州大学から（中沢教授）平成30年4月
より長野県の委託を受けて、小児医学教室
と精神医学教室の合同で「子どものこころの

発達医学教室（本田秀夫教授)」を開設し
た件、信州大学医学部付属病院に「てんか
ん外来」を開設した件についてお知らせが
あった。
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