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小森桃塢 (1782－1843)

名は義啓, 字は玄良, 桃塢と号した｡ 今の大垣市外渕の人｡
本性大橋氏｡ 幼児より神童と言われ, 伏見で医を業としてい
た小森吉晴の養子となり, 西洋医学を志した｡ 14歳故郷に帰
り, 江間春齡に学び, 益々西洋医学の優れるを知った｡ ２年
後伏見にもどり, 25歳の時海上隋鴎 (旧名 稲村三伯) の門
に入り, 蘭方を学ぶ｡ 28歳京都で開業｡ ２回の刑屍を解剖,
門人池田冬蔵が 『解剖図譜』 を刊行｡ 1826年シーボルト江戸
参府の折, 新宮凉庭らとシーボルトに合い解剖図を送り親交
を温める｡ 門人300人以上｡ 62歳没｡ 京都西洋医学の全盛期
を築いた代表的医師の１人｡

奥沢康正 (西京)

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢高齢者の貧血｣

那須内科院長

那須 芳 先生
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第169回 定時代議員会

新京都府医師会館の建設土地の取得計画
賛成75票, 反対３票, 保留５票の賛成多数で可決

京都府医師会では３月26日(土), 第169回

定時代議員会を開催｡ 93名の代議員の出席の

もと, 平成17年度事業計画, 一般会計予算等

の案件が上程され, 賛成多数で可決されると

ともに, 新京都府医師会館の建設土地の取得

に関する案件についても審議され, 採決の結

果, 賛成75名, 反対３名, 保留５名の賛成多

数で可決承認された｡

また, 社保対策では, 医療費総枠管理制の

導入や療養病床におけるホテルコスト徴収に

反対する決議が採択された (決議別掲)｡

■新会館建設予定地は JR二条駅前
＝代議員からの意見・要望踏まえ,

今後は検討委員会で審議＝
第９号議案として上程された新京都府医師

会館の建設土地の取得に関する件については,

森府医副会長が趣旨説明を行った後, 議場を

閉鎖し採決に入った｡ 採決の結果, 賛成75名,

反対３名, 保留５名の賛成多数で可決承認さ

れた｡ なお, 質疑・討論では出席代議員より

意見・要望が続出, 白熱した議論が展開され

た｡

趣旨説明に立った森府

医副会長は, 本件に関し

ては本会理事会, 地区代

表者会および参与会にお

ける慎重な審議の結果,

概ね賛同を得られたこと

から, 今回の代議員会に議案上程したと述べ

たうえで, 新会館建設に係るこれまでの審議

経過について報告, 建設予定地の概要, 取得

面積 (ＪＲ二条駅前の日本郵政公社所有地約

3300㎡の予定) および購入のメリットについ

て説明した｡ さらに, 現有地の売却費を充当

することにより土地取得に関する新たな費用

負担は発生しないと考えられることも併せて

報告し, 今後は会内に会館建設検討委員会

(仮称) を設置し, 具体的な検討を開始して

いきたいと述べ, 代議員各位の理解を求めた｡

■出席代議員からは意見・要望続出
出席代議員からは新会館へ入居予定の団体,

移転によってアクセスが不便になった地区医

師会への対応, 新会館の規模や駐車場確保の

問題なども考慮した土地の取得についての意

見, 要望が出された｡ また, 今回の建設予定

地の話が唐突であったことに対する理由を求

第９号議案
新京都府医師会館の建設土地の取得に関する件

採 決 結 果
賛 成 ７５名
反 対 ３名
保 留 ５名
(出席代議員数 ８３名)
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◇◆◇代表質問◇◆◇

代表質問では下京西部, 東山, 福知山の３地区医師会から３名の代議員が代表質問

に立ち, 活発な議論が展開された｡ 質問内容および執行部答弁は以下のとおり｡

○関 透代議員 (下京西部)

救急医療, とくに小児

救急について, 現在, 京

都ではどのような対応を

とっているのか, また,

今後どのような体制をとっ

ていかれるのか｡

●森副会長

深刻な少子化と小児科

医不足により, 近年小児

の初期救急のあり方が大

きな社会問題となってい

る中, 府医では京都府,

京都市からの委託を受け,

京都における小児初期救

急のあり方について委員会を設置, 検討を重ね

てきた｡ 総論的には ｢マンパワー不足の解消｣

｢救急医療情報システムの充実｣ ｢小児救急医療

の現状についての広報｣ ｢新しい救急医療シス

テムの必要性についての広報｣ ｢３次医療機関

の整備｣ を取り上げ, さらに, 各論については

京都府下６医療圏ごとの体制整備案について提

言している (詳細は京都医報２月15日号付録に

掲載)｡

とくに, 一番課題の多い京都・乙訓医療圏で

は京都市休日急病診療所における対応を充実す

るとともに, ｢京都中央｣ ｢京都西南｣ ｢京都東

南｣ の３ブロック毎の輪番制とした後送病院の

確保, ブロック間での柔軟な対応に努めたいと

考えている｡ 京都市休日診における平日準夜帯

の対応については, 京都市での来年度の予算化

が承認されたので, おそらく平成17年度の中頃

から稼動できるのではと考えている｡ また, 京

都・乙訓医療圏を除く医療圏では, 一斉スター

トは難しいが, いくつかの医療圏では提言に沿っ

て体制整備が進められるものと考えている｡

いずれにしても, 会員各位の理解, 協力なく

しては充実したシステムの稼働は不可能であり,

各地域での会員各位の協力を切にお願いしたい｡

○長村吉朗代議員 (東山)

近年, 在院日数短縮等

で病院からの逆紹介が増

えているが, その中でも

Ｉターン紹介やＪターン

現象が問題となっている｡

府医として地区医師会と

病院間の連携にどのよう

に関与されていかれるのか｡

介護保険制度改革における介護予防対策の導

入で実施が予定されている筋力トレーニング等

について, 最終的には医師が対応しなければな

める声や現会館の土地が売却できなかった場

合の費用負担についての意見が出された｡

これらの意見, 質問に対し, 油谷府医会長

および森府医副会長が建設予定地の取得に係

る審議経過やＪＲ二条駅前への移転理由につ

いて答弁した｡ とりわけ, 今回提案の予定地

への移転に関してはＪＲ二条駅前の土地開発

が進んできたことや利便性・将来性を考慮し

ても他の代替地が見つからなかったことなど

の理由を説明した｡

■平成17年度事業計画・
予算を満場一致で可決

平成16年度事業の中間報告に続き, 裁定委

員会報告では１名の除名について報告された｡

また, 議事では平成17年度事業計画, 一般会

計予算等の案件が上程され, いずれも満場一

致で可決承認された｡ 当日承認された議案は

別掲のとおり｡ なお, 平成17年度の事業計画

の概要については, 次号の京都医報にて紹介

の予定｡
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らないと予想されるが, 府医はどうお考えか｡

経済産業省の ｢健康サービス産業創出支援事

業｣ がわれわれ一般会員の知らないところで動

いているようだが, 府医としてどのような対策

をとっていかれるのか｡

●上原副会長

代議員ご指摘のとおり,

在院日数短縮等による病

院からの逆紹介が増えて

いるのは事実であり, こ

の患者を受け入れる側の

開業医にはかなり専門的

な知識を求められるケー

スも増えてきている｡ したがって, 医療への信

頼回復という問題とも絡めて, まずは開業医の

診療レベルの向上が必要であると考えている｡

Ｉターンについては, 特定の医療機関に紹介

が偏らないためにも, 地区医師会内での対応可

能な医療機関に関する情報提供等が必要である｡

また, Ｊターンについては, 病院の医師と紹介

先医療機関の医師との連携を密にしたうえで,

情報提供書によるやりとりだけでなく, 医師同

士の直接的なコミュニケーションを確立するこ

とが必要であると考えている｡ ただ, これらの

問題は地域特性が大きく関わっており, 基本的

には地区内で対応していただくべきであろうと

考えているが, 府医としては在宅医療を担当す

る医師のレベルアップのための生涯教育講座の

開催などのお手伝いはできるのではないかと考

えている｡ また, Ｉターン, Ｊターンに関する

トラブルが発生し, 地区内で対応不可能になっ

た場合は, 申し出ていただければ府医としても

対応したいと考えている｡

筋力トレーニングの問題については, 実施に関

しては必ずかかりつけ医が関与すべきであり, 介

護予防対策には医療が積極的に関わっていくべき

と認識している｡ 府医としても今回の見直しを機

に, 介護保険により一層関与していきたいと考え

ており, 会員各員の協力をお願いしたい｡

｢健康サービス産業創出支援事業｣ への対応

については, 健康対策事業がビジネス化して民

間に移行することが, 地域住民にとって本当に

プラスになるのかを十分検証したうえで, 日医

へ提言するなどの対応をしていきたいと考えて

いる｡

●油谷会長

｢健康サービス産業創出

支援事業｣ については,

すでに神戸市で話が進ん

でいるが, 経済産業省が

管轄のため, 医師会には

直接的に情報が伝わって

こない状況｡ この事業の

狙いは ｢医療費の抑制｣ であることは間違いな

く, ｢保険者協議会｣ 設置と密接に連動してい

る｡ 平成17年度中には全国の全ての都道府県お

よび医療圏に ｢保険者協議会｣ を設置する方向

で動いており, この協議会には医師は今のとこ

ろ参画できない状況にある｡ 日医では当面, 静

観するとしているが, 京都府に設置された場合

は静観せずに, できるだけ医師会としても関与

していき, ｢生活習慣病の予防対策を行うこと

などで, 医療費財源は確保できる｣ ことを主張

していきたいと考えている｡

○冨士原正人代議員 (福知山)

社会保障費の抑制など

の政府発言が目に付く｡

国民皆保険を守り抜くに

は医師会だけでなく, よ

り広い領域の方々との連

携が必要なことは認識さ

れておられると思うが,

今後, 他団体とのより密接な連携をとるべきと

考えるがどうお考えか｡

●油谷会長

代議員のご指摘に私も

全く同感である｡ ご存知

のとおり２年前より ｢京

都府医療推進協議会｣ を

設置し, 医療関係団体は

じめ婦人会や老人会, さ

らには難病患者団体, 呆
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け老人をかかえる家族の会など27の団体と連携

し, 幅広く意見交換を行っている｡ 今年度もこ

の協議会を中心に国民的活動を継続していきた

いと考えている｡ また, 同時に医政活動のより

一層の充実も必要不可欠であることは言うまで

もなく, 今後も会員各位の協力をお願いしたい｡

今回の代議員会では, 平成

17年度の事業計画並びに予算

案をはじめとして, 重要案件

を上程させていただいており

ます｡ 慎重審議の上, 何卒ご

承認くださいますようお願い

申し上げます｡

さて, 平成17年, 18年は国

民全体にとって大変重要な年

であります｡ 国の財源不足か

らくる ｢社会保障制度の大変

換｣ が決定される時でありま

して, このことは昭和36年の

国民皆保険制度発足の年にも

匹敵する意味を有しておりま

す｡

今後, われわれが最も警戒

しなければならない事案は,

社会保障分野における ｢伸び

率管理制度｣ の導入に向けた

動きであります｡ 給付率の伸

び率を GDP の伸び率以内に

抑えこむというこの考え方は,

すでに英, 仏でも失敗してお

り, 厚労省も導入反対の立場

をとっています｡ しかし財務

省や内閣府によって強引に推

し進められますと, 今後の改

革議論, すなわち ｢高齢者医

療制度｣ ｢医療提供体制｣ ｢診

療報酬体系｣ に甚大な影響を

及ぼすことは明白であります｡

振り返ってみると, 社会保

障費, 特に ｢医療費が増える

ことはそんなに悪いことか｣

という議論があってもよいと

思われます｡ また一方では,

政府が提示する案は ｢本当に

持続可能なのか｣｡ 信憑性が

感じられません｡ それは今後

の国のありよう, 日本型の望

ましい社会保障の姿が示され

ていないからであります｡

これまでの医師会は, 医療

財源の確保を政治家の仕事と

片づける傾向がありました｡

しかし事ここに至った以上,

私どもは何としても ｢伸び率

管理制導入｣ の危機を回避し

なければなりません｡ そのた

めに最近では日本医師会でも

対応の方法に変化がみられる

ようになりました｡ 先般, 日

医を中心に ｢糖尿病予防推進

会議｣ が設立されたのもその

表れでもあります｡ この考え

の中では, 生活習慣病, 特に

糖尿病を予防すること, 透析

患者数を減少させることで,

約１兆円の医療費財源の確保

が可能と推計しています｡ ま

た, もう一つの対策はタバコ

税の増税であります｡ いずれ

にしても医師会自らが国民の

健康・生命のため財源確保に

努力する姿を示すことは, 是

非必要であると考えておりま

す｡

こうした活動にもかかわら

ず, 今回の医療改革によって

医療機関経営や医療安全に重

大な影響を及ぼすに陥った時

どうするか｡ 日医としても精

一杯の攻防を展開しておりま

すが, 今後の見通しは予断を

許しません｡ 場合によっては

再度 ｢国民医療推進協議会｣

に総動員をかけ, 国民の合意

を政府に伝える活動を開始す

ることと思います｡ 一方, 各

府県においては, 地元政治家

に対して草の根的に接触を深

めるなど, これまで以上に医

政活動に力を入れることが大

切であると考えております｡

国民皆保険制度を堅持する

ために, 執行部は全力を投入

して日医を支え, 最善を尽く

したいと思っております｡ ど

うぞ代議員各位のより一層の

ご指導とご協力をお願いいた

します｡

油谷会長

挨 拶

(要 旨)



5

定
時
代
議
員
会

決 議

昨年, 規制改革・民間開放推進会議が強く要求した混合診療全面解禁は, 日本医師会を中心と

して広く国民へ訴えかけたことにより阻止された｡

しかし, 経済財政諮問会議は GDP 伸び率を指標とした総枠管理制度導入を提言し, 大幅な公

的医療費抑制を実現しようとしている｡ これを許せば大幅な医療提供制限, 混合診療の拡大を招

き, 事実上の国民皆保険制度崩壊につながることは明らかである｡ 我々は社会保障としての医療

制度を守るため, これを断固阻止せねばならない｡

一方, 厚生労働省は, 新たな高齢者医療制度の創設, 保険者の統合再編などの医療保険制度改

革や, 医療改革のフロントランナーとしての介護保険制度改革等により, 低医療費政策をさらに

推進しようとしている｡

このような現政権の公的医療費縮小政策に対して, 我々は国民が納得する医療の質向上へ自律

的に取り組むとともに, 国民が良質で安全な医療を等しく受けられる医療制度のあり方を提言し

なければならない｡ よって下記の事項を強く主張する｡

記

一, 国民皆保険制度崩壊につながる医療費総枠管理制度導入に断固反対する｡

一, 混合診療拡大, 医療への営利企業参入を断固阻止する｡

一, 医療の質向上, 安全性を確保できる医療制度, 診療報酬体系を要求する｡

一, 患者の自己負担を軽減し, 経済的バリアーなき医療制度の確保を要求する｡

一, 介護施設において必要な医療を提供できる体制を要求する｡

一, 医療の場である療養病床におけるホテルコスト徴収に反対する｡

以上 決議する

2005年３月26日

京都府医師会第169回定時代議員会

■第169回定時代議員会で可決承認された議案■

第１号議案：平成17年度京都府医師会事業計画に関する件

第２号議案：平成17年度京都府医師会一般会計予算に関する件

第３号議案：平成17年度京都府医師会通常会費の賦課徴収方法に関する件

第４号議案：平成17年度京都府医師会看護専門学校特別会計予算に関する件

第５号議案：平成17年度京都府医師会共済部特別会計予算に関する件

第６号議案：平成17年度京都府医師会労働保険事務組合特別会計予算に関する件

第７号議案：平成17年度京都府医師会看護専門学校建設特別会計予算に関する件

第８号議案：平成17年度京都府医師会一般会計並びに特別会計に関する事項の一部を理事会に

委任する件

第９号議案：新京都府医師会館建設土地の取得に関する件
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平成16年度京都府医師会諸会計中間報告 (17.１.31現在)

１ 一 般 会 計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.

会 費 収 入
事 業 収 入
補助金等収入
寄付金収入
雑 収 入
繰入金収入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額

586,450,000
111,400,000
845,590,000
400,000

10,740,000
2,350,000
90,000,000
207,860,000

485,233,400
78,334,834
496,930,656
300,000
6,184,634
521,300
5,746,392
300,800,855

82.7
70.3
58.8
75.0
57.6
22.2
6.4
144.7

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.

事 務 費
会 議 費
医師会関係費
事 業 費
会館等管理費
特定預金支出
会館建設準備
積立預金支出
退職金支出
予 備 費

296,430,000
39,300,000
22,250,000

1,076,220,000
94,340,000
50,000,000
120,000,000
50,000,000
30,000,000

241,999,834
26,445,456
21,872,254
668,715,854
42,520,738

0
0

3,126,692
0

81.6
67.3
98.3
62.1
45.1
0.0
0.0
6.3
0.0

合 計 1,854,790,000 1,374,052,071 74.1 合 計 1,778,540,000 1,004,680,828 56.5

２ 看護専門学校特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.
５.
６.

事 業 収 入
補助金等収入
雑 収 入
奨学貸付金返済収入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額

277,620,000
106,050,000
8,290,000
400,000

35,000,000
50,000,000

272,072,000
1,000,000
7,736,937

0
3,180,440
52,267,132

98.0
0.9
93.3
0.0
9.1
104.5

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.

事 務 費
事 業 費
校舎等管理費
奨学貸付金支払支出
特定預金支出
退職金支出
繰入金支出
過年度支出
予 備 費

348,060,000
40,500,000
35,500,000

0
26,040,000
20,000,000
1,900,000
50,000

5,000,000

261,753,308
24,920,007
17,277,479

0
2,491

3,180,440
521,300

0
0

75.2
61.5
48.7
0.0
0.0
15.9
27.4
0.0
0.0

合 計 477,360,000 336,256,509 70.4 合 計 477,050,000 307,655,025 64.5

３ 共済部特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.

会 費 収 入
雑 収 入
前期繰越収支差額

23,770,000
150,000

231,160,000

23,439,200
136,756

232,792,149

98.6
91.2
100.7

１.
２.

事 業 費
予 備 費

23,780,000
140,000

18,575,000
0
78.1
0.0

合 計 255,080,000 256,368,105 100.5 合 計 23,920,000 18,575,000 77.7

４ 労働保険事務組合特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.
５.
６.

労働保険料収入
事 業 収 入
補助金等収入
雑 収 入
繰入金収入
前期繰越収支差額

116,850,000
5,400,000
4,310,000
170,000
100,000

23,450,000

116,762,744
5,337,875
4,633,100
46,103

0
29,577,263

99.9
98.8
107.5
27.1
0.0
126.1

１.
２.
３.
４.

労働保険料支出
事 務 費
繰入金支出
予 備 費

117,350,000
6,910,000
350,000

25,670,000

116,783,523
3,624,563

0
0

99.5
52.5
0.0
0.0

合 計 150,280,000 156,357,085 104.0 合 計 150,280,000 120,408,086 80.1
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５ 看護専門学校建設特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.

事 業 収 入
雑 収 入
前期繰越収支差額

71,400,000
20,000

92,000,000

73,000,000
578

91,784,383

102.2
2.9
99.8

１.
２.
３.
４.

固定資産取得支出
事 務 費
借入金返済支出
予 備 費

10,000,000
1,400,000
40,000,000
112,020,000

0
1,070,554
40,000,000

0

0.0
76.5
100.0
0.0

合 計 163,420,000 164,784,961 100.8 合 計 163,420,000 41,070,554 25.1

医医医療療療機機機関関関向向向けけけ感感感染染染症症症危危危機機機管管管理理理マママニニニュュュアアアルルル (((改改改訂訂訂版版版)))

～～～班班班長長長経経経由由由ででで配配配布布布～～～

感染症法改正 (平成15年11月), 結核予防法の一部改正 (平成17年４月) 等に伴い ｢感染症

危機管理マニュアル (改訂版)｣ (Ａ４版見開き) を作成いたしました｡ 特に届出が必要な主な

感染症, 結核に関する医療機関等における対応ポイントなどを変更しておりますので, 医療機

関においてそういった対処が必要となった場合はこのマニュアルをご活用ください｡

マニュアルは京都府医師会会員に５月の班長各位経由で配布いたします｡
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日日医医総総研研をを巡巡るる諸諸問問題題でで
立立入入府府医医副副会会長長がが個個人人質質問問

第112回日本医師会定例代議員会

平成17年3月27日(日), 日本医師会館におい

て第112回日医定例代議員会が開催された｡

冒頭, 植松日医会長より, 各地で続発する災

害に対するお見舞いと復興を祈念する挨拶がな

された後, 当面する課題を中心に所信表明が行

われた｡ 続いて平成16年度の会務報告が行われ

るとともに, 平成16年度日医会費減免申請, 平

成17年度事業計画および一般会計予算, 医賠責

事業特別会計予算, 日医総研事業特別会計予算,

治験促進センター事業特別会計予算の各案件が

上程され, 賛成多数で承認された｡

その後, 全国７ブロックから代表質問が出されるとともに, 14名の代議員から個人質問が出

され, 各質問に対する日医執行部からの答弁が行われた｡

国民の望む医療提供体制の構築に意欲
植松日医会長が所信表明

植松日医会長は挨拶の中で, 国民皆保険制度堅持, 混合診療全面解禁反対に向け, 昨年10月

12日に国民医療推進協議会を37団体の参加を得て開催, 国民運動を展開するとともに, 各都道

府県医師会協力のもと反対運動や署名活動が展開された結果, 660万を超える署名とともに衆・

参両院議長に請願し, 採択に至ったことに対し, 改めて謝辞が述べられた｡ また, 今後は医師

会と各種団体や国民との連携をさらに広げ, 健康や医療に関する各種の問題に提言し, 日本の

医療政策に寄与すべく努力していきたいとした｡

また医療費の伸び率抑制が取りざたされる中, 医療安全という課題に取り組むためには医療

費の伸びを制限するという考えはあり得ないと指摘するとともに, 少なくとも医療を経済に合

わせるのではなく, 経済を医療に合わすべく運動を展開したいとの方向性を示した｡

最後に個人情報保護に関して, これまでも医師はすでに配慮してきており, 特別に変わった

ということでもないが, 今後は日医作成の冊子をもとに誤りのないよう取り組んでほしいとし

要請した｡

日医総研の現状で立入府医副会長が質問

個人質問では立入府医副会長が登壇し, 日医総研発足から現在までの経緯と問題点を踏まえ,

日医総研のあるべき姿を示した上で, 植松執行部となってからどう変わったのか, 日医総研の

研究は執行部政策にどのように活用されているのかについて質問した｡
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これに対し伯井日医常任理事は, 昨年４月の植松日医執行部発足以降８名の役員で構成する

日医総研チームを組んで運営に当たっていることを報告, 日医執行部の使命は国民の視点, あ

るいは適切な地域医療体制という視点に立った政策を提示, 具現化していくことであるとの認

識を表明｡ その上で日医総研は調査・研究の面からサポートすることが本来の役割との理解を

示した｡ こうした観点から従来, 日医総研が企画・立案し実務を担当してきた事業を縮小する

ことを基本に改革をすべく努力している状況が報告された｡ さらに, 日医総研は調査・研究に

特化した体制にシフトしていくよう整備し, 今後は執行部からの研究オーダーもこれまで以上

に増やし新たな人材の登用も検討していく方針が説明された｡

救急搬送体制における個人情報の保護について
本人の同意なく情報提供しても個人情報保護法に抵触せず

本年４月１日から個人情報の保護に関する法律が施行されていますが, 次の二点について,

今般消防庁救急救助課長および厚生労働省医政局指導課長の見解を示す通知が発出されました

のでお知らせします｡

二点のいずれも, 個人データの第三者提供の制限, つまり個人情報取扱事業者があらかじめ

本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することを禁止する個人情報保護法の規定の

例外をなすものです｡ すなわち, 各医療機関においては, 救急搬送された傷病者に関する情報

について, 本人の同意なしに消防機関に提供しても個人情報保護法に抵触しない, ということ

です｡

①消防機関から医療機関に対し, ウツタイン様式等の報告や活動記録表の作成のため, 搬送患

者に関する情報 (傷病名, 傷病の程度, 予後等) の提供を求める場合

｢国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令 (この場合は消防組織法

第22条) の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって, 本人の同

意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき｣ (個人情報保護法第

23条第１項第４号) に該当 (国公立病院・診療所も同様)｡

②救急救命士のためのメディカルコントロール (ＭＣ) 協議会における事後検証

｢公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって, 本

人の同意を得ることが困難であるとき｣ (個人情報保護法第23条第１項第３号) に該当 (国

公立病院・診療所も同様)｡

医療機関から, 直接ＭＣ協議会にではなく, 消防機関等に提供することになります｡

消防機関等は, 医療機関から情報を収集した後, 匿名化を行って個人情報保護法上の ｢個

人情報｣ に該当しないようにした上で, ＭＣ協議会に提供します｡ したがって, 検証医が受

け取る検証票は, ｢個人情報｣ ではないものとなります｡
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｢個人情報保護法に関する伝達講習会｣ が３月24日(木), 京都府医師会館大ホールにおいて

開催され, 約400名の参加者が出席し, 熱心に聴講した｡

冒頭, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 個人情報保護法の施行を目前にし, 改めて個人情報の在

り方についてご確認願いたいと前置きした上で, 個人情報保護の大原則は本人の同意を得るこ

とであると述べた｡ また, 個人情報の安全管理義務には最大の配慮が必要との注意を呼びかけ

るとともに, 適切な利活用が求められるとの見解を示した｡

また, 個人情報保護法は完成して日が浅く, 未成熟な法律と指摘, 患者が安心して受けられ

る環境整備の一環であるとの見方を示した｡

医療機関における個人情報の安全管理について説明
罰則規定ないものの適切な対応が必要不可欠

冒頭, 中嶋府医理事は, 一連の個人情報保護法案施行の背景を示すとともに, 個人情報保護

に関する各国の施策や1980年に示された ｢ＯＥＣＤ８原則｣ について説明を行った｡

個人情報保護法の適用対象となる医療機関は, 5,000件超の個人情報を取

り扱う医療機関とされ, 5,000件以下の医療機関は努力義務にとどまり罰則

規定の適用を受けないとしつつも, 努力義務があるとした｡

医療分野における個人情報保護については, 個人情報の２つの側面とし

て ｢診療情報の保護｣ と ｢個人情報の適切な利活用｣ を述べ, ｢利用目的

の特定と通知｣ について言及, 院内掲示のモデルを示し, 院内に張り付け

いただく等の処置を要請し

た｡ さらに, ｢内容の正確性の確保｣ ｢安全管理

措置｣ ｢従業者, 業務委託先の監督｣ について

詳細な説明を行い, 日医冊子 ｢個人情報の保護｣

を参考に従業者, 委託先等との契約を締結いた

だくよう促した｡ 安全管理については, 診療記

録の保管に関して, 盗難, 紛失, 漏えい, 毀損

が起きないようにする必要性, 電子情報につい

てはＩＤやパスワードによるアクセス管理等の

処置が必要とした｡

第三者提供の制限については, 第三者提供の

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

個個個個人人人人情情情情報報報報保保保保護護護護法法法法にににに関関関関すすすするるるる伝伝伝伝達達達達講講講講習習習習会会会会

個人情報の安全管理
には最大限の配慮を

医療機関での取り組み
５つのポイント

○個人情報の利用目的の特定

○院内規則の特定

○電子情報についての安全管理措置

○従業員の監督

○業務委託先の監督
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Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

例外や本人の同意が必ず必要となるケース, 警察,

裁判所, 弁護士会, 行政機関, 監督官庁への報告

に対しての対処法等を示した｡ 学会, 研究会, 学

術雑誌への報告については, 一般の人が特定の個

人を識別できない程度に匿名化すれば個人情報に

はあたらないとしながらも, 可能な限り同意を得

る方が望ましいとの見解を示し, 家族への情報提

供については, 本人と別個であるという認識, 本

人と同時に説明する場合には同意があったものと

する等の説明を行い, 病状説明はどの程度の範囲

までの家族に説明して良いか本人に確認しておくことがベターであるとした｡ 遺族への情報提

供は, ｢個人情報保護法｣ 自体が生存者のみを対象としていることから適用は受けないものの,

｢診療情報の提供に関する指針｣ での対応が求められるとし, 安全管理は重要との見方を示し

た｡

まとめとして, 取り急ぎ行わなければならない取り組みとして１, ポスター掲示などによる

個人情報の利用目的の特定 ２, 院内規則の特定 ３, 電子情報についての安全管理措置 ４,

従業員の監督 ５, 業務委託先の監督の５つを強調した｡

フロアーから活発な質疑応答
個人情報保護への関心の高さうかがえる

会場から, ｢地区医師会で基本検診等を依頼しているが, 地区医師会として会員に対して誓

約書のようなものの取り交わしは必要か｣ との質問がなされ, これに対し置田府医監事は, 地

区医師会として, (誓約書の取り交わしは) 必要であるとの見方を示し, 地区医師会という事

業所としての業務にも個人情報保護法の摘要を受けるとした｡

また, ｢循環器科等では突発性心筋症という突然死が多い病気があり, 家族にこのことを告

げてもかまわないのか｡ 本人には 『突然死する』 とはとても言えないので家族 (配偶者) に伝

えても良いか｣ との声や ｢心臓疾患者の突然死を家族が発見した際, 警察の検視の中で, 病状

や服薬状況等についての照会がなされるケースがあり, 回答してもかまわないか｣ との質問が

あり, 中嶋府医理事は１点目について, 本人が病状を知った結果, 患者本

人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるときは ｢診療情報提供に関する

指針｣ をもとに本人に告知しなくてもかまわないという見解を示した｡ 置

田府医監事は, この点について, 個人情報保護法25条

１項の但し書きを紹介, ｢本人又は第三者の生命, 身

体, 財産その他の権利利害を害する恐れがある場合｣

に該当するときは, 開示しないことができると付け加

えた｡ ２点目の死体検案書を書くための情報開示につ

いては, 中嶋理事は改めて医報にて回答させていただくとした (次頁のＱ

＆Ａ参照)｡

中嶋府医理事

置田府医監事
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■個人情報保護法Ｑ＆Ａ

Ｑ：カルテの保管について

Ａ：カルテなどの個人情報は, 施錠できる場所での管理が妥当ですし, またその鍵の管理

も担当者を決め, 鍵の利用台帳など記入することなども検討しなければならないと思

います｡ ただし, 現在通院中あるいは入院中の患者さんのカルテをこのような施錠し

た所に保管, 管理するのは現実的ではありません｡ この点については ｢第三者が個人

情報に触れることができない状況であればいい｣ との解釈をすることで, 診療所であ

ればカルテ棚の傍には必ずスタッフがいるような状況であればいいと考えられます｡

もちろん診療後はカルテのある受付室や建物自体の施錠が可能な状態にする体制は必

要と考えられます｡

Ｑ：自分の受持ち患者さんが在宅で突然死し, 警察から病名や投薬などについて電話で問

われた場合は答えるべきか｡

Ａ：個人情報保護法は現在生きているひとを対象にする法律です｡ ｢医療分野のガイドラ

イン｣ では亡くなったひとの個人情報について, その方の個人情報の安全管理措置だ

けを求めています｡ そのため亡くなった方の個人情報の提供, 開示につきましては

｢診療情報の開示の指針｣ にそって対応することになっています｡ しかし, この指針

でも開示の相手として遺族など限定されたひとに対してであって第３者である警察へ

の開示については何も規定されていません｡ では警察への返答はどうすればいいか｡

先の京都医報４月１日号特集に京都府警察医会副会長の野原幸清先生がお書きになっ

た ｢京都府における異常死体の取り扱いについて｣ が載っております｡ この中で先生

は警察医の立場から, 現場でのお考えを詳しく説明されております｡ これを一読して

いただいた上で電話での対応をどうすべきかどうかを亡くなった患者さんの主治医と

して, ご自身でご判断いただくしか現在のところないようです｡ 返答された場合はも

ちろん, 事後のために電話時の状況, 相手の所属, 氏名, 質問内容やその返答内容等

について診療録に確実に記載しておくことが個人情報の安全管理措置という面から必

要になるものと考えられます｡

(この質問は伝達講習会において口頭でなされたものですが, 一部, 質問への誤解があ

り回答者が適切にお答えできず, 今回上記のとおりあらためて回答させていただいたも

のです｡)
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り予防接種広域化対策特別委員会 〈 報告書 〉

担当 理 事 武田 昭子

委�員�会�だ�よ�り�

＜京都府医師会予防接種広域化対策特別委員会＞ (敬称略 ◎＝委員長, ○＝副委員長)

西村 利朗 (中東) 川勝 秀一 (中西) ◎竹内 宏一 (右京)
池田 宣昭 (医仁会武田総合病院) ○幸道 直樹 (宇治久世)
堀井 由博 (相楽) 佐野 求 (船井)

担当副会長 森 洋一 上原春男 担当理事 辻 幸子 松井道宣

Ⅰ. はじめに

1994年 (平成６年) の予防接種法改正によ

り, 予防接種は集団としての感染症蔓延防止

から個人の感染症予防へと目的を変え, それ

に伴って義務接種から勧奨接種へ, 集団接種

から個別接種へと形を変えてきた｡ すなわち,

より安全な予防接種のためには, 本人の個人

的な体質等をよく理解したかかりつけ医が接

種すべきであるが, 実施主体が市町村である

ため, かかりつけ医が他市町村に所在する場

合はそこでの接種が困難である｡ 市町村の圏

域を越えての実施が可能になれば, より安全

な予防接種が期待できるばかりか, 接種機会

が増加し接種率の向上が期待できる｡

京都府医師会では予防接種の広域化を推進

するため, 2004年９月に予防接種広域化対策

特別委員会を立ち上げ京都府内での広域化に

ついて検討してきた｡ また12月には地区医師

会予防接種担当理事連絡協議会と特別委員会

とを合同で開催し, 各地区医師会 (京都市内

を除く) の担当理事の出席のもと, 各地区の

現状・問題点, 今後の京都府内の広域化のあ

り方について検討した｡

その後, 委員会での検討を重ね京都府内で

実施可能な広域化システムについてまとめた

のでここに報告する｡

Ⅱ. 予防接種広域化とは

予防接種法に定められた定期予防接種を,

市町村を越えてかかりつけ医で接種できるし

くみを作ることを ｢広域化｣ とする｡ 当面,

京都府内全域での広域化を考えているが, 将

来的には都道府県を越えて広がっていくもの

と思われる｡

Ⅲ. なぜ広域化が必要か

平成４年12月 東京予防接種禍訴訟で行政

の過失を認める判決が下された｡ この判決で

は ｢予防接種によって重篤な後遺障害が発生

した場合には, 禁忌者を識別するために必要

とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当す

る事由が発見できなかったこと, 被接種者が

油谷府医会長に報告書を提出する竹内委員長
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後遺障害を発生しやすい個人的素因を有して

いたこと等の特段の事情が認められない限り,

被接種者は禁忌者に該当していたものと推定

されるものと解する｣ ｢厚生大臣には, 禁忌

該当者を適切に識別, 除外するための十分な

予診体制を整備するなど, 予防接種の被接種

者が重篤な副反応を受けないよう万全の措置

を講ずる義務がある｣ とされており, 厚生大

臣はその義務に違反し, 予診に関する不十分

な基準を設定し, 接種現場の不十分な予診状

況を放置した過失があると判断されたのであ

る｡

この判決を受けて平成５年12月に出された

｢今後の予防接種制度の在り方について｣ と

題する公衆衛生審議会の答申書では, 具体的

な内容として以下の３点が挙げられている｡

ア 実施体制の整備：国が予防接種の実施

方法等に関する原則を定め, 都道府県知

事の技術的支援の下に, 住民に最も密接

な立場にある市町村長が, その実施主体

として予防接種を行うことが適当である｡

イ 個別接種の推進：予防接種を受ける者

の身体の状況は, 各人によって異なり,

また, 個人においても時間とともに変化

をきたすことがある｡ このため, 本人の

個人的な体質等をよく理解したかかりつ

け医が, 普段の健康状態, 当日の体調等

を的確に把握した上で行う個別接種を基

本とすべきである｡

ウ 予診の徹底：予防接種による重篤な副

反応の発生を可能な限り防止するために

は, 事前に医師が予診を十分に行い, 禁

忌者を的確に識別, 除外する必要がある｡

このため, 予診は問診, 視診に加え, 全

例に対し検温と診察を行うべきである｡

さらにこの答申を受けて平成６年６月, 予

防接種法が改正され, 予診規定の政令から法

律への格上げとともに, 予防接種によって生

じる副反応または副作用の発生をできるだけ

少なくするために, ｢被接種者の健康状態を

普段から把握している, かかりつけの医師の

ところで, 個人の健康状態について良く相談

した上で予防接種を行う個別接種を推進して

きたが, 今後は個別接種をより積極的に推進

する｡｣ とされている｡

平成11年の公衆衛生審議会感染症部会予防

接種問題検討小委員会報告書では ｢医師会等

の医療関係団体の協力を得ながら, 市町村相

互の連携をさらに進めた予防接種体制を確立

していくことが重要である｡ 具体的には, 各

市町村が当該市町村以外の医療機関とも委託

契約を結び, 地域住民が個別接種の推進の観

点から幅広く接種医療機関を選択できるよう

に, 市町村の圏域を超えて広域的に住民を対

象として予防接種を実施する接種医療機関に

ついて, 都道府県が積極的に調整して公示し

ていく方法をより一層活用していくことが必

要である｡｣ と市町村を越えた広域化を推進

するように述べられている｡

Ⅳ. 京都府の現状

先述の予防接種法の改正から既に10年余が

経ち, 広域化が求められているなかで京都府

内の現状は, 未だに自市町村以外では接種で

きない場合や, 接種可能だが事前に依頼書の

発行を必要とする場合, いったん自費で支払っ

て後日償還払いを申請する場合もあり市町村

によって異なる｡ また市町村によっては一部

集団接種が行なわれており, その機会を逃す

と接種対象年齢内であっても接種できなくな

る場合もあり, 予防接種のあり方としては問

題点をかかえている｡ 現在も集団接種方式を

とっている市町村は小児科医の不足という医

療事情によるところもありこの状況が急速に

改善することは期待できない｡ 少子化が進み

小児科医も減っていく厳しい現状では, 予防

接種の広域化を実現することによってかかり

つけ医による個別接種を可能にし, 予防接種
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の質と接種率の向上を図ることが必要である｡

Ⅴ. 京都府方式として

基本的な契約については

１. 現行の各市町村の予防接種体制はその

まま継続し, 広域化システムは別に契約

する｡

２. 市町村・地区医師会・京都府医師会の

３者が契約する｡ (市町村数だけの契約

が成り立つ)

３. ｢京都府予防接種広域化協力医療機関｣

は各地区医師会を通じて募る｡

具体的には

１. 自己負担・委託料・予診票の形式につ

いては統一しない｡ (被接種者住所地の

現状どおりとする)

ただし, 自己負担金は今後なくしてい

くことが望まれる｡

一部ワクチンが現物支給されている自

治体もあるが, 広域化システムでは委託

料に含める｡

集団接種の行われているところは別に

個別接種の委託料を設定する｡

委託金額等についての折衝は, 当該市

町村と地区医師会との間で行う｡

２. 市町村からの依頼書は必要としない｡

３. 請求は医療機関から直接各市町村に行

う｡ (京都市分については国保連合会に

提出する｡)

４. 支払いについては市町村から各医療機

関に行う｡

５. 広域化する予防接種の種類は現行 (平

成17年３月) の定期予防接種 (高齢者の

インフルエンザを含む) とする｡ BCG

については平成17年４月から実施方法が

変更されるので今後状況をみて検討する｡

６. ガイドラインに沿った接種方法をとる｡

市町村によって一部ガイドラインと異な

る接種期間を設定しているものは早期に

ガイドラインに沿うように変更する｡

７. 健康被害が発生した場合, 予防接種法

の規定に基づいて住所地市町村が対応す

る｡

Ⅵ. 広域化の早期実現に向けて

広域化の体制については, 前述のように地

区医師会の理解を得て特別委員会としての結

論を出すに到ったが, 実際に広域化が実現す

るためには京都府内全市町村がこの体制に参

加し多数の医療機関が協力医療機関となるこ

とが必要である｡

実施主体である市町村のみならず京都府が

積極的に市町村間の調整の役目を果たしてい

ただきたい｡

Ⅶ. 結びに

予防接種広域化の必要性は以前から指摘さ

れてきたが, ようやく実施に向けてひとつの

形を作ることができた｡ 府民の健康を守るた

めにも, 京都府内全域での広域化が一日も早

く実現し, 住所地以外のかかりつけ医での接

種や集団接種での接種漏れ者の接種機会の確

保が可能となることを願っている｡

広域化についての貴重なご意見・資料を提

供くださいました広域化先進府県の医師会関

係各位に御礼申し上げます｡
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｢｢｢京京京都都都市市市にににおおおけけけるるる
小小小児児児救救救急急急のののああありりり方方方｣｣｣

小児救急シンポジウムが３月29日(火), ｢京 (みやこ) あんしんこども館｣ にて開催, 一般

市民を含む約60名が参加した｡ 辻府医理事の司会進行のもと, 京都市立病院小児科部長の川勝

秀一氏より, ｢小児救急医療の現状について｣ と題して現状を報告いただいた後, シンポジウ

ム ｢京都市における小児救急のあり方｣ を開催した｡

小児救急の現場は危機的状況

川勝氏は, ｢京都市立病院小児科の小児救急患者数が10年間で2.5倍になった｡ この間 『たら

い回し』 などの事例は現れていないが, これは京都における救急システムが十分に機能してい

るからではなく, 病院勤務小児科医の個別の献身的な努力により大過なく経過したためである｡

しかし, いよいよ個別の努力では限界に達しつつあり, 実際救急室で飲まず食わずで診療に当

たっても待ち時間が３時間を越え, 入院させた患者の処置もできない, 救急車の搬送も受け入

れる事ができないといった事態が起こってきている｣ と, 現場の危機的状況を報告し, 参加者

に理解を求めた｡

シンポジウム：京都市における小児救急のあり方

シンポジウムでは森府医副会長が座長を務め, シンポジストは, 勤務医代表として京都第一

赤十字病院小児科医長の小松博史氏, 開業医代表として林小児科循環器科院長の林鐘声氏, 保

護者代表として子育て支援ＮＰＯ法人おふぃすパワーアップ代表の丸橋泰子氏, 行政代表とし

て京都市保健福祉局保健衛生推進室部長の波部美利氏が担当し, それぞれの立場から発表した｡

小松氏は, 小児救急の３Ｋとして, ｢きつい, 切りがない｣ ｢(患者との) 関係が薄い｣ ｢(入

院患者など他のことが) 気が気でない｣ を挙げ, 当直日に時間外診療が途絶えないために, 病

棟を診る暇がない事などを具体的事例を交えて説明した｡

林氏は, 患者が時間外に, 一度も診てもらったことのない病院当直医に診てもらうよりは,

診療時間内にかかりつけ医に診てもらう方が, 優れた対応のできることを説明, 今後も休日急

病診療所等を通して, 病院小児科医をサポートしていきたいとの意志を表明した｡

丸橋氏は子育て支援ＮＰＯ法人としての活動を説明, 核家族化などにより相談相手も少なく,

親たちがとても不安な中で子育てをしていることを発表, 子どもの命と密接にかかわる医療の

面で, 24時間対応の相談窓口開設など, さらなる子育て支援の充実を求めた｡

波部氏は, 現在の京都市における救急医療体制と, 今秋に予定している丸太町の休日急病診

療所の小児科診療時間拡大 (次ページ参照) について説明, 市民に休日急病診療所の利用促進
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を呼びかけた｡

その後, シンポジストに川勝氏を加え, ディスカッションを実施, 休日急病診療所の診療時

間を拡大しても市民が利用しなければ意味がない, 市民に利用していただけるよう周知徹底す

ることが重要である等, それぞれの立場から意見を述べ, 今後も京都市における小児救急医療

の発展に協力していくことを確認して閉会した｡

京都市休日急病診療所 診療時間拡大 (案)

※ ◎が新たに拡大を検討している時間帯

診療所名 受付時間
診 療 日

平日 土曜 日曜 祝日 12/29～1/4 8/15～16

京都市休日
急病診療所
(丸太町診療所)

10：00～14：00

○ ○ ○ ○
14：00～17：00 ◎

18：00～21：00
○

21：00～22：00
◎

22：00～24：00 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

救急蘇生訓練人形等の貸出について

府医では, 地区医師会・京都市消防局・京都府各消防本部の協力により, 救急蘇生訓練

の啓発を推進しております｡

さて, 下記の救急蘇生訓練人形等について, 医療機関内または地域での救急講習会等で

会員の皆様にご利用いただきたく存じますので, 貸し出しご希望の方は, 事前に京都府医

師会地域医療課救急係 (TEL 075－315－5274) までご連絡くださいますようご案内申し

上げます｡

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ３体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルメーター付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) ＡＣＬＳトレーニングシステム (コンピュータ付)

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体

・救急蘇生訓練人形 (小児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) [人工呼吸・心マッサージ・背部叩打法訓練可] ２体

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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ＴＴＴＶＶＶ会会会議議議シシシススステテテムムム・・・ＯＯＯＲＲＲＣＣＣＡＡＡプププロロロジジジェェェクククトトトののの現現現状状状ををを報報報告告告

都道府県医師会情報システム担当理事連絡協議会が３月17日(木), 日本医師会館で開催され,

(１) ＴＶ会議システム (２) 医療施設ＨＰのガイドライン (３) ＯＲＣＡプロジェクトにつ

いての現状報告が行われた｡

冒頭あいさつで植松日医会長は ｢これまで医療分野における情報化をめざし, 都道府県医師

会の協力のもと, インターネットを手段とする 『医師会総合情報ネットワーク』 構築を推進し

てきたが, 今後も, より一層の情報化推進を継続していきたい｣ との考えを示した｡

医療施設ホームページのあり方について
各医療機関にガイドラインの遵守を働きかける

日医ＩＴ問題検討委員会の森委員長 (府医副会長) より医療施設ホームページ (以下ＨＰ)

のあり方について, これまでの検討状況およびガイドライン (案)について説明が行われた｡

その中で森委員長は, インターネット利用者の急速な増加により, ネットを通じて医療情報

を入手する患者・国民が多くなっている現状を踏まえ, ｢それに呼応するかのごとくさまざま

な診療情報をネット発信する医療機関も増えているが, 中には目にあまる誇大広告とも受け取

れる内容のＨＰが存在することも事実である｣ と説明｡ 医療法上ではＨＰによる広告は規制の

対象外であるとはいえ, ｢何らかの信頼性を確保するための方策は必要｣ との認識を示した｡

そのうえで, 現在検討中のガイドライン (案) の内容 (作成の指針や掲載不適格内容など)

について説明し, 当面は, 日医策定のガイドラインの遵守を各医療機関に働きかけることが適

切であると強調した｡ と同時に, 各都道府県・郡市区医師会レベルでの対応, 特にＨＰに関す

る苦情相談や当該医療機関への指導などが必要になるとの考えを示した｡

ＴＶ会議システムは今年９月から運用開始
当面は日医⇔都道府県医師会で実施

松原日医常任理事より, ＴＶ会議システム導入についての経緯およびその概要が説明され,

その後, 業者によるシステムのデモンストレーションが行われた｡ 特に, システムの特色や機

能の概要については① ｢日医専用ＴＶ会議システム｣ として日医⇔都道府県医師会で実施②デー

タセンター内に専用サーバを設置, インターネット経由でＴＶ会議を行うことなどが説明され

た｡

また, 各都道府県医師会の費用負担については, インターネット環境以外は基本的には追加

機材は不要｡ またメンテナンスに関しても, データセンターで一括管理されるため, 各都道府

県でのメンテナンスは不要であると説明した｡ 最後に, ９月の運用開始にむけたシステム導入

までのスケジュール (予定) が確認された｡

各都道府県からはシステムの対応能力やセキュリティの問題, 今後の発展性, システム導入
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に関する費用についての意見が出された｡ 特に, 日医⇔都道府県医師会での利用にとどまるこ

となく, 各都道府県や郡市区医師会での活用を求める意見が出され, 松原日医常任理事は当面

は日医と都道府県医師会との間でのみ利用 (日医主催による伝達講習会など) していきたいと

述べるとともに, 今後運用していく中で, さまざまな問題点などを修正しながら, 将来的にシ

ステムが安定してくれば, ライセンスを増やし, 各都道府県や郡市区医師会での利用も検討し

たいと回答した｡

ＯＲＣＡプロジェクトの現状と将来
日医標準レセプトソフトのさらなる普及に向けてＰＲ

松原日医常任理事はＯＲＣＡプロジェクトの現状などについて説明した｡ 特に, 日医標準レ

セプトソフトに関しては, 全国での稼動状況 (稼動中, 移行中) が1,300件 (2005.２.24現在)

を超えたことを報告｡ また, 操作性, 機能性など以前と比較し, かなり進歩してきており, ま

た既存のレセコンからのデータ移行もスムーズに行えるようになっていると説明｡ 今後もレセ

コンとして ｢カンペキ｣ という評価を得るべく努力していきたいと述べた｡

個人情報保護法への対応について松原日医常任理事は, ｢非常に重要な問題である｣ と前置

きしたうえで, ＯＲＣＡプロジェクトにおいては, 多くの個人情報をサーバに保有しており,

さらにオンラインでつながっていることから, 悪意をもった外部からの侵入者やメールなどに

よるウイルス感染への対応は必要不可欠であると述べ, 今後, 理事会で検討し, 慎重に対応し

ていきたいとした｡

参考１：全国での日レセ稼働状況

レベル１ (稼働中) ・・・1,076件

レベル２ (移行中) ・・・ 241件 (1,317件)

レベル３ (検討中) ・・・ 421件

参考２：既存のレセコンからの移行状況
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メーカ名 患者情報 保険情報 公費情報 入力コード
情報

患者診療科
履歴 病 名

サンヨー
Newve ○ ○ ○ ○ △ △

東芝
メディカル ○ ○ ○ ○ △ △

日 立 ○ ○ ○ ○ △ △

日 立
(旧沖電気) ○ ○ ○ ○ △ △

富士通
HOPE ○ ○ ○ ○ ○ ○
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特別講演は ｢日医における専門医相談事業の展開｣

３月19日(土) 府医会館にて平成16年度の第

24回京都府医師会学校医部会総会が開催された｡

今年度の総会には54名の学校保健・学校医関係

者が集まり, 油谷学校医部会長挨拶の後, 学校

医部会学校医永年勤続感謝状贈呈者並びに学校

心臓検診事業功労感謝状贈呈者披露, 学校医部

会活動事業報告, 心臓検診事業報告, 京都市学

校検尿事業報告, 特別講演 ｢日医における専門

医相談事業の展開｣ が行われた｡

感謝状贈呈披露では, 学校医として40年間勤

続された, 伏見の西祥太郎氏, 山科の金山政喜氏, 亀岡の小谷功氏ら３名 (順不同) 並びに学

校心臓検診事業に多大なご尽力をいただいた小西理雄氏のご功績に対し, 敬意と感謝の辞が述

べられた｡

引き続き岡林府医理事より事業報告が行われた｡ さらに, 平成16年度学校医部会心臓検診事

業について心臓検診委員会の羽場重尤委員長より, 小学４年生の全員検診が平成７年度より導

入され, 現在５市20町で実施されており, 16年度の対象者数は小学１年生22,713名, ４年生6,601

名で前年より504名減789名増, 中学・高校では生徒数が減少傾向にあり昨年度より中学１年生

293名減, 高校９名増である等受診状況について報告があった｡ また, 学校検尿事業委員会の

川勝秀一委員長より, 平成16年度から実施された京都市学校検尿事業の一次検尿受検者105,687

名 (受検率98.7％) の血尿・蛋白尿陽性者, 糖尿陽性者の結果等について報告があった｡ 初年

度のため, システム上多々不備な点が見受けられたが, 来年度には改定していきたいと述べ,

今後も事業が円滑に運営できるよう協力を求めた｡

特別講演では, 雪下日医常任理事より ｢日医における専門医相談事業の展開｣ と題して講演

があった｡ 近年児童・生徒を取りまく心と身体の健康問題は多様化し深刻な様相を呈している｡

日医では現状における学校保健の問題を整理し, その活性化を図るために, 学校医のなすべき

緊急課題として４つの重点項目を上げており, 中でも従来の内科, 眼科, 耳鼻科の三科に加え,

精神科, 産婦人科, 整形外科, 皮膚科等の専門相談医の配置は最重要課題である｡ 平成15年度

から日医において専門相談医モデル事業を３県で実施し, その有用性について文部科学省に進

言し, 平成16年度から文部科学省において ｢学校・地域保健連携推進事業｣ (３年継続) とし

て予算化された｡ 日医では来年度からモデル事業を６道府県に拡大し検討を重ね, 文部科学省

の事業の成果を踏まえ, 将来の専門校医の全国制度化の実現を図りたいと述べられ, 熱心な質

疑応答の後, 盛況裡に終えた｡

学校医永年勤続感謝状を受けた (左から) 小谷氏, 西氏
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第36回全国学校保健・学校医大会参加者募集

と き 11月12日(土) 午前10時

ところ 大津市・大津プリンスホテル

主 催 日本医師会 (担当：滋賀県医師会)

メインテーマ ｢子どもたちの健やかでこころ豊かな成長を願って｣
分科会 第１： ｢からだ｣ 第２： ｢こころ｣

第３： ｢耳鼻咽喉科｣ 第４： ｢眼科｣

シンポジウム ｢軽度発達障害をめぐって‥‥学校医ができること｣

特別講演 ｢未定｣ 比叡山延暦寺学問所所長 小林 隆彰 氏
参加申込み方法等

１ 大会参加をご希望の方は, ①地区名, ②氏名, ③医療機関名, ④ご希望され

る分科会名, ⑤電話番号, ⑥ＦＡＸ番号をご記入の上, ４月22日(金) までに

ＦＡＸまたはハガキにてご連絡ください｡

京都府医師会地域医療課：TEL 075－315－5278 FAX 075－315－5290

２ 参加費 (２万円) については, 10名までは府医師会で負担させていただきま

す｡ 希望者多数の場合は締切り後に抽選により10名を選ばせていただきますの

でご了承ください｡ なお, 旅費および宿泊費は参加者の負担となります｡

『平成17年７月１日発足に向けての一人
医師医療法人の設立申請書』 の受付を下記
の要領で行います｡
＜受付要領＞
①平成17年７月１日発足の申請をされる方
は, 平成17年４月28日(木) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

つ) を京都府医療室へご提出いただくこ
ととなります｡
③一人医師医療法人の事前概要書ならびに
各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡
④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術広報課までご連
絡ください｡

平成17年７月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成17年４月28日(木) までに ｢事前概要書｣の提出を
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高齢者の貧血

那須内科院長

那須 芳

高齢者における貧血は若年者と異なる病態

を示すことが多いので, 違ったアプローチが

必要なことがあります｡ 日常問題になる点に

ついていくつか述べてみたいと思います｡

Ｑ１. 高齢者では貧血の基準が違うのですか？

Ａ１. 造血組織である骨髄では加齢により脂

肪組織が増加し, 赤血球の産生も低下す

ると考えられています｡ WHO の基準で

は高齢者の貧血は男性女性とも血色素

(ヘモグロビン) 11.0g／dl 未満です｡ つ

まり検査伝票の正常値 (成人の) に縛ら

れずに判断すべきです｡

Ｑ２. 貧血の原因に何か特徴はありますか？

Ａ２. 若い人と異なり何か基礎疾患があって

生じる二次性貧血が多く貧血全体の約８

割を占めています｡ ですから貧血の患者

さんを見た場合はまず基礎疾患をさがす

必要があります｡ その中でも多くを占め

るのが悪性腫瘍でまず消化器系から肺,

婦人科系などを検索していきます｡ また

悪性腫瘍がなくても胃潰瘍や痔からの慢

性的な出血から貧血を生じることも多い

です｡

Ｑ３. 慢性的な出血と悪性腫瘍による貧血は

同じような機序で生じるのですか？

Ａ３. 慢性的な出血では鉄の喪失により鉄欠

乏状態となり, 小球性貧血, 血清鉄低値,

血清フェリチン低値 (高齢者では総鉄結

合能は必ずしも高値にはならない) を呈

しますが, 悪性腫瘍による貧血は鉄の利

用障害が本態の ｢慢性疾患による貧血

Anemia of Chronic Disease｣ ですので同

じ小球性貧血, 血清鉄低値でもフェリチ

ン (貯蔵鉄) が高値で, この場合鉄を投

与することは禁忌とされています｡

Ｑ４. 悪性腫瘍以外に慢性疾患による貧血は

どのような場合にみられますか

Ａ４. 有名な疾患では関節リウマチや結核な

どの慢性炎症性疾患です｡ 超高齢者では

慢性の膀胱炎や骨折, 褥創なども原因の

ことがあります｡ これらの疾患にみられ

る貧血に対しては原疾患の治療により炎

症をおさえて鉄の利用障害を除くことが

重要で, 不用意な鉄の投与は細菌感染の

助長や鉄過剰症を生じることがあります｡

Ｑ５. 鉄欠乏性貧血で鉄を投与する際内服と

静注はどちらが良いのでしょうか

Ａ５. 内服の場合鉄は十二指腸の粘膜上皮細

胞のトランスポーターにより, 細胞内鉄

と腸管内鉄との濃度勾配により吸収され

ます｡ つまり自動的に調節機能が働くの

ですが, 静注の場合こういった作用が働

かず投与した量はそのまま体内に蓄積さ

れます (出血のない場合体外へ排出され

る鉄量は一日約１mg)｡ ですから静脈内

投与するときには不足鉄量を計算した上

で行うか, 手術や出血の際の一時的な投

与にすべきです｡

専門外講座
日常診療のための
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Ｑ６. 胃がんのため胃の摘出術をうけたあと

何年かして貧血がでてきますが, これは

どういった貧血でしょうか？

Ａ６. 胃を摘出したために胃酸の分泌が低下

し鉄の吸収が不良となって起こる鉄欠乏

性貧血と, 胃の内因子が低下したためビ

タミンＢ12が不足し数年後に生じる巨赤

芽球性貧血があります｡ (時間がたって

出現するのは生体内のＢ12の予備量が多

いからと考えられています｡) 巨赤芽球

性貧血は胃の手術後だけでなく慢性萎縮

性胃炎で抗内因子抗体によるＢ12吸収不

良による悪性貧血でも生じますが, 赤血

球が大きい (MCV が大) のが特徴です

ので大球性の貧血があれば血清ビタミン

Ｂ12を測定 (念のため葉酸も) すること

が必要です｡

Ｑ７. 大球性貧血は他にもありますか？

Ａ７. 軽度のMCV高値はアルコール多飲者

によくみられますが, 高齢者に認める場

合には骨髄異形成症候群 (Myelodysplastic

Syndrome;MDS) を考慮しておかなけれ

ばなりません｡ MDS は正球性の場合も

ありますが, 骨髄が正～過形成であるの

に末梢の血液では貧血や白血球, 血小板

減少をきたす疾患で高齢者に多い疾患で

す｡ 血液内科で骨髄の検査をして診断が

確定します｡ なかなか有効な治療がなく

疾患が進行して輸血に依存することもあ

り, また白血病へ進展することもあるの

で注意が必要です｡

Ｑ８. 正球性貧血はどう考えたらいいでしょ

うか？

Ａ８. 正球性貧血は色々な疾患の可能性があ

るので, 貧血の鑑別診断のアルゴリズム

を成書をみてすすめていくべきだと思い

ます｡ 腎不全や肝不全による貧血は比較

的容易に診断されますが, 甲状腺機能低

下症はしばしば見逃されています｡ また

網状赤血球が多ければ溶血の存在が考え

られますし, 増加がなければMDS や多

発性骨髄腫, 白血病や癌の骨髄転移など

多種の疾患がありえます｡ 一度は血液内

科への紹介をお勧めします｡

会員の皆さんの生命保険のご契約につきましては, 現在下記の生命保険各社と ｢団体契

約｣ を締結して保険料の割引を行っております｡

昨年明治生命と安田生命が合併し, ｢明治安田生命保険｣ となったことに伴い, 従来

｢団体契約｣ を結んでおりませんでした ｢旧明治生命｣ にご加入の方につきましても ｢団

体扱い｣ が出来るようになりました｡ 旧明治生命に加入されておられる先生は担当社員か

府医学術広報課 (TEL 075－315－5276) までお問い合わせください｡

なお, 団体契約は, 日本生命, 住友生命, 第一生命, 朝日生命各社と締結しております

ので, 直接ご契約されておられる先生, あるいは新規にご契約をされる先生は ｢団体扱い｣

をされるようお勧めいたします｡

会員各位
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介護療養型医療施設の指定については, 療養病床を有する病院または診療所の申請により京都府

知事が行いますが, その基準病床数 (圏域内での指定病床数の上限) は３年ごとに策定される京都

府介護保険事業支援計画で定められており, 各年度ごとの計画病床数の範囲内で介護療養型医療施

設の指定 (増床) が行われます｡

今般, 平成17年度分の指定申請についての事前協議の受付が下記のとおり行われます｡

１. 対象圏域
京都・乙訓圏域については既に指定病床数が今期計画期間における必要病床数に達しております

ので, 新規指定または増床の受付はなく, 今年度は丹後, 中丹, 中部, 南山城および相楽圏域が対

象となります｡

２. 事前協議
平成17年度指定分の指定申請について, 平成17年５月16日(月) から６月15日(水) まで, 京都府

庁で指定申請に係る事前協議の受付が行われます｡ 介護療養型医療施設の新規指定または増床を具

体的に考えておられる医療機関 (事業計画, 当該圏域の全市町村への意見書提出に係る説明・依頼

が必要) は, 事前に日時等を予約の上事前協議の申込みを行ってください｡

【予約受付：TEL 075－414－4672 (介護保険事業室・介護療養型医療施設担当)】

なお, 上記期間中に事前協議を受け指定を行った後においても, 現行指定数が必要入所定員数を

下回る圏域については, 随時受付, 随時指定が行われます｡

３. 事前協議に基づく調整
①申請予定病床数が圏域ごと, 年度ごとに定めた必要入所定員総数を上回る場合については, 必

要に応じて調整されます｡ (例：圏域毎の各医療機関の申請予定病床数を一律に減じる, 全ての

医療機関について指定しない等)

②調整の結果, 指定を行うことができない場合は, その旨を事前協議いただいた医療機関に連絡

されます｡

４. 申請の受付
①特に問題がなく事前協議を完了した場合は, 京都府介護保険事業室で, 個別に申請受付が行わ

れます｡

②申請をされる医療機関は, 必ず事前に申請書提出日時を予約の上, 必要書類を予約日時に持参

して, 申請を行ってください｡

５. 実地調査の実施
①申請受付後, 実地調査の実施が予定されています｡

②実地調査では, 施設基準および人員基準等の現地確認を行います｡

６. その他
京都府内の病院には京都府介護保険事業室から直接案内が送付されています｡

介護療養型医療施設の指定 (増床) について
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平成17年２月１日付けで, 最新の科学的根

拠に基づいた院内感染防止に関する留意事項

等について, 厚生労働省医政局指導課長通知

が出された｡ 院内感染は解決すべき重要案件

の１つであり, 私の専門分野の外科領域では,

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA),

多剤耐性緑膿菌 (MDRP) による術後感染症

はとくに注意が必要となってきている｡ その

院内感染予防に手洗いと消毒は基本であるが,

２月１日の通知では, 手術時の手洗いに用い

る水について滅菌水と水道水とで手洗いの効

果に有意差がないという見解が示されたこと

から, ｢滅菌手洗い｣ が ｢清潔な手洗い｣ に

改められている｡ 私が27年前に外科に入局し

た時には, 感染を防ぐために手術前にはイソ

ジンなどの消毒薬でブラッシングし, 滅菌水

で流すのが医学界の常識であり, そうするよ

うに指導された｡ その後, 皮膚に傷を付けや

すいことから, ブラッシングは固いブラシか

ら柔らかいスポンジが推奨されるようになっ

たが, 流水は水道水ではなく必ず滅菌水を使

用していた｡

ここで手洗いの歴史を振り返ってみると,

最初に手洗いの重要性に気づいたのはウィー

ン大学の産婦人科医ゼンメルワイスで, 当時

高い死亡率で恐れられた産褥熱について考察

し, 医者の手についた何かがその原因である

と考え, 1847年に ｢赤ん坊を取り上げる前に

は必ず手を洗うこと｣ と提唱し, 産褥熱の発

生が劇的に下げられることを示した｡ ｢医者

の手にくっついている何か｣ の正体は, その

30年後ロベルト・コッホとパスツールによっ

て証明されることになった｡ 手術は素手で行っ

ていたため, 手術創の感染を防ぐためには,

外科医の手を無菌化する必要があることは明

らかだったが, どんな強い消毒薬を使っても,

結局, 皮膚は無菌化できなかった｡ そこで,

無菌化した手袋をつけて手術すれば良いこと

に気がついたのが, 乳癌根治術であるハルス

テッド手術を提案したハルステッドであった｡

しかし, 手術前に５分以上かけて手洗いして

滅菌手袋をつけても, 数十分すると手袋の中

の手の表面は手洗い前の常在菌一杯の状態に

戻っている｡

2000年頃から日本でも, 手術場の手洗いに

滅菌水を使用しているのは日本だけであり,

欧米と同じように水道水で充分ではないのか

という議論がされるようになってきた｡ 一方

では, 長年続けてきた滅菌水での手洗いを水

道水に変えて, それで感染が起こったらどう

するのだということで, 水道水での実施には

ためらいがあった｡ 今回の通知は, 手洗いは

滅菌水でするのが常識であったのを, 長い間

続けられてきた迷信であったと訂正したよう

に感じる｡ この通知をもとに, 手洗いに滅菌

水を用いない施設が増えるだろうと思われる｡

滅菌水による手洗い以外にも, 日常の常識に

はＥＢＭの検証を受けていない迷信がまだま

だたくさんあるような気がする｡

常識が迷信に変わる時
府医勤務医部会幹事 (京都専売病院) 薄井 裕治
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相撲観に行っても
力士の肌を診て……

４月２日｡ 術後の患者さんの処置に病院に

行く途中, まず烏丸下立売の平安女学校の北

側のしだれざくらが目に入る｡ 毎年, 他の桜

よりも早く楽しませてくれる｡ 七条大橋の東

側の堤も, まだチラホラであるが咲き始めて

いる｡ 帰りは川端通りを通って花を見ていた

が, 来週が見頃になるようだ｡ 今, 満開はハ

クモクレンである｡ 病院に着いて救急の処置

室に行ったら, 当直の先生がお待ちで(笑)

｢火事で熱傷の方がおられるんです｣｡ 全然予

想外ではあるが診なくてはいけない｡ 衣服が

燃えたんであろう｡ 左下肢は紅斑を通り越し

て, 壊死を起こして白くなっていた｡ 植皮の

適応になると考え, 入院してもらった｡

東山医師会通報には書いたことがあるが,

相撲はちいさい頃から好きである｡ ｢ちいさ

いころ, 相撲取りの名前で漢字を覚えた｣ と

言っていたのを聞いてくれていた知人がいて

｢先生, 観に行かれますか？｣｡ ｢何でも言う

とかんとアカンのやなあー｣(笑)｡ 中日, 席

は西の控えの力士の斜め後ろ, 一番前なんで

息づかいまで聞こえる｡ 21歳まで住んでいた

のは大阪の阿倍野である｡ 難波の府立体育館

まで30分はかからない｡ それこそ小学生の頃

は場所の間, 何回か行っていた｡ 鏡里が大好

きで, 安念山にファンレターを書いたりもし

た｡ 其の後も, 幾度か升席で観たが, 砂かぶ

りははじめてである｡

相撲を見るんだが, どうしても職業柄相撲

取りの皮膚を見てしまう｡ 扁平母斑はやはり

お尻に多いんやなあーとか, 30歳を越えても

まだ肥えて伸展線条の新しい (あかい) のが

見られる力士がいるとか……, この力士は毛

包炎がえらく多いなあーとか｡ 50センチ前に

どっかと腰を下ろしているのを見るんで, ま

わしで擦れて太腿の内側には色素沈着 (摩擦

黒皮症) が出来ている力士がおおいのにも驚

いた｡ 絹のまわしも長い間に薄くなっている

ところもある｡ そんなんも近くなんで見てし

まう(笑)｡

幕下の取り組みの半ばくらいから見た｡ 朝

青龍の土俵入りを見て 『自信にあふれる』 と

いう形容は今の横綱のためにあるんではない

かと思うくらい, 凄い｡ 北の湖・千代の富士

の全盛時代と同じ迫力がある｡ 筋肉が硬いと

いう感じは全然受けない｡ バーベルなんかで

鍛えたんではなく, 稽古で鍛えたという感じ

がした｡ どのように表現したらいいのか, 輪

島が出てくる以前の力士のような感じである｡

当日の好取組は, 何と言っても安馬と稀勢の

里の一番であった｡ ３分を越える相撲であっ

たが, これからの大相撲を担う二人の力士が

手に汗を握らせてくれた｡ この一番を観られ

ただけでも満足であった｡

さて, 大学の３回生になる次女がいる｡ 勉

強をしている時もあるが, 夕食の時いないこ

ともある(笑)｡ ｢何してるんや？｣ と聞くと

｢合コン｣｡ 結構な時代で, アルバイトをして,

安い居酒屋に行ってるんであろう｡ 過日は某

銀行と合コンをやったら, 妻子持ちが来たと

のこと(笑)｡ おもろい奴やなあーと思って,

その銀行の専務に会った時その話をしたら

｢それはいけませんなー！｣｡ 真面目に応対さ

れて困った｡

某銀行の翌日には, わが母校の京都府立医

科大学の学生と合コン｡ ｢君たちと合コンす

るような学生なんて……｣ と言っていたら,

『４人のうち２人が留年した』 と友達からメー

ルが入ったという(笑)｡ ｢それみてみい｡ ろ

くな奴はおらんやろ｣｡ ｢パパ｡ 自分も留年し

ているくせに！｣

前府医広報委員会委員
京都第一赤十字病院皮膚科

前田 基彰
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うぐいす (鴬, 春告鳥) の事はどなた様でも

その鳴き声を聞いて知っている｡ 今更おまえな

んぞが書かなくても良いと, お叱りを受けるの

は百も承知である｡ 何しろ, うぐいすに関する

インターネット情報だけでも５万件以上も登録

があるのだ｡ うぐいす何でもありといったとこ

ろで, おさけは山梨の純米大吟醸 ｢春鶯囀｣,

食べ物はうぐいす餅, うぐいす団子, うぐいす

飴, 梅干の ｢鴬の宿｣, 地名に関することなら

奈良東大寺若草山山頂の鶯塚古墳 (仁徳天皇の

皇后のお墓), 近江前原醒井宿の鴬ヶ端 (琵琶

湖の景勝地), 川西市の住宅地鴬ガ丘, 人名な

ら松山藩家老－奥平鶯居, 銭湯は東京渋谷鴬谷

の鴬湯, 温泉の岩手県雫石町の鴬宿, 近場の駅

では川西能勢電妙見線鶯の森, 遠くは台湾の陶

芸の町鴬歌, 植物では東京小石川植物園の鶯神

楽 (うぐいすかぐら, 紅色の花が咲く), 二枚

貝のシロチョウウグイス貝, 東映映画の ｢鶯城

の花嫁｣ (主演大友柳太郎, 中原ひとみ, 1958

年), 昔ものがたりで ｢見るなの座敷｣, エッセ

イは ｢日本の鴬｣ 等など枚挙に暇なしだ｡ だか

ら本来は ｢お叱りごもっともでござる｣ と言っ

て, 恐縮して引き下がらなければいけないとこ

ろだ｡ しかし一つだけ気になっている事がある

のでこの際あえて書かせていただく事にする｡

実はもうすぐ４月だというのに, うぐいすが未

だ我が家の近隣で鳴かないのだ｡ 今年は初音の

｢ほーほけ｣ が未だ聞こえてこない, 他の所で

は既に鳴いているのに｡ 心配だ｡ 心配するには

訳がある｡ 昨年, すぐ近くで鳥インフルエンザ

のからすの死骸が発見され, おおがかりにそこ

ら中の藪や草原が伐採され, 消毒されたのであ

る｡ うぐいすの棲家は低木, 竹やぶ, 草原など

の茂みの中なのだ｡ 元気にしているだろうか？

話は変わるがうぐいすは低空飛行をし, 非常

に用心深いのでめったにお目にかかれない鳥で

ある｡ それとは逆によくお目にかかるのが, う

ぐいすとよく間違えられるめじろである｡ なる

ほどめじろはうぐいすとすがた・かっこうはよ

く似ているが体全体の色調はめじろは草色 (黄

緑色－いわゆる鶯色) で, 一方うぐいすはくす

んだ茶褐色ぽい色である｡

また, うぐいすはすずめの倍の大きさだ (約

20㎝) が, めじろはすずめの半分位の大きさ

(約８㎝) である｡ したがって, めじろは可愛

らしいさえずりだが, 声量はか細く, 聞き取り

にくい｡ 早い話, うぐいすの声量はめじろの数

十倍もあるのだから, もしもめじろの傍にうぐ

いすがいて, 同時に鳴いたらうぐいすのさえず

りだけ聞こえてめじろのさえずりは全く聞こえ

なくても当然の理屈だ｡ だから ｢梅に鶯 (うめ

にうぐいす)｣ は間違いでもあるが, 正しくも

あるのだ｡ いにしえの人は寛容なのだ｡ 仮にも

前にめじろが枝渡りしている梅の木, そのすぐ

後ろにうぐいすが鳴きながら, 潜んでいる竹や

ぶをご想像あれ｡ あたかも見目麗しいめじろが

梅の木上で ｢ほーほけきょ｣ と鳴いているよう

に見える事でしょう｡ そのほうが絵になる｡ 古

のひとの粋な創作なのだ｡

さて, うぐいすを好んで題材 (季語) に用い

たのは古え人の代表格, 俳人松尾芭蕉である｡

三句選んで,

うぐひすの 笠落としたる 椿哉

鴬や 柳の うしろ 藪の前

鶯や 餅に糞する 縁の先

小生は俳句では芭蕉様にはとうていかなわぬ

ので, せめて字余り川柳で拙句を一句詠む｡

小笠原 ほーほけきょと めぐろなき

芭蕉驚く！

(小笠原には目白の親戚の目黒がいます｡ お時

間にゆとりのある方は, 鴬が小笠原諸島にいる

かどうか, 役場の観光課にお問い合わせくださ

い｡ 小生は存じ上げませんので, ご教示いただ

ければ幸いです｡ ３月29日 記す｡ 作家)

���
�����	
����

ぼう ゆめき
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全性情報について, 最新情報

を掲載いたします｡

詳細をご希望の先生には, 資料のコピーをお送りいたしますので, 学術広報課までご連絡く

ださい｡ (TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042)

① 医薬品・医療用具等安全性情報第211号の速報について (日医常任理事)

※重要な副作用等に関する情報として前号以降に改訂を指導した医薬品の使用上の注意のう

ち重要な副作用等について, 改訂内容, 参考文献とともに改訂の根拠となった症例の概要

に関する情報として ｢塩酸ラロキシフェン｣, ｢フマル酸クエチアピン｣, ｢自己血糖検査用

グルコースキット (グルコース脱水素酵素法のうち補酵素にピロロキノリンキノンを使用

するもの)｣ が掲載されています｡

また, ｢使用上の注意の改訂について (その164)｣ も掲載されています｡

なお, この件については日医雑誌５月号に掲載される予定です｡

② 体外診断用医薬品の添付文書の記載要領について (日医会長)

※本件は, 平成14年に公布された薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正す

る法律第２条による改正後の薬事法が平成17年４月１日より施行されることに伴い, 体外

診断用医薬品の承認制度等が改正されることから, 体外診断用医薬品の添付文書について,

より理解しやすく活用しやすい内容とするため, 従前の旧記載要領を廃止し, 新たに ｢体

外診断用医薬品の添付文書の記載要領｣ を定め, 平成17年４月１日より実施するため, 都

道府県知事に対し, 管下関係業者, 団体等に対し周知徹底等を行うよう通知されるもので

す｡

③ 医療機器の添付文書の記載要領について (日医会長)

※本件は, 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律が施行され, 添

付文書等の情報提供文書の作成責任の主体が製造業者, 輸入販売業者, 外国製造承認取得

者又は国内管理人から製造販売業者又は外国特例承認取得者に変更されたことに伴い, 従

前の ｢医家向け医療用具添付文書要領｣ を廃止し, 新たに ｢医療機器の添付文書の記載要

領｣ を定め, 平成17年４月１日より適用することとなったため, 都道府県知事に対し, 管

下関係業者, 団体等に対して周知徹底を図ることなどを求めるものです｡
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国立病院機構における結核患者の退院基準について (お知らせ)

今般, 国立病院機構理事長より, 国立病院機構各病院長に国立病院機構における結核患者の

退院基準についての通知がなされました｡ これを受けて, 各国立病院機構では, 下記の新基準

が適応されますので, お知らせします｡

国立病院機構としての退院基準が必要な理由

１) 現在の感染対策としての退院基準に合理性が乏しく, 諸外国と比べて入院期間が極め

て長くなっており, 入院期間の大幅な短縮が望ましい｡

２) 現在, 病院及び主治医ごとに退院基準が存在し統一されていないが, 今後は国立病院

機構としての一体性を打ち出していく必要がある｡

新退院基準

Ａ基準：一般的な退院基準
１. 標準化学療法が副作用なしに２週間以上実施されていること

２. 咳や発熱等の症状が改善していること

３. 多剤耐性の可能性がないこと

４. 保健所との連携により, 退院後も確実に服用できる支援体制が取られていること

５. 新生児や BCG未接種の乳幼児, または体の弱った人と新たに同居しないこと

Ｂ基準：一般病床への移動, 施設への入所, 新生児や BCG未接種の乳幼児または免
疫不全状態にある者との新たな同居の場合, または副作用や薬剤耐性で標準
化学療法ができない場合

１. 有効な化学療法が副作用なしに実施されていること

２. 咳や発熱等の症状が改善していること

３. 薬剤感受性検査で多剤耐性が否定されていること

４. 検査で塗抹または培養で結核菌が２回連続して陰性であること

５. 保健所の連携により, 退院後も確実に服用できる支援体制がとられていること

以上, いずれの場合も退院後国立病院機構と保健所の連携により確実に治療が継続されるこ

とが条件となっております｡

会員各位におかれましてはご了知いただきますよう, よろしくお願い申し上げます｡
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於於於 国国国立立立京京京都都都国国国際際際会会会館館館

プログラム概要

５月28日(土) 13：00～16：00

■シンポジウム１ ｢プライマリ・ケアにおける補完・代替医療｣

座長 洛和会音羽病院院長 松村 理司

基調講演 京都府立医科大学大学院医学研究科教授 今西 二郎

シンポジスト 京都大学名誉教授 糸川 嘉則

京都府立医科大学助教授 三谷 和男

日本東洋医学系物理療法学会会長 白畠 庸

５月29日(日) ９：30～12：00

■シンポジウム２ ｢在宅医療と病診連携｣

座長 左京医師会元会長 藤田 宗

シンポジスト 島根県川本健康福祉センター主任精神福祉相談員 土井 寿子

京都大学探索医療センター探索医療臨床部教授 横出 正之

京都市久多いきいきセンター長 岩淵 ぬい

■産業医研修会

司会 元京都府医師会産業保健委員会委員長 檜垣 勝

講演Ⅰ ｢職場における健康情報保護について｣

座長 京都府医師会産業保健担当理事 中野 昌彦

講師 アクシス法律事務所 弁護士 村田 純江

講演Ⅱ ｢介護職場での腰痛予防｣

座長 京都府医師会副会長 立入 克敏

講師 東京大学大学院教育学研究科教授 武藤 芳照

■シンポジウム３ ｢高齢者筋力向上トレーニング｣

座長 京都府理学療法士会副会長 並河 茂

基調講演 東京都老人総合研究所介護予防緊急対策室室長 大渕 修一

シンポジスト 辻秀輝整形外科リハビリテーション科 林 積司

■講演１ ｢地域歯科保健・医療・福祉連携の構築に向けて地域歯科医師会の取り組み｣

座長 京都府歯科医師会理事 竹原 賢治

講師 徳地歯科医院院長 徳地 正純

■講演２ ｢薬剤師業務に於けるプライマリ・ケア｣

座長 京都府薬剤師会副会長 永井喜美子

講師 京都府薬剤師会地域医療対策委員石川調剤薬局 石川 桂一
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■シンポジウム４ ｢電子カルテ, 診療を進化させるものとして｣

座長 益田診療所副院長 外山 学

シンポジスト 越久医院副院長 越久 仁敬

田坂内科小児科医院院長 田坂 佳千

京都大学医学部医療情報部教授 吉原 博幸

■シンポジウム５ ｢鍼灸手技療法の予防医療における役割｣

基調講演 日本東洋医学系物理療法学会会長 白畠 庸

シンポジスト 京都府柔道整復師会 代表 太田 慶造

京都府鍼灸師会 代表 中村 一徳

京都府鍼灸マッサージ師会 代表 大町 賢

■シンポジウム６ ｢新たな段階に進んできたわが国の児童虐待｣

司会 京都府看護協会理事 原田 節子

基調講演 立命館大学人間福祉学科教授 野田 正人

シンポジスト 京都府京都児童相談所課長 川畑 隆

杏林大学医学部小児科教授 松田 博雄

有井小児科医院院長 有井 悦子

京都府看護協会第一副会長 工藤 充子

■講演３ ｢プライマリ・ケア診療のコツ ①呼吸器感染症の起因菌｣

座長 京都医療センター呼吸器科医長 川上 明

講師 浅本内科医院院長 浅本 仁

｢プライマリ・ケア診療のコツ ②脳内ナビゲーション～新しい神経診断支援 (CAN) 装置｣

座長 四天王寺国際仏教大学大学院教授 奈倉 道隆

講師 太秦病院院長 加茂 久樹

■講演４ ｢プライマリ・ケアにおける栄養サポートシステム｣

座長 京都市保健福祉局保健衛生推進室健康増進課担当課長補佐 田中 陽子

講師 京都大学医学部付属病院疾患栄養治療部栄養管理室室長 幣 憲一郎

５月29日(日) 16：15～18：45

■パネルディスカッション１ ｢全人的医療とは何か｣

司会 滋賀医科大学医学部附属病院教授 三ッ浪健一

会頭発言 元滋賀医科大学学長 岡田 慶夫

パネリスト 関西医科大学心療内科教授 中井 吉英

矢吹クリニック院長 矢吹 清人

富山大学保健管理センター教授 斉藤 清二

彦根市立病院緩和ケア科部長 黒丸 尊冶

■パネルディスカッション２ ｢介護保険制度見直しと介護予防｣

座長 京都府医師会副会長 上原 春男

基調講演 日本医師会総合研究所主任研究員 川越 雅弘

パネルディスカッション 座長 京都府医師会理事 依田 純三

パネリスト 三和町在宅介護支援センター長 北山 重良

尾道市在宅介護支援センターやすらぎ主任 安井 由技

京都府医師会理事 北川 靖
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△

Socialized Medicine in Japan／Taro Takemi・M・D・A５・554頁・Japan Medical Association

△

耳鼻咽喉科・頭頸部外科クリニカルトレンド／野村恭也他編・Ｂ５・336頁・中山書店

△

新

耳鼻咽喉科学改訂10版／切替一郎著・Ｂ５・764頁・南山堂

△

京都語源案内／黒田正子著・Ｂ

６・243頁・光村推古書院

△

働く人の病／東敏昭監訳・Ａ５・414頁・財) 産業医学振興財団

△

眼科学Ⅰ・Ⅱ／丸尾敏夫他・Ｂ５・1525頁・文光堂

△

同志社談叢／Ａ５・251頁・同志社社史

資料センター

△

NEW MOOK 整形外科17・整形外科プライマリケア／越智隆弘著・Ｂ５・326

頁・金原出版

△

熱傷の治療最近の進歩／百束比古著・Ａ４・300頁・克誠堂出版

△

レーザー治

療最近の進歩第２版／谷野隆三郎著／Ａ４・239頁・克誠堂出版

△

やさしいマイクロサージャ

リー遊離組織移植の実際／平瀬雄一著・Ａ４・284頁・克誠堂出版

△

リビングウィルのすすめ

／大野竜三著・Ａ５・70頁・エムアンドティー・ラボ

室室室 だ図図図 書 よよよ り

第36回医師会コンサートの出演者募集

第36回の医家芸術クラブ医師会コンサートは, 平成17年６月19日(日) に京都府医師

会館２階大ホールでの開催が決定いたしました｡

医家芸術クラブ会員以外のかたで, 今回のコンサートに, ご出演ご希望の方はプログ

ラム作成の関係から, ご多忙中恐縮に存じますが, ５月14日(土) までにご連絡いただ

きますようよろしくお願い申し上げます｡

京都医家芸術クラブ

連絡先 京都府医師会 (医芸クラブ担当) 電話075－312－3671 FAX075－314－5042

または井本会長 電話075－861－2646・464－2555(宅) FAX075－461－6915

京都府医師会ホームページ
���������		
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※会員向けページにアクセスするには
パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課までお問い
合わせください｡

� TEL：315-5276�
� FAX：314-5042�

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は800～1600字, 原稿は府医 ｢京

都医報｣ 編集部までお届けください｡
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平成17 (2005) 年３月 医療界を巡る動き
地 域 医 療 関 係 医 療 保 険 関 係 一 般 情 勢

３. ３ C 型肝炎対策見直しで論議－専門家会議が初
会合

３. ２ 先進医療への対応を検討するための専門家会
議設置を検討－中医協で論点メモ

３. ３ ｢保険者協議会｣ 本年度中に４府県で設置

３. ４ 広告規制の緩和方法めぐり議論－社保審医療
部会で日医委員がポジティブリスト方式の維持
を主張

３. 11 WEB 型電子カルテの導入促進を目指す－ IT
化推進で厚労省

３. 14 政府目標達成のため､ 社会保障の給付と負担
の規模は国民経済に見合ったものに－財務相

３. 11 本人からの請求なら原則開示－レセプト開示
で社保庁

３. 15 介護保険制度改革の食費自己負担化に関して,
適正な栄養管理に要する費用は引き続き保険給
付として評価－参院厚労委員会で厚労相

３. 15 個人情報保護法で冊子作成－日医

３. 16 先進医療の適否は､ 専門会議の評価結果もと
に中医協で検討

３. 17 生活習慣病予防への取り組み等で国民医療費7.7
兆円適正化できる－厚労省が試算

３. 18 厚労省の医療費適正化試算に対し批判－社会
保障のあり方に関する懇談会

３. 18 医師免許更新制度の導入検討は削除－規制改
革・民間開放推進３カ年計画

３. 18 医療安全対策の見直しの方向性で議論－厚労
省医療安全対策検討WG初会合

３. 24 軽減税率以外に原則課税も検討のひとつに－
損税対策で日医委員会

３. 24 日常医療圏で救急医療・小児救急・周産期医
療の連携ネットワーク構築を－社保審医療部会

３. 25 医療費適正化に向け公的保険の給付範囲の見
直しも検討項目に－厚労省が方針

３. 25 規制改革・民間開放推進３か年計画を閣議決定

３. 25 新たな高齢者医療制度で健保連がとりまとめ
案－65歳以上の独立保険を提唱

３. 26 府医代議員会－新会館の建設予定地取得計画
を賛成多数で承認

３. 27 日医代議員会－植松日医会長､ 所信表明で
｢医療費抑制はあり得ない｣ と強調

３. 29 小児救急シンポシウム開催－京都市における
小児救急のあり方で議論

３. 28 ｢医療機関完結型医療｣ から ｢地域医療完結型医
療｣ へ転換－新しい医療計画の考え方で厚労省

３. 30 がん診療専門医の育成や ｢都道府県がん診療
拠点病院｣ の創設など指摘－厚労省・がん医療
水準均てん化検討会

３. 30 医療経済実態調査の実施について了承－中医
協総会

３. 30 アレルギー対策の指針策定へ－厚労省・アレ
ルギー対策検討会初会合

３. 30 行政処分医師に再教育の義務化－厚労省検討会
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【報 告】

１. 個別指導の状況

２. 小児慢性特定疾患治療研究事業の制度

説明会の状況

３. 第12回労災保険情報センター (ＲＩＣ)

京都事務所運営協議会の状況

４. 京都地方社会保険医療協議会の状況

５. ＡＣＬＳ研修会の状況

６. 第10回救急委員会の状況

７. 第６回脳卒中登録事業委員会の状況

８. 第５回京都府未来っ子いきいき推進懇

話会の状況

９. 京都市休日急病診療所第172回運営委

員会の状況

10. 第５回乳幼児保健委員会の状況

11. 第７回京都マンモグラフィ講習会の状況

12. 地区介護保険担当理事連絡協議会の状況

13. 第５回統一健康診断書検討特別委員会

の状況

14. 第２回学校・地域保健連携推進事業連

絡協議会の状況

15. 京都府献血推進協議会の状況

16. 第５回健康日本21対策委員会の状況

17. 第22回視覚障害者京都マラソン大会の

状況

18. 第12回京都シティハーフマラソンの状況

19. 第９回スポーツ医学委員会の状況

20. 学術・会員業務・養成担当部会の状況

21. 第８回医療安全対策委員会全体会議の

状況

22. 府医学術講演会の状況

23. 第２回臨床検査精度管理特別委員会お

よび講評会の状況

24. 日医理事会の状況

25. 第５回日医介護保険委員会の状況

26. 第12回近医連常任委員会の状況

27. 近畿ブロック日医代議員協議会の状況

28. 両会懇談会の状況

【議 事】

29. 会員の入会・異動８件を可決

30. 常任委員会の開催を可決

31. 会員の制裁を可決

32. 平成17年度第１回病院長会議の開催を

可決

33. 京都府医療審議会委員の推薦を可決

油谷会長, 立入副会長, 森副会長

34. 職員融資申込を可決

35. 新規登録保険医講習会への講師派遣を

可決

36. 京都市精神保健福祉審議会委員の推薦

を可決

37. 平成17年度介護福祉士試験講習会にお

ける講師推薦を可決

38. ｢京都市民健康づくり推進会議｣ 並び

に ｢京都市たばこ対策行動指針 (仮称)

策定・公開シンポジウム｣ への出席を可

決

39. 京都市消防局救急業務指導医師の推薦

を可決

40. 第４回大腸がん検診10年史編集特別委

員会の開催を可決

41. 平成17年度京都市国民健康保険へき地

診療所委託契約締結を可決

42. 脳卒中登録事業報告書 (平成15年発症

分) の作成を可決

43. 京都府介護サービス事業者等集団指導

の会場貸与を可決

44. 全国訪問リハビリテーション研究会研

修会 in 京都への後援を可決

45. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

46. ｢医療講演会｣ への後援を可決

47. 市民公開フォーラム ｢第６回きょうと

健やか21 in 相楽 強い骨を作りましょ

第47回定例理事会 (３.17)
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う～骨折予防のために～｣ への後援を可

決

48. 第７回京都卒煙 (禁煙) コンテストへ

の後援を可決

49. 府医学術講演会の開催を可決

50. 日医生涯教育受講証 (３単位) の発行

を可決

51. ｢第40回京都病院学会｣ の後援並びに

日医生涯教育受講証 (３単位) の発行を

可決

52. ｢学術研鑽賞｣ 記念品の額の変更を可決

53. シニアスポーツデーへの医師の派遣を

可決

54. 臨床研修制度検討委員会委員の委嘱替

えを可決

55. 看護専門学校コピー機の買換えを可決

56. 厚生労働省看護研修 (幹部看護教員養

成課程) への派遣を可決

57. 看護専門学校嘱託職員の採用を可決

【報 告】

１. 第10回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

２. 北部レセプト電算処理システム説明会

の状況

３. 国保合審の状況

４. 新規指定前講習会の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 第３回産業保健委員会の状況

７. 第６回子宮がん検診委員会の状況

８. 子宮がん検診スクリーナー懇談会の状況

９. 第24回学校医部会総会の状況

10. 第７回地域ケア委員会の状況

11. 平成16年度京都市民健康づくりプラン

推進会議並びに ｢京都市たばこ対策行動

指針 (仮称) 策定・公開シンポジウム｣

の状況

12. 府医学術講演会の状況

13. 山脇東洋観臓記念碑建立29周年行事の

状況

14. 近医連勤務医担当理事連絡協議会の状況

15. 第９回医業経済・融資斡旋委員会の状況

16. 看護専門学校 第２回運営会議の状況

17. 看護専門学校 京都府准看護師試験合

格発表の状況

18. 京都府医療審議会の状況

【議 事】

19. 会員の入会・異動・退会９件を可決

20. 常任委員会の開催を可決

21. 第２回 ｢新老人の会｣ 近畿連合フォー

ラムへの後援を可決

22. 京都府社会保険診療報酬支払基金から

のデータ提供契約書の締結を可決

23. 第169回定時代議員会決議案を可決

24. 平成17年度京都市福祉事務所嘱託医の

推薦を可決

25. 京都市小児慢性特定疾患対策協議会委

員の推薦を可決

森副会長

26. 平成16年度脳卒中登録事業協力医療機

関への事務手数料支払いを可決

27. 平成16年度がん登録事業協力医療機関

への事務手数料支払いを可決

28. 京都府こどもの健康支援事業 (アレル

ギー性疾患対策事業) に係る委託契約の

締結を可決

29. アレルギー対応マニュアル (ハンドブッ

ク) の作成を可決

30. 京都市保育所入所児童の耳鼻咽喉科お

第48回定例理事会 (３.24)
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よび眼科健診に係る委託契約の締結を可

決

31. 救急救命士に対する医師の指示に関す

る委託契約の締結を可決

32. ｢ＡＣＬＳ研修会第１回山科医師会コー

ス｣ の共催を可決

33. 第32回くらしと健康展第１回実行委員

会の開催を可決

34. 2005年世界禁煙デー ｢さわやか卒煙フォー

ラム｣ への共催を可決

35. 融資斡旋を可決

36. 府医学術講演会の開催を可決

37. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

38. 第177回近畿外科学会の講師の推薦を

可決

39. 京都府医師会勤務医部会20年史の作成

を可決

40. 看護専門学校教職員の退職を可決

41. 看護専門学校専任教員の採用を可決

42. 看護専門学校臨時教員の採用を可決

43. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

44. 講演会“日本医師会 ｢生涯教育のため

の診療ガイドラインについて｣”への参

加を可決

45. 事務職員の人事異動を可決

～ ５月度請求書 (４月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 13日 (金) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡

平成16年度日医生涯教育申告について

上記の件につきましては, 昨年同様, 府医・地区医・専門医会・府医承認の各種研究会

への出席状況を署名簿により把握し, 会員各位あてにそれぞれの出席単位数を記したハガ

キを送付, 追加・訂正があればそのハガキをご返送いただく方法で一括申告をすべく準備

を進めており, ４月末から５月中旬にかけて全会員あてに文書を発送する予定ですのでご

協力をお願いいたします｡ (なお, ３月１日発行の日医雑誌付録としてお手元に届けられ

ている ｢生涯教育申告書｣ は, 提出不要です｡)




