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山科厚安 (1729－1781)

祖父山科広安は山科に住していた代々の郷士, 新藤氏の出｡
山科長安に医を学び山科と改姓, 法橋, 法眼, 法印となり千
寿院の号を賜る｡ 父宗安 (1702-1747) もまた法橋, 法眼,
法印となり千寿院の号を賜る｡ 号を李蹊と称し, 墨竹を巧み
に画き, 浅井図南等と並んで平安四竹と称された｡ 肖像の厚
安は, 字を元温, 南澗と号する｡ 享保14年 (1729) 京都に生
まれ, 16歳召されて宮廷に入り, 翌年法橋に叙せられ, 父宗
安と共に朝廷に昇る｡ 寛延元年 (1748), 20歳で法眼, 27歳
にして法印, 30歳にならずして法印に叙せられたのは厚安が
初｡ 光格天皇の尚薬 (薬司の長官) になる｡ 天明元年 (1781)
病没｡ 享年53｡ (広安の記述は竹岡友仙 『医家人名辞書』, 厚
安の記述は藤波剛一 『医家先哲肖像集』 による｡)

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

｢見逃してはいけない眼の症状｣

小玉眼科医院 院長

小玉 裕司 先生
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医師免許更新制度巡る議論の再燃に危機感

��������	�

『医療への信頼回復』 に
専門医会との連携強化は必要不可欠

各専門医会長との懇談会が５月14日(土), 京

都ブライトンホテルで開催され, 各専門医会か

ら17名, 府医執行部から19名が出席, ｢学校・

地域保健連携推進事業｣ ｢次期診療報酬改定｣

｢生涯教育のあり方｣ など多岐にわたるテーマ

について約２時間にわたり活発な意見交換が行

われた｡

冒頭挨拶で油谷府医会長は, 医師免許更新

制度の議論に触れ, 今回は日医の強力な働き

かけによって規制改革推進会議の答申書から

削除されたが, これまでの議論をみてみると,

｢今後も医師免許更新の議論を深めるべき｣

という意見が根強く残っており, 削除された

とはいえ, 昨今の医療不信が続く限り引き続

き議論が再燃してくることは必至であるとの

危機感を示した｡ また, これらの動きに対し

て日医では独自の研修制度を作り上げること

を報告するとともに, 今後はこの難局を乗り

越えるために, 専門医会との連携を強めてい

かねばならないと述べた｡

学校・地域保健連携推進事業への協力を要請

岡林府医理事は学校・地域保健連携推進事

業 (詳細は６月１日号 京都医報 No.1814 参

照) について説明, 今年度の相談事業につい

ては, ＦＡＸやＥメールで相談, 回答してい

ただく方式の提案があったと報告し, 当該専

門医会の協力を求めた｡

これに対し専門医会からは, 昨年度の実績

や問題点を示していただかないと次回の推薦

はお願いしにくいとの要望があり, 岡林府医

理事は, 実績として１校あたり年間３～４件

程度, 問題点は拠点校が必ずしも近距離では

ないことと, 専門でない科目の相談を受ける

こと等であると説明｡ また, 油谷府医会長も

実績を分析した報告書を派遣要請時に提出す

ると述べ, 本事業への理解と協力を求めた｡
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次期診療報酬改定における重点要望項目

安達府医理事から平成18年度の診療報酬改

定について報告｡ 近医連では次期改定に向け

た基本的な考え方として ｢ものと技術の分離｣

｢技術の適正評価｣ ｢従来からある技術料にか

かわる不合理点の是正｣ の３つのコンセプト

を改定要望として日医に提案していると報告

した｡

特に, ｢ものと技術の分離｣ については改

めて主張すべきであると強調｡ また, 改定の

前年度になると財務省, 厚労省から改定を睨

んだ意図的な報道がなされ, 政治的な駆け引

きが色濃くなるとの従来からの経緯を説明す

るとともに, 中医協の在り方懇談会ではまだ

結論が出ておらず全体的な審議は進んでいな

い状況で, 新聞報道にあるように議論が進捗

しているわけではないことに理解を求めた｡

個人情報の取り扱いには利用目的の明確化が必要

久山府医理事より, 個人情報保護法の施行

に伴い, 府医では会員のため個人情報利用目

的のリーフレットを作成することを報告｡ 各

専門医会についても努力義務は課せられるの

で取り扱い事業所同様のスタンスで取り組ん

でいただきたいと説明した｡ また, 実務上は,

第３者への情報提供は本人の同意がないとで

きず, 使用目的の特定がなければ他の団体へ

の提供もできないが, 会員の個人情報につい

ては目的等を会員に示したうえで, クレーム

がなければ黙示の同意を得られたとして従来

と同様に提供できると説明した｡ ただこれか

ら作成するリーフレットについては未完成の

部分や問題点もあるとして各専門医会の意見

を求めた｡

生涯教育のあり方で活発な議論

那須府医理事から, 今回の生涯教育のあり

方について検討に至った背景について, ｢地

区懇談会のなかで学術講演会に対する色々な

意見をいただいた｣ ｢日医が医師と患者との

信頼関係の回復のための自浄作用を強く打ち

出し, 国民や市民の目線で従来の活動を見直

す｣ ｢医師会としての医師免許更新制度をに

らんだ生涯教育制度｣ の３点を踏まえ昨年４

月から生涯教育検討小委員会を設けて検討し

てきたことを説明した｡

府医会館の使用については, 現時点では時

間延長等は不可能との結論になったことを報

告｡ ｢共催申請書｣ については, 講演会は専

門医会主導で行っていただきたいとの観点か

ら医会からの提出をお願いしたいと説明した｡

また, 今後は府医共催で開催する学術講演会

は ｢薬剤の発売記念など, 製薬企業の明らか

な販売促進目的ではないこと｣ ｢府医会館以

外の会場で行うときは原則として会場費1000

円以上を徴収する｣ ことに協力をお願いした｡

これに対し, 専門医会からは自浄作用の観

点から費用の一部を負担することについては

十分理解できるが, 学術講演会への参加者増

を目指すうえで会費徴収となれば参加者減に

なることを懸念せざるをえないとの意見が出

された｡ さらに, 府医共催のメリットは何か,

府医会館がほとんど確保できない状況でメー

カーに依存せざるを得ない実態をどう考える

のかとの質問も出された｡

那須府医理事は学術講演会は医師の生涯教

育として重要であるが, メーカー丸抱えは最

近の医療情勢を考えれば問題ではないかと疑

問を呈するとともに, 自らの生涯教育は自ら

で負担するという方向へ少しずつでも軌道修
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正をしていきたいと説明し, 理解を求めた｡

また, 森府医副会長から, 府医との共催のメ

リットは多くの参加者が見込まれることと日

医生涯教育講座の単位が取得できることであ

ると説明した｡ さらに, 油谷府医会長は医療

の信頼回復のため世間に通用する生涯教育の

あり方はいかなるものか, 改めて考え直す姿

勢が必要と述べ, 各医会にはそれぞれの事情

もあるだろうが, 段階的に国民に医師会の姿

勢を示す目的から, 基本的な考え方として自

分たちの生涯教育は自らが行うことこそが医

師のオートノミーとなると説明し, 理解を求

めた｡

専門医会室のあり方について

久山府医理事は, 現状の専門医会室のあり

方, 新医師会館建設に向けての専門医会室の

位置付け等について意見を求めた｡

各医会からは医師会内に事務局を設置して

ほしいとの要望が多く, 森府医副会長は専門

医会によって事務量等に差があるのは承知し

ているが現状では人件費やスペース等はかな

り厳しい状況である｡ ただ, スペースの確保

については新医師会館では何とか確保できる

のではないかと考えていると回答した｡

各専門医会からのご意見・ご要望

この他, 各専門医会から府医の事務局はど

こまでの仕事をしていただけるのか, 府医の

定款における専門医会の位置付けについて

(整形外科), アンケートによると増額の希望

があるが要望すれば増額されるのか (外科医

会), 京都医報への行政等からの通達事項の

掲載について, 日経新聞掲載の有床診療所の

格付けの報道について (産婦人科医会) など

の意見, 要望が出された｡

｢｢｢第第第111111回回回会会会員員員意意意見見見調調調査査査｣｣｣ にににつつついいいてててのののおおお願願願いいい

会員意見調査は, 昭和35年に第１回が実施され, 昭和58年以後は４年ごとに実施されて

きました｡ 今回の調査は11回目にあたります｡

本調査は改めて全会員から率直なご意見を幅広い分野にわたって十分にお伺いし, 本会

活動の施策の指針とさせていただくことを目的にしております｡

５月末に本会より各会員宛に調査票を直接お送りさせていただきますので, ご記入の上

６月30日までに同封封筒にてご返送ください｡

なお, 本調査は質問の内容によって, Ａ・Ｄ会員用と, Ｂ・Ｃ会員用の２種類となって

おります｡ また, 回答しにくい設問があれば空欄でもかまいませんので, ご回答いただけ

る範囲でご提出いただければ結構です｡ 一人でも多くの皆様のご意見をお待ちしておりま

す｡
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平成17年度近畿医師会連合定時委員総会が５月22日

(日), 滋賀県医師会主管のもと, 大津プリンスホテル

で開催され, 近畿各府県医師会より約230名が参集, 京

都府からも33名が出席した｡

午前中の分科会では, 第１分科会 『医療保険・介護

保険』, 第２分科会 『個人情報保護法・自浄作用活性化』,

第３分科会 『地域医療』 について, 各府県からの現状

報告と情報交換が行われた｡

特別講演 『医療制度改革をめぐる動向について』

委員総会終了後の特別講演では, 厚生労働省審議官の辻 哲夫氏から 『医療制度改革をめぐる動

向について』 と題した講演が行われた｡

■医療費適正化に向けた取り組みは避けられない

講演の中で辻氏は年金制度改革論議と絡んで進められる ｢医療制

度改革プログラム｣ の策定に向けた動向について言及｡ 平成19年度

の税制抜本改革を見据えて, 18年度中にはプログラムの策定が必要

不可欠だと述べるとともに, 医療費増大の最大の要因と言われる老

人医療費の伸び率については, ｢何の対応も施さなければ, 最低でも

年３％～４％の水準で増加する｣ とも指摘し, 医療費適正化に向け

た取り組みは避けて通れないと強調した｡

平平平成成成111777年年年度度度 近近近畿畿畿医医医師師師会会会連連連合合合定定定時時時委委委員員員総総総会会会

社社社会会会保保保障障障ののの理理理念念念のののもももととと
皆皆皆保保保険険険制制制度度度のののさささらららなななるるる充充充実実実求求求めめめるるる

第第第第第第第１１１１１１１分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険・・・・・・・・・・介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣
日医, 高齢者医療制度の構想を近々発表

第１分科会では, 医療保険・介護保険に関する以下の諸課題を協議した｡
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給付調整に関する具体的要望の実現見通しにつ

いて, 日本医師会・野中常任理事は医療保険にお

ける中医協のような具体的費用を協議する場が介

護保険にはなく, 社会保障審議会介護保険部会や

介護給付費分科会においても医療分野からの委員

が１～２人という現状から容易に実現する状況で

はないとしつつも, 医療が必要と判断されるとき

は給付されるよう努力したいと述べた｡

京都府の北川理事は給付

調整の要望内容について,

訪問看護と介護福祉施設に

おける医療給付の問題を取

り上げた｡ 訪問看護につい

ては, 全て医療給付に戻せ

という議論は現実的ではな

く, 適応疾患の拡大などに

より実質的に実施しやすい

方向を目指すべきと主張,

特別養護老人ホームをはじめとする介護福祉施設

の給付問題は ｢(配置医師でない保険医が入所者

に対して) みだりに (診察を行ってはならない)｣

という通知の文言がかかりつけ医師の診療を縛っ

ていると指摘した｡

さらに今回の法改正の趣旨に, ｢医療と介護の

機能分担と連携強化を図る観点から, 平成18年４

月の改定で必要な対応を行う｣ とあり, 課題も示

されていることから, その内容を踏まえて日医が

強く実施を促すよう求めた｡ 厚生労働省が示して

いる主な課題は, ①地域における医療と介護の包

括的・継続的マネジメント, ②重度者に対応した

医療型多機能サービス, ③施設や居住系サービス

における医療と介護の機能分担と連携－の３点だ

が, 北川理事は①ではケアマネジャーとの連携に

より指導した場合に算定できる居宅療養管理指導

費の算定率が低い実態の改善と診療情報提供料算

定に関する整理を, ③では日常的な健康管理や緊

急時の対応の在り方やターミナルケアの在り方が

上がっていることから施設を在宅と見なして, 例

えば在宅末期医療総合診療料を算定できるような

方策を求めた｡

このほか, 在院日数圧縮の影響で重症化・重度

化する退院患者の施設や在宅での受入や高齢者の

過負担の問題, 新予防給付と生活習慣病指導料と

の整合性 (大阪), 高齢者医療制度創設に伴うさ

らなる複雑化を懸念 (奈良), 重症・急性に対す

る訪問看護は医療給付で (兵庫) などの指摘・要

望が出され, ７月２日(土) の近医連保険担当理

事連絡協議会は介護保険担当理事との合同協議会

として, 改めて医療保険と介護保険の給付調整に

ついて協議することになった｡

医療と介護の問題に対する基本的視点として,

野中日医常任理事は ｢健康管理を基本にした主治

医としての機能発揮｣ を求め, 松原日医常任理事

は ｢医療は命と健康を, 介護は日常生活を保障す

るもの｣ であり, 両者を合体させる気は ｢全くな

い｣ と強調, ６月には高齢者医療制度について日

医としての構想を発表することを明らかにした｡

また, 財源問題があるとしつつも訪問看護につい

ては医療保険においても介護と同様に自由に使え

るものにしたいと述べた｡

北川府医理事

■ 医療保険と介護保険の給付調整について
医療と介護, 厚労省の掲げる課題への対応を－北川府医理事

松原日医常任理事から, 中医協の現状と今後の

展開について報告があった｡ 中医協の在り方に関

する昨今の議論では, 中医協が診療報酬の全てを

決めているかのような誤解があることを指摘した

上で, ①中医協の機能, ②公益委員の数と権限,

③病院の意見の反映－についての考え方を披瀝し

た｡ ①に関しては改定率を決めるのは内閣だが,

決定以前の予算段階での意見や診療報酬の内容に

ついての議論は封じられるべきでない, ②多数決

でものごとを決めているわけではないので数にこ

だわることはないが, 改定結果の検証システムを

充実させるために公益委員数を拡大することは意

■ 医療保険制度改革への対応について－特に診療報酬改定を中心に－
近医連重点要望９項目を重視－松原日医常任理事
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義がある, ③ ｢医師を代表する者｣ は日医のみで

あるにもかかわらず, 医師の代表を複数の母体に

求めることは分裂を意図したものであるが, 病院

の意見が十分に反映されるように検討したい－と

述べた｡

具体的改定要望について,

京都府の立入副会長は, ①

混合診療の行方への警戒,

②物と技術の分離の明確化,

③診療報酬点数の不合理項

目の是正－を上げた｡ 一方,

回復期リハビリテーション

病棟の算定点数について,

具体例を挙げて問題を指摘

し, その検証と是正を求め

た｡ これについては兵庫県も同様な問題意識を示

した｡

兵庫県からは, 公助としての財源確保の意味か

ら ｢積極的社会保障｣ の推進, 受診抑制につなが

る医療給付の免責制度阻止, 在院日数の圧縮や過

少診療につながる DPC の包括算定に対する問題

意識を表明｡ 大阪府から高齢者医療制度の対象年

齢が75歳以上とされようとしていることへの問題

意識と医療制度改革にこれからの日本をどのよう

な福祉国家にしていくかの中長期的なビジョンが

見られないことの懸念が示された｡

これらの意見・要望に対して, 松原日医常任理

事は近医連の次期診療報酬改定重点要望９項目を

できる限り中医協に反映させるとの決意を示した

上で, DPC はあくまで先進的医療が前提であり包

括が前提ではないこと, 先進医療の際限なき拡大

は診療報酬上不適切であること, 高齢者医療制度

が発足しても75歳を境に医療そのものが変わるこ

とがないよう対応し, 状況によっては全国的な運

動を展開することもありうることを示唆した｡

立入府医副会長

平成17年５月17日現在, 近畿で滋賀県, 大阪府,

兵庫県で発足, 奈良県は８月に設置予定, 京都府,

和歌山県は設置していない状況｡ 全国では今年度

中に12府県が設置予定である｡ 松原日医常任理事

は, 医師会は国民の健康に対して責任があるとし

た上で医療費抑制のための分析を行うシステムに

対しては, 各府県医師会とも積極的に関与すべき

との私見を述べた｡

■ 保険者協議会について

各府県行政とも介護保険法改正後の政省令発令

待ちの状況であるが, 大阪府医師会では地区医師

会に対してセンターとの関わりや運営に対する意

識についてアンケート調査を予定しており, 今秋

には結果が出る見込みとのこと｡ 京都からは医師

会が積極的に関与していく姿勢を示した｡

野中日医常任理事は, 市町村が直営する地域包

括支援センターに関して運営協議会の設置を市町

村の任意にしようとした厚生労働省の動きを阻止

し, 全てのセンターに運営協議会の設置を必須と

したことからも, 運営協議会には医師会が積極的

に関与するよう求めた｡

■ 地域包括支援センターへの医師会の対応について
センターや運営協議会に積極的関与をー野中日医常任理事
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第第第第第第第２２２２２２２分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護法法法法法法法法法法・・・・・・・・・・自自自自自自自自自自浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄作作作作作作作作作作用用用用用用用用用用活活活活活活活活活活性性性性性性性性性性化化化化化化化化化化｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣
各府県医師会での取り組みについて意見交換

第２分科会では, ｢個人情報保護法について｣ ｢自浄作用活性化について｣ についての協議がなされた｡

｢個人情報保護法について｣ の各府県医師会の

取り組み状況では, 会員に対しての説明会の開催

状況, アンケート調査結果, 会員からの質問状況,

個人情報漏洩保険の加入状況, 医師会が個人情報

保護団体としての取り組み等が示された｡

各府県総じて概ね順調な取り組みが行われてい

るとの見解が示され, 法が全面施行されて未だ間

もないことや法自体が未成熟であるため, 各府県

医師会とも, 今後発生してくるであろう問題に対

しての適切な対処にウェートを置いているとの見

方で一致｡ また, Ｑ＆Ａ作成については, ケース

によっては複雑で微妙な問題が発生してくること

から, 日医からＱ＆Ａを作成の上, 会員に対して

周知するよう要請された｡

京都府医師会の取り組みとしては, 久山理事か

ら報告がなされ, ３月に開催した ｢個人情報保護

法に関する伝達講習会｣ の状況, 府医独自で作成

したＱ＆Ａの京都医報への掲載, 個人情報保護法

担当職員による電話での質問に対する対応等を挙

げ, 会員や患者から個人情報保護法に関する法の

解釈や現場での事例についての質問等に応対して

いる事が報告された｡ また,

委託先の監督義務の観点か

ら, 検査の委託業務に係る,

検査会社と医療機関との委

託契約書に関する懇談の実

施や ｢医療機関向け個人情

報漏洩保険｣ の加入推奨を

示した｡ さらに, 府医自体

が個人情報保護団体として

の取り組みについては, 府

医顧問弁護士による理事者・職員向け個人情報保

護法講習会の開催を報告するとともに, コンピュー

タのアクセス制限について, 現在検討中であるこ

と等を報告した｡

兵庫県医師会からは, 重大な被害をもたらした

先般のＪＲ西日本の脱線事故について, 被害者の

搬送先医療機関において, 患者の氏名等を公開す

るか否かで個人情報保護法が現場を混乱させる大

きな要因となったことが報告され, 早急に法律の

整備, 見解の統一化が要請された｡

■ 個人情報保護法は今後発生する問題への対処にウェート

久山府医理事

自浄作用活性化に関する各府県からの報告では,

①今日, 社会からは医師会が自分たちできちんと

評価できるのかが問われている②自浄作用活性化

は, 早期に発見して未然に防ぐことが重要である

③医事紛争のケースによっては個別の医師に指導

する必要性等が指摘された｡

京都府からは昨年12月に実施した医療安全に関

するアンケート調査の結果を報告, とりわけ診療

所標榜科目の一定のルール化に90％が賛成すると

ともに, 医師会として会員への自浄作用に賛成と

するものも90％に及ぶことを報告した｡ 府医の医

療安全対策委員会に参加する住民の代表は, 自浄

作用の意味を個人の資質の向上に重点を置いて意

見を述べられていることも併せて報告した｡ また

医師免許の更新制については必要が44％, 必要な

いが50％とほぼ半々であったことも報告した｡ 具

体的な取り組みの現状では, 昨年に引き続き本年

２月にも一般住民に向けた ｢医療安全シンポジウ

■ 自浄作用活性化への方策で各府県から現状報告
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ム｣ を開催したことを報告,

加えて苦情・相談の傾向と

して, 患者側から寄せられ

る苦情の大部分は日常診療

における医師の発言態度に

起因する点を強調, これら

の是正と, 間違いがあれば

隠さず最後まで説明をする

必要があることを指摘した｡

具体策としては ｢医師の職

業倫理指針の守｣ のための講演会の開催, 生涯教

育制度のあり方・内容の充実を図りその義務化を

検討する, 診療所の標榜科目について定期的に研

修義務を課すとともに教育講演出席の義務化やレ

ポート提出の義務化を検討する｡ またリピーター

医師に対する義務の設定を検討するといったこと

が考えられるのではないかと述べた｡

各府県の報告を受けての協議で, 自らがどう評

価できるかはピュアレビュー (同僚監査) の仕組

みが必要であるが, 府県医師会で該当会員を早期

に発見することは事実上困難である｡ しかし医事

紛争のケースによっては会員を個別に指導する必

要はあり, それによってリタイヤされたケースも

報告された｡ また医師会がどれだけ努力している

かを国民にアピールするとともに, 研修医や卒前

教育が重要との意見が出された｡ いずれにしても

医師会員であることがステータスとならなければ

ならない点で一致した｡

伯井日医常任理事からは, 日医も積極的に取り

組むことが責務であり, 現在各都道府県に不正行

為を示すハンドブックの作成作業を進めていると

説明｡ そこには不正行為を判断する手順と, 応じ

ない会員への対応マニュアルも盛り込みたいと述

べた｡ 医師免許更新制については日医生涯教育を

クリアすれば自動更新されるシステムが良いので

はないかと説明, 医師会入会のメリットにもなる

との感想が述べられた｡ リピーター問題では一部

の会員のため全体が否定されるのは問題で, 国民

の信頼を取り戻すために見える形でアピールすべ

きで, 都道府県でも自主指導に積極的に取り組ん

でほしいとの要請がなされた｡

大藪府医理事

第三分科会 (地域医療) では, 三上日医常任理事の出席を得て, ①災害医療体制, ②小児救急医療, ③

広報活動, ④インフルエンザパンデミック対策についての各府県の取り組み, の４議題について報告と協

議が行われた｡

第第第第第第第３３３３３３３分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣
小児救急医療は地域特性に応じた対策が必要

東南海大地震や南海大地震が予想されることか

ら, 各府県とも災害対策に真剣に取り組んでいる｡

奈良県医は ｢生命危機対策費｣ を新たに予算化し,

和歌山県医は近畿で唯一, 県医主催の災害教育

(講演会等) を行い, 滋賀県医では英国のＭＩＭ

ＭＳという災害時医療支援システムを研究してい

る｡

災害マニュアルなどにより府県医の災害医療体

制が６府県中４府県で明確になっており, さらに

１県が作成中｡ ただ, 現在

の災害医療体制が実際の大

災害に即応できるかどうか

疑わしい府県も多く, 共通

の課題があらためて浮き彫

りになった｡ 府県と府県医

師会との災害時の相互支援

協定はあっても, 医師会や

拠点医療機関の具体的位置

■ 災害医療体制－ＪＲ福知山線脱線事故への救急対応の報告も

武田府医理事
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付けや指揮系統が明確化されておらず, 現実には

機能しないおそれがあるなどの報告が相次いだ｡

京都府医でも, 災害時に行政と医師会など医療関

係機関との連携が円滑にいくように, ワーキング

グループに参加し実効性の高い体制を検討中で,

それに伴い災害マニュアルをより実践的なものに

改訂する予定であることなどを報告した｡

また, ４月25日のＪＲ福知山線脱線事故の際,

地元で救急医療態勢に全力を挙げた兵庫県医等の

報告があった｡ 兵庫では阪神大震災の経験もあっ

て比較的うまくいったものの現場がかなり混乱し,

情報システムの不備により現場医師に情報がフィー

ドバックされにくく, 病院への搬送患者数にも偏

りが生じた｡ しかも平日の診療時間帯だったため

各医療機関ともすぐ応需態勢に入れたものの, も

し夜間や休日であれば様相は一変することから今

後検討すべき課題は多く, いわゆる局地型集団災

害への対策の必要性も強調された｡

小児救急医療については, ほとんどの府県で小

児科医の不足や地域偏在が深刻であり, 医師の疲

弊も著しい｡ 現状を改善すべく, それぞれ独自の

試みに取り組んでいる｡

奈良は小児科専門医が少なく, しかも偏在して

おり, 小児診療に従事する医師のうち小児科医は

70％にとどまっている｡ 小児救急電話相談では先

駆けとなり, 件数はインフルエンザの影響か昨年

12月が150件でピーク｡ 指導や助言で終わるのが

ほとんどで, トラブルはほとんどない｡

和歌山も南部で小児科医が不足し, 地域偏差が

著しい｡ 和歌山, 田辺医療圏の２つは初期救急に

小児科専門医が24時間365日参加可能で, 充実し

ている｡ 小児救急電話相談は今年度後半に開始予

定｡

京都は小児救急対策特別

委員会の答申を受け補助金

が創出された｡ 休日診は平

日準夜にも拡大の方向だが,

小児救急医療は地域格差が

大きい｡ 京都市・乙訓医療

圏では小児科標榜20病院の

うち９病院が連日当直で,

小児科医師の疲弊は増すば

かり｡ 電話相談は１月24日

にスタートし, 件数はまだ少なく, トラブルの報

告はない｡

大阪は小児科医が一部不足のところがあるもの

の, ほぼ充足している｡ 体制の広域化を図る一環

として, 豊能広域こども急病センターを新設し,

16年度で38,834件, １日106件の患者で賑わって

いる｡ 電話相談は16年９月に開始し, 12月27日以

後12時間対応｡ 看護師２名がセンターで対応する

一方, 医師は自宅や医療機関で待機し, 必要に応

じ電話を転送｡ 相談の98％が ｢納得｣ に終わる好

成績を挙げている｡

兵庫は北部と南部で地域差があり, マンパワー

が絶対的に不足しており, 小児の重症患者に二次

医療圏だけでは対応できず県域全体で何とか, と

いう状況｡ 数年前から小児科以外の医師等を対象

に研修事業を行い, 充実を目指している｡ 電話相

談は医師１名, 看護師２名でやっているが, 実際

は看護師がほとんど対応し, トラブルはない｡

滋賀も地域格差が大きく, 湖西には小児科医が

２名しかいない｡ 大津では ｢大津方式｣ として,

今年４月から大津日赤を定点病院にして大津の40

余の小児科医が新たに取り組んでいる｡ 大津日赤

の24時間365日診療のうち, 土日の診療に開業医

が参加する方式で, それに伴い, 休日診は今後廃

止の方向｡ 電話相談は, 今年７月１日開始予定｡
辻府医理事

■ 小児救急医療－大きい地域格差

広報活動については, 地域医療活動などは認知

されず強力な圧力団体と誤解されがちな医師会の

活動を, 住民に正しく理解してもらうためにどう

すればいいのかという視点から協議された｡

奈良では, メディア担当者との懇談会や県民と

触れあう各地区医師会の行事を積極的に支援して

いる｡ 和歌山は県民への広報活動を重点にし, そ

の前提として会員への対内広報を密にすることに

■ 広報活動－会員一人ひとりが広報マン
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決 議

長引く不況から脱出しきれず今もなお経済の混迷が続き, 少子高齢化社会が加速度的に進む中, 医

療, 介護, 年金等の社会保障制度の一体的な見直しが余儀なくされている｡ 医療制度の見直しについ

て政府は国の財政難を理由に, ｢医療費適正化｣ の名のもと, 公的医療保険の給付範囲の縮小, 医療

費の総枠管理などの医療費抑制策を導入しようとしており, 医療費の削減のみが目的としか受け取れ

ない議論がなされている｡ そこには社会保障制度に対する理念は見受けられず, 世界から高く評価さ

れている国民皆保険制度が崩壊する危機的状況にあると言わざるをえない｡

一方, すべての国民が最もつよく望んでいることは健康での長寿である｡ これに応えるために国が

断行しなければならないことは, 皆保険制度の充実を図るため十分な財源を確保し, ｢安心できる医

療環境｣ の整備および ｢良質な医療を提供できる制度｣ を構築することである｡ 我々医師が実行しな

ければならないことは, 国民の声に応えるべく ｢医学のさらなる研鑽｣ を重ねることと考える｡

また, 政財界の一部の人たちが目論む ｢医療への市場経済原理の導入｣ については, 経済的弱者が

公平かつ平等な医療を受けられなくなるという米国での明白な事実と, 憲法で定める ｢国民の生命及

び幸福の追求の権利｣ の視点から到底受けいれることはできない｡

以上の観点に立ち, 次の事項を決議する｡

記

１. 社会保障の理念のもとに, 国民皆保険制度をさらに充実させることを要求する

１. 安心で良質な医療を提供できる制度の構築とその財源を確保することを要求する

１. 医療への市場原理の導入を阻止すること

１. 医学のさらなる研鑽を重ね, 国民の医療への負託に応える

平成17年５月22日

近畿医師会連合定時委員総会

より相互の信頼関係を厚くしようと努めている｡

京都も, 医師会員そのものがまだ医師会活動に理

解が足りない面があることから, 会員一人ひとり

に理解を深めていただいた上で広報活動を展開し

ていくのが原点で, 効果的としている｡ 大阪は,

㈱電通とパブリシティ活動やマスコミ対策を行う

｢レギュラー支援活動｣ を契約し, 大阪府医独自

の地域医療に根ざした ｢顔｣ をつくり, 理解を求

めていくことを狙っている｡ 兵庫は, 県民向け冊

子 ｢Pulse｣ を５万部, 年２回発行し, 医師会活動

に親しみを持たせるよう努力している｡ 滋賀は

｢健康ウオーキング｣ 教室を開催し, 歩くことに

より健康予防を訴えるなど, 県民参加の事業を重

点にして対外広報を行っている｡

一方, 医師会員の不祥事によるイメージダウン

については, 専門家である医師が, 専門家である

医師の誤謬を是正する, い

わゆる Peer review のシス

テムを持たないと国民の信

頼は得られないとし, 医療

分野における国民の様々な

懸念に対し, 専門家の立場

から積極的に意見や方策を

提言していく活動とあわせ,

国民の目に見える活動を求

める声が多かった｡

最後に, インフルエンザパンデミック対策につ

いては, ＳＡＲＳよりも死亡率が高く, 出現を阻

止することもできないことから, 迅速で具体的な

医療体制と蔓延防止対策を求める声が出た｡ ワク

チン備蓄など予防や危機管理について, ネットワー

クやサーベイランスの必要性も強調された｡

中嶋府医理事



11

｢花粉症は立派な公害である｣

本年の春は記録的な杉花粉飛散の年であっ

た｡ 私が通年性花粉症になって20年以上に

なる｡ 花粉との最初の出会い, これは多分

生まれて産院から外に出て呼吸したときと

思うが高校生までは, いかなる花粉も私に

危害を加えることはなかった｡ クシャミが

良く出るようになったのは大学に入ってか

ら｡ その頃は, 多分春先の杉花粉がメイン

であったと思うが, 暇があれば１年中サイ

クリングを楽しんでいた私にとって滋賀県

の四季折々の花粉たちとの遭遇は極めて容

易であった｡ ハンドルを持たずに自転車を

乗り回せるようになった３回生の頃には年

中クシャミがよく出るようになった｡ 当時

は花粉症が騒がれることもなかったが両親

もその頃から春先は良くクシャミが出ると

いっていた｡ 親のアトピー体質を受け継い

だものと思われるが大して気にもせずに過

ごしていた｡ 薬を飲みだしたのは大学を卒

業してから｡ 一時アリゾナに留学していた

頃はサボテンの花以外に大して植物が生え

てなかったせいか, しばらくは症状もおさ

まっていたが２年目にはサボテンにも感作

されたのか症状が出るようになった｡ 当時,

春にシアトルに遊びに行ったときは山の中

で懐かしい様々な花粉に再会し, ひどい症

状で喘息を起こすかと思った｡ 最近になっ

て両親は, 脱感作されたのか花粉症の症状

が軽減してきたそうだが私の方は, いっこ

うに改善されない｡ 10年前からは目のかゆ

みが強くなり春先はゴーグルがいるように

なった｡ この時期は点眼薬も大して効果が

ない｡ また, 花粉の量が多い時期には咳が

止まらなくなり, 良く風邪を引くようになっ

た｡ 血痰も良く出る｡

12年前に大量に血痰が出て呼吸すると背

部が痛くなり, 気胸でも起こしたのかと胸

部のレントゲンを撮ると右下葉に卵大の陰

影があった｡ 胸膜を少しばかり引き込んで

おり, てっきり肺癌と思ったが, ブロンコ

の結果, ｢肺炎と気管支拡張症｣ とわかっ

た｡ その後も花粉の多い時期には血痰が良

く出るが慣れてしまって気にならなくなっ

た｡ 抗原を調べると, おもしろいことに検

査できる全ての花粉が強陽性であった｡ な

のに, ハウスダストや食物など他の抗原に

は反応していなかった｡ また IgE や好酸球

も増えていないのが特徴的である｡

抗アレルギー薬は眠気の強いものほど効

果も強い傾向にあり, 寝る前に飲んでいる｡

それでも, 昼すぎになると意識を失いそう

なほどの睡魔がおそってくることが多い｡

これからも温暖化と共に花粉の多い年が増

えそうだ｡ 国は飛散予測をするだけでなく

何らかの対策をこうじてほしい｡ ｢木こり

に杉の芽を切ってもらう｣ とか ｢飛散前に

ホースで水をかける｣ とか｡ 花粉症は患者

数も年々増えており, これにかかる医療費

もバカにならない｡ 立派な公害である｡ 花

粉症になってもタバコがクシャミで吸えな

くなった以外に何もいいことはなかった｡

毎年, 春が恐ろしい｡ 小泉さん, なんとか

してください｡

(府医情報企画委員会委員・

宇治久世 紀田康雄)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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見逃してはいけない眼の症状

小玉眼科医院 院長

小玉 裕司

Ｑ１. 飛蚊症が生じてきましたが, どこが悪い

のでしょうか？

Ａ１. 患者さんが飛蚊症を訴えた場合, いろい

ろな原因が考えられます｡ 一番多い原因と

しては加齢変化として起こる後部硝子体剥

離が挙げられます｡ これは硝子体のコラー

ゲン線維の収縮と硝子体の液化によって硝

子体が網膜表面から離れるもので, 一部の

硝子体が混濁をきたして剥離したゲルの表

面に漂い, その混濁の陰が網膜に投影され

て飛蚊症が生じます｡ この場合, 発症後に

眼底検査をしておけば, 症状に変化がない

限り放置しておいても構いませんが, 急に

数が増えたり, 色が濃くなったときは眼底

の再チェックが必要です｡

病的な飛蚊症としては, 網膜裂孔形成や

網膜剥離に伴って生じるもの, ぶどう膜炎

による硝子体混濁に伴って生じるもの, 糖

尿病網膜症などによる硝子体出血に伴って

生じるものなどがあります｡ 急に生じた飛

蚊症を患者さんが訴えた場合は, とりあえ

ず眼科受診を勧めてください｡ 特に, 墨を

流したような陰が見えたという場合は, 網

膜裂孔形成や糖尿病網膜症などによる硝子

体出血の可能性が高いと考えられます｡ 網

膜裂孔形成初期には, 裂孔周囲をレーザー

治療することで網膜剥離への移行を予防す

ることができます｡

Ｑ２. 眼が疲れやすく肩こりや頭痛がするので

すが, どこが悪いのでしょうか？

Ａ２. 患者さんが眼精疲労を訴えた場合, 一番

多い原因としては, 近視過矯正, 老視の始

まり, 白内障による近視進行などの屈折異

常が挙げられます｡ しかし, 最近, ドライ

アイによる眼精疲労の訴えが注目されてい

ます｡ ドライアイでは ｢眼が乾く｣ と訴え

ることは少なく, むしろ ｢眼が疲れる｣

｢眼を開けているのがしんどい｣ ｢まぶしい｣

などといった症状を訴えることが多く, 不

定愁訴の傾向が強いようです｡ また, パソ

コンの長時間作業では, 近業作業による毛

様体緊張の疲れのほか, 瞬目の回数が減少

することによって生じるドライアイが原因

となり眼の疲れを感じるといったことが起

こります｡

また, 少ないケースとはいえ, 緑内障で

も ｢眼が疲れる｣ と訴えることがあります｡

特に, 開放隅角緑内障や正常眼圧緑内障で

は, 閉塞緑内障の発作時にような眼痛, 頭

痛, 悪心, 嘔吐などのような症状を訴える

ことはなく, ｢眼が疲れる｣ ｢眼が重い｣

｢灯りがにじむ｣ などといった症状を訴え

ます｡ 眼圧測定, 視神経乳頭陥凹チェック,

網膜視神経線維束の欠損状況, 視野検査な

どから緑内障であるか否かを診断しなけれ

ばなりません｡

Ｑ３. 頭痛と吐き気がするのですが, どこが悪

いのでしょうか？

Ａ３. 眼痛や視力障害を訴えることなく, 頭痛,

悪心, 嘔吐のみの症状を患者さんが訴えた

場合, 脳外科的疾患や内科的疾患を疑って

しまう危険性があります｡ 視力低下, 眼痛,

結膜充血, 角膜混濁などの有無を確認する

必要があります｡ そのような症状を伴う場

合は, 閉塞隅角緑内障の急性発作あるいは

専門外講座
日常診療のための
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原田病, 交感性眼炎, Posner - Schlossman

症候群などのぶどう膜炎を疑わなければな

りません｡ 閉塞隅角緑内障の急性発作では,

急激な眼圧上昇のために, 角膜上皮が浮腫

をきたして, 呼気様混濁と呼ばれるように

角膜がすり硝子状に見えます｡ また, 急激

な眼圧上昇は激しい眼痛, 頭痛, 悪心, 嘔

吐を引き起こし, 毛様充血が強く, 瞳孔は

散大します｡ ぶどう膜炎は前部ぶどう膜炎

(虹彩毛様体炎), 後部ぶどう膜炎 (脈絡膜

炎), 全ぶどう膜炎に分けられます｡ ベー

チェット病やサルコイドーシスなどの疾患

によって生じるぶどう膜炎とそれらの疾患

によって引き起こされる続発性緑内障で,

眼痛, 頭痛, 悪心, 嘔吐, 視力障害, 毛様

充血などの症状は認められますが, 基本的

には慢性的な経過をたどります｡ 閉塞緑内

障発作と同様に急激にそれらの症状を呈し

た場合は, 原田病や交感性眼炎を疑わなけ

ればなりません｡ 原田病と交感性眼炎は基

本的には同じ疾患とされています｡ 一眼の

穿孔性眼外傷の既往があるものを交感性眼

炎と呼んでいます｡ 原田病や交感性眼炎は

メラノサイト特異性の自己免疫疾患であり,

内耳のメラノサイトもターゲットとなるた

め, 耳鳴りやめまいを訴えることがありま

す｡ また, 毛様体のメラノサイトもターゲッ

トになり, 毛様痛, 毛様充血, 虹彩毛様体

炎が生じ, 瞳孔括約筋刺激症状として縮瞳

が起こります｡ 前房蓄膿, 角膜後面沈着,

視神経乳頭発赤腫脹, 多発性限局性漿液性

網膜剥離などが両眼性に認められ, 急激に

視力が低下します｡ Posner - Schlossman 症

候群は, 虹彩毛様体炎が軽度にもかかわら

ず眼圧上昇が著しく, 閉塞隅角緑内障の急

性発作とほぼ同じような症状を呈します｡

しかし, ステロイド剤や抗緑内障薬によく

反応し, 視野障害などの緑内障変化を残す

ことは希です｡ 閉塞隅角緑内障の急性発作

と原田病は, 適切な初期治療がなされない

と重篤な視力障害を残す可能性が高く, 注

意を要する疾患といえるでしょう｡

������������������ ������			




｢｢肝肝炎炎とと肝肝癌癌のの撲撲滅滅をを目目指指ししたた最最新新のの治治療療｣｣

と き ６月25日(土) 午後２時～４時30分

ところ 京都産業会館８Ｆ シルクホール (TEL 075－211－4506)

内 容 第一部：公開講座

総合司会 京都府立医科大学消化器病態制御学教授 岡上 武 氏

・ ｢非アルコール性脂肪肝炎 (ＮＡＳＨ)｣

・ ｢Ｂ型肝炎｣

・ ｢Ｃ型肝炎｣

・ ｢肝癌｣

第二部：質問コーナー

＜問い合わせ＞

京都府立医科大学 消化器内科医局 (TEL 075－251－5519)
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会
員
の
声

1972年の日中国交正常化以後, 日本と中国

との関係は主に経済を中心に緊密なものとなっ

てきた｡ 80年代, 中国の若者たちにとって洗

練されたデザイン, 機能に優れた日本製品は

憧れの的であり, まだ見ぬ日本への尊敬, 憧

れを表す中国人は多かった｡ 学校教育におい

て日本の侵略の歴史を教えられてはいても,

日本は中国において意識調査で好きな国の上

位に挙がっていた｡

中国政府は80年代後半より, 政治は社会主

義, 経済は資本主義の方針をとり, ｢改革開

放｣ の名の下, 積極的に外資を導入する方針

をとった｡ とりわけ日本は安い労働力を求め

て次々に生産拠点を中国へ移転した｡ しかし

ながら, 進出当初は熱烈歓迎と迎えられた後,

手のひらを返すようにインフラ整備の負担を

背負わせられたり, 荒野を工業団地と売りつ

けられたり, 物は売れるが売掛金は回収でき

ないなどの煮え湯を飲まされた日本企業は多

かった｡ 日本からの投資は ｢外資導入｣ では

なく ｢外資詐入｣ のつもりと企む中国人にとっ

て, 十分な知識を持たないまま, ばら色を夢

みて乗り出した日本の企業は投資資本の回収

どころか, さらなる追加資本を要求され泥沼

に落ち入るカモであった｡ しかしながら, 01

年世界貿易機関 (ＷＴＯ) 加盟に伴うグロー

バル化の進展とともに中国で作られる製品の

品質も年々向上し, いまやあらゆるものが中

国で作られ, ｢世界の工場｣ とも呼ばれるよ

うになった｡ 中国４億人の生活は外資が受け

持っていると言われ, 実際の我々の周囲には

中国製品があふれている｡ 日中間の現況は,

｢政冷経熱｣ と表されるように, 経済交流は

かってないほど熱を帯びているが, 政府間に

は困難な課題が山積している｡ 深い溝は埋め

られるのだろうか, 険しい峰は越えられるの

だろうか｡

１ 日本の対中国ODA

国交回復後の累積額を見てみると,

１) 円借款は３兆472億円に達している｡ 融

資ではあるが１％くらいの低金利で償還期

間は30－40年間, 10年据え置き無担保と,

まるで ｢出世払い｣ のようだ｡

２) 無償資金協力約1416億円

３) 技術協力約1446億円 (留学生受け入れや

各省庁による技術協力実績を除く)｣ これ

らが一般的に言う ODA である (05年外務

省資料)｡

しかしこれ以外にもう一つの ODA という

べき国際協力銀行 (JBIC) がある｡ これは

円借款を行っていた海外経済協力基金と日本

輸出入銀行が1999年に合併したもので, この

累計が約３兆６千億円にものぼる｡ それらが

全部公的資金であることは言うまでもない｡

これだけにとどまらず, 日本が大部分出資す

るアジア開発銀行も中国に累計で136億ドル

(現貨で約１兆５千億円) を融資している｡

対中国 ODA を縮小する一方でこのアジア開

発銀行からのいわば迂回融資のかたちで対中

国融資を増大させているのが実情である｡ さ

らに個人, 団体, 企業, 自治体が行った協力

にはたとえば西安清竜寺建築や各地の遺跡保

存費用 (私が見ただけでも交河故城・キジル

千仏洞), またタリム河流域の胡楊林自然保

護, 寧夏自治区や山西省大同市の黄土高原で

の砂漠化防止植林などがある｡ ここで注意し

なければいけないことは為替レート１元＝14

円での円借款が行われた場合, 現在の西安で

の一般的な平均的給与所得が30歳, 月500元

程度 (北京, 上海では約1000元) であり, 日

本でのそれを25万円とおいた時, 実に20－40

倍の格差があるということだ｡ 外国輸入車な

日本と中国 その１

宇治久世 関 浩
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どの贅沢品を購入することではなく食費・衣

服のようなあくまで生活の必需品に消費した

場合, あるいは労働賃金に使われた場合, 円

建てでは実質20倍から40倍の使い出があると

いうことだ｡ １元＝35円の89年当時もっと格

差があったと思われる｡ 天安門事件で欧米諸

国が中国の人権抑圧に対し制裁を続け, 中国

経済が停滞した時, 90年日本が積極的に経済

援助を再開し西側世界に門戸を開き, 中国要

人から ｢だれが本当の友人か, わかった｣ と

感謝された｡

対中 ODA は国家賠償の一面があったこと

を両国は認識していたし, 中国のインフラを

整備し経済成長に大いに貢献してきたのは事

実である｡ 問題はこのような日本の膨大な資

金協力の事実を, 中国政府は評価しなかった

ばかりか, 一般国民には全く知らせなかった

ことである｡ 発展は中国共産党政府の指導の

成果であるというのである｡ 大部分の中国人

にとって日本は, (日清戦争で多額の賠償金

を取っておきながら, 自分たちは) 戦後賠償

をせず, 世界第２位の経済大国となった ｢反

省も謝罪もしない｣ 国と思っている｡ 中国人

に日本の行った援助を言った場合, 彼らの誰

もそれを知らなかった, するはずがないとま

で言う人もいる｡ 是非, これまで行ってきた

日本の経済援助を中国の一般民衆に知らせる

努力をして欲しい｡ 中国という国はいかに援

助しようともなかなか感謝はしてくれない国

である｡ 日本の巨額の融資が広大な中国の大

地に注ぎ込まれ, そして少なからず官僚, 役

人の懐をうるおし, 彼らの子弟の海外留学な

どに使われていった｡

２ 教科書問題・靖国参拝問題

82年, 日本の教科書検定の際, ｢日本では

歴史教科書の記述が, (華北侵略から進出に

変更される) このようなことが行われようと

している｡ どう考えるか？｣ と日本を代表す

る新聞社が中国政府に注進し, 同誌で大きく

報道され, 国営新華社通信が ｢日本の教科書

は歴史を歪曲した｣ との批判をはじめた｡ こ

れが教科書問題の発端である｡

教科書検定ではそのような事実はなく, 誤

報であったことが後に判明したものの, 既成

事実として一人歩きし, 現在, たとえ少数の

教科書の一部であっても中国側が問題視して

いる大きな争点である｡

韓国・中国の学校授業の教材は国定教科書,

国家統制の教科書である｡ 自国に都合の悪い

ことは決して書いてはいない｡ 米国でも真珠

湾攻撃では多くのぺージをさくが広島・長崎

の原爆投下の記述は戦争を早く終わらせたと

しか書いていない｡ 一方, 日本の教科書は満

州事変の発端となった31年９月18日の柳条湖

事件は関東軍の謀略によるとはっきり書いて

いる｡ 太平洋戦争突入のきっかけが真珠湾攻

撃であり, 奇襲作戦であることを知った私の

次男が小学生の時 ｢日本はずっとこんなこと

していたの？｣ と悲しげな顔で私を見上げた

ことがある｡ 客観的にいって日本の教科書検

定制度は正しく機能していると思う｡

日中戦争の発端となった盧溝橋付近での発

砲も, 中国側の資料も含め中国側が先に発砲

したと言うのが定説になっているにもかかわ

らず, 中国の歴史教科書には中国侵略を長い

間企んでいた日本侵略軍が先に発砲したとなっ

ていたり, 日清戦争, 日露戦争も日本の侵略

戦争だと記述している｡ 一方中国史において

は, 毛沢東の ｢社会主義建設の総路線｣ ｢大

躍進｣ ｢人民公社｣ の政策により61年からの

２年間で少なく見積もっても2000万人の餓死

者を出したのであるが, このような事は一切

書かれていない｡ またチベットや, ウイグル

族が漢族に抱く根深い憎悪, 反感の原因であ

る動乱, 抗争事件などにおける中国軍の弾圧

には触れない｡ これではどう見ても, 中国の
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歴史教育が公正であるとはいえない｡ 更に,

我々にとってもっと暗鬱にさせられる中国の

反日教科書の実態がある｡

抗日史は近現代史で教える四割を占めその

内容はほとんど日本の侵略と残虐の強調に費

やされているという調査がある｡ 南京での

“百人切り”, “市民の生き埋め”の写真や

“731部隊の生体解剖”とされる写真も多く

もりこまれ, 日本への憎しみと怒りをかきた

てるように最大限に強調されている｡ おまけ

にいくら反日教育をしていても日本からの反

撃や抗議は無い｡ だから中国にとってはなに

も損害にはならない, 何を言っても, しても

平気だと思っている｡ 米国ブッシュ大統領は

00年２月中国訪問時, 米国の FBI などにつ

いての中国教科書の記述が間違いだと指摘し

ている｡ それもそれほどたいした内容でもな

いのに｡ このまま座視することは出来ない｡

事は重大なのである｡ 今の中国の若者もいず

れ社会の中心となるであろう｡ 毎年毎年, 洗

脳された中国人が増加する｡ 何億人もの人間

が侮日・反日意識をもったまま全土に拡がれ

ば, 今よりもっと大きな危機が訪れる｡

靖国神社参拝問題では85年８月15日中曽根

首相が始めて靖国神社に公式参拝したことが

大きく報道され, 中国は大騒ぎになり, 学生

を中心に大きな抗議デモが起こった｡ 85年は

抗日戦争40年目の節目の年であり, 南京に南

京大虐殺記念館が建てられたのもこの年であっ

た｡ それまでにも歴代の首相は靖国神社に参

拝をしており, それが報道されていても中国

側からの抗議はなかったのである｡

靖国神社においては1978 (昭和53) 年10月,

極東軍事裁判で有罪判決を受けＡ級戦犯で絞

首刑になった東条英機元首相, 板垣征四郎陸

軍大将, 土井原賢二陸軍大将, 松井石根陸軍

大将, 木村兵太郎陸軍大将, 武藤章陸軍中将,

広田弘毅元首相ら７人と, 獄中で死亡した５

人および平沼騏一郎元首相ら未決で病死した

２人の計14人を ｢昭和受難者｣ として合祀し

た｡ 79年 (昭和54年) ４月19日, そのことが

新聞報道によって明らかになり, 国民の知る

ところとなった｡ 既に述べてきたように, 中

国がＡ級戦犯の問題を初めて持ち出してきた

のは, 中曽根首相が参拝した85年 (昭和60年)

である｡ 当時の章曙駐日中国大使が ｢Ａ級戦

犯の問題さえ解決されるのなら解決策を見い

だすことは決して難しくない｣ と述べた｡ し

かし, 『人民日報』 は, ｢靖国神社は, これま

での侵略戦争における東条英機を含む千人以

上の犯罪人を祀っているのだから, 政府の公

職にある者が参拝することは, 日本軍国主義

による侵略戦争の害を深く受けたアジア近隣

諸国と日本人民の感情を傷つけるものだ｣ と

批判した｡

これに対してこれまで日本側は ｢我が国政

府の歴史認識は, 98年の日中共同宣言に示さ

れている通りだ｣ と主調｡ 首相の靖国参拝は

戦争を肯定するのではなく, 慰霊のためと理

解を求めてきたものの中国側は一貫して首相

の参拝には強く反対している｡ しかしながら

中国は本当にＡ級戦犯の合祀のみを理由とし

て総理大臣の参拝に反対しているのか, 分祀

されれば参拝反対の主張をひっこめるのか｡

Ｂ, Ｃ戦犯は問題にしないのか｡ これらのこ

とが明確でない限り, 合祀か分祀かといった

議論は先が見えてこない｡ Ａ級戦犯の合祀あ

るいは分祀, 国立墓地設立といった問題は日

本国内で解決されるべき課題ではあるが, 中

国側も交えた協議を考える時が来たと思う｡

(次号に続く)
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赤十字病院の定期健康診断で, 便潜血反応

がいつも陽性であったことは気になっていま

したが, 痔もあったので当然と自己診断して

いました｡ 胃カメラと胃腸透視は毎年受けて

いたものの, 大腸ファイバーを受ける勇気は

ありませんでした｡ 特に永年勤務していた病

院ではね｡ 再就職先の内田病院の看護師さん

にその話をすると, 有無を言わせず予約が入っ

てしまいました｡ 前日から入院し, 軽い気持

ちで ｢ポリープがあったら採っといてね｣ と

京大消化器内視鏡の先生に冗談を言いながら,

検査は進みました｡ とっても上手で, 何の苦

痛もなく盲腸近くまで挿入されました｡ もち

ろんモニターを見せてもらっていたのですが,

術者の言葉数が少なくなりました｡ ｢先生！

ポリープどころか｣ 絶句！ 見せられたもの

は出血性の粘膜と狭窄像でした｡ 実感として

はまだ深刻ではありませんでした｡ 上行結腸

癌, Ｓ状結腸癌, 肝エコーで肝転移と診断さ

れました｡ さらに造影ＣＴでも確認され, 京

大病院第２外科紹介, 手術日程が11月10日と

決まりました｡

振り返るに, 自覚症状らしいものといえば,

８月ごろから糞線が細くなったかな, 排便の

回数が増えたかな？ 排便を催すと我慢でき

なくなり, 淡路の元花博会場で何十年振りか

で野糞の経験をしたのも特記事項です｡ でも

下痢はしないし, 食欲も旺盛で, やや体重も

増加傾向を示していました｡ 高齢者登山のグ

ループにも入り, 国際ロータリークラブでは

世界社会奉仕委員の一員として, ６月と９月

にフィリピン, パプアニューギニアでWHO

や JAICA との折衝にも当たりました｡ 手術

を受けるまではひたぶる元気でしたのにねえ｡

入院は10月25日でした｡ 注腸造影と, PET,

京大病院が誇るＣＴ検査が追加され, 手術日

は11月10日に延期されました｡ 家族を呼んで

の手術説明では, 術者がおっしゃるほど簡単

な手術とは思えませんでした｡ ｢大腸癌は２

ヶ所で腸を腸間膜と一緒に広範囲に切除し,

主病巣は端側吻合をＳ状結腸癌の方は端端吻

合を行います｡ 肝臓の転移部はすり鉢状に表

面から肝臓を削っていきます｡ 午前から始め

て午後２時ぐらいまではかかるでしょう｡｣

患者でもある形成外科医として理解できた要

約です｡ 家族は恐ろしがって何のことかわか

らんかったみたいです｡ 自分も肝臓の手術に

ついては想像もできません｡ といって突っ込

んで質問するほどの知識もありません｡ 肝臓

を削り取るなんてわかりませんもの｡

京大病院にお願いすることになった理由の

第一は, 内田病院で京大の先生に大腸ファイ

バーを受けたこと｡ 第二は期限を切ってもら

えたこと, すなわち ｢12月中には退院できる

でしょう｣ といってもらったことです｡ 京都

形成外科医会学術講演会のこと, 国際ロータ

リーでのパプアニューギニア訪問のことなど,

２月に公式行事が山積みされていましたので

自分には都合が良かったのです｡ 第三は肝臓

手術のメッカですもの｡

残念ながらそうこちらに都合よく進むはず

がなく, ２回の術後イレウスと起こりえる合

併症のほぼすべてを体験しました｡ 指示通り

に従ういい患者の見本みたいに振舞いました

し, 大概なことには辛抱できました｡ 自分で

も打たれ強いと感心しています｡ 肥満がハン

ディキャップといえる唯一の弱点だったので

しょうか？ 結局は４月末の退院となってし

まいました｡ みんなそれなりにベストを尽く

したのに, 思い通りの結果が出なかったのは

運命でしょうね｡ 普段から強運が付きまくっ

ていたのに今回に限りアンラッキーでした｡

御巣鷹山の日航機事故, ホテルニュージャパ

ンの火災から逃れられた自分だったのに｡

��������	

�	
 ��

右 京 大島 良夫
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チョット 休みます

このような病気であるので, もちろん再発

というのは毎日のように頭を過ぎっていたが,

現実となるとかなり落ち込む｡ 前にも書いた

ように記憶しているが, 検査中に手がとまる

と ｢どうしたんや？｣ と不安になる｡ ５月20

日, 定期の腹部超音波検査をした｡ 技師さん

の手が臍の右辺りで止まる ｢手がとまると厭

でしょう｣ と技師さんが言う｡ 主治医の中川

部長もプローベをあてて ｢ＣＴをしましょう｣

ということになり, 早速にＣＴを撮った｡ も

ちろん前回にはない腫瘤である｡

｢入院して治療ですな｣ とはいったものの,

またあのシンドイ VAD 療法をせんとアカン

のかと思うと, 憂鬱を通り越して ｢いずれア

カンのやったらもうええか……｣ なんて思っ

てしまう｡ こんなことを言うと叱られるであ

ろうが, 化学療法を選ばれない患者さんがお

られることも充分理解できるわけである｡

今日入院して明日から治療であるが, 先ほ

ど予想通り ｢骨髄穿刺をやります｣ と中川部

長が言われた｡ ナースに一番嫌いな検査やと

言うと ｢実は病棟で骨髄穿刺と大腸ファイバー

など, どれが一番嫌かと言う話をしていた｣

という｡ ｢そんなん比べもんにならへん！(笑)

骨髄穿刺や！｣｡ 京都医報を読まれている方

で骨髄穿刺をされた方, どう思われますか？

さて入院前々日｡ 入院セットなるものは,

いつも用意してある｡ 後は本とＣＤを選ぶく

らいである｡ ｢スリッパが新しいのがいるな｣

と思っていたら, 北大路ビブレの一階の中央

のいつもバーゲンをするところで580円でＬ

サイズのがあったので買った｡ ほとんどが健

康サンダル (皮膚科医としてはこの健康サン

ダルは不健康サンダルと思っている｡ 皮膚は

めくれる, 水虫は増悪する, タコ・魚の目に

も悪い) であったが僅かひとつだけ普通のが

あったので買ったのだが……｡ 家内が夕方に

病室に来て ｢足に何つけてるの？｣ と言う｡

確かに靴下の毛玉のようなもんがついていた｡

｢どうもないやろ｣ と言いながら取った｡ (５

月24日)

翌日治療開始である｡ IVH をソケイ部か

ら入れたのでアドリアマイシンとオンコビン

の２つのシリンジポンプだけではなく, 輸液

ポンプも付けられた｡ 電源を切って持ち運び

する時は重い｡ 96時間電気コードに繋がれて

いる｡ 生来落ち着きのない人間であるので

｢たまにはジッとしておけ！｣ と神さんがこ

のようにさせているのかもしれない｡ ベッド

メークをしてもらってきれいになったはずな

のだが, 何故か毛玉のようなのがベッドやピー

タイルの上に落ちている｡ ｢何やこれ？｣ そ

の時, 580円也のスリッパが眼に入った｡ な

んということはない｡ スリッパの足底が当る

ところが見事に剥げて来ている｡ ｢さらなん
・・

やけど……(笑)｣｡ 余程古いのをつかまされ

たんやろうが, 安もん買いの銭失いの典型み

たいなことをしてしもた｡

いつも言っているが, VAD 療法の ｢Ｄ｣

すなわちデキサメサゾンは点滴で40㎎を１日

に二回に分けてする｡ これが堪らない｡ いつ

もは10時に寝ているのに, 10時から眼が冴え

てくる｡ たまたまオリックスと阪神の試合が

11時まであったので時間は潰せたが, それか

ら宮部みゆきの 『ぼんくら』 の上巻を全部読

んでしまった｡ 朝４時半過ぎである｡ もう外

は明るく今からは寝られない｡ いずれは疲れ

て寝るからええことにして, 起きてるついで

に原稿を打っている｡

入院すると, クラリネットが吹けない｡ よ

うやく少しはいい音が出だして来たところ

(福本先生｡ そうですよね！) なので, 残念

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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なんであるがしょうがない｡ 病院であの音を

気にせずに吹ける所がないか考えた｡ 一つだ

けある｡ 最強音で吹いても外に漏れない部屋

があるんだが……｡ 耳鼻科の立本部長に頼も

うかな(笑)？

これが医報に載る頃には退院している筈で

ある｡ ただただ, VAD 療法が効いてくれる

のを願っている｡ 俺の前では, めったに涙を

見せることがない能天気おばさんであるが,

さすがに今度は泣いた｡ ｢あなたがいなくな

るとつまらない｣｡

28日｡ 元主治医で血液センターの所長をさ

れている藤井先生が来られた｡ 結論は ｢そん

なに長くは生きることができないということ｣｡

それまで, どのような生き方を選択するか考

えねばならない｡

『『『京京京都都都医医医報報報』』』 原稿の募集について
先生方の ｢生の声｣ をお待ちしています！

京都医報社では 『京都医報』 のさらなる紙面の充実を目指しています｡

ひとりでも多くの会員の先生方からの投稿を募集していますので, 先生方の ｢生の声｣

を, 是非お寄せください｡

原稿は郵送, ＦＡＸ, Ｅメール, 何でも結構です｡

☆ ｢会員の声｣
テーマは問いません｡ 例えば, 医療制度改革への意見, 提言, 日医や府医への不満・要

望など何でも結構です｡ 是非, 先生の ｢生の声｣ をお聞かせください｡

☆ ｢北山杉｣
紀行文, エッセイなどの読み物を募集します｡ お気軽にご投稿ください｡

☆ ｢他山の石｣
先生方が経験された ｢ヒヤリ・ハット事例｣ をご紹介ください｡ 記事の形式は問いませ

ん｡ また, 掲載に関しては関係者が確定できない形で掲載いたします｡

注１) １編の字数は投稿規定により, 1300字までとします｡ なお, 紀行文などで, 長文に

なる場合は号を分けて掲載させていただきます｡

注２) ご投稿いただく際は, 地区医師会名および氏名を明記のうえ, 下記宛先までご投稿

ください｡ なお, ｢他山の石｣ コーナーについては, 無記名での投稿も受け付けます｡

＜原稿送付先＞

京都府医師会：学術広報課

ＴＥＬ：(075) 315－5276

ＦＡＸ：(075) 314－5042

メール：kma26@kyoto.med.or.jp
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｢新版はじめてのＭＲＩ｣
(秀潤社, 2000.４, 4,620円)

図書室来室者よりＭＲＩ関係の新しい本 (部位別でなく全身のもの) のご希望もあり, あま

り専門的な内容のものではなく, 開業医向けの分かりやすい本ということで, この ｢新版はじ

めてのＭＲＩ｣ の購入を決定いたしました｡

本書は第１章の ｢ＭＲＩの原理を知る｣ では, 基礎的な内容について図説を使って分かりや

すくかつ必要最小限の説明にとどめてあります｡ 第２章の ｢ＭＲＩ適応疾患131症例｣ ではま

ず最初に検査法のポイントおよび読影上の留意点を述べ, 続いて各該当部位の正常ＭＲＩでの

解剖名を提示しています｡ 最後にＭＲＩが役立つ各部位の主要な疾患を選び, 分かりやすく解

説するとともに, 鑑別診断とポイントなども書かれています｡ これからＭＲＩの勉強をはじめ

ようとする人はもちろん, 今までのＭＲＩの知識を整理したい人にも最適な１冊と考えます｡

またＭＲＩについては図書室においてある雑誌 ｢画像診断｣, 日医雑誌特別号 ｢ＭＲＩの

ＡＢＣ｣ (1999.６) の閲覧もお勧めします｡

(府医学術・生涯教育委員会委員長 木谷輝夫)

図書室在庫雑誌の譲渡について

このたび, 京都府医師会図書室の下記の雑誌を整理するにあたりまして, ご希望があれば会

員の先生方にお譲りいたしたく存じます｡ 学術・広報課 (FAX 075－314－5042) あて６月末

までにご一報ください｡

(なお, 各雑誌のなかには一部欠号となっているものもあります｡ また, 同一雑誌にご希望が

重なった場合は当方にて抽選とさせていただきますのでご了承ください)

産婦人科の実際 1957年～1985年 臨床婦人科産科 1956年～1985年

産婦人科の世界 1971年～1985年 産科と婦人科 1956年～1985年

AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY 1967年～1985年

眼科 1960年～1985年

AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 1967年～1985年

日本胸部臨床 1960年～1985年 胸部外科 1948年～1985年

小児科診療 1956年～1985年 小児科臨床 1956年～1985年

診断と治療 1958年～1985年 総合臨床 1956年７号～1985年

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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治 療 1956年～1985年 臨床病理 1956年～1985年

DER HAUTARZT 1976年～1985年 脳と神経 1951年～1979年

DER NERVENARZT 1967年～1985年 整形外科 1975年～1985年

臨床外科 1957年～1985年 手術 1948年・1957年～1985年

臨床皮膚科 1967年～1985年 皮膚科の臨床 1959年～1985年

臨床泌尿器科 1967年～1985年 胃と腸 1966年～1985年

なお, 各種 ｢厚労省特定疾患対策研究事業報告書｣ (平成10～13年) についても, ご希望の

方にお譲りいたします｡ ぜひ一度, 図書室にてご覧ください｡

[平成13年度報告書一例]

網膜脈絡膜・視神経萎縮症調査研究班／皮膚結合組織疾患調査研究班／

進行性腎障害調査研究班／肝内結石症調査研究班／特定疾患に関するＱＯＬ研究班／

呼吸器系疾患調査研究班

(その他多数あります)
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― 京都勢が大活躍 ―

平成17年度の近畿医師テニス大会が５月22

日(日) 大阪市大正区のマリンパーク北村テ

ニスコートで開催された｡ 天気予報では60～

70％雨とのことであったが, 一日中多少雨の

ぱらつく程度の日和で無事大会は進行した｡

大阪46名, 兵庫19名, 滋賀１名, 京都10名

(橋本朋子, 冨井, 平杉, 具志堅, 古家, 岩

井, 今村, 田端, 山村, 玉置) の76名が参加

し大変盛大なテニス大会となった｡

試合は女性ダブルス, 混合ダブルス, 男性

年齢別ダブルス, 無差別ダブルスの種目で腕

を競いあった｡

大会終了後, クラブハウス内のレストラン

で軽食, ビールで懇親会が催され, 各種目の

表彰式で盛り上がった｡ 京都勢は全員大活躍

で, 戦績は以下の如くです｡ 来年度は兵庫県

の主催で５月末頃に開催される予定です｡ 尚,

大会全体の結果は大阪府医師テニス協会のホー

ムページに掲載されています｡

http://members.goo.ne.jp/home/osakadrtennis

覗いてみてください｡ (平杉嘉昭 記)

＝ 戦績 (京都勢３位入賞以上) ＝

＜男子120才以上ダブルス＞

優 勝：冨井・酒井 (兵庫) 組

準優勝：平杉・奥 (大阪) 組

＜男子101才以上ダブルス＞

優 勝：山村・玉置 組

＜男子100才未満ダブルス＞

準優勝：岩井・今村 組

＜女子ダブルス＞

第３位：橋本・原 (大阪) 組

近畿医師テニス大会

京都よりの参加者

● 府医医業承継事業の新件について ●

下記の案件につきまして照会 (医療機関の譲渡) がありましたので, 新規開業をお考え

の先生で, 本事業の主旨にご理解・ご協力いただける先生がおられましたら, 下記までご

連絡ください｡

場 所：京都市中京区木屋町四条上ル

設備等：産婦人科設備あり (診療科目の変更は自由)

連絡先：電 話 075－241－3688

ＦＡＸ 075－213－1638

(小石)
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府医斡旋融資利率の改定について

Ａ会員および新規開業医融資
Ｂ,Ｃ会員融資

振込指定あり 振込指定なし

利率 利率 利率

１年以内 1.925％ 2.425％ 2.125％

５年以内 1.550％ 2.050％ 1.650％

10年以内 1.650％ 2.150％ 1.750％

20年以内 1.650％ 2.150％ 1.850％

京都中央信用金庫との間で締結している斡旋融資の新規融資利率が平成 17 年７月１日実行

分より下記のとおり改定となります｡

新規融資利率 (適用は平成 17 年７月１日実行分より) ※固定金利型

京都府医師会融資斡旋制度概要
『Ａ会員融資』
１. 資金使途
①運転資金
②病院・診療所および徒業員宿舎の新設・増
改築に必要な資金
③医療に必要な機械器具・備品・消耗品の購
入資金
④子弟教育資金
⑤生活関連資金, 相続対策資金等
２. 融資限度額

過去３�月の診療報酬平均月額の25倍以
内とし, かつ最高限度額１億３千万円
３. 金利固定
金利型および変動金利型

『新規開業融資』
１. 融資限度額7,000万円
『B・C会員融資』
１. 申込資格

協定金融機関に給料振込を行っている(行う)者
２. 資金使途

居住用土地建物購入資金あるいは生活関連
資金 (子弟教育資金を含む)
３. 融資限度額

年収の５倍以内とし, かつ最高限度額を
5,000万円
４. 金利固定金利型および変動金利型

『医療機器ローン』
１. 融資対象者 Ａ会員
２. 融資限度額 1,000万円
３. 借入期間 ３年以内
４. 保証人 １名
５. 資金使途

医療機関に必要な機械器具・備品・消耗品
の購入資金 (医療事務用ＯＡ機器を含む, 乗
用車の購入資金は含まない)
６. 金利 変動金利型
『特別フリーローン』
＜事業性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員(法人・個人)
２. 資金使途 運転・設備資金
３. 融資限度額 5,000万円
４. 金利 新長期プライムレートマイナス１％
５. 保証人 １名
＜消費性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員 (個人)
２. 資金使途 消費性資金
３. 融資限度額 2,000万円
４. 金利 長期プライムレートマイナス0.4％
５. 保証人 不要

斡旋ご希望の方および詳細については 府医
学術広報課 (� 075－315－5276 融資係) ま
でご連絡ください
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医医医薬薬薬品品品等等等ののの回回回収収収ににに関関関すすするるる情情情報報報

以下のとおり医薬品等の回収に関する情報が出されておりますので, ご留意ください｡ なお,

掲載しているのは ｢クラスⅠ｣ のみです｡ ｢クラスⅡ｣ ｢クラスⅢ｣ に関する情報および回収情

報の詳細をご覧になりたい場合は ｢医薬品医療機器情報提供ホームページ｣ (http://www.info.p

mda.go.jp/) にアクセスしてください｡

[2005年５月：クラスⅠ]

年月日 種類 一般名 販売名 製造販売業者等名称

５／19 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社

���������	
��

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213号の速報について (日医常任理事)

｢１. Ｘ線ＣＴ装置が植込み型心臓ペースメーカ (メドトロニック InSync8040) へ及ぼ

す影響について｣

｢２. 重要な副作用等に関する情報について｣

｢カンデサルタンシレキセチル, テルミサルタン, バルサルタン, ロサルタンカリウ

ム｣, ｢セフトリアキソンナトリウム｣, ｢沈降精製百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン｣,

｢トラセミド｣, ｢日本脳炎ワクチン｣ が掲載されています｡

なお, この件については日医雑誌７月号に掲載される予定です｡

● ��������	
��������� ●

平成16年１月～12月の京都医報合本を作成しました｡ １冊2,500円で頒布いたしますので,

ご希望の方は府医事務局：学術広報課 (TEL：075－315－5276) までご連絡ください｡ な

お, 部数には限りがございますので, お早めにお申し出ください｡
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)年５月医療界を巡る動き

平成17 (2005) 年５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

５. 10 介護保険法改正案が衆院通過 ５. 10 基本的な医療政策の審議は中医協から切り離
し－中医協の在り方に関する有識者会議

５. 13 予防から緩和ケアまで総合的対策－がん対策
本部が初会合

５. 16 社会保障給付費の伸び抑制で2015年度には12
兆円削減－財政審が試算

５. 16 公的医療保険給付費の効率化・適正化を進め
る専門部署の設置等求める意見書－日本経団連
が社会保障の在り方に関する懇談会に提出

５. 19 株式会社クリニックの開設等盛り込んだ特区
計画を正式に申請－神奈川県

５. 17 医療給付費の伸びの抑制に厳しく取り組むこ
とで意見一致－社会保障の在り方に関する懇談
会で論点整理

５. 19 株式会社の医療機関経営の解禁を求める－在
日米国商工会議所

５. 22 近畿医師会連合定時委員総会－滋賀県医師会
主管

５. 24 ｢骨太の方針2005｣ の議論スタート－経済財政
諮問会議

５. 24 ｢医療事故防止研修会｣ 早ければ７月にも実施
すると発表－日医

５. 25 高齢者医療制度の議論スタート－社保審・医
療保険部会

５. 25 保険者機能の強化等４項目を ｢骨太の方針2005｣
に盛り込む方向で検討－規制改革・民間開放推
進会議

５. 30 定期予防接種での日本脳炎ワクチン接種の積
極的勧奨取りやめ－重症ＡＥＤＭの発症受け

５. 30 社会保障給付費の伸び率管理には反対－自民
党厚生労働部会が意見案

５. 27 2006年度も軽減税率導入を要望－日医

５. 31 公的医療保険の範囲見直しや高齢者医療コス
トの縮減を明記－財政審建議とりまとめ

５. 31 政管健保は全国単位の公法人で保険運営－社
保庁の在り方に関する有識者会議
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 各専門医会長との懇談の状況

３. 第10回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

４. 産業医研修会の状況

５. 第12回救急委員会の状況

６. 第６回学校検尿事業委員会の状況

７. 第６回健康日本21対策委員会の状況

８. 府医学術講演会の状況

９. 学術, 会員業務, 養成担当部会の状況

10. 第８回生涯教育検討小委員会の状況

11. 日医理事会の状況

【議 事】

12. 会員の入会・異動・退会29件を可決

13. 常任委員会の開催を可決

14. 京都府国民保護協議会委員への就任を

可決

15. 社会福祉法人京都府社会福祉事業団役

員の推薦を可決

16. 地区医師会との懇談会の開催を可決

７月13日(水) 宇治久世

10月19日(水) 北

11月９日(水) 上京東部

17. 京都府社会保険診療報酬支払基金並び

に京都府国民健康保険団体連合会審査委

員会委員の推薦を可決

18. 労災保険診療審査協議会委員の推薦を

可決

19. 平成17年度京都府学校保健会理事の推

薦を可決

20. 京都府教育委員会メンタルヘルスカウ

ンセリング事業に係る相談員の推薦を可

決

21. 京都府救急医療情報システム運営懇談

会委員の推薦を可決

22. 第36回全国学校保健・学校医大会にお

ける日本医師会長表彰候補者の推薦を可

決

23. 京都大学大学院社会健康医学系専攻の

シンポジウムへの講師派遣を可決

24. 平成17年度近医連学校医研究協議会第

１回理事会への出席を可決

25. 平成17年度薬物乱用防止教室講習会へ

の出席を可決

26. 産業医部会幹事の委嘱替えを可決

27. 第32回くらしと健康展実行委員会の開

催を可決

28. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

29. ｢勤務医の皆さんへ・入会のご案内｣

の作成を可決

30. 京都府医療推進協議会主催イベント会

場利用料の支出を可決

第６回定例理事会 (５.19)

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 第２回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. 京都府国民健康保険団体連合会審査委

員の推薦替えの状況

第７回定例理事会 (５.26)
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４. 国保合審の状況

５. 第10回社会保険研究委員会の状況

６. 基金合審の状況

７. 新規指定前講習会の状況

８. 平成17年度京都府介護サービス集団指

導の状況

９. 第５回京都府介護支援専門員協議会理

事会の状況

10. 第１回環境保全対策特別委員会の状況

11. 第８回乳がん検診委員会の状況

12. 京都市休日急病診療所第173回運営委

員会の状況

13. 第７回子宮がん検診委員会の状況

14. 平成17年度学校保健連絡会議の状況

15. 第８回地域ケア委員会の状況

16. 第４回産業保健委員会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 第７回図書室検討小委員会の状況

19. 第10回学術・生涯教育委員会の状況

20. ５月度協会医賠処理室会提出件数

21. スポーツ医学委員会の状況

22. 第２回近医連常任委員会の状況

23. 平成17年度近畿医師会連合定時委員総

会の状況

24. 京都府医療推進協議会第３回実行委員

会の状況

25. 都道府県医師会医事紛争担当理事・自

浄作用活性化担当理事合同連絡協議会の

状況

【議 事】

26. 会員の入会・異動・退会23件を可決

27. 常任委員会の開催を可決

28. 地区医会との懇談会の開催を可決

【東山】７月８日(金) 14：30

【伏見】７月12日(火) 14：30

【左京】９月３日(土) 14：00

【与謝・北丹】９月10日(土) 15：00

【亀岡・北桑田・船井】

９月17日(土) 14：30

【綾部】10月８日(土) 15：40

【福知山】12月10日(土) 16：00

29. 新入会員との懇談会の開催を可決

30. 第３回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

31. 16年度消費税の支払いを可決

32. 京都府人権教育・啓発施策推進懇話会

委員の推薦を可決

33. 大阪府医師会看護専門学校創立50周年

記念行事への出席を可決

34. 老人保健施設に関する関係団体連絡会

の委員を可決

35. 第19回地域医療情報ネットワークシス

テム研究会 ｢COMINES 2005｣ への出席

を可決

36. 保険事務必携の印刷費を可決

37. 平成17年度肺がん検診読影委員の交替

を可決

38. 京都府ＤＶ基本計画検討委員会委員の

推薦を可決

39. 平成17年度学校・地域保健連携推進事

業連絡協議会委員の推薦を可決

40. 平成17年度京都府立学校総括安全衛生

委員会委員の推薦を可決

41. 感染症発生動向調査定点医療機関の推

薦を可決

42. 第３回産業医部会幹事会の日程変更を

可決

43. 京都府介護福祉士公開セミナーへの講

師派遣を可決

44. 日本介護福祉士会近畿ブロック研修会

への後援を可決

45. 専門的Ｃ型肝炎治療実施医療機関リス

トの提供を可決

46. 第41回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の開催を可決

47. 財団法人京都市体育協会理事の推薦を

可決

48. 府医学術講演会の開催を可決

49. 学術講演会の主催・共催並びに ｢日本

内科学会認定内科専門医資格更新講座｣

の申請を可決
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～ ７月度請求書 (６月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (日) 午後５時まで

＊医保分点検＝８日

△

国保 10日 (日) 午後５時まで

＊国保分点検＝８日

☆基金・国保とも９日 (土) 午前９時

から午後５時まで受け取り業務あり｡

△

労災 12日 (火) 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｡

特特特定定定団団団体体体かかからららののの書書書籍籍籍購購購入入入ののの強強強要要要にににごごご注注注意意意くくくだだださささいいい

本会では最近, 実在する団体を名乗った詐欺的手口が頻繁に報告されております｡ 具体

的には会員の医療機関や自宅に無理な要求を突きつけてきたり, 一方的に本を送ってきて

購入を強要することがあり注意が必要です｡

会員各位におかれましては, 購入の意志がない場合は受け取り拒否等の毅然たる態度を

とるとともに, 恫喝や脅迫をしてきた場合は, 所轄の警察 (安全相談係) あるいは弁護士

に相談してください｡

なお, 不審な電話等があれば府医事務局総務課 (TEL 075－315－5273) までご一報を

お願いいたします｡

50. 平成17年度国体選手を中心としたアン

チ・ドーピング教育・啓発事業 ｢アンチ・

ドーピング講習会｣ の後援を可決

51. 看護専門学校専任教員の本採用を可決

52. 京都府医療推進協議会第４回代表者会

議の開催を可決

53. 京都府医療推進協議会主催イベント

｢みんなで考えよう 子育てから介護ま

で～これからの日本の医療・保健・福祉

を考える｣ の開催を可決

�第31回京都医学会の演題募集について�

本年度の京都医学会は９月25日(日) に開催いたします｡ 京都医報５月15日号付録の演題募集

をご覧の上, 口演演題・ポスターサロン・ビデオ発表に積極的なご応募をお願いいたします｡

京都医学会にてご発表の口演演題の詳細を論文にまとめていただきますと, ｢勤務医部会学術奨

励賞｣ (総額120万円) の対象となります｡ なお, 開業医の先生の論文は京都医学会雑誌投稿論

文として京都府医師会学術賞 (総額120万円) の対象とさせていただきます｡




