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愛・地球博 アラビア文字を教える
写真／郷原憲一 (左京)

愛・地球博は訪れるたびに異なった新しい出会いがあっ

て面白く４回行きましたが, まだまだ観足りない感じで

した｡

モロッコ館で, 子供たちにアラビア文字を教えている人

がいました｡ 多分, 学校の先生なのだろうと思うほど教え

方が巧く, 流暢な日本語で ｢そう, とても上手に書けたよ

…｣, ｢そこはネ…こうすると, すっと書けるから…, おお,

綺麗に書けた, 綺麗に書けた…｣

他山の石

今回は

｢気道内圧アラーム｣
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近年, ２年に一度の診療報酬の改定に際し

て, 中央社会保険医療協議会 (以下中医協)

において, 医療経済実態調査が, 診療報酬改

定の資料として提出されるが, 公表される提

出資料の報道に際して, 常に恣意的ともいえ

る報道がなされ, 医療提供側からは, その都

度反論を行ってきている｡ ｢診療所の黒字228

万円｣ などというセンセーショナルな見出し

が踊り, 記事の末尾に, 小さく, これは, 全

てが医師の所得ではないとの記述を行い, 記

事の正当性を主張しようとしている｡ しかし,

多くの読者は, 見出しとそれに続く金額だけ

を読み, 後述される内容についてまで理解す

ることはほとんど無いのが現実である｡

医療経済実態調査は, 各種医療機関におけ

る改定ごとの変化を調査するものであり, 基

本的に, 法人立の医療機関と個人立の医療機

関を単純に比較出来ないし, 診療は, ものを

製造して販売するものでもないため, 他業種の

ように収益率を比較することは適切ではない｡

特に, センセーショナルに扱われる個人立

の診療所の収支については大きな誤解がある｡

公表されている収支差額の額をあたかも収入

であるとする報道の取り扱いには, 疑問を感

じざるを得ない｡ 個人立診療所の会計におい

ては, 法人立のように, 経営者である診療所

医師の給与を経費として算定出来ないため,

収支差額は, 法人における黒字額を現すもの

ではなく, あたかも, 病院の年間黒字額を上

回る給与 (収入) を得ているかの表現は妥当

なものではない｡ 個人立診療所の収支差額に

は, 従業員, 事業主の退職引当金, 建物・設

備の更新費用積立金 (日医資料では平均月30

万円), 更に借入金のある場合には, その返

済 (月平均40万円：日医資料) などが含まれ

ており, さらに, 民間企業では, 年間総収入

には賞与も含まれるが, 診療所の事業主には,

賞与はなく, 引き当て相当分の税金を引くと

月給約100万円となり, 病院長平均, 勤務医

師平均の給与と比較しても多いものではない｡

さらに, 世間的には, 医師は高所得者とみ

られているようであるが, その収入を何と比

較して高所得と考えられているのかおおいに

疑問である｡ まず, 調査のサンプリングが,

全国約97,000の診療所のうち, 2,480程度の診

療所を対象としており, 更にそのうち1,123

の診療所の回答をもとにデータが解析されて

いるが, そもそもサンプリングが, 平均的な

診療所の数値を正確に反映しているかどうか？

さらに, サンプリングが診療所の診療実態を

現すとしても, その保険請求額の分散が平均

的な診療所の請求額を正確に反映しているか

どうかの検証を, 報道機関は行うべきである｡

最近のマスコミの報道は, 厚労省などから提

出される資料を詳細に検証せずに報道する傾

向が強く, 誤った数値を疑いもなく報道して

いる例がままあるが, 憂慮すべき事態と考え

る｡ また, 先述の診療所の収支差額を適切に

修正した収入においても, 個人立診療所は,

開業時のリスクとともに, その後の収入の増

加についても, 中小企業の個人事業主と同様

に, 将来を全く保障されるものでもなく, 定

期昇給もない非常に不安定なものである｡ 国

民の生命と健康を預かる者として, 生涯教育

副会長 森 洋一

｢医療経済実態調査に基づく個人立診療所は
228万円の黒字｣ とする誤った報道について
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と近年増加しつつある医療訴訟などへの十分

な対応を取りながらの診療の精神的負担は大

きなものがあり, 更に今後も, 日進月歩で進

歩する医療への対応も必要である｡ 優秀な人

材が医療へ参加してもらうためにも, それに

見合う収入の確保も大切なものではないだろ

うか｡

その他, 述べたいことは多々あるが, 今後

も, ２年に一度繰り返されるであろう医療経

済実態調査における報道において, 正確かつ

適切な報道がなされることを切に望むもので

ある｡

国国国民民民皆皆皆保保保険険険制制制度度度ををを守守守るるる国国国民民民運運運動動動ををを展展展開開開

－－－ ｢｢｢国国国民民民皆皆皆保保保険険険制制制度度度ををを守守守るるる署署署名名名運運運動動動｣｣｣
｢｢｢こここれれれかかからららののの日日日本本本ののの医医医療療療ををを考考考えええるるる集集集いいい｣｣｣ にににごごご協協協力力力くくくだだださささいいい

本誌11月15日号でも掲載いたしましたとおり, 京都府医療推進協議会では国民皆保険制度を

守ることを旨とする国民運動を展開, 現在, 会員や関係団体各位に ｢国民皆保険制度を守る署

名運動｣ ならびに ｢これからの日本の医療を考える集い｣ にご協力いただいております｡

政府・与党医療改革協議会では既に医療制度改革に関する議論が開始され, 12月上旬には

｢医療改革大綱｣ として与党案が取りまとめられる予定であることが発表されております｡ 国

民や医療関係者にとって非常に厳しい内容となることが予想される中, 今回の署名を国民の意

見を反映する ｢国民投票｣ と位置付け, 12月12日の署名運動終了まで引き続きご尽力を賜りま

すようお願い申し上げます｡

会員各位におかれましては, 趣旨をご理解の上 ｢国民皆保険制度を守る署名運動｣ ならびに

｢これからの日本の医療制度を考える集い｣ への参加・動員にご協力賜りますよう重ねてお願

いいたします｡

Ⅰ ｢国民皆保険制度を守る署名運動｣

①署名運動期間：12月12日(月) まで

※署名運動にかかる資料 (趣意書・署名用紙・チラシ＜全てＡ４版＞) は日本医師会より

日医会員に直送されておりますが, 日本医師会ホームページ (http://www.med.or.jp/) か

らもダウンロードできますのでご活用ください｡

②最終集計報告：12月12日(月) に各会員から地区医師会へ報告

12月13日(火) に各地区医師会から京都府医師会へ報告

※最終集計については, 日本医師会より新聞等に発表する予定ですので, 12月13日(火) 必

着で京都府医師会へ報告いただきますようお願いいたします｡

＝京都新聞社に抗議文として送付＝

京都府医師会では今回の誤った報道に対

し, 本号掲載の ｢主張｣ を抗議文として京

都新聞社宛に送付いたしました｡
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最終集計報告方法

最終集計 (12月10日～)

12月12日 12月13日 12月14日

Ａ１会員 郡市区医師会 都道府県医師会 日本医師会

｢様式２｣ 利用 ｢様式Ａ－２｣ 利用 ｢日本医師会ホームページ｣
(※) 利用

12月10日

Ａ１会員以外
｢署名簿｣ を直接または所属医療機関を通じて提出

※勤務医の先生につきましては, 12月12日(月) までに署名簿を直接, あるいは所属医療機

関を通じて地区医師会にご提出いただきますようお願いいたします｡

なお, 提出締切日等の詳細は地区医師会に直接お問い合わせください｡

署名簿回収方法

取りまとめた後, 速やかに順次送付してください｡

12月12日～ 12月15日 ～12月20日まで

Ａ１会員 郡市区医師会 都道府県医師会 日本医師会

～12月10日まで

Ａ１会員以外
※直接または所属医療機関を通じて提出

Ⅱ ｢これからの日本の医療を考える集い｣

日 時 平成17年12月10日(土) 午後１時30分～午後４時
場 所 シルクホール (定員：760名) TEL 075－211－8341

入場無料

内容 (案)

講演 ｢医療制度改革を目前にして｣

講師：坂口 力 (衆議院議員, 元厚生労働大臣)

寸劇 ｢日本の医療制度は世界最高！｣

シンポジウム ｢みんなで努力！ 『守ろう！ 日本の医療制度』｣

パネリスト：坂口 力 (衆議院議員, 元厚生労働大臣),

太田啓之 (朝日新聞生活部記者), 立入克敏 (京都府医師会副会長)

主 催 京都府医療推進協議会

｢集い｣ のチラシおよび ｢世界最高レベルの日本の医療を守りましょう!!｣ チラシは府
医ホームページ (http://www.kyoto.ned.or.jp) からもダウンロードできますので,
ぜひご活用ください｡
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府医では11月11日(金), 第１回会費検討・会館建設特別委員会を開催, 会館建設に向けた具

体的な議論をスタートさせた｡ 本委員会には全地区医師会から委員が参画, 委員長には田村

元氏 (北), 副委員長には和田泰三氏 (左京), 調 幸治氏 (亀岡) が選出された｡ 構成メンバー

は別掲のとおり｡

■会費については本年度中に結論

冒頭, 油谷府医会長は平成13年３月に出された ｢会費検討特別委員会｣ の答申について, そ

の概略を説明するとともに, 平成13年度から会館建設準備金を通常会費の中に含めて徴収を開

始した経緯を報告｡ 準備金については17年度末に目標額に達することから, 答申どおり準備積

立金の引き下げについて検討が必要になったと述べ, 年度内に積立準備金部分の引き下げ実施

の有無について答申いただき, 18年度予算の作成に反映させたいとした｡

■会館建設に関する具体的議論は18年度から

また, 新会館建設については18年度に発足する新執行部とともに具体的な中身について検討

いただく予定であると述べた｡ 新会館建設に伴う新たな負担について, 執行部としては建設に

かかる費用は特別会費を別立てで徴収する考えもあり, どの方策が良いか検討いただきたいと

要請した｡ また, 新会館建設に伴う新たな負担率・規模等は次年度の執行部で検討いただくこ

とになるが, 新会館については ｢会員の利便性｣ ｢医師会の将来性｣ ｢会費負担｣ の３点を中心

に考えている｡ 特に会費の個人負担については可能な限り少額でと考えているとの見通しを述

べるとともに, 通常会費における基本割・応能割負担についても引き続き検討が必要であり,

各地区医師会の前向きな意見をお願いした｡

■今後の会員負担について議論

協議では会館建設準備金の徴収方法, 特に, 現在の会費を継続して徴収するか解消して減額

するか等の議論を含め, 会員個人負担のあり方について検討した｡

趣旨説明では, スタート時の積立金と13年から５年間で積み立てた７億円により, 現在15億

円貯まった経緯を報告｡ また, 現土地に関しては新土地取得同等費用で売却予定, 追加費用は

発生しないとの見通しを述べるとともに, 建物に関しては, 現在貯まった15億円を充当し, 今

後の事業計画等の関係から, 残額が必要な場合はその費用負担が会員に発生することになると

説明した｡ 今後, 各委員が地区に持ち帰り地区の意見を集約し, 次回委員会にて報告, 検討す

ることとなった｡ 特に, 会員としてはできる限り少額の負担になるようお願いしたいとの要望

や地域間格差の是正について検討も必要との意見が出た｡

第１回 会費検討・会館建設特別委員会

新会館建設に向けた議論を開始
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また, 通常会費の見直しについては, 正副委員長と若干名の委員による小委員会を設置し,

検討を開始する｡

＜委員名簿＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎田村 元 (北) 内田 秀一 (上京東部) 進藤 博章 (西陣)
早川 征生 (中京東部) 尾崎 信之 (中京西部) 大川 正直 (下京東部)
竹内 一実 (下京西部) ○和田 泰三 (左京) 伊東三喜雄 (右京)
芦田 光 (西京) 大本 一夫 (東山) 鈴木 学 (山科)
泉川 文彦 (伏見) 片岡 卓三 (乙訓) 阪井 隆 (宇治久世)
西村 完生 (綴喜) 藤木 新治 (相楽) ○調 幸治 (亀岡)
川西 康夫 (船井) 安村 忠樹 (綾部) 井土 昇 (福知山)
岸本 良博 (舞鶴) 宮地 道弘 (与謝) 奥田 聖介 (北丹)
中村 孝志 (京都大学) 久 育男 (府立医大)

(地区順)

京都市高齢者インフルエンザ予防接種の免除制度について

京都市高齢者インフルエンザ予防接種の免除制度については, 京都医報９月15日号 (地

域医療部通信) および京都市から各医療機関に送付された当該予防接種実施要領に記載の

とおり, 一部負担金が免除されるのは, 接種対象者のうち生活保護受給者あるいは市民税

非課税世帯に属する者のみとなっております｡ 医療機関における窓口での取り扱いは, 下

記の証明書の提出があってはじめて免除扱いとなります｡ 従って接種対象者で生保受給者

の場合, ｢医療券｣ を提示 (添付) されても証明にはなりませんので, ｢証明書｣ を取得し

てもらってください｡

なお, 高齢者インフルエンザ予防接種対象者でなければ, 生活保護受給者および市民税

非課税世帯に属する者であっても公費の取り扱いとはならず, 任意での接種となります｡

記

○生活保護受給者

福祉事務所が発行する生活保護受給証明書

○市民税非課税世帯

区役所が発行する非課税証明書

※双方の証明書は請求の際に必ず原本を添付してください｡
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緊緊緊急急急地地地区区区会会会長長長会会会議議議－－－
平平平成成成111777年年年度度度 第第第１１１回回回地地地区区区社社社会会会保保保険険険担担担当当当理理理事事事連連連絡絡絡協協協議議議会会会ととと合合合同同同開開開催催催

11月19日(土), 国民皆保険制度を守る国民運動の推進のため, 緊急地区会長会議を府医会館

で開催｡ 当日は第１回地区社会保険担当理事連絡協議会と合同で開催され, 地区会長11名, 地

区社会保険担当理事24名が出席した｡ まず, 社会保険担当理事連絡協議会において, ①中央情

勢, ②2004・2005年度指導状況, ③労災・自賠責保険関係, ④制限回数を超える医療行為と保

険診療との併用について, 等を府医役員から報告した後, 地区会長との合同会議に移行し, ①

平成18年度診療報酬改定について, ② ｢これからの日本の医療を考える集い｣ の開催について

活発な意見交換が行われた｡

｢これからの日本の医療を考える集い｣ への参加および
｢国民皆保険制度を守る署名運動｣ への協力を要請

■1,000万人以上の署名で
患者自己負担増を阻止

冒頭, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 医療制

度改革が大詰めを迎える中で, ２～３週間後

には, 患者負担増を全面に打ち出している厚

労省試案がたたき台となって改革の骨組みと

もいうべき医療制度改革大綱が示されるとし,

平成18年度予算編成が具体的に開始されるこ

とを報告した｡ その上で財政主導の医療制度

改革に歯止めをかける唯一の手段は, ｢国民

皆保険制度を守る署名活動｣ においての1,000

万人以上の署名, 全国的な国民運動の展開で

直接国民に理解を得ることであると強調｡ 11

月24日に大阪府医が開催する国民運動を皮切

りに近畿各府県においても次々と運動が展開

されることを紹介するとともに, 署名活動に

ついて京都府医だけでも60万人は十二分に達

成できるとの見解を示し, 改めて署名運動へ

の理解と積極的な協力を求めた｡

また立入府医副会長からは, 衆院選挙にお

ける小泉自民党の大勝により医療制度改革は

切迫した事態が続いているが, 先の選挙が郵

政民営化の是非を問うものであり, 医療制度

改革の患者負担増まで認めて投票したわけで

はないということを政府に認識させ猛省を促

す必要があるとした｡ また急遽実施すること

になった署名運動については, 患者の関心,

不満が大きく, 積極的な署名が期待できると

の意気込みを示し, 府医への報告方法や流れ

について説明を加えた上で, 日医は1,000万

人の署名を目標としており, 京都府としても

１医療機関で最低300名を目指しており, 出

来るだけ多くの署名を集めていただくよう協

力を要請した｡

安達府医理事からは, 医療制度改革大綱の

策定を前に与党との折衝に使用する署名は大

きな影響を与えるものであり, 11月28日の中

間集計に向けて全力を注いでいただくよう依

頼した｡ また, 国民医療費の将来予測値をも

とに患者負担増が必要との政府の主張が, 誤っ

た仮定のもとに算出されている数字であるこ

とを説明すれば, 患者負担増が必要ないとい

うことは国民にも理解でき, 1,000万人の署

名は可能であると説明した｡

地区からの ｢衆・参議員議長に渡されるの

が数字だけであれば, インパクトがない｣ と

の意見に対しては, 安達府医理事が最終的に
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は実物も提出するので, ロビー活動用と考え

ていただきたい｡ これだけの国民が反対して

いるという数字が必要との考えを示した｡

また, ｢国民に分かる形でフィードバック

する必要がある｡ マスコミ等を使って国民の

目に付くようにすることを日医にも伝えてほ

しい｣ との意見には, 日医も国民向けに医療

制度を理解するための場を設けているが, 働

きかけはしておく｡ また, マスコミ等を活用

した広報活動にも十分対応できていることを

説明した｡

■｢これからの日本の医療を考える
集い｣で府・市民へアピール

立入府医副会長から, 京都府医療推進協議

会として, 12月10日にシルクホールにおいて

｢集い｣ を開催することを報告, 開催趣旨を

説明した上で, 多くの府・市民に参加いただ

けるよう協力を呼びかけた｡

また安達府医理事からは, 医療制度のチラ

シとイベントのチラシを各医療機関の最も目

立つ位置に貼付していただくよう協力を依頼

した｡

これに対して, ｢集いについては, １医療

機関最低１名の動員を約束させるくらいの徹

底が必要｡ 人数確保にもっと力を入れるべき｣

との意見や ｢医療・社会保障に対する意見に

は, 竹中大臣始め, 東大, 阪大の教授クラス

が総動員で攻めてきている｡ 府医でも著名な

教授等に呼びかける等の対処が必要｡ 医師会

長が主張しても報道されない｣ との意見が出

され, 油谷府医会長は, 日医が変わったとい

うところを各方面にアピールするためにも,

京大や阪大の教授等を集めたシンクタンクの

必要性を以前から日医に申し入れていること

を説明｡ 実現には至っていないが, ２年後に

は府医の主張が取り入れられているものと認

識しているとした｡

また安達府医理事は, 今回は市民向けの集

いであり, 総決起大会を実施するとなれば,

府医主催で診療報酬引き下げが決定された時

になるだろうとの見解を示した｡ なお日医で

は混合診療解禁論議の際に, 京大, 阪大, 東

大が解禁賛成の意見書を提出したことを受け

て, 大学との協議会も開催していることを報

告｡ 加えて, 学生時代から倫理や制度のこと

を考えてもらう必要性を訴えた森府医副会長

の日医代議員会発言に答え, 日医ではこの協

議会に早速提案し大筋で了承を得たことを説

明した｡

また中医協医療経営実態調査の結果, 多く

のメディアが開業医の黒字228万円との恣意

的な報道をしたことに対して, 日医が中医協

で反論していることを報告｡ 府医としては日

医の反論をＦＡＸ情報に掲載し, 京都新聞に

対しても抗議文を送付したことを報告した

(府医の反論は別項参照)｡

さらに医療費抑制策への反論として, 政府

の国民医療費の将来予測について, 実質毎年

3.7％増加していない医療費を年間3.7％ずつ

増えるという仮定のもとに計算していること

が実際の国民医療費と大きくかけ離れた将来

予測になる原因であり, 将来予測値を根拠と

する患者負担増には全く説得力がないことを

説明した｡
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医医医療療療制制制度度度改改改革革革試試試案案案へへへののの対対対応応応なななどどどののの重重重要要要課課課題題題ででで活活活発発発ななな協協協議議議

日本医師会では11月15日, 第２回都道府県医師会長協議会を開催し, 医療制度構造改革試案

への対応, 国民医療推進協議会の取り組みなどについて, 経過報告と執行部の方針を説明・協

議した｡ 協議では森府医副会長が今回の予防接種実施規則の一部改正に伴ない, 一部の疾病の

定期予防接種が実施できなくなるなどの取り扱いの後退に対して, 日医の積極的な対応を求

めた｡

冒頭, 植松日医会長は, 山場を向かえた医

療制度改革について, 議論の中心は11月10日

から経済財政諮問会議から政府・与党医療改

革協議会に移っており, すでに ｢医療制度構

造改革大綱｣ の取りまとめ作業が開始されて

いることを報告｡ これまでの審議では保険免

責制度には慎重論が相次いだことから導入先

送りの方向で進むものの, ジェネリックの問

題が話題として新しく提案されており, 高齢

者の負担増も示されており, これから改革論

議は正念場を迎えることになると述べた｡

こうした状況を踏まえ, 日医では反対運動

を展開しており, 特に署名活動の数は, その

行方を大きく左右し, 国民の声がどこにある

かを示すことは大きな力になるとし, その重

要性を改めて強調した｡ また, 診療報酬改定

については, “３％あるいは５％の引き下げ”

とも言われているが, 詳細な改定内容は未だ

示されていない｡ 日医の要求 (プラス３％)

とは, ８％の差があるが, われわれの要求は

決して理不尽なものではないと指摘した｡

医療制度改革はこれからが正念場
署名活動の重要性を改めて強調

理不尽な予防接種法改正に対し日医の積極的な対応求める

森府医副会長は, 本年７月の予防接種実施

規則 (省令) の一部改正に伴ない, 単独ワク

チンの使用が認められなくなり, また推奨接

種期間が過ぎたものは定期接種としないなど

の省令が出されたが, これらの改正は少子化

対策, 感染症予防の根本精神から逸脱した一

方的なものであると指摘｡ 今後の取り扱いに

対して, 予防対策としての積極的な対応を要

望した｡

これに対し雪下日医常任理事は, DPT に

ついては, 接種年齢を２歳から３ヶ月に引き

下げたことにより, 重症化しやすい百日咳に

対応したことと, 対象者が３ヶ月から90ヶ月

に適合すれば, 現行のままで完全に実施され

るものと理解していると説明｡ また, 麻疹ワ

クチンについては２回の早期接種が重要であ

り, 実施にこぎつけたところであると述べる

とともに, 日医ではポスターを日医雑誌 (11

月１日付) に同封配布し, 市町村でも積極的

な接種呼びかけを行い, 単独接種についても

公費扱いにするよう厚労省から各府県に通知

していると述べた｡
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中医協の実施する薬価・医療材料費価格調

査に対する批判の声が出されるとともに, 日

医総研独自の薬価調査を行い, 厚労省方式

の検証をするべきではないかとの意見が出

された｡

これに対し松原日医常任理事からは, 日医

が関与することによって, 調査に注文をつけ

ることができるとし, 調査費用や作業にかか

る手間などを勘案したうえで, 今後, 検討し

たいと述べた｡

中医協の実施する薬価・医療材料費に批判の声

厚労省が10月19日に発表した ｢医療制度構

造改革試案｣ に対し, 医療費適正化方策と称

した医療費抑制策であり, 日医は保険免責制

度の創設には断固反対し, 国民に理解が得ら

れる反対理由と独自のビジョンを示してもら

いたいとの意見やわが国の本来の予算規模か

ら考えると, 社会保障関係費は決して高すぎ

ることはないとの指摘が出された｡

これに対し植松日医会長は, 今後の改革論

議の中で, 日医は根拠をもった数字をもって

対応していきたいとし, 国民負担がこれ以上

増えれば国民皆保険制度の崩壊に繋がるとい

うことも国民運動を通じて訴えかけていきた

いと述べた｡ また, 各府県で特例的な診療報

酬を設定するよう提案されているが, 地方に

よっては対応できる能力がない地方もあり,

そうなれば“官の導入”が図られることも考

えられ, 大変な事態になるとも指摘した｡

また, 松原日医常任理事は財源対策として,

消費税の値上げは得策でないとし, タバコ１

本につき１円上げれば約3,000億円の税収増

になるとの試算を報告, 日医としては今後も

強く要求していきたいとした｡

また, 日医が要求する ｢３％｣ は, 医療安

全が1.5％, 医療の質の向上が１％, 感染性

廃棄物・小児医療や産科医療の充実が0.5％

であり, 日医としてその根拠を試算している｡

医療の質を高め医療安全のために財源が必

要であるのであって, 医療財源のつじつまあ

せのために患者負担を求めるのは間違いであ

ることを強く要求していきたいと述べた｡

その他, 消費税に関するアンケート集計結

果や日医が行うべき対外広報活動, 大病院外

来患者に対する, “いわゆる長期処方”など

について協議が行われた｡

厚労省 ｢医療制度構造改革試案｣ を巡り活発な議論

｢医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する

症例の施行について｣ の一部改正について

今般, 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の ｢医師の臨床研修における修了等の基

準に関する提言｣ を受け, 標記省令の一部が改正されました｡

主な改正点は, ｢臨床研修の評価｣ の追加と, 臨床研修の修了基準, 中断・再開・未修

了等に関する詳細な基準や手順が盛り込まれたことです｡

改正点の詳細等につきましては, 府医学術広報課 (075－315－5276) までお問い合わせ

ください｡
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関透下京西部医師会長の開会挨拶に引き続

き油谷府医会長が挨拶に立ち, 10月19日に厚

生労働省が発表した 『医療制度構造改革試案』

について言及｡ その中で, 高齢者医療制度は

市町村が責任を持って行うとされていること

や, 都道府県で医療費適正化計画を策定, ５

年ごとにその成果を評価し, 効果が上がらな

ければペナルティを課すという方策が含まれ

ていることを紹介, ｢医療を受けても都道府

県で格差が起きる｡ これで国民皆保険と言え

るのか｣ と疑問を呈し, 日医としても反対を

強めているとした｡

またこれと並行して厚生労働省が設置を強

化する ｢保険者協議会｣ については, 京都に

おいても11月４日に設立総会が開催されるこ

とを報告｡ 府医は構成団体ではなくオブザー

バーの立場であるが, 保健師による指導等,

診療内容に踏み込むような施策には府医とし

ても異議を唱え, 提言を行うとの意気込みを

示した｡ さらに, 国が医療費の適正化を迫る

中, 京都府における妥当な医療費適正化計画

および医療計画を策定すべく府とともに検討

していきたいと述べ, 今後行われる府との協

議に意欲を示した｡

衆議院議員選挙の総括・
今後の展望について

中野府医理事は９月の衆議院議員選挙の結

果を振り返り, 私見を交えながら総括を述べ

た｡ その中で, 前回同様, 今回も自民党を支

持したことについて ｢日医連・府医連ともに

現時点での最良の策であった｣ と改めて述べ

るとともに, 医療に理解がある多くの議員に

よる財政的な見地からのみの医療費抑制への

歯止めに期待し, さらに自民・民主両党の今

回の選挙のマニフェストの比較もその判断材

料としたことを説明した｡ また今回の活動方

法については, 解散による急な選挙であった

ことや, 個人情報保護法施行を受け, 電話作

戦で使用する名簿の取り扱いが難しかったこ

とを理由に, 従来よりも縮小した活動になっ

たことを報告した｡ さらに今後の活動につい

ては, ｢今回の選挙の争点は郵政民営化の是

非のみと公言されており, 財務省, 規制改革

開放推進会議が主導である社会保障政策を国

民が選択したわけではない｣ ことを訴えてい

く必要があるとの見解を示した｡

油谷府医会長は今後の改革の動向について,

下京西部医師会と府医執行部との懇談会が10月28日, 京都府医師会館で開催され, 地区から

18名, 府医から10名が出席, 武田靖下京西部医師会庶務担当理事の司会のもと, ２時間以上に

わたり活発な意見交換が行われた｡

下下京京西西部部
医師会との懇談会

今後の医師会活動・国民への働きかけに関し活発な議論

下京西部医師会との懇談会 (10.28 京都府医師会館)
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｢反論も出ているが, 官邸主導で行われるこ

とは間違いない｣ とした上で, 国民に不利益

が生じるような事態になれば日医としても必

ず行動を起こすと強調した｡

今後の医療の方向性について
～国民に対し積極的な働きかけを～

安達府医理事から, 今後に控える医療制度

改革について内容を説明, その後フリーディ

スカッション形式で議論がなされた｡

まず地区からは, 医師会からの積極的な意

見具申を求める意見や, 国民運動に関する提

案がなされ, その方法や具体的な戦略につい

て活発な議論がなされた｡ 安達府医理事は国

民に訴えかける一つの切り口として ｢対国民

総生産８％未満という低い総医療費でこれだ

けの成果が上げられている国は他にはない｣

ということを国民に訴える必要があるとした｡

さらに ｢もっと国民に理解してもらうため

に, 我々は何をすべきか｣ との問いに対し,

｢医療制度を維持するのか, それとも崩壊さ

せるのか, 国民に判断してもらうための問い

かけを続けていくしかない｣ と述べるととも

に, 朝日新聞に連載中の医療関連記事を例示

し, ｢判断材料として国民に正確な情報を報

道してもらうための努力を続けていくべき｣

と述べた｡

油谷府医会長は ｢医師会自体も変わってい

く必要がある｣ とした上で ｢本来の学術集団

の姿に戻り, 社会全体のために動いているこ

とを理解してもらうことが必要｣ と強調,

｢日医としても今後は国民の各界・各層から

意見をもらい, 若い医師の感覚も取り入れつ

つ基本施策を決定できるような体制にしてい

く必要があり, またそうなるよう訴え続けて

いかなければいけない｣ との見解を示した｡

市民健診の今後について

福州府医理事から, 平成20年度からの実施

が検討されている基本健診の内容 (方式) 変

更について, その変更点と問題点を詳細に説

明, また来年４月からは介護保険制度改定に

伴い, 生活機能に関するチェック項目が追加

される見込みであることを報告した｡

地区からは, ｢かかりつけ医が患者の疾病

予防から死までをトータルで診るにあたり,

主体性を持って医療を提供していくためには

医師会が大きな役割を果たすことになる｣ と

の指摘がなされた｡ これに対し森府医副会長

は ｢患者を地域で受けとめ, 何かあれば病院

に戻すというしっかりとした病診連携ネット

ワークの構築をしていきたい｣ との意気込み

を示した｡ さらに地区からは, ｢医師会が偏

見から脱出するチャンスになる｣ との意見も

挙げられた｡

医師免許更新制について

那須府医理事は医師免許更新制に対する日

医のスタンスとして ｢様々な国家資格が存在

する中で, 医師だけが免許更新制を求められ

るのは筋が通らない｣ との考えであり, 免許

更新に代えることのできるような充実した生

涯教育制度を構築したいとの意向であると説

明した｡ その上で, 義務化の伴わない生涯教

育には無理があるとし, ある程度強制力を持っ

た形で全会員に受講させ, ポイント (単位)

制で評価するのが妥当ではないかとの見解を

示した｡ 加えて府医で実施した会員意見調査

では会員の半数以上が ｢免許更新制は必要な

い｣ と回答していることを報告, 今後も議論

を重ねていく必要があると述べた｡
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冒頭, 飯田泰啓相楽医師会長の挨拶に引き

続き, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 第３次小

泉内閣が発足し厚生労働大臣に川崎氏が就任

したことに対し, 今回の人事は厚労省案を財

務省に近付けるために任命したのではないか

との懸念を示した｡

また, 11月末には18年度予算が確定し診療

報酬の改定の大筋は決定する見込みであるが

見通しは非常に厳しいと言わざるを得ないと

報告する一方で, わが国の医療を守るため12

月10日(土) シルクホールにて国民運動を開

催するが, 是非多くの先生方に参加をお願い

したいと協力を求めた｡

平成18年度診療報酬改定について

安達府医理事は, 財務省の18年度方針は社

会保障費の2200億円の圧縮が示されていたが,

その大半を医療費で賄わなければならない経

過を説明｡ 厚労省は総選挙後, 財務省の影響

を受け ｢医療制度構造改革試案｣ を示してお

り, 谷垣財務大臣は ｢公的な物で支えられて

いる診療報酬の, 約50％が人件費であること

を考えると, 人事院勧告あるいは物価指数と

診療報酬が乖離しているのはおかしい｣ と主

張しているが, われわれは国家公務員ではな

い, 保険制度のもとで契約に基づいて診療報

酬を得ているとしたうえで, まったく的はず

れの見解であると批判した｡

12月10日の集会では, 日本の医療がローコ

ストでありながら, 高品質と高い利便性を保

障してきた医療制度であることを示した上で,

このシステムは, むしろ医療を受けられる国

民が平等にもっている既得権であり, 構造改

革という名の下に, 政府が実施しようとする

案はいずれも国民の医療提供に対する基本的

な権利の縮小であるとして訴えていきたいと

決意を示した｡

地区からは, 国民の中には医療に対する不

信感などがあり, 国民のコンセンサスを得ら

れにくいのも事実である｡ 下手すれば医師の

既得権を守るためと思われかねないので, しっ

かりとした舵取りをお願いしたいとの要望に

対し, 安達府医理事は各論として色々問題が

あるのは事実であるが, これは制度論であり,

総論としてこれ以上診療報酬が下がれば質と

安全は守れない｡ 仮に医療費の削減が必要だ

としても, 現在の議論は厚労省の2025年総医

療費69兆円の予測値に基づいて行われており,

相楽医師会と府医執行部との懇談会が11月５日, ホテルフジタ奈良で開催され, 地区から36

名, 府医から10名が出席, 池田文武相楽医師会副会長の進行のもと約２時間にわたり活発な意

見交換が行われた｡

相相 楽楽
医師会との懇談会

診療報酬改定・予防接種など直面する課題で議論

相楽医師会との懇談会 (11.５ ホテルフジタ奈良)
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過大な予測に基づいた過大な抑制策が医療制

度をゆがめることは防がなくてはならないと

強調した｡

また地区からは読売新聞が日本の医療は第

６位としているが, コストの部分のみをとり

上げている｡ 最近も開業医の黒字が228万円

と, 厚労省の発表を裏付け検証なしにそのま

ま掲載している｡ マスコミ対策に力をいれた

方がよいとの要望に対し, 安達府医理事はご

指摘のとおりであるとしたうえで, 朝日新聞

の ｢日本の医療制度｣ の記事は医師会が常に

訴えてきた努力が間接的にあるいは極めて直

接的に近い形で反映したと考えていただいて

よいと報告し, 今後もマスコミ対策を強力に

進めることを強調した｡ 油谷府医会長はマス

コミ対策を強化せよとのことであるが日医の

マスコミ対策費は年間１億円程度で大企業と

比べ物にならないとしたうえで, 今後日医は

学術集団を前面にだし, 医療に対する国民の

合意を取り付ける必要があるとして日医に方

向転換を要求すると述べた｡

予防接種広域化の進行状況について

辻府医理事は予防接種広域化について, 昨

年の９月に広域化対策委員会を立ち上げ３月

に報告書を作成して, 京都府を通じ府内各市

町村にはたらきかけるつもりであったが, な

かなか機会がなく８月から６カ所に分けて各

市町村担当者に直接説明した｡ 10月から亀岡

市と船井の市町村が広域化に参加することに

なり, いくつかの市町村で４月からの参加を

ご検討いただいているとの現状を報告した｡

また各種予防接種については, 平成６年の予

防接種法改正以来大きな変更はなく混乱なく

きていたが, この４月からの厚労省の通知や

来年４月の改正の内容については理解しにく

い点もあり, 各地区医師会と市町村とも十分

協議していただきたいと説明した｡ 予防接種

週間については土曜日の午後・日曜日の実施

キャンペーンをやっているが, 京都は平日の

夜間に診療しているところが多く, このキャ

ンペーンの参加は少ない｡ ｢子ども予防接種

週間｣ が設けられていることについては, 府

内の小児救急受け入れ病院には前もってお知

らせしていると説明した｡ 森府医副会長は予

防接種は後退しているとした上で, 厚労省の

課長が, 協議なしに委員会結果を通達として

だしているのが原因であるとした｡ また土曜

日, 日曜日に実施するのは良いが, 全体とし

て取り組むべきではない｡ 夜間については,

午前中より来院は多いがある程度は対応せざ

るをえないと説明した｡

地区消防隊の救急救命士
養成問題について

上原府医副会長は救急救命士養成の受入病

院は新研修医制度が発足したこともあって,

受入病院が見つからないが, 新しい病院が出

来れば必ず受入交渉はする, ダメな場合は山

城北地域, それもダメなら京都市内と早急に

交渉をする事を約束した｡

地域包括支援センターについて

福州府医理事は, 地域包括支援センターは

人口２～３万人位に１カ所を予定しており,

職員体制は保健師, 経験のある看護師, 主任

ケアマネ, 社会福祉士等３名が条件となって

いる｡ 地域包括支援センター運営協議会は地

域包括支援センターの業務に対しての中立性

の確保, 人材確保支援等の観点から係わり,

ここに地域医師会が参加し監視や, 人員派遣

の支援を見守っていくと説明した｡ 上原府医

副会長は問題は社会福祉士, 看護師で, 介護

保険を熟知した人が多くはないと思われる｡

このような状態では運営にはかなり問題が多

いしと不安を示し, 運営協議会あるいは主治

医が地域包括支援センターをしっかり監視す

る必要があると強調した｡



14

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

冒頭, 小川欽治上京東部医師会長の挨拶に

続いて油谷府医会長が挨拶に立ち, 12月末に

は厚労省の医療制度改革試案をベースに医療

制度改革大綱がまとめられること, 財政審議

会が診療報酬５％大幅引き下げの姿勢である

ことを報告｡ 国家予算編成の中で医療の現場

を知らない経済財政諮問会議を中心とした経

済関係者による財政主導の強硬な主張が繰り

返され, 今後の医療に不安が払拭されていな

いことに危惧を示し, ｢医療は経済と連動さ

せ, 効率だけで決めるものではない｡ 医療提

供の理念に早く国民が気づかねばならない｣

と指摘した｡ また, 京都府医師会を含む京都

府医療推進協議会が京都府・市民の医療制度

への理解を深め, 改革反対への大きな声につ

なげるため12月10日(土) に ｢これからの日

本の医療を考える集い2005｣ を開催すること

を報告し, 日本医師会・国民医療推進協議会

の署名運動と共に各会員の協力を求めた｡

診療報酬改定, 医療費抑制
の動向について

安達府医理事より診療報酬改定, 厚労省の

医療制度構造改革試案について説明｡ 加えて

最近の谷垣財務大臣の発言が経済財政諮問会

議の構成メンバーの意向をそのままうけたも

のであることについて ｢医療費が伸びている

のは, 診療報酬単価が上がったのではなくニー

ズが増大した結果｡ 医師は国家公務員でもな

ければ人事院の介入も不要である｣ と述べた｡

地区医師会からの ｢新聞報道された医療経

済実態調査結果に基づく開業医は月228万円

の黒字に対する真意｣, ｢地域ごとに設定可能

とする特例診療報酬の実現性｣ に関する質問

には, 安達府医理事が ｢『228万円』 は減価償

却分等, 必要経費のいくつかが含まれていな

い｡ 現在根拠を探るべく調査しており結果に

ついては後日報告すると述べ, 続いて, 油谷

府医会長が ｢医療経済実態調査には, 日医都

道府県医師会長会議で検討を諮り対応策を具

体的に示したい｣ との姿勢を示し, 会員対象

の調査実施時には実質的なデータが得られる

よう個々の会員の協力を求めた｡ その他, 軽・

低額医療の保険免責制の導入に関する質問に

は安達府医理事が ｢Ｈ15.４の一部負担金引

き上げ時に 『医療給付は, 将来に渡り７割以

下にはしない』 との付帯決議があるため, ま

ず法改正をしない限り実現は不可能だろう｣

との見解を示した｡

上京東部医師会と府医執行部との懇談会が11月９日, 丸太町東洋亭で開催され, 地区から16

名, 府医から７名が出席, 大友啓資上京東部医師会庶務担当理事の進行のもと約２時間にわた

り活発な意見交換が行われた｡

上上京京東東部部
医師会との懇談会

医療保険・介護保険改定, 胃がん検診などについて活発な議論展開

上京東部医師会との懇談会 (11.９ 丸太町東洋亭)
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介護保険改定について

北川府医理事より, 施行後５年を経過し,

介護保険をフロントランナーとして医療を見

直すべく実施された介護保険制度改定につい

て今秋10月改定後の現状と来春４月改定に向

けての現状が報告された (参照：京都医報11

月15日号)｡

地区医師会より18年４月改定の ｢要支援｣

のサービス内容に関する質問があり, 北川府

医理事が ｢訪問介護も通所サービスも従来の

ようには提供できないだろう｣ と抑制ありき

の改定であることを示唆し, 個々の患者の状

態に応じた適切なサービスの提供には医学的

判断と主治医意見書の内容が非常に重要との

見解を述べ, より一層の協力と理解を求めた｡

また, 新たに各地域で組織される地域包括支

援センター運営協議会への積極的な関与を促

し, 地区医師会として適切なサービスが提供

できるよう地域包括支援センターの適正な運

営に尽力いただきたいとの協力を求めた｡

消費税について

地区医師会より ｢医業は非課税を貫く中で,

薬剤購入の際の消費税負担分が診療報酬のど

こに反映されているのか｡ ゼロ税率を主張し

ていくべきではないのか｣ との意見に対し,

大藪府医理事は, 日医医業税政検討委員会の

状況について報告｡ 本年７月に日医が実施し

た医療に関する税政体制の要望として日医が

実施したアンケートの回答から80％以上が課

税業者となることに賛成であったことを紹介

し, 課税業者となれば事業税などにも波及す

ると危惧を示したうえでもなお ｢導入への可

能性は低いが軽減税率導入への主張はしてい

くべき｣ との見解を述べた｡ 油谷府医会長は

｢医師優遇税制では対応しきれない情勢であ

り, いまや課税業者となるしかない｡ ただし,

慎重な議論を重ねなければ波及は大きい｣ と

の姿勢を示した｡

その他, 地区医師会からの ｢待合室に置け

るような患者向けの医療制度に関するパンフ

レット等を作成してほしい｣ との要望には,

森府医副会長が ｢患者向けの広報誌として

『みんなの健康 KYOTO』 を今後も定期的に

発刊したいが, 配布部数には経費の問題もあ

り, 本会のホームページからダウンロードい

ただき患者向けの周知に活用いただきたい｣

と協力を求めた｡ また, 胃がん検診の読影内

容の責任の所在を問う質問には, 安達府医理

事が ｢京都府医師会と行政の契約締結であり,

個人の責任を問うものではない｣ との方向性

を示した｡ なお, この件に関しては, 同じ上

京区管内の西陣医師会が胃がん読影辞退後も

上京東部医師会は引き続き読影班を単独で編

制するとの申し出があり, 油谷府医会長から

地区医師会の判断に対し謝意が示された｡

お詫びならびに訂正

京都医報 (11月15日号) Ｐ.38 『会長・代議員・予備代議員選挙投票所および代議員・予備代

議員選挙開票所』 表中にある中京東部選挙管理委員長名の記載に誤りがありました｡ 正しくは,

小笠原 孟史 氏 (〒604－0941 中京区御幸町通押小路下ル亀屋町394 小笠原医院) です｡ お

詫びのうえ, 訂正いたします｡
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米寿会員15名, 長寿会員61名を祝福

11月３日(祝), 京都国際ホテルにて京都府医

師会創立58周年記念式典および祝賀会が盛大に

執り行われた｡

冒頭, 油谷府医会長は, 昭和22年, 京都府医

師会発足以来の長きにわたる歴史を振り返りな

がら, その礎を築きあげてこられた諸先輩方に

改めて敬意を表すとともに, 厳しい経済不況に

伴い医療改革が進む中, 医療の本質が失われな

いよう最大限の努力を傾け, この難局を立ち向

かっていきたいと挨拶した｡

引き続き, 米寿会員15名, 長寿会員61名の祝

福, 叙勲受章者２名, 大臣表彰４名を表彰し, 功績を祝した｡

最後に毎年恒例の記念講演では京都府立医科大学長 井端泰彦氏より ｢大学改革と人材

育成及び地域貢献について ～医科大学の立場から～｣ とのテーマで講演いただき, 盛況

に終わった｡

～ 被表彰者一覧 ＜50音順 敬称略＞ ～

○米寿表彰者

阿原 敦子 (下東) 石原 雄 (船井) 川本 脩二 (中西)

多喜乃 正一 (西京) 冨田 妙 (中西) 中原 百枝 (東山)

中村 礼三 (宇久) 永山 寿 (中西) 播岡 敏弘 (下東)

日置 辰一朗 (山科) 本多 稔 (乙訓) 牧野 武夫 (西陣)

松下 嘉和 (宇久) 吉河 稔晃 (福知山) 若林 俊剛 (下東)

○長寿表彰者

浅野 修 (左京) 安住 修三 (東山) 足立 明 (下西)

石上 敏幸 (伏見) 伊藤 登久子 (上東) 井上 もと子 (下東)

今井 千尋 (下西) 岩瀬 敬治 (西京) 上田 千里 (左京)

梅田 美知恵 (中西) 大湾 昌賢 (宇久) 岡村 芳信 (左京)

川口 力 (中西) 上林 昌生 (舞鶴) 北沢 京 (下西)

木村 義照 (宇久) 草場 忠 (右京) 小泉 屹 (左京)

黄 学成 (右京) 坂井 信義 (船井) 完岡 市光 (宇久)

下村 弥彦 (宇久) 竹内 周徳 (下西) 多田 春臣 (右京)

立本 也子 (綴喜) 谷口 謙 (北丹) 谷田 悟郎 (西陣)
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谷村 定 (乙訓) 恒村 麗子 (左京) 陶 堤土 (宇久)

常盤 太助 (宇久) 内藤 三樹郎 (西陣) 長沢 直幸 (右京)

名取 至誠 (西陣) 南部 吉幸 (下西) 西村 昭光 (左京)

西山 好樹 (左京) 野村 守 (中西) 畑 節子 (中東)

籏持 崇 (左京) 平野 謙二 (左京) 藤井 満 (伏見)

藤田 進 (伏見) 藤田 裕 (左京) 藤谷 宏子 (下西)

堀 佐知子 (左京) 堀澤 真澄 (舞鶴) 前川 央 (上東)

前田 嘉鶴子 (上東) 牧浦 文夫 (左京) 松田 辰雄 (下西)

水野 晁治 (下西) 宮本 正司 (宇久) 安威 康夫 (右京)

安河内 秀幸 (上東) 山添 善朗 (左京) 山田 ちゑ子 (下東)

山田 美智二 (船井) 山名 確郎 (左京) 山本 苑子 (中西)

米田 道正 (京都北)

○叙勲受章者

山� 昇 (綴喜) 山本 昭吾 (北丹)

○大臣表彰受賞者

加藤 静允 (左京) 竹友 重信 (伏見)

田原 紀子 (伏見) 依田 建吾 (東山)
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小児救急シンポジウム開く
｢京都市急病診療所｣ 活用にさまざまなアイデア

｢子どものインフルエンザ｣ で講演も

11月19日, 京 (みやこ) こどもあんしん館で小

児救急シンポジウムが開かれた｡ 当日は京都市立

病院感染症科・清水恒広部長による ｢子どものイ

ンフルエンザ｣ についての講演後, ｢どうしたら

いい？ 子どもの急病｣ と題してシンポジウムが

行われた｡

病院勤務医の立場から京都第一赤十字病院・小

松博史小児科副部長が, まず ｢救急｣ という感覚

が医師と患者 (保護者) では大きく異なり, 一般

に救急担当医師が救急室に待機していると思われ

ているが実態は病棟での診療と並行して対応する

など医師の自己犠牲で成り立っているとして理解

を求めた｡ また, 136人の外来患者へのアンケー

ト結果では, 急病診療所を知っているのが半数に

過ぎず, 救急医療体制や急病診療所の役割は理解

しつつもいざという時に受診すると答えたのは10

％程度であったことから, 今後は急病診療所の存

在をより広く市民に知ってもらうとともに電話相

談の活用や急病診療所の拡充によって限られた医

療資源である病院小児科が有効に活用されるよう

訴えた｡

開業医の立場からは藤田医院・藤田克寿院長

(伏見) が, 救急医療が未整備だった昭和30～40

年代と異なって, 現在は開業医の職住分離や患者

の病院志向が強いことなどで小児救急にひずみが

生じていることから, それを改善するため急病診

療所を設立した経過を説明, 発熱, 熱性けいれん,

咳, 嘔吐・下痢に対する保護者の心構えを解説した｡

一方, 保護者の立場から京都市私立幼稚園ＰＴＡ

連合会・田中貴子会長は, 幼稚園児の保護者から

の声として, 休日・夜間に受診できる所を探すの

が大変, 受診できても長時間待たされる, 若くて

経験の乏しそうな医師が診察にあたっており, 不

安－などを紹介, 急病診療所についてはＰＲ不足

ではないかとし, 行政区単位で小児科医療機関に

よる輪番制設置や小児救急ホットラインの設置を

求めた｡

子育て支援の立場からＮＰＯ法人山科醍醐こど

ものひろば・朱まり子理事長は, 核家族化, 共働

きなどから母親の負担が大きくなっており, 子ど

もの急病時にパニックになることも多いため知識

を身につける機会を増やすことを訴え, 急病診療

所の周知については市民新聞に毎号掲載する, 京

都市の出産お祝いメッセージにもっと目立つよう

に案内する, 母子手帳交付時に知らせる, 診察券

の大きさの案内券を作成するなど具体的提案を示

した｡

行政の立場からは京都市保健福祉局・木村繁地

域医療課長が, 急病診療所が平日準夜の小児科診

療を拡大した９月以降の受診状況を報告｡ ９月,

10月とも平日準夜の受診数はまだ少ないものの土

日の受診数が伸びており, 前年同月比で両月とも

７割以上の伸びを示している, また, これに伴う

形で京都市立病院, 両日赤の大病院小児科外来受

診数の減少が見られ, 当初の目的がある程度達成

されつつあるのではないかとしめくくった｡

＊ ＊ ＊

シンポジウムに先立って行われた講演 ｢子ども

のインフルエンザ｣ で清水感染症科部長は, イン

フルエンザ流行の特徴, 予防策としてのうがい・

手洗いの重要性, ワクチン接種の効果と必要性,

緊急に診療を要する症状, タミフルの副作用をめ

ぐる報道などを分かりやすく説明した上で, 通常

インフルエンザは安静にすれば治ることの理解を

求め, 子どものインフルエンザに対する保護者の

過剰な反応を諫めた｡
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在宅で寝たきりの方がおむつを使用している場合, その費用は医療費控除の対象となります｡

その手続きとして, 確定申告の際に医師が発行した ｢おむつ使用証明書｣ が必要とされていま

す｡ この費用負担や事務負担軽減のために取り扱いを簡素化するため, おむつ代の医療費控除

を受けるのが２年目以降である者については, 医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも,

主治医意見書の ｢障害老人の日常生活自立度 (寝たきり度)｣ の記載が ｢Ｂ１, Ｂ２, Ｃ１,

又はＣ２｣ (寝たきり), かつ, ｢尿失禁の発生可能性｣ の記載が ｢あり｣ の場合は, 市町村が

主治医意見書の記載内容を確認した書類でも可となりました｡ (平成14年７月１日付 厚生労

働省医政局総務課長, 社会・援護局障害保健福祉部企画課長, 老健局総務課長通知)

この通知を受けて京都市でも実施すべく府医に相談がありましたが, 地区介護保険担当理事

連絡協議会で本件について諮ったところ, ｢主治医意見書の目的外使用｣ と反対意見が多数あっ

たことにより, 府医として京都市での実施については拒否の姿勢を示しました｡ このため京都

市では, 個別に主治医意見書記載医師に記載内容転記の同意を取ることを提案, 地区介護保険

担当理事連絡協議会でも了承を得られたため, 本年度からこの方法で実施されますので, ご協

力をお願いします｡

具体的な流れとしては, 従来は患者さん (の家族) が主治医におむつ使用証明書の記載を依

頼してたものが, 区役所に主治医意見書の確認申請を行い, 区役所が意見書記載医師に文書で

同意を求め, 同意があった場合に確認書を発行することになります｡

おむつに係る費用の医療費控除の取り扱いについて

京都市が主治医意見書から転記

上記３点について京都市が申請者
(患者) に情報提供することに同意す
る場合, 署名・捺印する｡
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予予予防防防接接接種種種法法法ののの改改改正正正ににに対対対すすするるる今今今後後後ののの対対対応応応ををを協協協議議議

11月９日, 日本医師会にて感染症危機管理対策協議会が開催され, 今年度に入って改正が相

次いでいる定期の予防接種についての説明と報告があった｡ 講演では, 昨年12月に発生したス

マトラ島沖地震での被害状況や災害後の現況, 現地での保健衛生活動や今後の展開についての

講演が行われた｡

雪下日医常任理事より予防接種対策につい

て説明があり, 特に今回の麻しん・風しん接

種混合ワクチン (ＭＲ) の導入について, そ

の経緯を説明した上で, 来年３月末までの早

期接種に向けて各都道府県に協力を呼びかけ

た｡ また, 単抗原ワクチン接種済み者に対す

る混合ワクチン接種については, 安全性・有

効性のエビデンスが明確になっておらず現在

研究中であるため, 今後の動向みて対応する

とした｡ この他, 日本脳炎予防接種の積極的

勧奨の差し控えについて, 保護者の希望や流

行地への渡航により接種が必要とされる者へ

の接種は法定接種とすることが再確認された｡

フロアーからは, ＭＲについて, 接種対象

期間の延長, 単抗原ワクチンの定期接種の継

続等の要望があがった｡ これに対し雪下日医

常任理事は, 対象期間は当初厚生労働省が示

した期間 (18月まで) よりも延長されたこと,

また, １歳までに接種することが望ましいと

されることから, それ以上の延長は必要ない

と回答｡ 単抗原ワクチンの定期接種継続につ

いては, 18年４月以降は法律に基づかないワ

クチンの取り扱いとなるが, 当面の間, 生後

12月～24月までの者については経過措置とし

て接種可能な体制をとることとしており, 各

都道府県医師会において体制の確保を市町村

へ働きかけていただきたと協力を求めた｡

その他, フロアーからは今回の日本脳炎第

３期の廃止や今回の麻しん・風しんの予防接

種にいたる変更により, 逆に子どもの権利を

奪いかねないと厳しい声も挙がった｡

予防接種制度の改正で現場は混乱
＝今後の対応で意見・要望相次ぐ＝

抗インフルエンザ薬の備蓄で要望

鳥インフルエンザの影響から抗インフルエ

ンザ薬 (タミフル) が現在手に入らない状況

について, 雪下日医常任理事は, 現在, 厚生

労働省では国全体の必要備蓄量, 各都道府県

における備蓄可能状況について現在検討中

(行動計画も含める) であり, 今後, 早急に

対応すると答えた｡ 一方, 日本医師会も国に

は２千万人分の抗インフルエンザ薬を備蓄す

ることと, ワクチン対策の対応について強く

要望していると述べた｡
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講演では日本医師会感染症危機管理対策委

員会委員の大利昌久氏より ｢スマトラ島沖地

震, 津波災害後６ヶ月の現況｣ について, イ

ンドネシアに次いで被害が大きかったスリラ

ンカでの現地調査の結果報告から, 被害後の

ＷＨＯが警告した感染症アウトブレークが危

惧されたが, 津波による汚染物質の一掃, 緊

急支援の早さ, スリランカの代表都市コロン

ボが無傷であったこと, 医療制度の確立が高

かった等の要因で感染症の集団発生はなかっ

たと報告｡ しかし, 下水道の不備や水溜りの

影響によるデング熱, 野良犬や動物の飼育環

境 (予防未接種) から狂犬病が今後問題とな

る見込みで, 感染症のターゲットに位置づけ

る必要がある｡ また, 感染症以外にも心的外

傷ストレス (PTSD) が増え, 長期の調査,

観察, 予防対策が必要であると述べた｡

続いての講演では日赤和歌山医療センター,

スリランカプロジェクトリーダーである大津

聡子氏より ｢スマトラ島沖地震・津波災害ス

リランカにおける赤十字の活動｣ について,

感染症に対する保健衛生活動から, 地震によ

る影響以外に都市と僻地との地域格差が非常

に激しいことが伺えた (衛生面や医療施設や

サービスの不足, 内戦の影響等)｡ これらは

地域社会の健康衛生問題の軽視, 健康に対す

る知識欠落, 政府における健康, 衛生に対す

る不十分な対策が要因といえる｡ また, 支援

事業を行うにあたり, 政府および他の団体と

の協調・調整が重要である｡

また, 長崎大学熱帯医学研究所教授の門司

和彦氏より ｢スマトラ被害と今後の展開｣ に

ついて, 被害状況の特徴を報告するとともに,

今後の展開を次のように説明した｡

津波後の感染症等による過剰死亡は見受け

られなかったが, 生態系の変化 (津波による

感染症の感染源の媒体地域変化) により感染

症対策の監視が必要であり, 感染症研究能力

の向上, 人材育成, 長期的な研究調査が必要

ではあるが, このような状況をいかに日常に

おいて危機管理対策能力を高め対策に取り組

むかが重要であり, 現在の日本においても同

様のことが言え, より強化していくことが重

要である｡ その強化体制については, 日本医

師会における感染症対策に期待したい｡

スマトラ島沖地震に対する保健衛生活動や今後の展開について

抗インフルエンザ薬 (タミフル)の安定供給について (お願い)

今年度の抗インフルエンザ薬 (タミフル) については, 過去10年間で最大規模の流行に

も十分対応可能な量として全国で1,500万人分が確保されており, 京都府においても, 例年

の同時期の約4.5倍が確保されています｡

しかしながら, 新型インフルエンザの影響やマスコミの過剰報道等により, 昨年度の在

庫分と今年度の供給分を合わせて全国で既に240万人分が出荷されており, 京都府におい

ても昨年度のタミフル出荷量 (約100万カプセル) の約５分の１ (20万カプセル) がすで

に出荷されているなど, インフルエンザの流行前にしては, 異常な出荷量と言わざるを得

ない状況です｡

しかも出荷先の偏在が見られることから, インフルエンザが流行した場合に, あまねく

医療機関に行き亘らない状況が懸念されており, 昨年度の需要量を大幅に超える大量購入

は避けていただきますようご協力ください｡
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｢｢子子どどももたたちちのの健健ややかかでで
こここころろ豊豊かかなな成成長長をを願願っってて｣｣

第36回全国学校保健・学校医大会が滋賀県医

師会の担当で, 11月12日(土) 大津市の大津プ

リンスホテルで開催された｡ 今年度は ｢子ども

たちの健やかでこころ豊かな成長を願って｣ を

メインテーマに４つの分科会に分かれて研究発

表が行われ, 全国からおよそ700名の学校保健

関係者が参加した｡ 京都府からは岡林理事をは

じめ15名が参加した｡

■ 京都府から２題研究発表

午前中は４分科会にわかれ, それぞれの分科会で活発な意見交換がなされた｡ 京都府からは

第２分科会 ｢からだ・こころ (２)｣ では福田濶氏 (左京) が ｢高校運動部生徒の栄養摂取状

況について｣ を発表, 京都府スポーツセンターが実施した平成15年度の栄養相談事業のデータ

を基に高校運動部生徒の栄養摂取状況を種目別, 学校別, 男女別に集計分析した結果を報告し

た｡ 運動部生徒には朝食や補食の必要性が認知され, エネルギーの充足率は高まってきている

一方, 鉄やカルシウム不足が目立つ選手も見受けられた｡ 福田氏は ｢今後の課題は栄養摂取と

競技力との関連性を理解させ, 食改善を通じて食行動の変容を促すことである｣ とし, 専門的

なスポーツ栄養指導の必要性を強調した｡

第４分科会 ｢眼科｣ では新井真理氏 (下西) が ｢京都市の色覚相談事業について｣ と題して,

発足の経緯, 相談の流れ, 現状および問題点等を報告した後, 平成15年度から色覚検査が健康

診断の必須項目から削除されたことにより, 相談件数は１／３程度に減少し, 本事業の存在意

義がますます高まってきていると言及した｡

■ 故 羽場重尤氏 (伏見) 日医会長表彰受賞

午後からの都道府県医師会連絡会議では, 島根県が来年度大会開催地に決定され, 開会式・

表彰式では, 主催者の日本医師会長植松治雄氏から挨拶と学校医６名, 養護教諭６名, 学校栄

養士６名の表彰が行われた｡ 京都府からは学校医では故羽場重尤氏 (伏見), 養護教諭矢野久

子氏, 学校栄養士太田章子氏が受賞した｡
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■シンポジウムで ｢軽度発達障害をめぐって・・・学校医ができること｣

シンポジウムでは, ｢軽度発達障害をめぐって・・・学校医ができること｣ をテーマに学校

医, 養護教諭, 精神科医, 臨床心理士等のそれぞれの立場から軽度発達障害児への対応, 保護

者への支援の現状と課題について述べた｡ 今後の学校医の課題としては, 軽度発達障害に関す

る研鑽を深め, 医学的な知識を教育現場に提供すると共に, 軽度発達障害を持つ児童・生徒が

自分らしい学校生活を過ごせるよう, 支援のネットワークづくりの一翼を担っていかなければ

ならないとの提言がなされた｡

■特別講演 ｢一隅を照らす 人生お返しのこころ 奪いのこころからお返しへ｣

最後の特別講演では, 比叡山延暦寺学問所所長・小林隆彰氏が ｢一隅を照らす 人生お返し

のこころ 奪いのこころからお返しへ｣ と題して次のような話をされた｡

世の中の災いは全て ｢奪いのこころ｣ が作り出す現象である｡ ｢欲しい｣ ｢惜しい｣ ｢憎い｣

｢妬ましい｣ という自己中心的な ｢奪いの精神構造｣ が元となっている｡ そこで釈迦は ｢奪い

のこころ｣ でなく ｢お返しのこころ｣ を持つことによって穏やかな世の中にすることができる

と教えている｡ それは難しい行為ではなく, 顔施, 言辞施, 眼施等七つの行為を挙げ, まず顔

施とは, 顔を返せである｡ 自分の顔は, 他人に見てもらうためにあるとし, 恐ろしい顔をすれ

ば, その顔は見る人の心を奪う, 優しい顔をすれば人に安らぎを与える｡ 言葉も眼もしかり,

人を褒め, 優しい眼で見よと教えている｡ 僧侶も医師も人に安心を与える仕事であり, 人に優

しくなければならない｡ 心から ｢治ってもらいたい, 元気になってもらいたい｡｣ と思えば自

ずと患者に安心を与えることができる｡ 人生は稽古の行者といわれている, 日頃から七施を心

掛け, ｢お返しのこころ｣ を実行してもらいたい｡

府府府医医医メメメーーールルルマママガガガジジジンンン 『『『『『府府府府府医医医医医通通通通通信信信信信』』』』』
配信は原則週１回で, コンテンツは府医ＦＡＸ情報のデジタル版としての配信のほか,

府医ホームページの更新状況や緊急を要する連絡事項などを随時配信していきます｡

配信をご希望の先生は府医ホームページ上から登録できますので, ぜひ, アクセスして

みてください｡

URL：http://www.kyoto.med.or.jp

登録画面にログインする場合はＩＤ・パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課までご連絡ください｡
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山科医師会は, 常々病診・診診連携はもとより, 地域住民とのコミュニケーションを計るよ

うに心掛けています｡

今回初めての試みとして, 2005年10月15日に京都市東部文化会館ホールにおいて, 山科区民

を対象に ｢これからの介護を考える山科区民公開講座 2005｣ と題して区民フォーラムを開催

しました｡ メインテーマとして ｢認知症｣ を取り上げ, 大阪松下記念病院 神経内科部長の森

敏先生に特別講演をお願いしました｡ 当日は, フォーラム開始時刻近くになった頃からあいに

くの雨模様になり, 当初300人ほどの出席者もかなり少なくなるだろうと懸念されたのですが,

始まってみると最初の予想をはるかに上回る350余人の区民の参加を得, 我々主催側としては

大層安堵しました｡ そして好評裏に終えることが出来ました｡ 高齢社会になって, 認知症が一

般的な病気となってきた中で, その Care と Cure が大きな問題となってきています｡

そこで山科医師会では山科区で認知症ネットワークを作っておかなければならないと考え,

その手始めとして ｢山科もの忘れ検診システム｣ を立ち上げました｡ 高崎市を中心とした群馬

県の取り組みを参考にして, 10項目の質問からなるスクリーニングテスト用紙を作り, 認知症

の疑いがあれば簡単にテストが出来るようにし, 山科医師会の医療機関で簡易スクリーニング

テスト・ＭＭＳや長谷川式知能評価スケールなどで二次テストを行い, 必要と思われる場合,

さらに専門医療機関で鑑別診断を行うことにしています｡ また, それぞれのテストが行える医

療機関や治療や介護の相談ができる医療機関を公開して, 山科区の認知症ケアネットワークの

基礎にしようと考えています｡

このスクリーニングテストについて, 今回のフォーラムで紹介したところ, 早速老人クラブ

連合会や民生委員会などの団体から, テストを受けてみたいとの要望が寄せられています｡

厚労省では本年度を ｢認知症を知る１年｣ と

して位置づけ, 認知症についての正しい情報の

普及を図り, 認知症の高齢者についての適切

な理解と援助を広げる取り組みが進められて

います｡

山科医師会のこの ｢山科物忘れ健診システム｣

によって, 認知症の可能性のある方が一人でも

早期に診断でき, 早期から Care と Cure が可能

となるように努めたいと思うと共に, 地域の方々

との連携をより密に取れるようにしようと計画

しています｡

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

山山科科区区民民フフォォーーララムム

『これからの介護を考える
山科区民公開講座 2005』

山科医師会会長 服部康夫



『『日日医医標標準準レレセセププトトソソフフトト』』
のの普普及及・・強強化化にに向向けけてて

今回は実際に ｢日医標準レセプトソフト｣ を導入されている先生方のご意見をお聞きしまし

た｡ 来年４月の診療報酬改定を前に, レセコンの買い換えを検討中の先生方, ぜひ, 今回の記

事を参考にしてみてください｡

日医標準レセプトソフト (以下ＯＲＣＡと略します) を導入して
みんなで広げよう, ＯＲＣＡの輪

医 療 機 関 名 舟木医院 (西陣医師会)

院 長 名 舟木 亮 先生

診療科名・病床数 内科・無床

サポート業者名 ㈲スカイ・エス・エイッチ (京都府保健事業協同組合指定業者)

システムの簡単な構成の概要

日医推奨の主・従サーバー２台構成で従は受付, 主は診察室で主にインターネットを使

い, 医療情報の検索や患者さんへの情報提供もおこなっています｡

Ｑ１：日レセを導入した理由はなんですか？

Ａ１：某社の20年も使用してきましたＯＳがＤＯＳ版のレセプトソフトのサポート打ち切り

により, ウィンドウズ版を薦められましたが, タイミングよく伏見医師会や保健事業

協同組合でのＯＲＣＡの取り組みを見学しこれだと思い, 早速平成15年４月に無事稼

働にこぎつけました｡ 安価な導入費用とサポートで他のレセコンの価格破壊にもつな

がりました｡

Ｑ２：導入～稼働までの苦労話などをお聞かせください｡

Ａ２：１月に ｢伏見のリオちゃん｣ (伏見医師会の独自のサーバーで単独で試用) を導入し

４月の稼働まではなかなか信頼できるサポート業者が見つからず, カルテの頭書きや

病名を自力手入力せざるをえませんでしたが, 現在ではほとんどのレセコンから移行

可能だそうです｡ またＯＳが linux であるため, 少々コンピューターの知識があって

もブロードバンドや無停電装置との接続やバージョンアップ, バックアップ等にどう

しても専門家に頼らざるをえない状態でした｡

25

特

集特
集



26

特

集
Ｑ３：導入後のメリット・デメリットは？

Ａ３：メリットは日医による日医会員のためのレセコンソフトで, その特典を直接受けられ

経済性は抜群です｡ またインターネットにつながっているのでバージョンアップが簡

単に行え (サポート業者のリモート操作も可能), さらにはセンターサーバへのバッ

クアップ, デビッドカードの接続などのサービスが受けられます｡ そして究極はやは

りそのデータの蓄積を電子カルテなどに有効に利用して, ひいては地域医療ネットワー

クへと発展できる可能性があることでしょうか｡ 一頃他のレセコンメーカーが流言し

たような, 使い物にならないといったデメリットは現在ではほとんどありません｡

Ｑ４：今後の日レセに期待することは何ですか？

Ａ４：次の普及目標はＯＲＣＡと連携した電子カルテを開発してくれればと思っていますが,

すでに既存のＯＲＣＡに繋がる電子カルテが発表され稼働していますので, いろいろ

と試してみて見つけるしかないようです｡ 現在国の補助金で開発されたオープンドル

フィンを主サーバにインストールしてもらい, Windows Machine をクライアントとし

て試しています｡ また検査会社とのデータ取り込みや, ひいては地域ネットワークを

構築して１患者生涯１カルテを夢見ています｡

Ｑ５：これから導入をお考えの医療機関に対するアドバイスなどがあればお願いします｡

Ａ５：先生方は当然レセコンとは余り縁がないので, ほとんど事務任せですが, ＯＲＣＡは

早く使えればそれだけ早く日医の恩恵に浴し, コストの削減にもつながります｡ 今で

はサポート業者も切磋琢磨され確実で良心的な業者さんだけが生き伸び, 育ってきて

おります｡ ここは先生ご自身の主導で, 確かなサポート業者を選び, できるだけ早期

に移行するのが得策かと存じます｡ 何せレセコンは医者にとって患者さんの次に大事

なもので, 国民皆保険制度が続く限り末永く使っていけますよう, 願って止みません｡

医 療 機 関 名 長村医院 (東山医師会)

院 長 名 長村吉朗 先生

診療科名・病床数 内科, 小児科, 放射線科・無床

サポート業者名 三栄メディシス㈱

システムの簡単な構成の概要

デスクトップ１台 (ミラーリング仕様), 17インチ液晶モニター１台, ノートパソコン１

台, バックアップ用ＨＤ１台, レーザープリンター１台, ルーター１台

Ｑ１：日レセを導入した理由はなんですか？

Ａ１：それまで使用していた富士通製レセコンの保守更新が一方的に中止され, 新しいシス

テムに変更を求められたが, 費用面で新規導入と何ら変わらないため, 怒って日医標

準レセプトソフトに変更しました｡
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Ｑ２：導入～稼働までの苦労話などをお聞かせください｡

Ａ２：業者任せのため, ほとんど苦労はありませんでした｡ 反対に業者は, まだ最初のケー

スであった上に, やれミラーリング仕様だ, ノートパソコンで導入せよ, と日医の標

準仕様の想定外の要求に頭を抱えていました｡ いずれもＯＳが Linux のため苦労した

ようで, 要求に応えられるか分からないと当初言っていました｡ また Linux の中でも

特殊なものを使っているため, 苦労したのではないでしょうか｡ 現在ではWindows 版

も出来ているようですが, 何せ私は全て人任せです｡

Ｑ３：導入後のメリット・デメリットは？

Ａ３：保守はこれまでのレセコンに負けることはありませんし, 費用も安くデメリットはあ

りません｡ 強いて言えば, バージョンアップがよくあり業者は泣いているようです｡

Ｑ４：今後の日レセに期待することは何ですか？

Ａ４：日医が方針変更することなく, 日医標準レセプトソフトをさらによいものにして行く

ことを望みます｡

Ｑ５：これから導入をお考えの医療機関こ対するアドバイスなどがあればお願いします｡

Ａ５：特にありませんが, まず使ってみることです｡ とにかく安い！！

ＩＴフェア ｉｎ ＫＹＯＴＯ
体験してみてください！ ｢日医標準レセプトソフト｣

府医では ｢日医標準レセプトソフト｣ の普及強化を図るべく, 会員のため ｢ＩＴフェア

in KYOTO｣ を開催することとしました｡ この機会を通じて, より多くの会員の先生方に

｢日医標準レセプト｣ を直接見て, 触れていただくため, 日医認定サポート事業所による

｢専用ブース｣ の出展を行いますので, 多数ご参加ください｡

と き：平成18年１月19日(木) 午後２時～４時
と こ ろ：京都府医師会館

講 演：｢日本医師会標準レセプトソフトの普及に向けた取り組み (仮題)｣

参 加 費：無 料

参加資格：京都府医師会員の医療機関 (会員および従業員)

申 込：12月22日(木) までに①氏名 ②地区医師会 ③医療機関名 ④参加人数を明記

の上, FAX (075－314－5042) にてお申し込みください｡

当日は日医認定サポート事業所による ｢専用ブース｣ の出展も行います
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(１) 過ちを起こしてこそヒトである

府医 医療安全対策委員会 副委員長 山内 知

クリントン大統領の医療過誤諮問委員会に

より, To Err Is Human が発表されてから,

それほど躊躇せずに自分の犯した過ちを披露

することもできるようになった｡ いくつかを

紹介する｡ いまから思えば医師になって数ヶ

月は大学病院で先輩の医師に囲まれ, 自動車

教習所の仮免許路上教習のようなもの｡ 不安

はあっても何事もなく過ぎていった｡ はじめ

て独り立ちしたのは, 付き添いの医師なしで

救急病院の当直勤務に就いたとき｡ 救急車が

来た｡ ひとりで来るんじゃなかった｡ どこか

に医者はおらんかな｡ これが本心だった｡ 患

者さんは頭痛だった｡ 自分で救急車から降り

てきた｡ 幸いなことに CT なんてものは当時

は普通の病院にはない｡ 鎮痛剤を渡してお帰

りいただいた｡ 40歳前後の男性だったが, た

ぶん SAH ではなかったのだろうが, くも膜

下出血という言葉は私の頭の中に浮かんでも

いなかった｡ これが記念すべき第１症例｡ よ

ほど怖かったのだろう｡ いまでも鮮やかに覚

えている｡ 患者さんも怖かったかもしれない

が｡ それから30年の年月が過ぎたが, よくこ

れだけ多くの間違いをしたものだと思う｡ あ

る日, 病棟詰所から心停止ですと呼ばれた｡

患者さんは総室｡ ベッドの枕の上の心電図モ

ニターは一直線である｡ 心マッサージを開始

した｡ するとその患者さんが目を開いて, 先

生どうしましたと言う｡ 再度モニターを見て

も依然として stand still｡ 皮膚に装着されて

いる電極に触れても, モニターは乱れない｡

ふと隣のベッドのモニターを見ると正常心電

図のモニター波形が電極に触れたときに揺れ

ている｡ 隣のベッドとモニターケーブルがク

ロスしていたのだ｡ 心停止はお隣さん｡ 失礼

しました｡ 間違えました｡ 隣に移って心マッ

サージ｡ 以後, 何かあれば必ず患者さんの心

電図電極にまず触れてみて, 本当にその人の

心電図かどうかを確認する癖がついた｡ 後輩

やコメディカルスタッフにもそのように指導

した｡ 薬剤に関する間違いも多かった｡ 糖尿

病薬のオイグルコンと降圧薬のオイテンシン｡

３回くらい間違えた｡ 薬が患者さんに渡る前

に誰かが間違いに気づいてくれたので, すべ

て大事にはいたらなかった｡ 何人もの人がチェッ

クすることの大切さを思い知らされた｡ しか

も何回も同じ薬で｡ 甲状腺機能亢進症の患者

さんにメルカゾールを処方したところ, 薬剤

師がチラージンＳを間違って処方した事例も

経験した｡ この病院では薬剤師の２重チェッ

ク体制をしていたにもかかわらず, 全く似て

もいない名前の薬を, しかも効能が正反対の

薬剤を投与した｡ ともに甲状腺の薬という概

念がどこかに働いたのだろう｡ このようなミ

スを防ぐには心理学者が必要かもしれない｡

最後に, とっておきのエラーを紹介する｡

2005年２月５日の土曜日｡ 日時まで覚えてい

る｡ なにをかくそう, この日は第２回医療安

全シンポジウムが京都テルサで開催された日

である｡ 午後には医療安全対策委員会の山木

委員長とともにシンポジウムの座長席に座ら
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なければならない｡ 午前中の診察中に抗生物

質のメイアクトを投与する患者さんが来院し

た｡ 以前にメイアクトと精神安定剤のメイラッ

クスを間違えたことを思いだし, 今日のよう

な日に同じような間違いをしでかしたらしゃ

れにもならないなあ, と考えながらカルテに

薬剤名を記載した｡ 毎食後に各１錠である｡

医療安全シンポジウムは無事に終了した｡ 毎

日, その日に診療したカルテはチェックして

傷病名をレセコンに入力しているが, そこで

間違いに気づいた｡ メイラックス (１mg)

が毎食後１錠出されていたのである｡ 患者さ

んに電話した｡ 朝は発熱があったがいかがで

すかと尋ねると, 眠くて仕方がないという｡

すみません｡ 薬を間違えました｡ 申し訳ない

ですが取り替えに来ていただけませんか｡ 今

日渡したのは, 安定剤でして危険な量ではあ

りませんが, 眠くなるのはその薬のせいです｡

しばらくして来院され薬を交換した｡ こんな

ことも起こる｡ 絶対に間違えてはいけないと

思ったために, かえってミスを犯したのかも

しれない｡ これも心理学者なら説明してくれ

そうである｡ 私の診療所は院内処方だが, 調

剤薬局が発行しているような, 薬の形が写真

で判り, 効能や副作用を記載した薬剤情報用

紙を患者さんに渡している｡ 今回の患者さん

は高齢者というわけでもなく, 読めばおかし

いと気づくかと思いきや電話するまでこちら

の投薬ミスに気づいていなかった｡ 最近では

メイラックスを診察中に目のつくところに置

いている｡ メイアクトやメイラックスを処方

するときは, 薬を見ながら記載するようにし

ている｡ 少しでも医療安全に役立てばと考え,

医療安全シンポジウムの日に発生した投薬ミ

スという象徴的な出来事を含めて, 多くの間

違いを犯した中のいくつかを記載した｡

平成17年度

京京都都府府医医師師会会 医医療療安安全全講講演演会会

と き 平成18年１月21日(土) 午後２時30分

ところ 京都リサーチパーク ルーム１ (西地区４号館２階)

ＪＲ丹波口駅より西へ徒歩５分 (五条七本松通下る西側)

テーマ ｢患者と医師のコミュニケーション｣

対象者 府医会員および医療関係者

演 者 橋本信也日本医師会常任理事

※講演後, 日本医師会医師賠償責任保険の説明を行います｡

※多数のご参加をお願いします｡
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全身麻酔は患者の意識を消失させ, 筋

弛緩薬により呼吸を停止させ, 残る患者

自身の自己心拍作用だけをたよりに術中

の安全を確保するのであるから大変危険

な医療行為である｡ しかも昭和30年代に

は心電図は心臓手術の部屋だけしかなく,

その他の手術室は水銀血圧計と聴診器の

みで全身麻酔を行ってきたと聞く｡ 今日

の全身麻酔はモニター環境もよくなり,

随分安全にできるようになったと感謝の

気持がこみ上げて来る｡ 純笑気にならな

い麻酔器, 安全な静脈麻酔薬, ヒスタミ

ン遊離のない筋弛緩薬, 気道内圧アラー

ム付きの人工呼吸器, ファイバースコー

プそして自動血圧計付の心電図モニター｡

これらが整備されればどのような麻酔で

も請け負って仕事をする｡

ある夏の暑い日, 久しぶりに学生時代

の友達から新しい手術室を作ったから僕

の手術の麻酔を担当してくれないかとの

依頼を受けた｡ 見ると麻酔器は麻酔器で

はなく, モニター, ベンチレータ, 麻酔

器が合体した麻酔ワークステーションと

呼ぶらしい｡ 色々とダイアル, メータ類

が並び, まるで飛行機のコクピットみた

いに見える｡ 装置に少しなれたところで

患者を手術室に運び, 麻酔を施行した｡

ベンチレータは電動だから静かなもので

ある｡ 長時間同じリズムでベンチレータ

呼吸を行うと患者は無気肺になるので,

１時間毎に数分間バッグによる手動換気

をするのが鉄則だ｡ そして再びベンチレー

タ換気を始めた｡ その数分後, 術者の友

達は ｢血の色が黒い｣ と叫んだ｡ なんと

レバーはベンチレータ側に倒していたが,

ベンチレータの電源コンセントが抜けて

いた｡ 手動換気で事無きを得たが事故と

はこのようなものである｡

この種の医療事故は年間数件国内で発

生している｡ また, いくつもの教訓が得

られる｡ 医療機器には装置側もＡＣ電源

側もロック付のコンセントが必要｡ ベン

チレータは確実に動作音が聞こえる方が

よい｡ ベンチレータの気道内圧アラーム

とは独立した電池駆動の気道内圧アラー

ムを装着して二重安全機構にする｡ そし

て最後に, 操作が複雑な麻酔ワークステー

ションは使い勝手が良くなく, 麻酔器の

値段とよい麻酔とは関係ない等など｡ 麻

酔器に限らず, 複雑な医療機器には思わ

ぬ落し穴があることを肝に銘ずるべきで

ある｡

◆

他
山
の
石

気道内圧
アラーム
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市町村合併を経験して

船井医師会にとって, 本年の最大の問題は

市町村合併です｡ 船井医師会の管轄する船井

郡は, 園部町, 八木町, 日吉町, 丹波町, 瑞

穂町そして和知町の６つの町からなっていま

す｡ 船井郡でも例に違わず市町村合併が推進

され, 平成17年10月11日に丹波町, 瑞穂町,

和知町が合併して京丹波町が誕生しました｡

そして, 来る平成18年１月１日には八木町,

日吉町, 園部町と北桑田郡の美山町が合併し

て南丹市が誕生します｡ 南丹市になると, 総

面積は京都府下では京都市に次いで大きな市

となり, 兵庫県, 大阪府, 滋賀県および福井

県と隣接することになります｡ そして, 船井

医師会の管轄は美山町が加わることで拡大し

ますが, 対象となる地方自治体は, 南丹市と

京丹波町のみとなって数の上では随分と対応

しやすくなります｡

今までは, 京都府医師会から地区の状況を

聞かれても６町の足並みがそろわず返答しづ

らいことが多かったと思います｡ 今日までの

船井医師会と船井郡６町との関わりを振り返っ

てみると, まず第一に学校医報酬の問題が浮

かびます｡ 船井郡６町の報酬額の評価が他市

町村と比べ目立って低く, 医師会として再三

にわたり改善を求めてきましたが, ６町の足

並みがそろわず十分な成果が得られませんで

した｡ 次に印象に残ることは, 高齢者公費イ

ンフルエンザ予防接種の契約が挙げられます｡

開始当初から６町で統一した契約を実現する

ことができ, 船井郡全域での予防接種の広域

化が可能となりました｡

さて, 合併後の保健, 検診, 予防接種事業

ですが, 京丹波町では従来通りのやり方を大

きく変えることなく移行できました｡ 特に,

小児の定時予防接種は集団接種で実施されま

すが, 接種漏れ者については個別接種で対処

し, 京都府医師会の推奨する広域化予防接種

の契約が有用となります｡ また, 南丹市の場

合は, この８月から南丹市誕生後の保健, 検

診, 予防接種事業と学校医についての調整の

ための話し合いが始まりました｡ 担当者から

それぞれについての変更点や対応策などの説

明を受け, 具体的な実施方法や内容等につい

ては医師会が主体となり修正していくことで

合意ができました｡ 話し合いの中で一番難航

したのは, 学校医報酬の問題です｡ 京都府下

の他市町村と遜色のない評価を達成するため

に, 人数割り単価の府立学校同等額への引き

上げを要求いたしました｡

最後に, 船井医師会への影響について考え

ると班編成の問題があります｡ 班は, 八木班,

園部班, 船北班および須檜班に分かれており

連絡網などの対応をしています｡ 入会当初に

は須檜の読み方がわからなかったことを覚え

ています｡ 須檜は ｢しゅうかい｣ と読み, 船

北は ｢せんぽく｣ と読みます｡ 今回の合併で

は, 班の編成について少し変える必要がある

かもしれません｡ 理事会で協議するつもりで

すが, 現在の班名は何となく懐かしくこのま

ま残していただければと思っています｡ い

よいよ南丹市の誕生まであと１ヶ月となり

ました｡

船井医師会
会 長

広野 良定

南丹市

京丹波町
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食事が終って再び飛行機に乗り, 東へ東へと飛

んだ｡ 窓から下を見ていたが海ばかりで何も見え

なかった｡

夕方になって島影が見えてきた｡ ハワイのオア

フ島であった｡ 島が次第に近づいてきた｡ 左手に

島を見ながら高度が次第に低くなっていった｡ 大

部低くなった頃, 左の真下に真珠湾が見えた｡ 日

本海軍がここまで爆撃に来たのかと思うと感慨一

入であった｡

間もなくハワイ空港に着陸した｡ タラップを降

りて下に着くと, ハワイの美しい女性が首にレイ

をかけてくれ頬にキッスをしてくれた｡ 思わず手

で頬を拭いたら失礼だといってしかられた｡ 回り

を見ると椰子の木が生えている向うの海岸が夕日

で真紅に染っていた｡ そして, ターミナルの上で

サーチライトが廻っていて, まるで天然色の映画

を見ているようであった｡

税関に連れてゆかれた｡ 通関は国名でＡＢＣ順

であるといわれたが, 日本は敗戦国であったので

Japan last といわれ最後であった｡ 通関では留学

生は胸部のレントゲン写真と神戸の領事館で受け

た身体検査の証明書の提出が求められた｡

通関が終って日本から予約したホテルの人が迎

えにくるということになっていたので待っていた

が誰も来ていなかった｡ 誰も来ていなかったので

しょんぼりと立っていた｡ すると日本人の人が来

てどこに行くのかと尋ねられた｡ ホテルの名前を

云って迎えにくることになっているが来ていない

というと, 待っていなさい, 今, 日本に行く観光

団を見送っているので送ったら送ってあげるとい

われた｡

しばらく待っていると, この人が帰ってきてビー

ルでも飲んで行こうと云ってターミナルビルの屋

上のビヤホールに連れてゆかれた｡ あたりは真黒

であったが, ターミナルビルの屋上のサーチライ

トがぐるぐる廻ってあたりを照らしており, 飛行

場の周りには多くのネオンが見えて, とても美し

かった｡ 時々吹いてくる浜風も心地よくハワイに

来たなという感じが身にしみた｡

ビールを飲み終わって車で送ってもらった｡ 道

幅も広く, 車も当時乗ったことのない大型の外車

で, 日本の車のように貧乏ゆれがせず, ゆったり

とゆれて乗心地もよかった｡ この人は一世の移民

としてハワイに来たが, 今は子供も一人前になっ

て独立して暮しており, 奥さんは上海に旅行に行っ

たとき腸チフスで亡くしたので今は一人で暮して

いるということであった｡ そして, 日本に行った

とき皆に親切にしてもらっているので私にも親切

にするといっていた｡

ホテルに着いた｡ 今思うとヨットハーバーの近

くのダウンタウンの町中にあったような気がする｡

古い木造の二階建の小さなホテルであった｡ 経営

者は日本人で宿賃は日本の交通公社から払ってお

いたが一泊２ドル50セント位であったと記憶して

いる｡ しかし, 部屋にはシャワーとトイレもつい

ていた｡ 前の庭におばあさんがいて, 岡山弁で

“どこへ行きんさるかの”と尋ねられた｡ 私は

“インディアナポリスに行きます”と答えたら,

“インディアナは風の強い所じゃ, 気をつけて行

きんさい”といって籠一ぱいの果物をくれ, “こ

れ食べんさい”と親切に云ってくれた｡

ホテルに送ってくれた人が車から降りる時シャ

ワーを浴びたら待っていなさい, 今夜どこかに連

れて行ってあげるといわれた｡ シャワーを浴びて

待っていたら車で迎えに来てくれた｡ 車に乗って

少し行くとワイキキビーチのホテル街の道を走り

出した｡ 道の両側には松明が焚かれていてとても

美しかった｡ ロイヤルハワイアンホテルに入り海

岸のビヤホールに案内された｡ 周囲には幾つもの

松明が焚かれており, 上からは照明が照らしてお

り, とても明るかった｡ 前にステージがあってハ

ワイアンバンドが演奏をしており, 多くの人々が

ハワイのフラダンスを踊っていた｡

12時を過ぎたので帰ることにした｡ また車で送っ

てもらったが, 支払はというと, 貴方は留学する

のだからいらないといってお金をとらなかった｡

そしてまだよろしいかと云われたので, いいと云

うとダウンタウンのバーに連れて行かれた｡ 映画

の西部劇に出てくるような古いバーであった｡ 日

������ ���
	
�������	

伏 見 福井 巖
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本人ばかりで座るとすぐ, しーばすのお造りが出

た｡ 隣に女の子が座っていたが最近ハワイに来た

らしく日本の話ばかりしていた｡ ２時過ぎになっ

たので再びホテルまで送ってもらった｡

これがハワイでの第一目であった｡

小腸瘻から腸液が噴出すると, 食べた物も混じっ

て気持ちの良いものではありません｡ しゃがんだ

り, 階段を昇り降りすると腸液が漏れます｡ した

がって歩行はエレベーターを利用しての平地だけ

です｡ ４階のフロアーを北から南, 外来棟へと歩

くと大体150メートル, 午前４回午後４回を合わ

せると1200メートルになります｡ 土日祭日は外来

棟へは行けないので短縮した回路を数回増やして

歩きます｡ もちろん IVHをつないだ点滴台をガラ

ガラと引きずりながら, または腰にぶら下げなが

ら｡ 天気が良ければ, 建物の外も歩きますが, 緑

を見ながら散歩する快適な道はありません｡ 車い

すも通れて, 病院の建物の間を散歩できる道を造

る余裕が欲しいものです｡ 西病棟へ通じる道は植

木も豊富で気持ちいいのですが, 通る自動車が多

過ぎます｡ 桜の季節には玄関にある２本の桜は圧

巻ですね｡ 四つ葉のクローバーを病棟へ持って帰っ

てもあまり反応がありませんでした｡ 悲しいこと

です｡

少し足が伸ばせられるようになったら, 京都会

館付近の桜並木の散歩は値打ちがあります｡ カメ

ラ付携帯電話で桜メールを送りまわしました｡

４階ロビーから見える景色も季節感があります｡

大文字山に愛宕さん, 九条山, 黒谷さんが見えま

す｡ 紅葉から雪, 桜まで三季いたわけですから｡

自分だけが絶食でしたので, 夕食時はロビーで

飛行機を見ていました｡ 秋と春は飛行雲が見え,

冬は点滅の飛行灯を見ていました｡ 一視野に３機

は見ることができました｡ 日暮れには同時に６機

も京都上空を飛んでいることがあります｡ 孫の年

齢層に指差して示してもやはり反応がありません

でした｡ 若い人達はどんなことに感激するのでしょ

うか？ 流れ星は町が明るすぎて見えません｡

化学療法：本当はもっと早く始めなければなら

ないのに, 随分遅れて開始されました｡ 肝動脈に

チューブを挿入し, 右下腹部にポートを埋め込む

手術をしておいて, 定期的に動注する方法がその

一つです｡ 形成外科でよく行うティッシューパン

ダーの埋め込みと一緒です｡ ただチューブが動脈

内に留置されているのが違いです｡ ポートの位置

が少し下過ぎて違和感があります｡ ２週間に１回

５FU を動注します｡ 注射後腹が張って気持ちは

良くありませんが, ９回注入した現在それほど負

担はありません｡ UFT とユーゼルの内服３週間目

には白血球数が３桁 (400) まで下がり, 肝を冷

やしました｡ 下痢や腸液漏れ, 口角炎がひどく中

止となりました｡ 特に小腸瘻からの腸液漏れがひ

どく, 再入院となりました｡ 絶食治療が目的でし

たが, 前回と同様, 絶食と腸液噴出との因果関係

はなく, 経口摂取続行し数日で退院できました｡

一般に絶食で腸の運動を制限し, 腸液の分泌を抑

制するといわれますが, 私の場合は反対で, 空腹

により腸の運動が促進されるように感じました｡

次に２週に１回トポテシンの点滴が始まりまし

た｡ 体にはかなりの負担を強いられます｡ 吐き気

には参りました｡ 毎朝抑えられない吐き気が続き

ます｡ 経験はできませんがMorning sickness その

ものだろうと想像します｡ 胃に何かが入るとピタッ

と止まります｡ 鎮吐剤 Zofran zydes を内服すると

嘘みたいに収まります｡ 高い薬でびっくりします

が, 本当に良く効きます｡ いつまで化学療法を続

けるのか知りませんが, CT 所見ではよく効いて

いるそうです｡ 自分の頚, そけい部, 手背にあっ

たイボが突然治ったのを見ても, 上皮性の腫瘍や

ウイルスには抗癌剤が効くことは確信できました｡

美容外科領域に応用し, イボ, しみの治療に使用

するつもりです｡

��������
	
�	
 ��

右 京 大島 良夫
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｢Joslin's Diabetes Mellitus 14th ed.｣
(Lippincott Williams & Wilkins, 2005, 28,140円)

｢科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン｣
(南江堂, 2004, 3,990円)

今回の図書室の購入図書選定は糖尿病医会が担当しました｡ ２回にわたり, その図書の紹介

をします｡ １回目は, 購入図書計５冊のうち, 糖尿病関連の２冊を取り上げました｡

１冊目は, 10年ぶりに改訂された ｢Joslin's Diabetes Mellitus (第14版)｣ です｡ この本は糖尿

病の研究と臨床のいずれにおいても, 世界中で最も有名な Joslin Diabetes Center (糖尿病の専

門家にとってはまさしく‘聖地’) のきわめて優秀なスタッフが中心となり, ‘時には休暇を

犠牲にするほどの’情熱と多大な労力をつぎ込んで編集された糖尿病に関する最新の‘Bible’

です｡ 序文にあるように, 糖尿病研究についての最新の知見などが新たなセクションとして追

加されています｡ 鮮やかなエンジの格調高い装丁の好著です｡ 医師会館へ立ち寄られた際は,

図書室でぜひ一度手にとって見ていただければと存じます｡ 私自身40代半ばとなり, 老眼のた

め英語の小さい文字が読みづらくなってきましたが, 盛り込まれている情報量の volume と

quality はそのつらさも吹き飛ぶほどの高水準です｡ 各章末の引用文献数の多さをみるだけでも,

我が身の日頃の勉強不足を恥じて, 身のすくむ思いがします｡ 糖尿病に関して, 興味をもたれ

たり, 常々疑問に思われていることがあれば, その章だけでもぜひのぞいてみてください｡ きっ

と何か役立つ情報が, もし幸運であれば解答がみつかるでしょう｡ 残念ながら, 日本語の類書

でこれほど高水準のものはありません｡

２冊目は, ｢科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン｣ です｡ これは, 厚生省医療技術

評価総合研究事業 ｢科学的根拠 (evidence) に基づく糖尿病診療ガイドラインの策定の研究｣

として報告されたものを基本に改訂と追加が行われ, 2004年５月に発行されました｡ 科学的根

拠だけでなく, 糖尿病を専門とする臨床家のコンセンサスにも十分に配慮したバランスのとれ

た糖尿病の診療指針です｡ 薬物療法のステイトメントなどは研究会等でもよく引用されるので,

ご存じの先生方も多いと思いますが, その他の項目についてはぜひ一度原本をみてください｡

さらに糖尿病治療ガイドなどの糖尿病学会関連の出版物, 最近配布された糖尿病治療のエッセ

ンスなどもこのガイドラインに則して作成されていますので, これらの資料も日常臨床でぜひ

活用してください｡ (府医学術・生涯教育委員会委員 山本泰三)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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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 1.450％ 1.950％ 1.550％

10年以内 1.550％ 2.050％ 1.650％

20年以内 1.550％ 2.050％ 1.750％

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 18 年１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 18 年１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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平成17年10月８日(土) ９日(日) 10日(休

日) の３日間, 佐賀市において第32回の全日

本医師テニス大会が開催された｡ 福岡博多か

ら長崎本線のかもめ号に乗って35分で佐賀市

に着く｡ 大変落着いた城下町である｡ 会場は

国際的にも有名なウインブルドン九州テニス

クラブである｡ 緑豊かな天然芝のコート16面

は本当にすばらしい状態に管理されていた｡

全国から346名の医師・夫人が参加, ３日間

の大会を満喫した｡

第１日目は夫婦ダブルス, 医師ミックスダ

ブルス, 65才以上の男子ダブルス等, ダブル

ス戦から大会は始まった｡ 第２日目からは残っ

たダブルス戦, また午後からはシングルス戦

が開始された｡ 第３日目はシングルス戦を中

心に午後４時すぎまでの試合で無事終了した｡

大会第２日目夕方には佐賀市ルネッサンス

ホテルでスポーツ予防医学研究会が開催され

た｡ 講師は元九州大学総長, 元九州大学整形

外科教授の杉岡洋一先生が“｢運動器の10年｣

世界運動の目指すもの”との演題で話された｡

その後懇親会となり１年ぶりに再会したテニ

ス仲間と楽しい時間を過ごすことが出来た｡

来年は９月に四国の高松市での開催が決まっ

ている｡

なお京都からは16名が参加し３位以内の入

賞者は以下のとおりであった｡

(平杉嘉昭記)

戦績 (３位以内)

夫婦ダブルス 115才以上

優 勝 平杉夫婦組

医師ミックスダブルス 100才未満

優 勝 橋本朋子・向原伸彦(兵庫)組

60才以上男子ダブルスＡ

準優勝 冨井紘久・酒井英世(兵庫)組

55才以上男子ダブルスＡ

３ 位 平杉嘉昭・池村辰夫(兵庫)組

50才以上男子ダブルスＡ

準優勝 島津 章・馬本郁男組

３ 位 山村喜一・横山晴一組

医師夫人ダブルスオープン

３ 位 平杉とよ子・池村光枝(兵庫)組

女子医師ダブルスオープン

優 勝 橋本朋子・原 統子(大阪)組

60才以上シングルスＡ

３ 位 冨井紘久

50才以上シングルスＢ

準優勝 馬本郁男

女子医師シングルスオープン

準優勝 橋本朋子

第32回全日本
医師テニス佐賀大会
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平成17年10月23日(日) 向島西コートにお

いて, 両大学のテニス部員と医師会テニス愛

好者との交流テニス大会が開催された｡

テニス人口の減少で医師会も高齢化が進み,

テニス愛好者も減っている｡ なんとか若手の

医師の参加者を増やす手段はないかとの思い

もあり, 青田刈に出た大会でもある｡ 京都大

学からはベスト４ペアー, 府立医大からはベ

スト５ペアー｡ すべて男子学生ペアーであっ

た｡ 医師会からは平均年齢50才代後半の17名

が参加した｡ 我々の息子より若いペアーとの

対戦で大いに善戦したのだが, その壁は厚く,

両大学のファーストシード組に対しては全敗

することとなった｡

試合後は近くの料理店で鍋をかこみ, ビー

ルで乾杯｡ 若き医師の卵達とテニス談議で盛

り上がった｡ 次年度も出来れば同じような大

会を企画したいと考えています｡ 多くの会員

のご参加をお待ちいたします｡

(平杉嘉昭記)

交流テニス大会 (結果)
(対府立医大戦)

(対京大戦)

京都医学部テニス部・府立医大
テニス部との交流テニス大会

府立医大 ８勝－５勝 医師会

池 村 ・ 大 平 ⑥－０ 田 端 ・ 陶 山

増 井 ・ 平 本 １－⑥ 平 杉 ・ 玉 置

井 上 ・ 出 口 ３－⑥ 近 藤 ・ 冨 井

鷹 羽 ・ 河 元 ⑥－０ 森 ・ 町

堀 田 ・ 岩 井 ２－⑥ 島 津 ・ 平 杉

池 村 ・ 大 平 ⑥－０ 榎 本 ・ 森 本

増 井 ・ 平 本 ⑥－２ 田 端 ・ 徳 田

鷹 羽 ・ 河 元 ⑥－２ 陶 山 ・ 栗 岡

井 上 ・ 出 口 ⑥－０ 榎 本 ・ 森 本

池 村 ・ 大 平 ⑥－１ 島 津 ・ 平 杉

堀 田 ・ 岩 井 ０－⑥ 玉 置 ・ 平 杉

増 井 ・ 平 本 ⑥－３ 近 藤 ・ 島 津

鷹 羽 ・ 井 上 ４－⑥ 山 村 ・ 佐 藤

京大 10勝－３勝 医師会

矢 嶋 ・ 遠 藤 ⑥－１ 栗 岡 ・ 島 津

西 賀 ・ 植 野 １－⑥ 近 藤 ・ 冨 井

乾 ・ 友 滝 ⑥－１ 榎 本 ・ 森 本

後 藤 ・ 田 中 ⑥－２ 佐 藤 ・ 田 端

西 賀 ・ 植 野 ⑥－２ 陶 山 ・ 栗 岡

矢 嶋 ・ 遠 藤 ⑥－０ 森 ・ 町

乾 ・ 友 滝 ⑥－３ 玉 置 ・ 佐 藤

後 藤 ・ 田 中 ３－⑥ 島 津 ・ 平 杉

西 賀 ・ 植 野 ⑥－０ 森 ・ 町

矢 嶋 ・ 遠 藤 ⑥－３ 近 藤 ・ 冨 井

友 滝 ・ 田 中 ⑥－２ 佐 藤 ・ 徳 田

後 藤 ・ 田 中 ⑥－４ 田 端 ・ 陶 山

西 賀 ・ 植 野 ３－⑥ 冨 井 ・ 栗 岡
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【報 告】

１. 京都北医師会との懇談会・保険懇談の

状況

２. 第６回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. 労災診療費算定実務研修の状況

４. 国保合審の状況

５. 基金合審の状況

６. 新規個別指導の状況

７. 自主指導 (集団) の状況

８. 第14回社会保険研究委員会の状況

９. 10月度基金幹事会の状況

10. 新規指定前講習会の状況

11. 第16回救急委員会の状況

12. 産業医研修会の状況

13. 産業医リーダー研修会の状況

14. 第49回京都府学校保健研究大会の状況

15. 第10回消化器がん検診委員会の状況

16. 第６回がん登録事業委員会の状況

17. 介護保険主治医研修の状況

18. 第13回スポーツ医学委員会の状況

19. 府医学術講演会の状況

20. 第３回臨床検査精度管理特別委員会の

状況

21. 地区学術担当理事連絡協議会の状況

22. 第14回学術・生涯教育委員会の状況

23. 神奈川県医師会との医事紛争に関する

懇談会の状況

24. 10月度協会医賠処理室会提出件数

25. 平成17年度全国医師会勤務医部会連絡

協議会の状況

26. 医師国試問題作成講習会の状況

27. 柏樹会庭園鑑賞会の状況

28. 京都府准看護師試験委員会会議の状況

29. 第６回近医連常任委員会の状況

【議 事】

30. 会員の入会・退会４件を可決

31. 常任委員会の開催を可決

32. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

33. 新規個別指導の開催を可決

34. 第170回定時代議員会決議案を可決

35. 胃集検放射線技師との懇談会の開催を

可決

36. 第32回福知山市学校保健研究大会への

後援並びに出席を可決

37. 第15回日本乳癌検診学会への出席を

可決

38. 救急告示医療機関の指定申請を可決

39. 平成17年度スポーツドクター招聘事業

特別講師の推薦 (追加) を可決

40. 近医連医事紛争担当理事連絡協議会へ

の出席を可決

41. 第４回臨床検査精度管理特別委員会

並びに参加施設に対する講評会の開催

を可決

42. 府医学術講演会の開催を可決

43. セミナーの後援並びに日医生涯教育講

座 (３単位) の認定を可決

44. スポーツ医学講演会の開催を可決

45. 男子第56回・女子第17回全国高等学校

駅伝競走大会への協力を可決

46. 第13回京都シティハーフマラソンに係

る協力名義使用を可決

第27回定例理事会 (10.27)

理
事
会
だ
よ
り
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【報 告】

１. 平成17年11月１日現在の会員数

11月１日現在 4,240名 (＋５名)

２. 会員の逝去について

３. 第８回府医選挙管理委員会の状況

４. 第170回定時代議員ならびに第87回定

時総会の状況

５. 総務担当部会の状況

６. 京都府医師会創立58周年記念式典の

状況

７. 下京西部医師会との懇談会・保険懇談

の状況

８. 平成17年度指定更新時講習会の状況

９. 個別指導の状況

10. 11月度保険医療担当部会の状況

11. 10月度労災審査協議会の状況

12. 京都府医療保険者協議会設立総会の

状況

13. インフルエンザワクチン等確保検討会

の状況

14. 京都府感染症緊急対策チーム会議の

状況

15. 第１回学校保健委員会運動器学校検診

モデル事業小委員会の状況

16. 第８回学校検尿事業委員会の状況

17. 11月度地域医療担当部会の状況

18. 近医連介護保険担当理事連絡協議会の

状況

19. アスベスト関連疾患研修会の状況

20. 府医学術講演会の状況

21. 第58回日本医師会設立記念医学大会の

状況

22. 日医 医療に伴い発生する障害補償制

度検討委員会の状況

【議 事】

23. 会員の入会・異動・退会15件を可決

24. 常任委員会の開催を可決

25. 大ホール棟屋上防水工事の発注を可決

26. 京都府医師会共済部会費の支払猶予を

可決

27. 総務担当部会の日程変更を可決

28. 京都府公安委員会委員の推薦を可決

29. 府医基幹業務コンピューターシステム

のレベルアップ変更を可決

30. 情報企画委員会の日程変更を可決

31. ｢ＩＴフェア in KYOTO｣ の開催を可決

32. 第５回近医連保険担当理事連絡協議会・

常任委員会との合同会議への出席を可決

33. 府・市民向け ｢世界最高レベルの 『日

本の医療』 を守りましょう！｣ チラシの

作成を可決

34. 平成17年度家族計画・母体保護法指導

者講習会への出席を可決

35. 第２回京都府リハビリテーション連絡

協議会の開催を可決

36. 近医連産業保健担当理事連絡協議会へ

の出席を可決

37. 第38回近畿地区医師会共同利用施設連

絡協議会への出席を可決

38. ｢医師の心得７カ条｣ の会員への配布

を可決

39. 府医学術講演会の開催を可決

40. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

41. 第24回全国都道府県対抗女子駅伝競走

大会への協力を可決

42. 都道府県医師会 社会保険担当理事連

絡協議会への出席を可決

43. 都道府県医師会 感染症危機管理対策

協議会への出席を可決

第28回定例理事会 (11.７)
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【報 告】

１. 相楽医師会との懇談会・保険懇談の

状況

２. 京都府・京都市域におけるＶＲＥの

保菌状況に関する疫学調査の調査結果

の状況

３. 第14回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

４. レセプト出張受付の状況

５. 京都府介護保険審査会の状況

６. 第10回乳幼児保健委員会の状況

７. 第６回産業医部会正副幹事長会の状況

８. 第10回脳卒中登録事業委員会の状況

９. 第11回乳がん検診委員会の状況

10. 第32回くらしと健康展第４回実行委員

会の状況

11. 第11回生涯教育検討小委員会の状況

12. 都道府県医師会社会保険担当理事連絡

協議会の状況

13. 日医感染症危機管理対策協議会の状況

14. 京都府医療推進協議会第５回代表者会

議の状況

【議 事】

15. 常任委員会の開催を可決

16. 京都府医師会諸会費の免除を可決

17. 平成17年度地区選挙管理事務費交付金

の支払いを可決

18. 預金口座振替による代金 (諸会費等)

回収事務委託契約の締結を可決

19. 京都府医師会理事・監事旅費規程の改

正を可決

20. 北部新規個別指導の開催を可決

21. 北部指定更新時講習会の開催を可決

22. 第15回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

23. 盲・聾・養護学校における医療的ケア

実施体制整備事業運営協議会委員の推薦

を可決

24. 産業医リーダー研修会開催日の変更を

可決

25. 第７回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

26. ｢第31回京都医学会集録｣の作成を可決

27. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

第29回定例理事会 (11.10)

理
事
会
だ
よ
り

～ 12月度請求書 (11月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (土) 午後５時まで

＊医保分点検＝８日

△

国保 10日 (土) 午後５時まで

＊国保分点検＝８日

△

労災 12日 (月) 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｡




