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山脇東門 (1732－1782)
享保17年 (1732) 山脇東洋 (尚徳) の次男に生まれた｡

(生年に異説あり｡) 幼名を阿藤, 名を玄侃, 字を仲陶, 東
門と号しのち玄陶と改めた｡ また道作とも称した｡ 父東洋
の命で越前武生の奥村良竹の許へ吐方を学ぶ｡ 宝暦12年
(1762) 家督をつぐ｡ 明和３年 (1766) 法眼に叙す｡ 明和８
年 (1771) 六角獄舎において女性の刑屍体を解剖し ｢玉砕
臓図｣ を著した｡ 後さらに男女二人の刑屍体を解剖｡ 父東
洋の著 『医則』 則之一にあるように汗・吐・下の古医法を
受け継ぎ発展させた｡ また梅毒の名医である｡ 三稜鍼を用
い�血を取る刺絡の方, 石薬投与により毒気を吸収する方
を広め, ｢�血論｣ を著した｡ 刺絡の方は吉雄耕牛より学ぶ｡
漢蘭折衷派である｡ 天明２年 (1782) 没した｡ 享年51｡ (享
年47才ともいわれる｡) (竹岡友仙 『医家人名辞書』, 『京都
の医学史』 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

｢機能性胃十二指腸障害
＜Functional dyspepsia

(ＦＤ)＞について｣

京都消化器医会副会長, 小川医院

小川 欽治 先生



1

理
事
解
説

昨年の４月の法施行からこの３月で一年が過

ぎた｡ 法施行後まもなく起きたＪＲ福知山線の

惨事の際に, 負傷者収容先の一部の病院が個人

情報保護法を理由に被災者の氏名などの情報提

供を拒否し, マスコミなどから強い非難を浴び

せられるという事態が発生したことをご記憶の

会員諸氏も多いと思う｡ 法律の名称が直截すぎ

たのか, 個人情報の保護, 非開示という面に過

剰に反応してしまった結果であった｡ このため

に急遽, 厚生労働省は医療機関などの個人情報

保護法の解釈Ｑ＆Ａに災害時などの対応につい

て追加した｡

今この一年を振り返り, 本法律についてあら

ためて確認すべき点はＪＲ事故時の混乱に象徴

される, いわゆる ｢個人情報の第三者への提供｣

の解釈と考えられるので, 本稿ではその概説を

したい｡

法23条に ｢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してはならない｣ と

ある｡ 法文では本人以外はすべて第三者であり,

家族だからといっても本人の同意なしに個人情

報は提供できないことになっている｡ この法を

見た時に, まず家族であっても第三者という点

に違和感を覚えた会員も多かったと思う｡ 同時

にこれほどに個人情報の保護は厳密にしなけれ

ばならないのかとあらためて保護法の規定の厳

しさに驚いた向きもあったかもしれない｡ しか

し, その中にあっても次の要件のいずれかがみ

たされれば診療情報などでも外部提供すること

は適法とされている｡

つまり

○情報を匿名化すること

○同意原則から本人の同意を得ること

○法に定める４つの例外事由やその他の規定で

第三者提供を行うこと

前２者については十分に理解されていると思

う｡ しかし誤解されやすいのが３つ目にある例

外事由である｡ そこでこの項目に的を絞って,

後日に公開された法解釈Ｑ＆Ａなども参考に見

直してみたい｡

ここにいう４つの事由のまずひとつ目が

１) ｢法に基づく場合｣

当初は, ガイドラインに示されたような従来

から報告を義務づけられていた感染症予防法な

どを想定し, 例示されており理解が容易だった｡

しかし, その後, 警察, 検察などの捜査機関か

らの照会や事情聴取への対応を巡って現場での

混乱もあり, あらためてこれらの照会なども法

令上の根拠に基づくものとして, その回答は個

人情報保護法上問題なしとした｡ しかし, ここ

が誤解される点だが, これはあくまで個人情報

保護法の上で問題が無いのであって, 場合によっ

ては当事者などから刑法上の守秘義務を理由に

訴えられる場合もあることを認識しておかなけ

ればならない｡ そのためにやはり回答について

は個々の案件の状況を把握した上で慎重に対応

しなければならないのである｡ このことは裁判

所あるいは弁護士会からの照会についても同様

である｡

２) ｢人の生命, 身体又は財産の保護のために必要

があり, 本人の同意を得ることが困難なとき｣

この項目の頭にある ｢人｣ とは患者本人だけ

でなく, 第三者である患者の家族や職場の人等

も含まれるとされている｡ このことは当初, ガ

イドラインでも明記されていなかったが, ＪＲ

事故後に追加された法解釈Ｑ＆Ａで詳細に説明

されている｡ 文字通り災害時には本人の病状も

個人情報保護法の一年

広報担当理事 中嶋 章作
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さることながら, 混乱した状況の中で情報提供

する妥当性を法的に支持した部分と解釈される｡

この解釈をもとにすれば心配する家族等が早急

に患者を探し当てる目的のために報道機関や地

方公共団体等に対しても, 医療機関が情報提供

できることになる｡ この点を当初からガイドラ

インで明確に指摘しておけばＪＲ惨事の際のい

たずらな混乱は回避できたのではないかと惜し

まれる｡

３) ｢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り, 本人の同意を

得ることが困難なとき｣

ガイドラインでは一例としてがん検診の精度

管理のために地方公共団体あるいはその委託を

受けた検診機関に対する精密検査結果の情報提

供を挙げている｡ このように地方公共団体から

の委託を受けて行われる各種の検診事業も ｢公

衆衛生の向上｣ という点と後から本人の同意を

得ることが困難な場合も想定して検診医療機関

相互あるいは地方公共団体への情報提供は可能

と解釈される｡ 受診者がその検診結果が関係機

関でどのように利用されているかにはついて未

だに理解していないことも多いと思われるが,

受診者本人への情報還元はもとより公衆衛生面

からの疾病予防という全体的アプローチも可能

にするという点では了解可能な解釈である｡ し

かし, 一部の現実には医療関係者が守秘義務を

盾に検診医療機関相互の情報提供を拒む事例が

あるやとも聴く｡ 個人情報保護法が情報の保護

とともに個人情報の利活用を目的としていると

いう原点に帰ると, 受診者に確認することなく

情報提供を拒否することは守秘義務を ｢言い訳｣

にした公的な責任の放棄のようにもとられてし

まいかねないことに留意しなければならないと

も考えられる｡

４) ｢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｣

この項目はガイドラインにある統計的な調査

への協力以外は医療においてはどういう状況か

イメージし難いものであった｡ しかし, 直近の

法解釈Ｑ＆Ａでは災害発生時等に警察が負傷者

の住所, 氏名や傷の程度等を照会する場合等公

共の安全と秩序の維持の観点から照会する場合

はこの項目を根拠に情報提供可能としている｡

以上, ｢個人情報の第三者提供 (制限)｣ の例

外事由についてガイドライン記載以外の若干の

説明を加えてみた｡ 個人情報保護法の施行にあ

たっては, 医療関係事業者は従来から守秘義務

などの諸法でその情報の取り扱いが規定されて

いるとの理由で当面は医療分野の個人情報に関

する ｢個別法｣ の制定は当面必要が無いとされ

た｡ しかし, 個人情報保護法の施行以後, 個人

情報の第三者提供で医療者が訴えられるケース

が散見されるようになってきた｡ あらためて確

認しなければならないが個人情報保護法はそれ

を犯しても, 即処罰される法律ではない｡ これ

らのケースは従来から医療者に求められている

守秘義務を犯したとして訴えられているのであ

る｡ 医療者の守秘行為に対する一般からの信頼

は, 日常の医療者の職務遂行, 履行のうえでの

前提条件である｡

個人情報保護法施行後の一年を振り返ってみ

て, 今問われているのはこれまで当り前として

きた医療者の守秘義務のあり方ではないかと考

えられる｡ 守秘義務という行為規範を犯すこと

は患者との関係性, ひいては医療の危機につな

がる行為である｡ しかし, いたずらにそれを協

調し, 乱用することもまた医療の社会的信頼性

を失いかねない｡ 個人情報保護法の運用での迷

いはまさにこれらの狭間での医療者個々の哲学

が問われていることに起因するといったら過言

であろうか｡

＜参考＞

本稿で利用した厚生労働省の個人情報保護法に関す

る ｢Ｑ＆Ａ｣ 事例集のサイトは

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/17

0325iryou-kaigoqa.pdf
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平平成成1177年年度度

京京都都府府医医師師会会産産業業医医部部会会総総会会

アアアアススススベベベベスススストトトトをををを巡巡巡巡るるるる諸諸諸諸問問問問題題題題でででで講講講講演演演演会会会会

平成17年度京都府医師会産業医部会総会が

２月25日(土), 京都府医師会館にて, 開催さ

れた｡

■産業医の資質向上目指す

冒頭, 油谷産業医部会長より ｢昨今, 石綿

による健康被害が社会問題となっている｡ こ

れからは国民一人ひとりの問題として取り組

んでいく必要があり, 全ての医師に石綿によ

る健康障害に対する理解を持っていただき,

産業医においては石綿についての専門性をま

すます高めていただきたい｡ また, ４月から

労働安全衛生法の一部を改正する法律が施行

され, 医師による長時間労働者への面接指導

をおこなうことなど, 産業医の責務はより一

層重大になる｡ 産業医部会として, 今後も関

係団体と連携の強化を図り産業医の資質向上

を目指していきたい｣ と挨拶｡

京都労働局長並びに京都労働基準連合会会

長の祝辞の後, 中野府医産業保健担当理事が

平成17年度の幹事会・委員会・研修会等の部

会活動について報告｡ 香月府医産業保健委員

会委員長からは, 答申 ｢かかりつけ医と健診

機関の連携｣ について説明した｡

■石綿関連疾患について
さらなる理解深める

特別講演では, 京都大学医学部公衆衛生学

教室の中原俊隆教授より ｢公衆衛生学からみ

たアスベストについて｣, 神戸労災病院副院

長 大西一男氏より ｢石綿関連疾患の臨床所

見｣ と題して講演がおこなわれた｡

中原教授は, 石綿の物性や用途, 石綿関連

疾患である石綿肺・中皮腫・胸膜疾患につい

て解説｡ 大西氏は, 石綿関連疾患の臨床所見

として ①胸膜プラーク, ②石綿肺, ③肺が

ん, ④円形無気肺, ⑤中皮腫, ⑥びまん性胸

膜肥厚, ⑦良性石綿胸水 (石綿胸膜炎) の診

断や治療について, 診断画像, 過去の症例を

交えて解説した｡

当日の参加者は155名に上り, 盛況のうち

に閉幕した｡
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｢肺がん検診のさらなる精度向上について｣

委�員�会�だ�よ�り�

平成16年２月23日(木) 京都府医師会館にて, 岡林理事立ち会いの下, 山�委員長より油谷

会長へ委員会答申の提出が行われた｡ 以下に提言部分を抜粋し掲載させていただく｡

※全文については京都府医師会ホームページに掲載させていただくので, ご参照いただきたい｡

また, 答申書をご希望の場合は, 京都府医師会地域医療課までご連絡いただきたい｡

＜肺がん検診委員会＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

田中 善紹 (中西) ○繁田 正子 (東山) 武田 貞夫 (乙訓)
故倉 恵 (宇治久世) ◎山� 昇 (綴喜) 下山 恵司 (福知山)
佐藤 篤彦 (中西) 岩崎 吉伸 (府医大) 船津 武志 (学識経験者)
榎堀 徹 (山科) 足立 匡司 (京大～Ｈ17.２)
花岡 伸治 (京大Ｈ17.２～)

担当副会長 上原 春男 担当理事 岡林 正純

提言１ 新たな枠組みの委員会設立を
多くの科学的根拠と, 過去20年の検診事業

の経験から, 検診でなければ, 救命できなかっ

た症例を多数発見しているとはいうものの,

検診のみでは肺がん死亡を減らせないという

ことは明らかである｡ 欧米は早くに検診から

喫煙対策などの予防へと移り, 英国, 米国な

ど着実に肺がん死亡を減らしている｡ 肺がん

検診実施だけを委員会の目的にしている限り,

実効性のある対策をたてることは難しいと思

われる｡ 厚生労働省においても, 検診をどう

位置付けるか広く保健事業全体のなかでみる

方向へと変化している｡ 限られた保健事業予

算の中で効率的に住民の命を守らねばならな

い我々は, 視野を広くもつ必要がある｡ 今こ

そ, ｢肺がん検診委員会｣ を予防医療のあり

方を広く考える ｢肺がん対策委員会｣ へと進

化させて京都の肺がん死亡を減らす必要が

ある｡

特に, こうした事業においては行政や一般

住民との連携が重要である｡ 検診受診者をど

のように確保し, どういう方策でハイリスク

群にアプローチするかは, 医師会だけでなく

広く住民の意識などに配慮した施策が必要で

ある｡ 京都市の保健所の実態調査などで, 医

師会が把握し切れていないことが多々あるこ

油谷府医会長に答申を手渡す山�委員長
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とがわかった｡ 医師会と行政が膝をつきあわ

せて話し合える, 実務者会議を構築すべきで

ある｡ まずは, 新たな枠組み作りに取り組む

べきであるということを, 答申の柱にさせて

いただく｡

提言２ １次予防を重視した検診を
2002年に, 当委員会プロジェクトとして実

施した福知山における肺がん検診に個別禁煙

支援を行う研究の結果がでた｡ 禁煙率には有

意差はでなかったが, 介入群では特に病気を

しないうちに ｢保健センターでいわれたから｣

止めた人が有意に多く, 対照群は病気をした

からやむなく止めた人が多く有用性が示され

た｡ 海外では, ＣＴと禁煙支援を同時にした

り (スウェーデン) スパイロと禁煙支援を同

時にしたり (米国, カナダ) 同時並行が主流

である｡ 喫煙者を検診に効率的に呼び込む効

果も期待できる｡

当委員会には, 京都禁煙推進研究会会員も

多く, ３年前に当委員会が作成した ｢そろそ

ろ卒煙してみませんか｣ のリーフレットも好

評で今年度増刷した｡ 今年度には９学会合同

で禁煙支援のガイドラインが発表され, 今春

には禁煙治療の保険収載が予定されるなど,

保険医療の現場での禁煙支援の意義は全国的

にも周知されつつある｡ ぜひ京都府医師会が

率先して検査と禁煙支援を合体させた事業を

検診の基本とするように提言する｡

提言３ 集団検診から個別検診へ
この３年, 宇治久世医師会や綴喜医師会が

個別検診に取り組んできた｡ 確かに新しい対

象者にアプローチできるメリットがあり発見

率も集団検診を上回る結果になりそうである｡

多くのハイリスク者は, 動脈硬化性疾患や,

ＣＯＰＤ, 胃腸疾患などで, 地域の医療機関

を受診している｡ 集団検診には足を向けなく

てもかかりつけ医を訪れることが多く, ここ

で胸部Ｘ線写真をとることは, 発見率向上に

つながると思われる｡ 医師会員のかかりつけ

医機能強化の面でもたいへん有益だと思わ

れる｡

ただ, 個別検診の結果を分析すると, 機械

の差, 読影力の差, 精密検査実施機関へのア

クセスの差など, 解決すべき問題は多いこと

がわかった｡ 医師会員の一致団結した研修な

どを積み重ねる必要がある｡ 京都市では基本

検診が個別化に向かっており, 十二分な研修

を積んだ後, 個別検診を導入すべきであると

いう結論になった｡

提言４ 胸部Ｘ線単独検診から
胸部ＣＴを付加した検診へ

ＣＴ検診については, その発見率の高さや

確定診断につながることから, 何らかの形で

導入されることは有効だと考え, メリットデ

メリットを検討した｡ その結果は, 機器や撮

像の精度管理や読影医の確保などには莫大な

予算が必要で, しかも根拠に基づく事業とは

いえない面もあり, 医師会の新規事業として

取り組むのは無理があるという結論になった｡

しかし, 現行の検診とは, 発見率, 早期率な

ど桁違いで, 救命につながるケースは確実に

存在する｡ 現存する精度の高い機器を使わず

検診することには医師としての苦悩もある｡

公的検診なら, どのように使えるのか, どう

いう対象者に行えば有効性が高いか調査を開

始するべきだと思われた｡

特に, 京都には, ＣＴ検診を実施している

健診機関が多く存在する｡ 医師会がすべてを

実施するのでなければ何らかの方策があるよ

うに思われる｡ まずＣＴの保有状況や読影医

師の配置状況など健診機関へのアンケートな

どを, 次年度のプロジェクトに挙げていくこ

とを提言する｡
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機能性胃十二指腸障害
＜Functional dyspepsia

(ＦＤ)＞について

京都消化器医会副会長, 小川医院

小川 欽治

はじめに

心窩部の痛み, 不快感 (もたれ, むかつき,

悪心など), 上腹部膨満, 食思不振など上部

消化管に由来すると考えられる症状が長期間

ありながら, その症状を説明するに足りる消

化管病変や全身疾患のないものでは, 以前よ

り消化管不定愁訴, 慢性胃炎, 神経性胃炎な

どとよばれ, 極めてあいまいに扱われること

が多かった｡ 多くは生命を脅かす疾患ではな

いが, 罹患率は高く医療費の増大や労働時間

の低下という面で社会的損失は甚大で, 世間

の関心は大いに高まっている｡ このような患

者の病態として, 消化管の器質的病変ではな

く, 機能的な異常により症状が出現している

と考えられ, 現在ではこれら疾患を機能性消

化管障害 (Functional gastrointestinal disorders:

FGIDs) と総称している｡ その中で, 特に上

部消化管に起因すると考えられる病態につい

ては, 機能性胃十二指腸障害に分類し,

Functional dyspepsia (ＦＤ) との名称を提

唱 (１) している｡

なお, 胸やけを主体とするものは食道障害

(胃食道逆流症など) に, 便通異常や下腹痛

を主体のものは腸障害 (過敏性腸症候群など)

に分類され, ＦＤとすることは適当ではない｡

ＦＤの疾患概念, 病態

ＦＤを特徴づける上腹部の不快症状に対し,

消化管の検査手段を持ち合わせていなかった

時代には, 胃弱やストレス, 過労による, 或

いは気持のせいなどとして, まともに相手に

されることなく片付けられることも多かった｡

昭和30年代になって, 消化管造影法や内視鏡

機器が開発, 導入されるようになって, 器質

的疾患への診断能力が飛躍的に向上し, 潰瘍,

癌とともに慢性胃炎の診断が多用されるよう

になった｡ しかしこの慢性胃炎と上腹部の不

快症状とが必ずしも一致しない (２) ことが,

その後の時代の推移とともに次第に証明され

るようになっている｡ 本来, 慢性胃炎は胃粘

膜の慢性的炎症を示す組織学的病名であるが,

実際の臨床現場では, 上腹部不定愁訴に対す

る保険病名として, 簡便に用いられる傾向に

ある｡ このような時代背景の中で, これら症

状の発現機序を説明する Non-ulcer dyspepsia

(ＮＵＤ) の概念が提唱されたのは, 1988年

(米国消化器病学会) (３) になってからでその

歴史は意外と浅い｡ 癌, 潰瘍など器質的疾患

とは別に, ＮＵＤを機能性消化管障害による

疾病と位置づけて以降, 消化管機能への関心

が大いに高まり, 1999年になって FGIDs の

診断基準となる RomeⅡ基準が制定されるに

至った｡ この中でＦＤとは, ｢器質的疾患が

存在しないにもかかわらず, 上腹部症状が最

近の12ヶ月のうち12週間以上 (連続的でなく

てよい) 存在する｡ 上腹部症状とは, 胸やけ,

食思不振, 上腹部痛, 上腹部不快感, 膨満感,

悪心, 嘔吐がその代表的症状である｡｣ を満

たす疾患である｡ 前述のように, ＦＤは消化

管に器質的疾患が存在しないことを前提とす

る症候群であり, その診断は基本的に除外診

断を意味している｡ なお, dyspepsia とは本

来消化不良, 消化障害のことであり, ＮＵＤ

にしてもＦＤでも適当な日本語訳はない｡

病態に関与する因子として １) 消化管運

動異常 ２) 内臓知覚過敏 ３) 炎症 ４)

専門外講座
日常診療のための



7

日
常
診
療
の
た
め
の
専
門
外
講
座
Ｑ
＆
Ａ

心理社会的要因などが考えられているが, 相

互に影響しあうことで病像をさらに複雑化さ

せているものと推測されている｡

ＦＤの分類

RomeⅡの診断基準のなかで, 自覚症状を

基準として以下の３つの type に分類される｡

１) 運動不全型

悪心, 嘔吐, 腹部膨満感, 胃もたれ, 食

思不振を訴えることが多く, 中年女性に多

く, ３つの type の中で最も頻度が高い｡

病態生理的には, 胃前庭部の運動機能低

下に関連する食物排出能の遅延, 及び胃内

容物貯留を高める近位側胃の弛緩反応の低

下の関与などが想定されているが, 詳細不

明な面もまだまだ多い｡

２) 潰瘍型

過酸が主病因と考えられており, 空腹時

や夜間に限局した痛みを訴えることが多い｡

したがって, しばしば酸分泌抑制剤が効果

的である｡ しかし, 健常者とＦＤ患者間で

ＢＡＯ (basal acid output), ＰＡＯ (peak

acid output) に有意差は示されず (４), そ

の他潰瘍型ＦＤと酸分泌亢進の因果関係を

示唆する報告もほとんどない｡

３) 非特異型

上記 type のいずれかの症状を持つが,

その内容が一貫しないことが特徴で, 心身

症など精神科領域との接点が求められるこ

との多い type である｡ 心理的要因が深く

関与し, ストレス, 不安, うつ状態が消化

管機能障害を引き起こすものと想定されて

いる｡

ＦＤの診断, 治療

診断の第一歩は器質的疾患を除外すること

である｡ 次いで, FGIDs の診断基準である

RomeⅡ分類を, 患者の症状と照らし合わせ

診断を行うが, 慢性的に上腹部症状が続くと

きにはＦＤと考えてよい｡ これら症状が機能

異常に基づくと考えられること, 命に別状な

いこと, しかし慢性的に寛解増悪を繰り返す

可能性のあることについて, よく説明するこ

とが重要である｡ 患者の納得いく説明だけで

も症状の改善をみることがあり, インフォー

ムドコンセントと治療は表裏一体のものと考

えてよい｡

概して, 運動不全型には消化管機能改善薬,

潰瘍型には酸分泌抑制薬が第一選択として用

いられることが多いが, 病態生理もはっきり

していない現状においては, その効果も限定

的である｡ 非特異型については, 心理学的側

面への考慮が重要で, 特にうつ病の鑑別診断

は時に専門医への紹介が最重要課題となる｡

ＦＤにおけるH.pilori 除菌療法については,

極めて有効であったとするものと, 効果に疑

問を呈するものの両者あり, その有用性につ

いては最近特に話題となっているが, 未だ最

終的な結論には至っていない｡ (５)

おわりに

ＦＤは消化器専門医のみならず, プライマ

リーケアに従事する医師にとって全くありふ

れた疾患であり, 生命予後に直接関係しない

までも, 生活の質には大いに影響を及ぼす｡

ＦＤやＩＢＳなど FGIDs の病態生理に関し

ては, 近年めざましい研究面の進歩がみられ,

診断や治療のガイドラインも整備されてきた

が, 実際の臨床の場では治療に難渋する例も

表１ 機能性消化管障害 (RomeⅡ基準)

Ａ. 機能性食道障害
Ｂ. 機能性胃十二指腸障害
Ｂ１. Functional dyspepsia (Non-ulcer dyspepsia)
Ｂ１ａ. 潰瘍型
Ｂ１ｂ. 運動不全型
Ｂ１ｃ. 非特異型
Ｂ２. 空気嚥下症
Ｂ３. 機能性嘔吐
Ｃ. 機能性腸障害
Ｄ. 機能性腹痛
Ｅ. 機能性胆道疾患
Ｆ. 機能性直腸肛門障害
Ｇ. 小児消化管機能障害
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多い｡ ストレス社会を迎え, 今後機能異常症

の増加が予測される中で, 更なる病態の解明

が待たれるとともに, 我々臨床医は患者の訴

えをよく聞くという FGIDs の治療に当たっ

て最も重要な基本姿勢を再確認し, 日々の診

療に当たることが要求されている｡

文 献

(１)DrossmanDA：The functional gastrointestinal

disorders and the Rome Ⅱprocess. Gut 45
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平成17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,

５月末までに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｡)

●● ｢京大病院臨床懇話会｣ の開催について (ご案内) ●●

１. 日 時 ３月19日(日) 15：00～

２. 場 所 芝蘭会館 (稲盛ホール)

３. 内 容 ○京大病院報告 ｢京大病院の現状と今後の展望｣ (仮題)

内山 卓 (京都大学医学部附属病院長)

○ディスカッション ｢逆紹介へつながる医療を考える｣ (仮題)

－神経疾患と呼吸器疾患を対象として－

司会：坂口 佳司 (坂口循環器内科医院長)

司会：横出 正之 (京都大学医学部附属病院探索医療センター教授)

連絡先：京大病院地域連携室 (太田・池本)

TEL 075－751－3110 FAX 075－751－3115

E-mail fusen@kuhp.kyoto-u.ac.jp
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関西医科大学附属洛西ニュータウン病院は,

本年４月から関西医科大学附属ではなくなる｡

大学附属病院から個人病院に移行することに

なったからである｡ 院内では, これに向けて

の会議が頻回に開催されている｡ そこでまず

問題になるのは, 今後の医師の確保について

である｡ ご存じのように, 地方での勤務医不

足は深刻である｡ もちろんこれと比べれば,

京都市内にある病院は恵まれた方だろう｡ し

かし, 産科・小児科・麻酔科といった科での

医師不足は深刻である｡ これらの科では, 大

学の医局への入局者が激減しており, 解決は

困難である｡ これに, 大学病院での研修希望

者の減少が拍車をかけている｡ 多くの診療科

の教授たちは, 自分の科の医局員確保にやっ

きである｡

最近の若い医師や研修医の大学病院離れは

深刻である｡ 多くの若い医師たちが, 大学の

医局人事から離れて行っている｡ 個人病院が

医師を確保するためには, 以前のような大学

の医局との連携が重要ではなく, 自分たちの

病院がいかに働きやすく魅力的な職場である

かがポイントとなってきたようだ｡ 多くの勤

務医が大学の医局人事に縛られている今まで

の制度は, 確かに多くの問題を抱えてきた｡

しかし, 若い多くの医師が大学の医局人事か

ら離れて行った後に, これに変わる受け皿が

あるのだろうか｡ 初期研修を終えた研修医た

ちは, 大学病院での後期研修を目指すように

なるのであろうか｡ 若い医師たちも自分たち

の将来が見えず不安だが, 医師確保に追われ

る病院側の悩みも深い｡

大学病院を眺めていて気になる点は, 新し

い研修制度に対する不満が指導医たちの間で

強いことだ｡ この制度は, 指導医クラスの医

師たちの負担をどんどん増やしている｡ しか

し, その労力に対する経済的・時間的保障が

まったくない｡ 客観的評価を獲得するために

は, 研究業績を積み上げるほうが効率的であ

る｡ その上, 今後の展開が不透明なために,

彼らの苦労が報われるのかどうかは疑問であ

る｡ 自分の仕事を助けてくれる後継者は, い

つまで待ってもなかなか育ってはこない｡ そ

の上に, 若い医師たちの大学病院離れである｡

自分の専門領域の学問的進歩の速さについて

いこうとするだけでも大変であったのに, こ

れに加えて急テンポで変化する医療情勢に振

り回されて, すっかり自信を失っているよう

にも見える｡ そんな大学附属病院の厳しい状

況下で, われわれの病院は個人病院へと移行

していくことになる｡

しかし, 当初予測されていたより多くの医

師が残られることになり, 新病院でも何とか

現在の診療科を全て引き継ぐこととなった｡

これも, 若い医師の大学病院離れのお陰だろ

うか｡ 現在, 当院に入院しておられる方や通

院していただいている患者さんたちには, 様々

なご心配とご迷惑をおかけした｡ 全ての診療

科で, 継続の目処が立ったことにほっとして

はいるが, まだまだこれから多くの問題が生

まれてくることだろう｡ 質の高い医療を安定

して提供することは, 全ての病院の勤めでは

あるが, 地域の方々に安心していただける医

療を安定して提供するためには, 若い勤務医

の安定した確保が重要な課題である｡ 今まで

のように, その役割を大学の医局が背負うの

か, それとも市場原理にゆだねるのか｡ これ

からの大きな課題であると思う｡

大 き な 課 題
関西医科大学附属洛西ニュータウン病院循環器科 高山 康夫
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30才のとき海軍大尉水雷艇長として日本海

海戦に参加し, 東郷大将から感状まで授けら

れた水野広徳は, 明治44年, 右海戦を活写し

た 『此一戰』 を書き, 陸軍の櫻井忠温著 『肉

戰』 とならぶ大ベストセラーとなった｡ しか

るに彼はその印税を旅費として大正５年, 第

一次大戦中のヨーロッパを視察し, ついで大

正８年, 戦后の惨憺たるヨーロッパを再視察

し, 戦争の害悪と, 特にかつて軍国主義国家

にして敗戦国になったドイツの悲惨な姿をま

のあたりに見, 日本の未来に思いをいたして

慄然とした｡ かくて彼は熱烈な不戦論者, 平

和論者となり, 大正10年46才のとき, ついに

海軍の現役を退き, 民間にあって右の思想に

もとづく行動や著述に身を挺したが, 彼の行

爲はことごとく弾圧され, 著書のほとんどは

発売禁止となった｡ 昭和12年, ときの海軍大

将永野修身に 『海軍の自主的態度を望む』 と

題する公開状を発表したが同時に, 万一のテ

ロにそなえてであろうか, ひそかに遺言状を

したためた｡ ｢－陳れば小生此度人生の召集

を解除せられ, 元体に復帰のため, 本日永遠

の旅に上ることと相成候｡ 自由と良心とを喪

失したる人間界に何の未練を無之, 七生は愚

か二度と生れてこようなどとは夢更思い申さ

ず, 之が永劫の訣れと思えば誠に御名残惜し

き極みに御座候｣ 七生云々はもとより ｢七生

報国｣ を皮肉ったものである｡ －当時名古屋

にあって反戦の論陣を張っていた桐生悠々は

二歳年上であったが, やがて悠々も書く遺言

状と符節を合するものがある｡ しかし, 日本

はこの年の日中事変から太平洋戦争にのめり

こんでゆき, 彼はなお生きてその末路まで見

なければならなかった｡

昭和20年４月, 70才の彼は, 愛媛県越智郡

津倉村に疎開して, 農耕生活にはいった｡ 彼

の東京三軒茶屋の家は空襲で燒かれ, その著

書や寄稿文の切抜きなどはすべて焼失したの

に, 日本の上空を飛ぶ米機からは, かつて彼

が ｢中央公論｣ に発表した平和論の抜粋がビ

ラとなって撒かれた｡

日本は水野の予言通りに潰滅した｡ 明治の

軍人魂によって愛国的平和論を説いた彼は,

自分の予言の的中したことに快哉をさけぶこ

となく, おそらく衝哭したことと思われる｡

敗戦直後の10月18日, 彼は腸閉塞を起し, 今

治市の病院に運ばれたが同日死去した｡ 水野

は知らなかったが, 彼が 『此の一戰』 を書い

た年に生れたただ一人の息子光徳は終戦前日

の８月14日, フィリピンで戦死していた｡

70才にして死去した水野広徳氏については

人間臨終図巻Ⅱから全部借用した｡ 著者山田

風太郎氏は大正11年生れで私と同年令で昨年

死去された｡ 昭和25年東京医専卒の文士で戦

後よく売れた最も息の長い小説家である｡ 彼

の ｢戰中派虫けら日記｣ は貴重である｡ 私も

昭和17年から昭和19年３月までの ｢修業記録｣

を軍学校のなかで検閲を受けながら書いたも

のを残しているが, 同じ東京で過した青春が

自由と統制の問題から発してこうもちがうも

のかとあらためて山田氏の卓見に脱帽した｡

私は戦后の作家として彼は三島由紀夫や遠藤

周作より人間として好きだしすぐれていると

思う｡

附

山田風太郎氏は豊岡中学校で故杉立義一先

生と同級生であった｡

(宇治久世医報第50号を一部修正のうえ転載)

�����
���	


左 京 小柳津 隆
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立春を過ぎたある休日に奈良の明日香村を

訪れた｡ 万葉学者・犬養孝先生を記念する犬

養万葉記念館は明日香村にあって, その建物

は, １民家を買い取り, 改築したものである｡

民家の雰囲気をそのまま残して, 和風の木作

りを生かした建物であり, 土蔵もホールに見

立て, 中には大きなビデオの画面が壁にしつ

らえられ, 犬養先生の万葉の旅の当時の様子

が放映されていた｡ 犬養節と言われた名調子

のあの万葉歌を抑揚を付けて歌われる懐かし

いお声が, 館内にこだましていた｡

先生は平成10年にご逝去になったが, 現役

の阪大文学部教授時代は言うまでもなく, 戦

前の旧制中学校の教員時代から, 学生を引率

して, 全国の万葉集のゆかりの地をくまなく

訪れて, その土地で詠まれた歌を朗詠され,

作者の心情に思いを馳せる旅を続けられたの

であった｡ この明日香村に多くの蔵書, 膨大

な万葉集の資料, 揮毫色紙など生前から寄贈

を約束されて, 今日の記念館が誕生したので

あった｡ 先生はお若い頃はかなりなヘビース

モーカーであった様子で, 好みのタバコは昭

和20年代頃, ｢光｣ という名のタバコがあり,

そのタバコばかり喫煙されて, 空き箱をうま

くカードに仕立てて, そこに万葉百人一首を

ご自分で書かれて, 正月に先生宅に来宅する

学生達と遊ばれた様子で, 当時のその万葉百

人一首の几帳面な字の札が展示されていた｡

静かな雰囲気の館内に, 犬養節の名調子が流

れ, あちこちに展示された万葉の旅の様子の

写真や, 原稿を見ながらご生涯を通じて, 万

葉集のご研究をされて, 全国各地に散らばる

万葉集の歌われたゆかりの地をすべて隈なく

廻られたことに敬服した｡

この度の犬養万葉記念館の訪問は, 私にとっ

ては一つの目的もあったのである｡ それは犬

養先生への年賀状という年賀状コンクールが

明日香村の一つのイベントとして毎年行われ

ており, この度初めて私も昨年末に応募して

おいたところ, １月の某日, 明日香村の記念

館から, 分厚い封筒が届き, 年賀状コンクー

ル入選の賞品の記念品が入れてあった｡ 多趣

味ながら, あまりその方面で賞を貰った記憶

は多くなく, この入賞の報告はちょっと嬉し

く思ったものである｡

会場の一階奥の廊下の壁に, 件のコンクー

ルの作品の十数点が展示されて, そこに私の

作品も見つけることが出来た｡

犬の絵と短歌と合わせた１枚の年賀状であ

るが, ｢降る雪の都の姿古
いにしへ

も今も変わらぬこ

の景色かな｣ という平凡な歌である｡ 千年以

上も前に清少納言や紫式部が見て書いている

平安の京の都の当時の東山の夜明け, 雪の山

川の風情など, 京都に住む者にして初めて分

かるこの都の姿であり, 千年前と同じ景色を

今のわれわれも共有しているという想いであっ

た｡

明日香村の犬養万葉記念館を出ると, 風は

冷たく時折白いものがちらつき始めた｡

暖かな春の日にこの犬養万葉記念館から歩

いて岡寺, 橘寺, 甘樫ノ丘, 石舞台古墳など

あちこち散策すれば, 万葉人の歌声も聞こえ

ようかという雰囲気である｡

������
��	
����

右 京 小松 建次
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Ε

独り言 その１
ある日, 健康診断で高血圧を指摘され

た60歳の男性患者が, 妻を同伴で, 某病

院の循環器科を受診した (病院の２階の

診察室まで自力歩行)｡

ＥＣＧ, 心エコー等から ｢心臓カテー

テル検査が必要｣ とＮ医師から説明を受

け, 入院することになった｡ 入院申し込

み窓口と入院病棟へ, その患者夫妻を案

内する際, その男性患者の歩くのが極め

て遅いので, 看護婦が親切心から車椅子

を用意して, 病棟まで連れていった｡

その入院日の夜, その患者がシャワー

使用中に意識不明で倒れているところを

見回りの看護婦が発見した｡ すぐに医師

を呼ぶとともに救急蘇生を試みたが, 意

識は回復せず, 永眠となる｡

遺族から, 弁護士を通じて, 以下のよ

うなクレームがあった｡

｢重病なのに観察者なしで一人でのシャ

ワーを許可したことは医師のミスだ｣

｢『重病だ』 との判断の根拠は, 入院申し

込みの窓口や入院病棟へ移動するのにす

ら自力で歩行できず車椅子が必要なほど

に全身状態が悪く重病であったと医師や

看護婦が判断していた事による｣ との

こと｡

親切心も考えものだ｡

独り言 その２
20年以上も前のこと, 70歳代の男性が

｢半年前から血尿が続いている｣ との訴

えで某病院の泌尿器科を受診した｡

内視鏡検査の結果, Ａ医師から ｢膀胱

腫瘍｣ の診断を受けた (家族には膀胱癌

を告知)｡ ４日後に入院のうえ, ６日後

に, 内視鏡手術を受けた (腰椎麻酔, 約

20分の手術)｡ 癌はうまく切除されたが,

手術の４日後から血清ＧＯＴ, ＧＰＴ,

ビリルビン, γ－ＧＴＰ値が急上昇し２－

３週間高値が持続した後下がり始めたが,

結局正常よりやや高値で安定した｡

その患者は, 主治医のＡ医師に, ｢手

術で肝炎をうつされて入院が大変ながく

なって費用がかさむ｣ とクレームを数日

間つけ続けていた｡ その後クレームは突

然なくなったが, 癌保険の診断書用紙を

Ａ医師に持ってきた｡ その患者が言うに

は ｢初診の日の帰りに, 親戚がやってい

る保険会社の癌保険に入ったので, もし

癌だったら癌保険の診断書を書いてほし

い｡ 『発病日を入院日にしておけば保険

金がでる』 と保険屋が言っているのでそ

のように書いておいてほしい｣ とのこと｡

Ａ医師は希望通りに癌保険の診断書を書

いた｡ 果たして保険金がでたか否かは知

らない｡ が, 後日, その患者が, ｢『Ａ医

師が診断書に虚偽の記載をした』 ことを

知っているよ｣ とＡ医師をゆすりに来て

いた｡

くわばらくわばら｡

◆

他
山
の
石

｢かつての研修
医｣ の独り言
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適 正 使 用

最近, 薬剤の副作用が報告されるたびに添

付文書が書き換えられ製薬会社から ｢使用上

の注意, 改訂版｣ が送られてくることが増え

ている｡ 薬を処方する際の注意を惹起するた

めであろうが, 医師が患者にすべての副作用

情報を伝えることは実際の診療の場では難し

い｡ 院内処方では薬剤情報として処方した薬

の適応症や副作用を記載した紙を患者に手渡

してはいるが, 紙面の都合ですべては記載で

きない｡ 院外調剤薬局では薬剤師から細かく

説明されるが, ある患者さんによれば ｢いつ

も同じことを聞かされるので聞くこと自体が

邪魔くさくなる｣ そうである｡

薬剤の副作用には, それを処方する段階で

適応範囲であり妥当な処方であったが投与後

に報告されたことのない予想外の副作用が出

現する場合, 同じく妥当な処方であったが予

め報告されている副作用が出現する場合, 不

当な処方のために何らかの副作用が出る場合

がある｡ 前者をもとに ｢使用上の注意, 改訂

版｣ が作成される｡ 後２者で重篤な場合は,

インフォームド・コンセントがあったか否か

を含めて処方した医師の責任が追及される｡

結果として副作用が出なかったために処方し

た者がそれと気づかないでいる３番目の不適

切 (あるいは不当な) 処方をしばしばみかけ

る｡ 小児科領域に限って話をすると, テオフィ

リン, ツロブテロール, 塩酸シプロヘプタジ

ン, 塩酸ロペラミドで目立つ｡ 小児気管支喘

息治療・管理ガイドラインが改訂されてテオ

フィリンは喘息患児の乳幼児で使用されるこ

とが減少するであろうが, 喘息以外の病態

(例えば, 上気道炎, 後鼻漏による喘鳴) に

対して不要に投与されることがある｡ ツロブ

テロールの貼付薬は, ｢手軽な｣ ｢咳止めの薬｣

と思い込んでいる患者さんの多さに驚かされ,

時には ｢知人からもらった｣ と言う患者さん

には戸惑いすら感じる｡ 塩酸シプロヘプタジ

ンは感冒や鼻炎で広く使用される抗ヒスタミ

ン薬であるが, 喘息では気道分泌物の粘度を

上昇して喘息を悪化させる可能性があるため

喘息発作時は禁忌あるいは喘息既往では慎重

投与になっているにもかかわらず, 喘息患者

に安易に使用されることがある｡ 塩酸ロペラ

ミドは２歳未満では原則禁忌であるが, 乳児

で処方されることがまれにある｡ これらは添

付文書をよく読めば避けることができる｡

｢適正使用｣ という言葉は, 副作用とは別

の視座でも用いられているが, その代表は抗

菌薬である｡ 市中感染症の起炎菌の耐性化が

注目されて久しいが, 学会や研究会でも耐性

菌に対する対策のひとつとして抗菌薬の適正

使用に関するシンポジウムや講演が開催され

ている｡ 感染症で抗菌薬を処方する際に, 添

付文書に記載されている範囲の適応症や対象

菌種に従って処方し, たしかに ｢妥当な処方｣

であったとしても, それは ｢適正な処方｣ で

はないということである｡ つまり添付文書通

りの使い方であっても, 適正ではないことに

なる｡ ここでいう ｢適正｣ とは, 如何なる判

断基準が設定されるのかは難しいが, 少なく

とも明らかなウィルス感染症の場合には抗菌

薬は処方しないことを遵守する必要があろう｡

筆者が研修医であったときには指導医や上

級医師から薬剤処方の際の ｢適正な使用｣ に

ついて適応症はもとより薬剤の体内動態や副

作用について耳にタコが出来るほど聞かされ

て指導されてきたし, その後指導する立場に

なったときには口が酸っぱくなるほど言い続

けてきた｡ 研修医や若い医師に対しての卒後

教育が今どのようになっているのか分からな

いが, 若い医師たちは ｢門前の小僧｣ であり

｢熱い鉄｣ であり, 経を唱えて鉄を鍛える側

の者は常に正しい経を読み真っ直ぐに打つこ

とを肝に銘じなければならない｡

(情報企画委員会委員・西陣 禹 満)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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医中誌WEBを利用した文献・ガイドライン検索

＝もうなさいましたか？＝

府医図書室ではインターネットを用いて医学中央雑誌にある文献やガイドラインを検索でき

ます｡ すでに習熟されておられる先生方も多いと思いますが, まだためらっておられる先生方

にその便利さを是非味わっていただきたくご案内いたします｡

≪操作方法≫

以下に示す操作方法は, 府医図書室のパソコンを利用した場合のものです｡

① 画面上にあるアイコンの 医学中央雑誌 をダブルクリックします｡

② 医中誌 WEB版 法人向けサービス からログインします｡

③ 医中誌Web 版 Ver４ からログインします｡

④ 医中誌WEB 版 Ver. 4 のログイン画面が出ますのでユーザーＩＤ, パスワードを入力し,

再び ログイン します｡ (ＩＤ, パスワードについては図書室担当者にご確認ください)
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⑤ 以下の画面にから, BASIC MODE をクリックします｡

⑥ 検索画面が出てきます｡

たとえば最近の高血圧のガイドラインを見たい場合, 検索語 ｢ 高血圧 ｣ と入れ, 収

載誌発行年 に 例えば ｢1995年～2006年｣ を, 研究デザイン に ｢診療ガイドライン｣ を

チェックして検索をクリックすると約10件の論文が出てきます｡

他にもたとえば, アマンタジン耐性のインフルエンザの論文を検索したい場合, 新たな

検索 をクリックした上で検索語に ｢インフルエンザ アマンタジン耐性｣ と入れて発行

年は特定せずに 検索 をかけると, 20件の論文が出てきます｡ また, Abstract のあるも

のについては, この部分の番号 をクリックすると表示されます｡
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また ｢リンチ症候群｣ という聞きなれない病名について, どんな疾患なのか知りたい場合

は, 単純に ｢リンチ症候群｣ で検索すると, 363件も出てきます｡ そこで, 総説 にチェッ

クをいれて 再検索 すると５件まで絞ることができます｡ ここで ｢遺伝性非ポリポーシス

大腸癌｣ のことだとわかり, その概要も分かります｡ もっと詳細に知ろうとすると, その

５件を日医文献複写サービスへ頼めばよいわけです｡

※図書室の担当者がご希望をお聞きして操作することもできますので, 是非ご利用ください｡

京医選管発第45号

平成18年３月15日

北地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 福田 濶

京都府医師会予備代議員の補欠選挙について (予告)

北地区におかれまして辞任の申し出がありましたので標記選挙を下記のとおり実施します｡

当該地区の選挙人におかれましては自ら立候補あるいは適切な候補者を推薦していただきます

ようお知らせします｡

記

＜告 示 日＞ 平成18年４月４日(火)

＜立候補締切日＞ ４月６日(木) 午後４時

＜投 票 日 時＞ ４月17日(月) 午後２時～５時

＜投 票 場 所＞ 北区紫竹北栗栖町８ メゾン上野302号室 北医師会

＜定 数＞ 予備代議員；１名
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① ｢ＩＣＦ：国際生活機能分類－国際障害分類改定版－｣ (中央法規, 2002, 3,675円)

② ｢介護保険サービスとリハビリテーション｣ 大川弥生 (中央法規, 2004, 1,890円)

③ ｢高齢社会に求められるケアマネジメントサービス｣
篠田 道子 (医学書院, 2003, 2,730円)

④ ｢ＭＤＳ－ＨＣ2.0 在宅ケアアセスメントマニュアル｣
編著 池上直己 他 (医学書院, 2004, 3,150円)

⑤ ｢新しい介護｣ 監修 大田仁史 他 (講談社, 2003, 3,990円)

①ＩＣＦ：国際生活機能分類－国際障害分類改定版－

②介護保険サービスとリハビリテーション

2001年のＷＨＯ総会で ｢国際生活機能分類 (ICF:International Classification of Functioning, Disability

and Health)｣ が採択されました｡ この考え方は介護保険制度において, ケアマネジメントやリハビ

リテーションに導入され, 今回の５年目の改定においては, 主治医意見書にもこの考え方が取り入

れられています｡ 今後高齢者・障害者の医療やケアの実践において, 医師が必ず理解すべき概念で

す｡ 上記二冊では, ICF についてわかりやすく解説されています｡

③高齢社会に求められるケアマネジメントサービス

本書は, 高齢化社会において求められる地域におけるケアマネジメントの視点にたったサービス提

供および多職種におけるネットワーク形成について, 在宅医療, 退院時連携, 痴呆高齢者のマネジ

メント, 終末期ケア等の分野において具体的な方法論が述べられています｡ 主治医機能や病院機能

の向上に役立つ一冊です｡

④ＭＤＳ－ＨＣ2.0 在宅ケア アセスメント マニュアル

ＭＤＳ－ＨＣ：Minimum Data Set-Home Care は, 在宅において高齢者の機能やＱＯＬの改善に置

いたサービス体制を確立するために開発されたケアプラン方式です｡ 日本において, 介護支援専門

員がアセスメントやケアプラン作成にこの方式を最も多く採用しています｡ 医師がＭＤＳにつき理

解することは, 介護支援専門員との連携において有用と考えます｡

⑤新しい介護

本書は, 介護に関する技術や考え方をやさしく解説したものです｡ 介護面からの障害の理解に有

用であるだけでなく, 患者さんや家族からの介護に関するアドバイスにも役立つ一冊です｡

(府医介護保険担当理事 北川 靖)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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医療界を巡る動き

平成17 (2005) 年12月～平成18 (2006) 年２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

12. １ 医療制度改革大綱を決定－政府・与党

12. ２ ｢医療提供体制に関する意見｣ まとめる－社
会保障審議会

12. ３ ｢国民皆保険制度を守る国民集会｣ 開催－国
民医療推進会議

12. ７ 2006年介護報酬改定に対する意見書－日医 12. ７ 診療報酬本体３%上げ要求－日医が要望書 12. ６ 2006年度予算編成の基本方針決定－臨時閣議

12. ９ 小児救急医療圏のうち, 小児２次救急体制,
整備は６割未満－厚労省調査 12. ８ 11年度までにレセプト完全オンライン化－政府

12. 13 ｢京都府糖尿病対策推進事業委員会｣ 設置 12. 10 ｢これからの日本の医療を考える集い｣ －京
都府医療推進協議会

12. 13 介護療養型の転換を促進－厚労省が次期介護
報酬改定案 12. 18 次期改定3.16%引き下げで決着 12. 15 2006年度税制改正大綱を了承－自民・公明

12. 20 厚労省予算案の当初額は20兆9417億円－

12. 21 ｢療養病床の将来像について｣ 発表－厚労省 12. 26 自治体病院経営, 厳しさ増す－赤字割合が過
去２番目

12. 26 介護療養廃止は一方的と反論－日医 12. 27 ｢生涯を通じた医療と保健と福祉－改革と推
進のヴィジョン｣ －日医公表

１. 11 厚労省, 06年度診療報酬改定の骨子提示－中
医協・小委員会 １. 12 行政処分受けた看護師にも再教育－厚労省

１. 16 唐澤東京都医師会長が日医会長選挙に出馬表明

１. 21 新型インフルエンザ対策研修会－府医 １. 20 日医会長選挙で植松現会長を推薦－近医連

１. 26 介護報酬改定を諮問－厚労省 １. 21 医療安全講演会－府医

１. 26 参酌標準は09年度に見直し－厚労省 １. 24 1,764万人の署名を国会に提出－国民医療推
進協議会

２. １ ｢介護保険移行準備病棟｣ を創設－厚労省が
方針

２. ３ 医療機関に対する領収書発行の義務化につい
て, 意見対立－中医協

２. ７ 介護療養型病床の廃止に反論－日医・四病協 ２. ３ 診療報酬改定骨子に対するパブコメが4000件 ２. 18 森次期執行部の陣容決定－府医臨時代議員会

２. 22 小規模老健を新設－厚労省が介護保険関係法
令の概要まとめる

２. 15 06診療報酬改定の主要項目の点数案を提示－
中医協総会 年金未納医師は保険医更新認めない改正案－社保庁

２. 23 療養病床から介護施設へ転換する際の ｢経過
型施設｣ を了承－社会保障審議会 ２. 25 医療安全シンポジウム－府医
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第第 2266 回回 ボボボボボボ ウウウウウウ リリリリリリ ンンンンンン ググググググ 大大 会会

伏見・宇治久世チームが優勝
２月19日(日), 北区のしょうざんボウルで第26回府医地区対抗ボウリング大会が開催された｡

府医の藤村理事の挨拶のあと, ６地区より29名が参加し, 熱戦が繰り広げられた｡

団体戦は, 伏見・宇治久世チ－ムが総得点2864点で優勝, 個人戦は, Ａクラスでは, 矢田博之氏

(宇治久世) が612点で, Ｂクラスは, 山本弘之氏

(伏見)が599点で,それぞれ優勝された｡

競技終了後は, 早川征生氏の司会のもと, 表彰

式および懇親会が開催された｡

入賞者に賞品が授与され, 中華料理を賞味しつ

つお互いの健闘をたたえ合い, 和やかな雰囲気の

うちに終了した｡

準備当初よりお世話をいただいた早川征生先生,

矢田博之先生にお礼申し上げます｡

(競技結果は次の通り)

【団体戦】
優 勝＝伏見・宇治久世 2864点

(矢田博之, 山本弘之, 山田秀一,
太田家壽夫, 丹羽清子)

準優勝＝西陣 2528点
(名取トシ子, 名取至誠, 鳥居久栄,
大久保妙子, 山下亜希子)

３ 位＝中東・左京・西京 2528点
(早川征生, 藤原正隆, 森田好信,
中島正之, 森田敦子)

【個人戦】
○Ａクラス (同好会)
優 勝＝矢田 博之 (宇久) 612点
準優勝＝早川 征生 (中東) 569点
３ 位＝名取トシ子 (西陣) 568点
○Ｂクラス
優 勝＝山本 弘之 (伏見) 599点
準優勝＝山田 秀一 (伏見) 579点
３ 位＝丹羽 清子 (伏見) 524点

(以上敬称略)

寒さもピークを過ぎた平成17年２月19日, しょ

うざんボウルにて第26回の京都府医師会ボウリ

ング大会が行われました｡ 今回の参加人数は昨

年の大会より少なかったけれども, 従業員の方々

の参加が多数あったためか昨年より大きな歓声

が飛び交っているように思えました｡ 今回, 私

は伏見・宇治久世合同チームの一員として参加

しました｡ 昨年も左京・伏見合同チームの一員

として参加し, 団体戦の優勝を勝ち取っていた

ので, 今年も何とか連覇をしたいという気持ち

で気合十分な状態で試合に挑みました｡ レーン

コンディションとしては適度なフッキングがあ
団団体体戦戦
優優 勝勝

伏 見 �� ��

団体優勝の伏見・宇治久世チーム
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り, 気持ち良くボールが曲がってくれて, 自分

なりに感じ良く投げられたのではと思います｡

チーム優勝に貢献できたことが何より嬉しく,

また楽しい時間を過ごす事が出来ました｡ お世

話をしていただいた先生方や事務局の方に感謝

いたします｡

今年も例年のように府医懇親ボウリング大会

が医師, 家族と従業員が一緒に ｢しょうざんボ

ウル｣ に今年は少ないですが29人が集い, 去る

２月19日に開催されました｡ いつも府医ボウリ

ングクラブの会員 (Ａ) が各ブロックに入り,

進行のお手伝いをしてまいります｡ 私は伏見・

宇治久世ブロックとして伏見の山本弘之さん,

山田秀一さん (Ｂ) の３人が同じレーンで投げ

ることになりました｡ お二人は日ごろマイボウ

ルで投げておられる人たちですので, 頑張らな

いといけないと思いながらスタートしました｡

ところがレーンがわからず１ゲーム目から散々

なスコアをたたくことになってしまい, 周りの

Ａ会員から ｢またやっている｣ とばかりに笑わ

れながら, 何とか３ゲームを終えることができ

ました｡ ゲームが終わって, 私も年齢ハンデを

10ピンいただいていましたのでトータル612ピ

ンとなり, やっと ｢クラブの面目を保てたな？｣

と思い, 懇親会場へ行き皆さんと談笑している

と, いつもリーグでトップを走っている藤原正

隆先生, 早川征生先生がどうもいつもどおり打っ

ていないらしく, Ａクラス１位となり, このま

とまりのない文章を書かなければならなくなっ

てしまいました｡ 懇親会では若い女性から私の

ように老人までが賑やかに食事を全員に商品が

渡され, 商品をたくさんもらって抱え切れなく

て困るぐらいの人もおられたようです｡ 来年も

この会を企画されることと思いますが沢山の方々

の参加をお待ちいたしております｡ また医師会

ボウリングクラブは医師会員とその家族で構成

されていまして, 毎週木曜日午後９時30分より

しょうざんボウルで

リーグ戦をやってお

ります｡ 全日本大会,

西日本大会, 関西定

期戦などの活動をし

ております｡ 新会員

を募集いたしており

ますのでリーグにご

参加ください｡ お待

ちしております｡

個個人人ＡＡ
優優 勝勝

宇 久 �� ��

一年振りの京都府医師会ボウリング大会に参

加させていただき, ありがとうございました｡

昨年は大差でＢクラス２位の成績だったので,

今年は何とか優勝を勝ち取りたいと思いながら

本大会に挑みました｡ 練習投球の時は, なかな

かストライクが取れるポイントが掴めずに試行

錯誤を繰り返しながら投げていましたが, 試合

が始まる頃には何とかポイントが掴めるように

なり, 今回のような成績が出せたのではないか

と思います｡ もちろん, 納得のいく投球もあれ

ば, 失敗した投球なのにラッキーなストライク

が出たりと, 自分の調子だけでなく運も良かっ

たと思います｡ また, 同じレーンで一緒に投げ

させていただいた矢田先生の素晴らしい投球に

触発されたのも, 今回の成績を出せた一因では

ないかと思います｡

試合での楽しい時間,

そしてその後の懇親

会の美味しい食事と

有意義な時間を過ご

せたことに感謝いた

します｡ 来年も頑張っ

て参加したいと思い

ますのでよろしくお

願いします｡

個個人人ＢＢ
優優 勝勝

伏 見 �� ��
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医 師 国 保
公示第289号

平成18年３月15日

組合員 各位

京都府医師国民健康保険組合

理事長 西 祥太郎

組合会議員の改選について (公示)

現在の組合会議員の任期は平成18年３月31日を以って満了となります｡

つきましては, 下記のとおり組合会議員選挙を各選挙区において一斉に施行いたします｡

記

[投 票 日] 平成18年３月26日(日) 午前９時～午後５時

[投 票 所] 各選挙区支部事務所

[開 票 日] 即日開票

[立候補届出] ３月23日(木) までに所属支部支部長を経由して, 理事長に届出くださ

い｡ (立候補届は支部長より受領してください｡)

なお, 当該選挙にあたって, 立候補者が定数を超えないときは, その選挙区においては

投票を行なわないこととします｡

選挙区 組合員数
(H18.1.1現在) 議員定数

北 地 区 78 １

上京東部地区 51 １

西 陣 地 区 118 ２

中京東部地区 65 １

中京西部地区 101 ２

下京東部地区 76 １

下京西部地区 102 ２

左 京 地 区 195 ２

右 京 地 区 141 ２

西 京 地 区 103 ２

東 山 地 区 62 １

山 科 地 区 101 ２

伏 見 地 区 217 ２

選挙区 組合員数
(H18.1.1現在) 議員定数

乙 訓 地 区 113 ２

宇治久世地区 177 ２

綴 喜 地 区 66 １

相 楽 地 区 58 １

亀 岡 地 区 47 １

北 桑 田 地 区 １ １

船 井 地 区 16 １

綾 部 地 区 23 １

福 知 山 地 区 45 １

舞 鶴 地 区 41 １

与 謝 地 区 26 １

北 丹 地 区 10 １

合 計 2,033 35
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業務時間変更のお知らせ
京都府医師国民健康保険組合

平成18年４月１日より下記のとおり業務を行うこととなりましたので, お間違えござい

ませんようお願い申し上げます｡

記

月曜日～金曜日 (土曜日, 日曜日, 祝日は休務)

午前９時00分から午後５時00分

＊なお, ３月31日までは, 従来通り午前９時30分から午後５時30分まで業務を行っており

ます｡

平成18年３月15日

組合員 各位

京都府医師国民健康保険組合

自家診療による給付制限について

平素は, 当組合事業運営にご協力賜り厚くお礼申し上げます｡

標記につきましては, 日頃から組合員の先生方には主旨をご理解いただき, ご協力をい

ただいておりますことを感謝いたしております｡

さて, この度, 平成18年１月24日開催の第609回全理事会にて 『自家診療による同意書

の交付に基づくはり・きゅう等の施術についても給付制限の対象となる｡』 と決定いたし

ましたのでお知らせいたします｡

引き続きご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます｡

捜査協力のお願い

京都府右京警察署司法警察員警視正より右京警察署管内で平成18年２月17日に発生した婦女

暴行・窃盗被疑事件の捜査に関する協力依頼がありました｡ 被疑者の特徴等は下記のとおりで

すが, 犯人は被害者からの抵抗を受け, いずれかの手を噛まれ出血を伴う負傷を負っていると

認められることから, 京都の医療機関を受診している可能性があります｡ 本件に関し, お気づ

きの点がありましたら, 下記連絡先までご連絡ください｡

記

【被疑者の特徴】
男性 推定年齢20歳代から40歳まで

腕, 手甲, 手掌を負傷 (噛み傷様)

【連絡先】
京都府右京警察署：電話 075－865－0110 (内線：336 担当：橋本・横山)
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京 都 医 報 へ の 投 稿 に つ い て

１. 寄稿資格は京都府医師会員とします｡ ただし, 各種委員会より原稿を依頼し
たものおよび各種委員会が妥当と認めたものについては, その限りではあり
ません｡

２. 事実誤認のあるもの, 他人, 他団体を誹謗, 中傷する内容のものおよび特定
の個人, 団体の利益を追求または宣伝するものは掲載しません｡ また, 京都
医報編集部において京都府医師会の機関誌として掲載することが不適当と判
断したものについては修正を求めるか掲載を中止する場合があります｡

３. 過去に掲載された個人的投稿は, それが一部変更されたものであっても, 文
意が同一であるとみなされた場合は掲載しません｡ ただし, 各種委員会より
転載を依頼した場合はその限りではありません｡

４. 同一コーナーへの投稿は一人一編までとします｡ また, 長文原稿および連載
物は京都医報編集部にて分割掲載, 掲載号などを決めることとします｡ また,
一編の字数は最大2800字 (医報２ページ分) までとします｡

５. 匿名は原則として認めませんが, ペンネームについてはそれが一般的に認め
られている場合は可とします｡

６. 引用文以外は全て当用漢字, 現代仮名遣いを使用します｡ なお, 仮名遣いは
原則的に新仮名遣いとします｡

７. 文法上の誤りは投稿者の承諾を得ることなく, 京都医報編集部の責任におい
て訂正する場合があります｡

８. その他, ｢京都医報 投稿内規｣ により京都医報編集部において訂正するか掲
載を中止する場合があります｡

京都医報編集部

お詫びと訂正

京都医報３月１日号 (No.1832号) 付録 『会員名簿追補版 平成18年１月１日現在』 の中の一

部 (Ｐ.31～34) に誤りがありました｡ 訂正のうえ, お詫び申し上げます｡ なお, 訂正版を完全

付録として同封しておりますので, ご確認よろしくお願いいたします｡



25

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 第１回会費検討特別小委員会の状況

３. 福知山医師会との懇談会の状況

４. 第６回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

５. ２月度保険医療担当部会の状況

６. 平成17年度第３回京都市国保運営協議

会の状況

７. 障害者自立支援法関係説明会の状況

８. 京都府介護保険審査会の状況

９. ２月度地域医療担当部会の状況

10. 産業医研修会の状況

11. 第２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

12. 府医学術講演会の状況

13. 研修医のための研修と交流会の状況

14. 常任委員会委員との懇親会の状況

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会11件を可決

16. 常任委員会の開催を可決

17. 京都府地域リハビリテーション連携推

進会議委員の推薦を可決

18. 京都府地方障害者施策推進協議会委員

の推薦を可決

19. 平成18年度京都府立学校学校医の推薦

を可決

20. 産業医研修会の共催を可決

21. 平成18年度産業医研修会集中講座の開

催を可決

22. 市内地区介護保険担当理事連絡協議会

の開催を可決

23. 産業医部会総会で配布するガイドブッ

クの購入を可決

24. 介護保険主治医意見書記載研修会の開

催を可決

25. 介護報酬改定説明会の開催を可決

26. 訪問看護ステーションとの連絡協議会

の開催を可決

27. 地区基本健康診査担当理事連絡協議会

の開催を可決

28. 第17回全国車いす駅伝競走大会参与へ

の就任を可決

29. 府医学術講演会の開催を可決

30. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

31. 京都医学会雑誌 (第53巻第１号, 平成

18年６月発行) の作成を可決

32. 都道府県医師会介護保険担当理事連絡

協議会への出席を可決

第41回定例理事会 (２.９)

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

３. 第11回脳卒中登録事業委員会の状況

４. 第５回京都府介護支援専門員協議会理

事会の状況

５. 学校における運動器健診体制の整備・

充実モデル事業第２回研究協議会の状況

６. 京都子どもネットワーク連絡会議 ｢ア

レルギー性疾患対策｣ に関する課題別検

第43回定例理事会 (２.16)
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理
事
会
だ
よ
り

討会議の状況

７. 第６回予防接種広域化対策特別委員会

の状況

８. 第３回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

９. 平成17年度京都市結核指定医療機関等

研修の状況

10. 第13回生涯教育検討小委員会の状況

11. 第17回医療安全対策委員会小委員会Ａ

の状況

12. 第11回医療事故処理室の状況

13. 看護専門学校入学試験の結果の状況

14. 平成17年度都道府県医師会医療関係者

担当理事連絡協議会の状況

15. 平成17年度都道府県医師会生涯教育担

当理事連絡協議会の状況

【議 事】

16. 会員の入会・退会９件を可決

17. 常任委員会の開催を可決

18. 府医第172回定時代議員会議案書並び

に平成18年度事業計画の作成を可決

19. ＮＰＯ京都地域連携医療推進協議会発

足理事会への出席を可決

20. 京都府特定疾患等対策協議会委員の推

薦を可決

21. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

22. 平成17年度京都市健康づくり活動コン

テスト選考委員会委員の推薦を可決

23. 京都府国民健康保険団体連合会各委員

の推薦を可決

24. 京都市長寿すこやかセンター相談事業

嘱託医の推薦を可決

25. 京都市男女共同参画審議会委員の推薦

を可決

26. 京都府社協福祉サービス運営適正化委

員会委員の推薦を可決

27. 京都市肺がん検診読影委員会委員 (東

山・山科区担当) の推薦を可決

28. 救急法短期実務研修会への後援および

講師派遣を可決

29. 第４回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

30. 府医学術講演会の開催を可決

31. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

32. 日医生涯教育協力講座の開催並びに

｢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

33. 看護専門学校第２回学校運営会議の開

催を可決

34. 平成17年度都道府県医師会情報システ

ム担当理事連絡協議会への出席を可決

35. 都道府県医師会共同利用施設担当理事

連絡協議会への出席を可決

～ ４月度請求書 (３月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (月) 午後５時まで

＊医保分点検＝７日

△

国保 10日 (月) 午後５時まで

＊国保分点検＝７日

△

労災 12日 (水) 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｡




