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幸福地蔵菩薩
写真／大友啓資 (上東)

鈴虫寺で有名な ｢妙徳山華厳寺｣ 山門脇に日本で唯一わ

らじを履いたお地蔵様があります｡ お参りに来た皆様のと

ころまで願いを叶えに来てくれるといいます｡

寺では住職が鈴虫の生態を研究し, 一年中３千匹以上の

鈴虫を生育し, その音色を聞かせてくれます｡
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第１回都道府県医師会長協議会

国国民民医医療療推推進進協協議議会会のの運運営営とと
ジジェェネネリリッックク医医薬薬品品のの取取りり扱扱いいでで要要望望

６月22日(火), 第１回都道府県医師会長協議会が開催され, 医療制度改革, 医師確保問題へ

の対応などについて協議が行われた｡

冒頭, 唐澤日医会長は, ６月14日, 21項目の付帯決議とともに可決, 成立した医療制度改革

関連法案について言及｡ 本法案には, 療養病床問題や高齢者の負担増等, 大きな問題が含まれ

ているとしたうえで, 今後は政省令での運用が行われる中で, 日医としても内容を見極め, 必

要な提言をしていきたいと強調した｡ また, ７月には来年度の予算編成を見据え, “骨太の方

針2006”が策定されるが, 再度, 医療費削減に直結するものが盛り込まれないよう働きかける

とともに, 今後とも地域医療を守るために努力したいと挨拶した｡

■医療制度改革関連法案
に関する日医の対応問う

大阪府から医療制度改革関連法案に関する

国会での参考人発言について, 日医は個々の

問題点を指摘しつつも法案の成立そのものに

ついては終始賛成の姿勢であり, 1,700万人

もの署名に示された国民の意思を伝えられな

かったのではないかと指摘｡ さらに, 京都府

からは ｢国民医療推進協議会｣ の今後の運営

について, 医療保険制度を取り巻く情勢につ

いて広く国民にアピールすることが必要であ

り, 国民医療推進協議会としての取り組みを

より強固にし, 医政活動とともに積極的に取

り組む必要があると指摘し執行部の見解を問

いただした｡

これに対し竹嶋日医副会長は医療制度改革

関連法案への対応について, 諸手をあげて賛

成したのではない｡ 少しでもダメージを少な

くするために, 付帯決議による政省令での対

応を求めていこうと考えたものであり, 苦し

い選択だったと述べるとともに, ｢今後は付

帯決議を生かし, 間違いがないよう運用面で

しっかり対応したいとした｡ また, 署名活動

については, 紹介議員がなかったため, 請願

にならず国会審議にあげられず, 委員会審議

の参考となる陳情書で終わったことで十分な

力とならなかったと説明した｡ 国民医療推進

協議会については ｢止める気はない｣ とし,

今後も取り組んでいくとした｡

■医師確保対策について

医師確保対策については, 日医が主導的役

割を果たしながら医師確保対策に取り組むこ

とが必要との意見や医師不足, 医療過疎地域

における医師確保事業について日医の見解を

問う声が出された｡

これに対し, 内田日医常任理事からは, 医

師確保対策は喫緊の課題と捉えている｡ ドク

ターバンクの設置, 女性医師の復帰・活用,

後期研修にかかる地域医療研修の位置付, 無

過失時の補償制度等の環境整備が必要である

とした｡

■ジェネリック医薬品の取り扱いについて

京都府からジェネリック医薬品使用の促進
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問題に関する日医の見解を求めた｡ ジェネリッ

ク医薬品の取り扱いについては先発品と同等

の効能が保証されているものではなく, 品質

の確保とともに安全情報の迅速な提供, 将来

にわたる安定供給, また, 先発品と同様の適

応症の取得等, クリアーすべき課題が多いと

指摘｡ 現在, 国やジェネリックメーカーから

安価に同等の効能が得られるごとく広告を展

開しているが, 日医として適切なデータをも

とに公表していくとともに, ジェネリック医

薬品使用の問題点を訴える等の議論が必要で

はないかと訴えた｡

■直面する課題で意見交換

その他, (１)日医総研の活性化について

(２)ＤＰＣに関する日医の見解 (３)看護職

員の確保 (４)医療計画の策定 (５)地域がん

診療連携拠点病院の指定 (６)終末期医療に

関するガイドライン (７)日医認定産業医制

度における ｢テレビ会議システム｣ を利用し

た産業医学研修会の承認－など多岐にわたる

課題について協議が行われた｡

日医総研の活性化については, スタッフお

よび研究テーマ等を公開して会員の理解と同

意を求める努力をしてほしい｡ また, ｢日医

総研｣ にしかできないこと, 医療に特化した

ことをやってほしいとの要望が出された｡ ま

た, 終末期医療に関するガイドラインでは日

医独自のガイドライン策定を求める声が出さ

れた｡

さらに, 医療計画の策定では, 計画の中に

明示される医療連携体制 (医療機関所在地や

医療機能) がリアルタイムでなければメリッ

トはなく, 混乱する可能性があると指摘, 医

療現場に混乱を招かないよう適切な対応を求

める声が出された｡

● ジャワ中部地震被災者救援義援金協力についてのご報告とお礼 ●

標記災害による被災者救援のための義援金へのご協力につきましては, 多くの会員の先

生方より心のこもったご芳志を賜り, 衷心より厚く御礼申し上げます｡ お預かりいたしま

した義援金 (平成18年６月21日現在) につきましては, 下記のとおり日本医師会に送金さ

せていただきましたことをご報告させていただきます｡

７１件 １,７７４,４１６円

先生方のご協力に対しまして重ねて心より感謝申し上げます｡
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【はじめに】

本年４月, 厚労省はレセプトのオンライン

請求に向けて ｢療養の給付, 老人医療および

公費負担医療に関する費用の請求に関する省

令｣ を正式に改正した｡

レセプトの電算化は医療機関における現状

のレセプト作成事務作業において, 確かに効

率化され, かつ人的ならびに資源的削減に寄

与するものと考えられるが, その一方でオン

ライン化によって全国から集められた国民の

診療情報データベースが国の管理下に完全に

掌握され, このデータが本来の国民医療の向

上目的ではなく, 今後の診療報酬改定の際の

財政削減目的のために利用される可能性が極

めて高いと考えられる｡ 即ちデータ化された

情報により医療費の動向をリアルタイムに一

瞬にして分析することが可能となり, 医療者・

患者間の医療の真の中身を理解しない者の手

によって財政削減目標に沿って数字を取り扱

うことが, いとも容易にできるようになる｡

会員の先生方にはこの ｢オンライン化｣ と

いう用語の意味がまだ充分に伝わっておらず,

まして国民の医療情報データベースの利用に

関しての議論が医師会員間において何らなさ

れていないこの段階においても, 国は着々と

事を進めている｡

まず会員の先生方にレセプトオンライン請

求に伴う基礎的な事項についてご理解いただ

けるよう解説したい｡

【政府の動き】

１. 政府・与党医療改革協議会

平成17年12月の ｢医療制度改革大綱｣ で

｢レセプトのＩＴ化の推進｣ について明記｡

平成18年度からオンライン化を進め, 平成

23年度当初から原則全てのレセプトがオンラ

インで提出｡

２. 政府・ＩＴ戦略本部

平成13年の ｢ e-Japan 戦略｣ を受け平成18

年１月に ｢ＩＴ新改革戦略｣ 公表｡

目標：ＩＴ (情報通信技術) による医療構

造改革の第１目標はレセプト100％

オンライン化｡

理由：医療保険事務のコストの大幅削減・

効率化とレセプトのデータベース化

による疫学的活用｡

施設規模により順次進める｡ 最終的に原則

としてすべての医療機関, 審査支払機関, 保

険者間において全項目が分析可能なデータ形

式のレセプトの提出と受領のオンライン化｡

期限：平成23年４月１日より原則としてす

べてのレセプトがオンラインでのみ

提出・受領とし, これに対応しない

場合には診療報酬支払の遅延等のペ

ナルティ｡

３. 厚労省・レセプトのオンライン化につい

ての工程表

現実的なレセプトオンライン化の対応期限

は別掲工程表のとおり｡

★レセコンを有する診療所

平成22年３月31日まで

★レセコンを使用していない診療所

平成23年３月31日まで

ついに動き出した 『レセプトオンライン請求』

理事 藤井 純司
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レセコンを導入する予

定のない医療機関に対し

ては電子処理を外部に代

行委託することを認める

規定あり｡ また, 診療報

酬請求件数が月平均100件

以下 (年1200件以下) の

医療機関に関してはその

経過措置を平成23年４月

１日から２年以内の範囲

の別に定める日｡

【レセプト電算処理システム】

レセプト請求オンライン化に対応する前段

階としてレセプト電算処理システムの導入が

必要となる｡

①使用中の医事会計システム (レセコン) を

販売しているメーカーに依頼

②医療機関が独自に使用しているレセコンの

傷病名・診療報酬点数コード

→厚労省が定めた統一コード (マスタコー

ド) 変換ソフト導入設定整備作業

③審査支払機関とのシステム動作確認テスト

費用は診療所レベルでおおよそ20～50万円

程度 (規模により異なりますので事前にメー

カーにご確認ください) ・作業準備期間は

おおよそ２～３ヶ月程度

④レセプトはデータ形式に変換されフロッピー

ディスク (ＦＤ１枚でおよそ1400件のレセ

プト情報を記録) やＭＯなどの光ディスク

磁気媒体となる

導入効果として, 通常, 院内審査用仮レセ

プトと請求用レセプトの２度の印刷が必要で

あるが後者の印刷は不要となり, さらに院内

審査支援ソフト等を導入することで前者の印

刷も大幅に削減できる｡ その結果, 紙レセプ

ト作成に伴う人件費ならびに紙コスト削減効

果は確かにある｡ また総括処理が一瞬で終わ

るため医療事務にとっては恩恵がある｡ レセ

プトの提出はこのＦＤと印刷された総括表だ

けになる｡

※ＯＲＣＡプロジェクトの日医標準レセプト

ソフト (日レセ)

→レセプト電算処理システムを最初から標

準装備｡

※厚労省保険局開発のレセスタ (京都医報６

月１日号 ｢保険だより｣６～７ページ参照)

→現在７社の大手レセコンメーカーの医事

会計ソフトのみ対応｡

既存の上記レセコン業者に依頼してレセ

スタ抽出ツールソフトをレセコンにイン

ストール・セットアップする有償作業が

必要｡

変換ツールソフト (無償) をインストー

ルするための新たなパソコンならびに周

辺機器を自分で用意してセットアップの

要あり｡

レセコンからデータを抽出し, 用意した

パソコンを使用して電子レセプトを作成｡
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※レセ電算の普及率

→社会保険診療報酬支払基金がまとめた

｢レセ電算システムの普及率｣ では, 2005

年度末時点で, 医科では14.6％であった｡

03年度が5.6％, 04年度が9.8％で支払基

金では ｢普及率が加速している｣ とみて

いる｡ なお, 京都府の普及率は13.6％で

あった｡

【レセプトオンライン請求】

現在, 上記レセ電算処理システムを採用し

ている医療機関は, レセ提出を磁気媒体で基

金・国保に提出 (普及率14％) しているが,

今後, 国はこれをインターネットを利用した

方法で提出させようと計画しており, これが

いわゆる ｢レセプトオンライン請求｣ と呼ば

れるものである｡

◎個人情報保護の観点からどのような安全な

通信ラインを使用するか

厚労省はダイアルアップＩＳＤＮ回線あ

るいはＩＰ－ＶＰＮ専用回線を考慮中

→ＩＳＤＮ回線はすでに旧式化している

→ＩＰ－ＶＰＮ回線は別途医療機関の費

用発生

【レセオンライン送信に
使用するパソコンに関して】

今回改正された通知には早々とこのオンラ

イン請求に使用するパソコンの安全対策規定

の作成を医療機関に求めている｡

◎医院長をシステム管理者と位置づけ

◎オンライン請求するパソコンにウイルス対

策ソフトのインストールを義務付け

◎オンライン請求以外の他のソフトウエアの

インストールを禁止して新規専用パソコン

として使用

◎パソコンを施錠できる場所に設置し外部へ

の持ち出し禁止

◎データの送受信には暗号化処理

【最後に】

以上, 現在行われているレセ電算処理シス

テムの概要と今後予定されている国のオンラ

イン化について解説したが, 最も問題となっ

ているのはこの医療機関によるレセの電算化

処理ではなく, その先の集められた国民医療

情報データーベース (ナショナルデータベー

ス) の国による一括管理化にあると考えられ

る｡ 国がこのデータベースを疫学的利用目的

のみならず, 保険者と共同して医療費削減を

目的としてこの患者個人情報から疾患別や個

人別の医療費の分析と評価を計画しているの

は確実である｡

日本医療情報ネットワーク協会のとりまと

めた ｢医療分野における情報化促進のための

国内外の実態調査｣ 報告書では, 韓国では国

家戦略と位置づけた医療費抑制化政策として

レセオンライン化を現在９割まで進め, その

結果, 国民医療費を２割削減したと伝えられ

ているが, 総務省もこれに注目してこの効果

の調査研究をしている｡ また規制改革・民間

開放推進会議 (議長はオリックスの宮内氏)

はこのデータの民間企業への利用をにおわす

ような発言をしていると伝えられている｡

患者医療情報データベースの国による一元

管理が妥当なものなのか, その利用に制限を

加える必要がないのか, そもそも患者の個人

情報は患者への守秘義務をもつ診療側が管理

するべきものではないのか等々, 本来の受益

者たる国民の意思を含め協議すべき重要事項

と考えられ, 今後とも診療側として注視し,

厳重な監視を継続する必要がある｡
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医療制度改革関連法案が可決, 成立

高高齢齢者者のの患患者者負負担担増増やや介介護護療療養養病病床床のの廃廃止止ななどど

医療制度改革関連法案が６月13日の参院厚生労働委員会, 翌14日の参院本会議において自民・

公明の賛成多数で可決, 成立した｡

13日の参院厚生労働委員会では強行採決を避けようと与野党がぎりぎりまで調整した結果,

異例ともいえる21項目にもおよぶ付帯決議が付いた｡ この 『付帯決議』 では ｢保険免責制導入｣

の文言削除や療養病床医療区分の調査・検証などが盛り込まれることとなった｡ なお, 付帯決

議については日医ホームページに掲載されているのでご覧いただきたい (アドレスは http://

www.med.or.jp/nichikara/futai/index.html)｡

今回の改正は患者自己負担の大幅引き上げや介護療養型医療施設の廃止など, 国民および医

療提供者に与える影響はかなり大きいと考えられ, 今後は政省令などの運用面でどれだけ修正

ができるかが鍵となる｡ 今後の主な改正内容と施行時期は以下のとおり｡

■2006年10月

〇現役並みの所得のある70歳以上の高齢者の

自己負担を２割から３割に引き上げ (図１

参照)

〇療養病床に入院する70歳以上の食住費の負

担引き上げ

食費 (42,000円), 居住費 (10,000円) の

計52,000円が自己負担に上乗せされる｡

〇高額療養費の自己負担限度額の引き上げ

〇保険外併用療養費の導入→ ｢評価療養｣ と

｢選定療養｣ の２種類

〇出産育児一時金の見直し→30万円から35

万円

■2007年１月

〇有床診療所に対する

規制の見直し→48時

間規制の撤廃

■2007年３月

〇中医協の見直し→委員構成の見直しととも

に団体推薦規定を廃止 (地域医療を担う関

係者等の意見の配慮に関する規定を設ける)

■2007年４月

〇傷病手当金, 出産手当金の支給率等の見直し

〇医療機能情報の公表制度の創設

医療機関に対し, 医療機能に関する一定

の情報について都道府県への報告を義務

づけ, 都道府県は集約した情報を住民に

わかりやすく提供する仕組みを創設｡

現 行
改 正 後

2006年10月 2008年度

・70歳以上 １割
(現役並み所得 ２割)

・70歳未満 ３割
(現役並み所得 ２割)

・３歳未満 ２割

・70歳以上 １割
(現役並み所得 ３割)

(同 左)

(同 左)

・75歳以上 １割
(現役並み所得 ３割)
・70歳～74歳 ２割
(現役並み所得 ３割)

(同 左)

・義務教育就学前まで ２割

(注) 70～74歳の低所得者については自己負担限度額を据え置き

図１
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〇医療計画制度の見直し

〇医療機関の広告規制緩和→広告可能な事項

の拡大

〇医師偏在問題に対応する ｢医療対策協議会｣

開催の制度化

〇行政処分を受けた医師等に対する再教育の

義務付け

〇社会医療法人の創設

一定の公的要件を備えた医療法人を ｢社

会医療法人｣ と認定し, 小児救急やへき

地医療等を行うことを義務付ける一方で

収益事業を認めることにより医業経営の

安定化を促す

■2008年４月

〇新たな高齢者医療制度の創設 (図２参照)

75歳以上の後期高齢者は独立した医療制

度を創設, 65歳から74歳の前期高齢者は

制度間の医療費負担の不均衡を調整する

制度を創設｡ また, 現行の退職者医療制

度は廃止 (2014年度までは経過措置)｡

財源構成は患者負担を除いて公費 (５割),

現役世代からの支援 (４割), 高齢者か

らの保険料 (１割)｡

〇新たな高齢者医療制度創設に併せた高齢者

の負担見直し (図１参照)

70歳から74歳の高齢者の負担を１割から

２割に引き上げ

〇乳幼児に対する自己負担軽減措置の拡大

(図１参照)

対象年齢を３歳未満から義務教育就学前

までに拡大

〇保険者に対する健診・保健指導実施の義務

付け

〇医療費適正化計画の策定

2008年～2012年までの５カ年計画として

数値目標｡ 生活習慣病対策や在院日数の

短縮など｡

■2012年４月

〇介護療養型医療施設の廃止 (図３参照)

医療療養病床25万床, 介護療養病床13万

床の38万床を2012年３月末までに15万床

に削減し, 介護療養病床を廃止｡

図３

図２
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５月26日(金), 第１回基本健康診査委員会が開催された｡

冒頭, 森会長が ｢平成20年度からの医療制度改革に先駆け, 今年度の基本健康診査は65歳以

上の方を対象に介護予防に関わる検査項目が追加され, 各地区医師会への負担がますます大き

くなったが, 円滑に基本健診事業を行えるように協力をお願いしたい｣ と述べるとともに, 今

後, 変革される基本健診事業への対応にも協力を求めた｡

当日の委員会では, 委員長に長村吉朗氏 (東山), 副委員長に田代 博氏 (右京) が選出さ

れ, 平成17年度基本健康診査 (集団方式) の実施結果および平成18年度基本健康診査の実施状

況について報告があった｡ 本年度の基本健康診査は, 65歳以上の方を対象に昨年度の検査項目

に生活機能評価に関する項目が追加されたことから, 市民健診会場での混乱が懸念されたが,

現在のところ大きなトラブルもなくスムーズに健診が行われているとのこと｡ 平成20年度から

予定されている生活習慣病健診, 保健指導について, 日医から現場の意見を求められており,

府医として意見 (別掲) を提出することになった｡

今期の委員会については, 奇数月の第二金曜日を定例開催日とし, 今後の基本健康診査に係

る諸問題や関連事項について協議を行うこととなった｡

先般, 可決成立した医療制度改革法案では, ｢医療費適正化の総合的な推進｣ として ｢平成

20年４月より医療保険者に対し, 40歳以上の被保険者等を対象とする糖尿病等の予防に着目し

た健診及び保健指導の実施を義務付ける｣ ことになっている｡

すでに本件に関しては, 厚労省 ｢標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会｣ におい

て健診方式などが検討されており, ５月26日の ｢標準的な健診・保健指導の在り方に関する検

討会｣ の健診分科会では健診項目の判定基準が策定されるなど, ｢標準的な健診・保健指導プ

ログラム｣ 策定に向け着々と準備が進められている｡

別項 (P.９) のとおり, 本会ではこの ｢標準的な健診・保健指導プログラム｣ に対する意見

を日医に提出することとしたので, ご覧いただきたい｡

基本健康診査委員会
諮問事項

委�員�会�だ�よ�り�

＜基本健康診査委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

進藤 博章 (西陣) 山本 惠祥 (中西) 田中 淳夫 (左京)
○田代 博 (右京) ◎長村 吉朗 (東山) 谷口 浩一 (山科)
辻 和夫 (伏見) 吉岡うた子 (宇治久世) 谷口 隆司 (伏見保健所)

担当副会長 上原春男 担当理事 福州 修・北川 靖・畑 雅之
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現在の健診体制では, 健診の ｢受けっぱなし｣ が多く, その後の保健指導との一貫性に欠けるのは
事実であり, 健診との連続性を持った保健指導体制を整えることは必要である｡ しかしそれは現在の
健診の方式を生かして行うことで可能であり, ｢標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会｣
で討議されているような方式－メタボリックシンドロームの予防に目的を絞り, 基本的な健診と詳細
な健診の２段階で行う方法－はメリットよりもデメリットが多いと考える｡
現在の健診受診者の中には, 一通りの検査を, 比較的安価に行えることに魅力を感じて受診される
方も多く, ごく限られた項目の基本的な健診になれば, そのためにわざわざ足を運ぶことをためらう
対象者もいて, 受診率の向上は難しいのではないか｡ また, 健診項目が大きく減少すれば, 重大な疾
患を見逃す可能性も出てくる｡ 受診者の側から見れば, 現在検討中の新方式の基本的な健診のみで終
わる人にとっては従来検査してもらっていた健診項目に比べてずっと少ない項目しか検査してもらえ
ず, 基本的な健診と詳細な健診の両方を受ける人にとっては今まで一度ですんでいたものが２回受診
せねばならず二度手間となりどちらにしてもデメリットが大きい｡ さらにメタボリックシンドローム
の定義についても腹囲の値などまだ議論のあるところで評価の定着したものとはいえず, これを健診
に取り入れるにあたってはさらに慎重な論議が必要であろう｡
さらに問題なのは, ｢標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会｣ で討議されている健診方

式についてはモデル事業などで十分な検証の得られたものではなく, 平成20年度からの制度改定に向
けて見切り発車的に行われようとしている点である｡ 健診方式を大きく変えるのであれば机上の議論
だけでなくそれに見合った十分な実地検証が必要であるのに, あまりにも性急に過ぎるのではないか｡
京都では行政からの委託を受け, 医師会の事業として基本健診を行っている｡ それにより, 基本健
診の意義は, 単に疾病やその予備軍の早期発見だけにとどまらず, 出務している医師と住民とのふれ
あいの場としての機能もある｡ 京都府医師会では基本健康診査委員会を置き, 検査精度の向上や健診
後の保健指導の徹底など様々な点で努力を重ねてきた｡
｢標準的な健診・保健指導プログラム｣ では健診においても保健指導においても医師はずしの姿勢

が明瞭に見て取れる｡ これは住民にとっても我々医療者側にとっても不幸なことである｡ 日本医師会
におかれては健診・保健指導における医師の役割をはっきり主張し, 住民にとってよりよい健診にす
べく検討会で発言していただくようお願いしたい｡

｢標準的な健診・保健指導プログラム｣ に対する意見

『平成18年10月１日発足に向けての一人
医師医療法人の設立申請書』 の受付を下記
の要領で行います｡
＜受付要領＞
①平成18年10月１日発足の申請をされる方
は, 平成18年７月28日(金) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

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

平成18年10月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成18年７月28日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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５月26日(金), 第１回消化器がん検診委員会が開催された｡

森会長は, あいさつで ｢今期も検診精度管理にご尽力を賜りたい｡ また, 基本的な課題であ

るが, 残念ながら検診によって全てのがんが発見されるものではない｡ この事実にどう対処し

ていくか他の検診委員会とともにご検討いただきたい｣ と述べるとともに, 胃がん・大腸がん

検診の円滑な運営に向けてご協力をお願いした｡

当日は, 委員長に郡 大裕氏 (山科), 副委員長に村上 堯氏 (右京) と丸山恭平氏 (宇治

久世) を選出し, 17・18年度京都市胃・大腸がん検診実施状況等の報告の後, 今期委員会の進

め方と具体的な取り組みについて協議した｡ 今期も前期と同様受診率向上策, 検査精度管理の

向上のための二次医療機関選定作業の継続と胃Ｘ線フィルム読影医不足への対応策や, さらに,

胃がん検診方法としてペプシノゲン値とピロリ菌抗体価測定の有効性の検討, 大腸がん検診で

はがん症例検討会の開催等について進めていく｡

今期委員会定例開催は, 奇数月の第４金曜日とし, 必要があれば地区連絡協議会を開催する

ことになった｡

消化器がん検診委員会
諮問事項

＜消化器がん検診委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

上羽 毅 (上東) 竹内 一実 (下西) ○村上 堯 (右京)
藤本荘太郎 (東山) 福光 真二 (山科) 松本 恒司 (伏見)
古家 敬三 (伏見) 角水 正道 (乙訓) ○丸山 恭平 (宇治久世)
下山 恵司 (福知山) ◎郡 大裕 (消化器医会)

担当副会長 上原春男 担当理事 松井道宣・中野昌彦

学術・生涯教育委員会
諮問事項

＜学術・生涯教育委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎木谷 輝夫 (内科) 垣内 孟 (内科) 谷村 仲一 (内科)
○大橋 一郎 (外科) 曽我部俊大 (外科) 川勝 秀一 (小児科)
郡 大裕 (消化器) 松村 康洋 (皮膚科) 青木 正 (泌尿器科)
田中 正明 (産婦人科) 浅山 孝彦 (眼科) 三牧 三郎 (耳鼻科)
橋本 秀輝 (整形外科) 浅本 仁 (胸部) 浮田義一郎 (精神科)
福田 和彦 (麻酔科) 山脇 吉朗 (形成外科) 山本 泰三 (糖尿病)
小野 晋司 (透析) 山木 垂水 (脳神経外科) 下濱 俊 (京大)
三木 恒治 (府立医大) 能見伸八郎 (府病協) 近藤 泰正 (私病協)
多田 寛 (学識経験者) ○勝目 紘 (学識経験者) 那須 芳 (学識経験者)

担当副会長 久山 元 担当理事 東 義人・俣野憲一・藤村 聡
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第１回学術・生涯教育委員会を５月30日に開催した｡

冒頭, 森会長より ｢生涯教育は医師会の重要課題であり, 府・市民の信頼回復に向けた主眼

である｡ 従来からの取り組みを引き続き実行していただくとともに, 医師免許更新の問題につ

いても, 医師は現在の講演会等で生涯教育をしており, 免許更新が必要ないと言えるよう, 名

実ともに充実したものになるよう今まで以上に検討いただくようお願いする｣ との挨拶が

あった｡

委員の自己紹介ののち, 正副委員長選出が行われ, 委員長には木谷輝夫氏 (西陣), 副委員

長には大橋一郎氏 (伏見), 勝目 紘氏 (西陣) に就任いただいた｡

その後, 委員会の具体的運営について協議し, 前期はじめて設置し, 学術講演会のあり方,

府医生涯教育セミナーの開催等の検討を行った生涯教育検討小委員会を今期も設置することが

承認された｡ その他, 京都医学会小委員会, 図書室検討小委員会, 医学会雑誌査読小委員会に

おいても, それぞれについて詳細な検討を進めることにした｡

なお, ７月22日(土) に府医企画による第１回生涯教育セミナーを ｢めまい｣ をテーマに開

催, また８月５日(土) には北部学術講演会を開催するので, 多数ご参加いただきたい｡ (内容

については本号の京都医報付録参照)

肺がん対策委員会
諮問事項

＜肺がん対策委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

田中 善紹 (中西) ◎繁田 正子 (府立医大) 武田 貞夫 (乙訓)
故倉 恵 (宇治久世) 岡林 正純 (綴喜) ○下山 恵司 (福知山)
佐藤 篤彦 (中西) 岩崎 吉伸 (府立医大) 船津 武志 (学識経験者)
榎堀 徹 (山科)

担当副会長 上原春男 担当理事 藤井純司・畑 雅之

６月14日(水), 第１回肺がん対策委員会が府医会館にて開催された｡

この委員会は, 前期までの肺がん検診委員会が, 禁煙指導などの予防医学的側面も含めて幅

広く肺がん対策に取り組むために名称変更したものである｡

本委員会は10名の委員で構成され, 委員長には繁田正子氏 (府立医大) が, 副委員長には下

山恵司氏 (福知山) が選出された｡ 冒頭, 森会長より ｢市民の肺がん対策・予防をどのように

進めていくかを考えていただきたい｣ との挨拶があり, 続いて繁田委員長より挨拶をいただ

いた｡

委員会では, 昨年度の検診の状況について, 京都市では約48000名, その他の市町村では合

わせて約54000名が受診し, 計47件の肺がんが発見されたことなどが報告された｡

また, 今期取り組んでいくべき問題点等について協議を行った｡ 主な協議事項については,

以下のとおり｡

・京都市における精検結果把握の強化について

・検診の精度, 限界の住民への周知について
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・Ｃ判定 (異常所見を認めるが精査を必要としない) の取り扱いについて

・京都府肺がん検診実施要領の作成について

・肺がん対策研修会の開催について

６月14日(水) に第１回委員会を開催した｡

森会長より ｢新型インフルエンザおよび新興感染症に対していろいろな対応を考えていかな

ければならない｡ 諮問事項に沿って本委員会で意見をいただきながら府・市に提言していきた

い｡ また, 緊急時の対応についても協力をお願いしたい｣ との挨拶があった｡

今期委員は９名で構成され, 委員長には藤田直久氏 (府立医大), 副委員長には竹内宏一氏

(右京) が選出された｡

本委員会では, 今後, 諮問事項である ｢京都府医師会として新型インフルエンザおよび新興

感染症に対応できる体制づくり｣ に対する取り組み方や, 新型インフルエンザをはじめとする

新興感染症への対応, 従来行ってきたサーベイランス事業についても引き続き検討していくこ

ととした｡

感染症対策委員会
諮問事項

＜感染症対策委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

西村 利朗 (中東) ○竹内 宏一 (右京) 中島 悦郎 (左京)
三好 正人 (西京) 清水 恒広 (京都市立病院) ◎藤田 直久 (府立医大)
松村 武男 (血液センター) 佐藤 敦夫 (南京都病院) 臼井 忠男 (左京保健所)

担当副会長 上原春男 担当理事 柏井真理子・辻 幸子

11号 老人性白内障とその手術
12号 高齢者のドライスキン
13号 腰痛の知識
15号 女性の尿失禁
16号 肩の痛みの知識
17号 薬の正しい使い方
18号 がん検診を受けよう
20号 学校と伝染病
23号 骨粗鬆症の知識
24号 知ってほしいタバコの害
25号 ストレスとうつ病

27号 脳卒中の予防とリハビリ
テーション

28号 子どもの発熱
29号 命を救う心肺蘇生法
30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療
31号 肝炎ウイルス検診を受け

ましょう！
32号 ＣＯＰＤとは何？
33号 ＳＡＲＳの基礎知識
34号 太るも痩せるも食事が基

本です
35号 糖尿病にならないために
36号 子どもをタバコから守ろう
37号 前立腺に関する病気
38号 エイズ患者・ＨＩＶ感染者

今のままでは増え続けます
39号 春の花粉症治療のアドバ

イス
40号 習慣づけよう！ ｢健康ス

ポーツ｣

広報誌 『Be Well』 のバックナンバー紹介

ご好評をいただいております府医発行の府市民向け広報誌 『Be Well』 につきましては現在

40号まで発行しております｡ 下記のバックナンバーにつきましては在庫がございますので必要

な方は府医学術広報課 (�315－5276) 宛てご請求ください｡
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第第3322回回京京都都医医学学会会 統一テーマ

画 像 診 断

と き ９月24日(日) 午前９時～午後３時半
ところ 京都府医師会館

◇口演演題・ビデオ発表・ポスターサロン (午前中)

◇シンポジウム (午後12時半～午後２時半)

『最近の画像診断の進歩 －予防放射線医学の確立を目指して』

総括者／

京都府立医科大学大学院医学研究科

放射線診断治療学教授 西村 恒彦 先生

シンポジスト／

京都第一赤十字病院放射線科 木津 修 先生

公立山城病院循環器科医長 富安貴一郎 先生

京都大学大学院医学研究科

先端領域融合医学研究機構助手 (特任) 中本 裕士 先生

京都府立医科大学大学院医学研究科

放射線診断治療学学内講師 伊藤 博敏 先生

◇特別講演 (午後２時半～午後３時半)

『呼吸器疾患の画像診断』

滋賀医科大学放射線医学講座教授 村田喜代史 先生

口口口演演演演演演題題題・・・ビビビデデデオオオ発発発表表表・・・ポポポスススタタターーーサササロロロンンンへへへのののごごご応応応募募募ををを !!! !!!

京都医報５月15日号付録で募集しております口演演題・ポスターサロンについて, 演題

締め切り日が６月末となっておりましたが, ７月末まで追加で受け付けますので, 奮って

ご応募ください｡ なお, ビデオ発表は８月17日(木) まで受け付けております｡

応募方法等詳細は京都医報５月15日号付録をご覧いただくか, 京都府医師会 京都医学

会係 (075－315－5276) までご連絡ください｡



平平成成1177年年度度 ｢｢会会員員意意見見調調査査｣｣ かからら

今回は地域医療を取り上げました｡

PART.５ 地域医療について

設問：『地域医療計画による病床数

の規制』 (図１) は, ｢わからない｣

を除くと, ｢地域医療計画は存続さ

せるが緩和が必要である｣ の27.5％,

｢現行の地域医療計画の維持が必要

である｣ (23.4％), ｢地域医療計画

は撤廃し, 自由な競争に委ねるべ

きである｣ (13.0％) の順となって

いる｡

設問：『地域医療支援病院制度』

(図２) は, ｢わからない｣ を除く

と, ｢地域医療は一応円滑に機能し

ており, 新たな地域医療支援病院

は不要である｣ が27.3％で最も多く,

｢地域医療の積極的な連携を図るた

めに地域医療支援病院の設立を望

む｣ の18.2％を上回った｡ ただ, Ｂ・

Ｃ会員 (勤務医) に限ってみると,

｢不要｣ が23.3％, ｢望む｣ が

22.3％と回答数が拮抗してい

る｡ また, 年齢別に見ると,

40歳代で ｢設立を望む｣ が

多くなっており, 会員区分・

年齢別により意見が分かれ

ている｡ (図３・４)
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集 特
集

図１ 地域医療計画による病床数の規制について

図２ ｢地域医療支援病院制度｣ について

図３ ｢地域医療支援病院制度｣ について (会員区分)
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特

集

設問：『サテライト診療所の設立』

(図５) は, ｢既存の地域医療連携

を崩すものであり, 反対である｣

が44.8％と, サテライト診療所の設

立については, 半分近くが反対の

立場であるが, ｢自由開業医制度に

より法的な規制が不可能である以

上やむをえない｣ との意見も21.7％

あった｡ 自由意見として, ｢サテラ

イトは患者の立場に立ったシステ

ムとは思われない｣ ｢原則反対であるが, 病院が生き残るためにやむを得ない面もあるので,

何らかの手当を示して反対するしかない｣ との意見がある一方, ｢患者にとっても悪いことで

もないから構わないのではないか｣ との意見も見られる｡

設問：『標榜科目の規制』 (図６)

は, ｢水準以下の診療がなされる危

惧があり, 地区医師会等の合理的

な規制が必要｣ が40.8％と最も多い｡

次いで多いのはＡ・Ｄ会員では

｢外部からの規制は必要ない｣, Ｂ・

Ｃ会員では ｢標榜は自由でも診療

水準についての点検が必要｣ であ

る｡ 専門医資格を要件にすること

や, 府医等が基準を設けることが

求められている｡

図５ サテライト診療所の設立について

図６ ｢標榜科目｣ の規制について

図４ ｢地域医療支援病院制度｣ について (年齢別)
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糖糖糖尿尿尿病病病診診診療療療情情情報報報提提提供供供書書書ををを作作作成成成

このたび, 京都府糖尿病対策推進事業委員会では, 糖尿病患者をかかりつけ医から専門医へ

紹介する時に使用する ｢糖尿病診療情報提供書 (専門医宛)｣ および専門医からかかりつけ医

へ逆紹介する時に利用する ｢糖尿病診療情報提供書 (かかりつけ医宛)｣ を作成しました｡ か

かりつけ医と専門医がともに使用できる様式になっていますので, ご利用ください｡

情報提供書は府医ホームページに掲載していますので, ダウンロードしてお使いください｡

ホームページアドレス：http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/s_lec/tounyo.htm

糖尿病対策推進講習会のご案内

日時・会場 ７月８日(土) 午後２時30分～ 京都府医師会館

講 師 稲垣 暢也 氏 (京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科 教授)

日時・会場 ７月20日(木) 午後２時30分～ 京都府医師会館

講 師 土井 邦紘 氏 (土井内科院長)

※同じ内容の講義をおこないますので, どちらかの講習会にご参加ください｡
☆日本糖尿病学会 ２単位 (専門医で, ３つのテーマ (①総論・診断 ②治療 ③合併症) の
全ての講習会に参加した方に発行) ほか単位取得可
※お申し込みがまだの場合は, 直接, 会場へお越しください｡
詳細については, 京都医報６月１日号 (地域医療部通信) を参照ください｡
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｢地域の医療機関との連携を推進｣

京都大学医学部附属病院では, 地域の医療

機関との連携を推進するために, いろいろな

取り組みを行っています｡

昨年度は, 病診連携を強化するため, 内山

病院長らが10月から12月にかけて, 京都市周

辺の約50の医療機関を訪問しました｡ 訪問先

の病院長との懇談では, これからの高齢社会

において質の高い医療を患者のみなさまに提

供していくためには, 大学病院・地域医療機

関双方で連携を取りながら患者のみなさまを

支えていくことが大切であることが話し合わ

れました｡

また, 国立大学病院長会議において議論さ

れている医師の教育, 卒後３年次以降の専門

医育成システム (レジデント) の内容につい

て説明を行い, その中で, 診療チームにおい

てリーダーシップを発揮できる人間性豊かな

専門医の育成や, 地域医療を実践する心と技

能をもった実力のある専門医の育成が必要で

あり, そのためには大学病院, 地域医療機関,

大学院を通して専門医を養成していくシステ

ムが必要であることが確認されました｡

その他にも, 昨年８月には京都府医師会と

の懇談会, 10月には関係病院の病院長や本学

関係者らによる京大関係病院長協議会定例総

会, 本年３月には本学医学部を卒業して開業

医や他病院での勤務医として活躍されている

方々と, 本院の医師とが交流した臨床懇話会

を開催しました｡ これらの会議は毎年開催さ

れているもので, 意見交換を通して互いの距

離を縮め, 協力体制を一層促進することに役

立っています｡

京大病院では, 医療機関の先生方から患者

さまをご紹介していただく際に, ｢紹介患者

予約システム｣ (※) を使用しております｡

ＦＡＸにより京大病院での診療予約を行うも

ので, 患者さまからも好評をいただいており

ます｡ 是非ご利用ください｡

また, 京大病院の最近の動きとしては, 本

年４月より外科を再編 (消化管外科, 肝胆膵・

移植外科, 乳腺外科, 小児外科の４診療科に),

６月より６床をもった心臓血管疾患集中治療

部 (ＣＣＵ) を開設, 12月には世界最高水準

の定位放射線がん治療装置 ｢ノバリス｣ の導

入を予定するなど, よりよい医療を行うため

に改善を続けているところです｡ 今後も, 年

６回発行の広報誌 ｢京大病院広報｣ や, ホー

ムページ上で, 京大病院に関するニュースを

順次お知らせしていきたいと考えています｡

今後とも, より一層のご協力をお願いいたし

ます｡

京都大学地区医師会

※ ｢紹介患者予約システム｣ の詳細は…
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/̃iji/syoukai_html/index_0001.html



18

��� ���
～ 専門外であっても医者は医者 ～

故 大島 良夫 先生 (右 京)

日本の医療制度について以前から述べてき

ましたが, 今回の半年間にわたる大学附属病

院入院生活を経験し, やはり大学附属病院不

要説を再度クローズアップする気になりま

した｡

医学部での大学院大学の充実化は時代に逆

行しています｡ 医学者をつくるのと, 医療の

スペシャリストを養成するのとは別のルート

で行うべきです｡

私論ですが, 医者を養成する医科大学は今

までどおり６年制とします｡ しかし５年目６

年目は臨床研修を行います｡ 研修を終えたら

卒業試験と医師国家試験を受けます｡ ここま

では大学の管轄です｡ 医師免許証を得たら市

中病院, 医師会, 保健所の管轄で医師の基本

を, もちろん有給で２年間学びます｡ その間

厚生労働省, 国境のない医師団, ＷＨＯに配

属されても良いでしょう｡ その後大学院で医

学者の道を選ぶか, 国立○○センターなどで

専門医の道に入るか, プライマリー医師とし

て開業するか, 役人になるかいろいろな選択

肢が出てきます｡

今の大学附属病院は中途半端です｡ 医術を

伝授するには, 経験豊富な指導医が大学には

少なすぎます｡ 教授, 助教授にしても, すべ

ての分野に長けているわけではないでしょう

から, 不得手な部分をどうカバーするのか疑

問です｡ それに研究の指導と, 臨床の指導を

両立させることは無理でしょう？ 教授回診

でも気がつきますが, 層の薄さを実感します｡

中堅どころの医者は関連病院に出張していま

す｡ そこで独立して腕を磨いているのです｡

大学附属病院では出来なかったことを体験し

ています｡ 一番充実している時期ともいえ

ます｡

大学病院の助手は学生を指導し, 研修医に

マンツーマンで接し, 入院患者の受け持ち医

となり, 外来診療を行い, 手術, 処置, 救急

をこなし, カンファランス, 会議, 研究, 学

会発表の準備などと, 受け持ちの患者とじっ

くり相対することは不可能でしょう？ 集中

して今後の治療方針を立ててくれているとは

とうてい思えません｡ 教官として学生と研修

医の指導をし, 難しい病気の診断と珍しい疾

患の研究をしてもらえればそれで良いのでは

ないでしょうか？ ポピュラーな病気の治療

は市中病院に任せても良いと思います｡ 大学

附属病院でなければ出来ないことをやってく

ださい｡

救命救急センター, 循環器センター, がん

センター, リハビリテーションセンターなど

専門分野が充実すればもっと良いのですが｡

ところで自分は術後の化学療法しか受けた

経験はありませんが, 化学療法診療科が独立

している病院は評価できます｡ 患者各自のプ

ログラムを作り, 癌の進行状態, 合併症の種

類, 患者の性格や環境, 副作用に対する感受

性などを考えながら長期にわたる計画が立て

られるのが良いし, 手術を行った医者, ＣＴ

やＰＥＴの結果を読んだ画像診断医とも話し

合いながら治療の主導が行えるのが良いと思

います｡ 大学附属病院の外科医は転勤も多く,

がん治療を続けて受けたり, 経過観察中には,

化学療法科に病歴メニューを保存してもらっ

て, 何か起こった時, 相談できる体制にして

おいてほしい｡ 私の場合も執刀者は１月から

転勤, 主治医は４月に配置換えが決まってい

ます｡ 誰と相談すればいいのでしょうか？

癌の手術を受けてから１年以上経過していま

すが, 今後どうなるのかは誰にもわからない
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でしょう｡ ただ医者として癌治療の１症例と

して, 貢献するために, 出来ることは何でも

やってみようと思っています｡ 何にもやらな

いよりはやって後悔するほうが自分の生き様

には合っているように思います｡ ただ化学療

法はとてもつらくなりました｡

イレウスの手術を受けてから１年強たちま

す｡ 小腸皮膚瘻は未だにふさがっていません｡

抗がん剤は４種類の組み合わせで約８ヶ月投

与されました｡ 腫瘍マーカーは, 下がったも

のもあれば高いままのものもあります｡ ＣＴ

スキャンで消えた画像もあります｡ どう判断

するのか疑問です｡ 12月のＰＥＴまで抗がん

剤を使う目標は, 後２回というところでギブ

アップとなりました｡ 吐き気とふらつきがひ

どいのです｡ 初期の吐き気は, morning sickness

とわかったようなふりをしていましたが, 12

月に入ってからはひどいものです｡ めまい,

ふらつきも加わって大変です｡ 本当に副作用

なのでしょうか？ 抗がん剤も閾値があって,

ある一定量体内に入ると, 蓄積して細胞毒と

なるのではないかと思います｡ 神経細胞がや

られると回復がおそいのではないでしょうか｡

投与側は血液の検査だけでなく, 神経検査の

知識も必要じゃないでしょうか？ 化学療法

科には神経科専門医も必要ではないかと思い

ます｡ 自分は医者だから, 自分でストップを

かけましたが, これ以上投与していたら歩け

なくなったと恐れています｡

平成17年６月15日号から12月15日号までの間, 計８回にわたって ｢専門外であっても医者は

医者｣ のタイトルで京都医報に連載寄稿いただいておりました大島良夫先生が去る５月６日ご

逝去されました｡

本稿は ｢その８｣ まで掲載させていただきましたが, ご遺族より ｢その８以降の原稿が残っ

ていたので掲載していただけないか｣ とのご要望がありましたので, 今回, ｢遺稿｣ という形で

掲載させていただくこととしました｡

昨年来, 苦しい闘病生活の中にもかかわらず, 京都医報に連載寄稿いただきましたことに感

謝いたしますとともに, 心から先生のご冥福をお祈り申し上げます｡

編集人

厚生労働省が行う 『毎月勤労統計調査』 にご協力を！

この調査は, 我が国の常用労働者の雇用, 労働時間, 賃金の毎月の変動を明らかにする

ことを目的として行われております｡

調査結果は, 月例経済報告, 各種審議会の資料, 雇用保険手当の改定等, 労働経済関係

の基礎資料となる極めて重要な統計調査です｡

調査対象に該当する場合は, ぜひご協力をお願いします｡

毎月勤労統計調査 (指定統計第７号)

お問合せ先：京都府総務部統計課人口労働係 (TEL 075－414－4490)

種 類 常用労働者 調査期間 次回調査開始時期

第一種調査 30人以上 37ヵ月間
※一部例外あり

毎 月 平成19年１月

第二種調査 ５～29人 18ヵ月間 毎 月 平成18年７月

特別調査 １～４人 １ヵ月間 毎年７月 平成18年７月
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学校運営委員会が６月６日(火) 開催され, 19年度学生募集要項が決定しました｡

特に, ３年課程で初めて学校指定校推薦入試制度が一部導入されることになりました｡

19年度各課程の募集定員並びに入試日程等は次のとおりです｡

なお, 19年度募集要項は７月下旬から販売の予定です｡

[募集定員]
３年課程 80名 一次推薦・学校指定校推薦・二次推薦で総定員の半数程度｡

一般・社会人 (若干名) で総定員の半数程度｡

２年課程 80名 学内推薦を含める｡

准看護科 80名

[入試日程]

オープンキャンパス (学校公開)

第１回 平成18年７月29日(土) 10時～12時

第２回 平成18年10月７日(土) 10時～12時

場所および問合せ

京都府医師会看護専門学校

京都市山科区椥辻西浦町１－13 (地下鉄東西線 ｢椥辻駅｣ 徒歩約７分)

電話 075 (502) 9500

京京都都府府医医師師会会看看護護専専門門学学校校

19年度 学生募集要項決まる

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

願書受付 入学試験 合格発表

３年課程
(一次推薦)
(指定校推薦)
(一 般)
(二次推薦)
(社 会 人)

18.11.９～18.11.15
同 上

18.12.20～18.12.27
同 上
同 上

18.11.18
同 上

19.１.10・11
19.１.10
同 上

18.11.24
同 上

19.１.19
同 上
同 上

２年課程
(学内推薦)
(一 般)

18.10.23～18.10.27
19.１.９～19.１.13

18.11.４
19.１.18

18.11.10
19.１.26

准看護科 19.１.25～19.２.１ 19.２.６・７ 19.２.16
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全性情報について, 最新情報

を掲載いたします｡

① 医薬品・医療機器等安全性情報第225号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重要な副作用等に関する情報｣ では ｢アジスロマイシン水和物｣ の情報, その他,

｢２. 使用上の注意の改訂について (その176)｣ ｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲

載されています｡ なお, これらは日医雑誌８月号に掲載される予定です｡

② 総務省取りまとめによる ｢各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防

止するための指針｣ (平成18年５月版) について (日医常任理事)

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｡

[2006年６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

６／９ 医療機器 半自動除細動器
半自動除細動器 カルジオラ
イフ AED－9100シリーズ

日本光電工業株式会社

６／８
16
20

医薬品 新鮮凍結人血漿
新鮮凍結血漿 ｢日赤｣
対象ロット：22-1522-7644,

08-3420-4765, 36-0528-5588
77-2437-7054, 02-2125-8208

日本赤十字社

往診のための駐車許可証はお持ちでしょうか？

平成18年６月１日より違法駐車の取り締まり方法が変わりました｡

放置車両の使用者責任の拡充, 放置駐車取り締まり関係の民間委託, その他違法駐車対策の

推進を図るための規定が整備されました｡ これにより今後, 民間の駐車監視員が違法駐車の摘

発を行います｡ このため従来よりも多くの監視員が違法駐車の監視に配備されます｡

たとえ往診であっても, 駐車許可証がなければ摘発されます｡

往診のための駐車許可証の取得には, 所轄警察への申請手続きにたびたび出向かなくてはな

らずかなりの手数を必要としますが, 医師自動車連盟に所属の会員であれば事務局が取得手続

き, 更新手続きを全て行っております｡

この度の改正を機に, ぜひ医師自動車連盟にお入りになられることをお勧めします｡

駐車許可証：急患往診用車両に京都府公安委員会が交付する, ｢駐車禁止除外指定車｣ 標章のこと｡

京都府医師自動車連盟事務局 電話・FAX：075－314－5576 月～金 正午～午後５時

京都府医師自動車連盟からのお知らせ
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第10次へき地保健医療計画等の策定について

第10次へき地保健医療計画は, これまでの第９次計画が平成17年度をもって終了することか

ら, 厚生労働省 ｢へき地保健医療対策検討会｣ 報告書 (平成17年７月) 等を踏まえて, 平成18

年度から22年度までの５カ年を計画期間として新たに策定されたものです｡

本件は, ｢へき地保健医療対策等について｣ をもとに, 都道府県に対し, 従来の無医地区等

への対応である ｢第10次へき地保健医療計画｣ のほか, へき地周辺部と考えられる過疎地域等

の医師をはじめとした医療従事者の確保が必要とする地域への対応策として ｢医師をはじめと

した医療従事者の確保を必要とする地域への対応方針｣ を策定の上, その内容を平成20年度ま

でに医療計画に反映し, その実情に応じたへき地保健医療対策を推進するよう求めるものです｡

※詳細資料ご希望のかたは, 府医総務課 TEL 315－5273までご連絡ください｡

精神病床に係る基準病床数の算定式について

本件は, 医療計画における基準病床数の算定に関する標準について, ｢医療法施行規則の一

部を改正する省令｣ (平成17年厚生労働省令第119号), ｢医療法第30条の３第２項第３号に規定

する精神病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等を定める件｣ (平成18年厚生労働省告

示第161号) についての改正趣旨および内容を定めたものであり, 具体的には, 都道府県の実

態に応じて各都道府県が将来の目標値を設定するなど, 入院患者の早期退院を促進するととも

に, 地域差の解消を促すことを目指した計算式へと改めるとなっています｡

具体的には, 入院した患者が出来る限り１年以内に速やかに退院できるような, 良質かつ効

率的な地域医療体制の整備を促すため, 平均残存率の減少を目指すとともに, すでに１年以上

入院している患者についても, 本人の病状や意向に応じて, 段階的・計画的に地域生活へ移行

することを促すため, 退院率の増加を目指す算定式とする｡ これにより, 概ね10年後における

精神医療の水準として, 各都道府県の平均残存率を24％以下, 退院率を29％以上とすることを

目標とするとしています｡

※詳細資料ご希望のかたは, 府医総務課 TEL 315－5273までご連絡ください｡

お詫びと訂正

京都医報６月15日号 No.1839 において下記のとおり誤りがありました｡ 訂正のうえお詫びい

たします｡

10ページ ｢理事解説｣ 内の ｢声明｣ の１行目

(誤) ・・・平成16年12月に複式帝王切開を・・・

↓

(正) ・・・平成16年12月に腹式帝王切開を・・・
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京都府医師会館 ｢クールビズ｣ 実施中
会員の先生方のご協力をお願いします！

温室効果ガスの排出量増加による地球温暖化が世界的規模で問題となっています｡ 先般,

日本医師会が ｢クールビズ｣ に取り組むことを宣言しましたが, 今回, 京都府医師会にお

いても, 会館内でのクールビズを実施し, 地球温暖化防止に取り組むこととしました｡

つきましては, 下記期間中, ｢クールビズ｣ を実施しますので, ご理解・ご協力をよろ

しくお願いいたします｡

期 間：６月19日(月) ～９月15日(金)
会館内室温：28度

なお, 委員会などの会議で府医会館にお越しの際はノーネクタイ・ノー上着など, 軽装

でお越しくださいますようご協力お願いいたします｡

梅雨の入りとはいえ, さわやかな一

日でした｡ 来月の祇園祭に向けて, 鉾

稚児も決まり, 着々と各種の行事も行

われています｡ 街なかは次第に活気づ

いてきました｡

今日は少人数ではありましたが, ゆっ

くりと鑑賞し選句し, 談話も交えての

楽しく明るい句会となりました｡

(当番 代志子)

��������	
��

上山 青柿

��������������

田村江津子

������ !"#��

西村妃佐子

$�%&'()*+�,

福原 宏一

-./0123456789

井上代志子

６月例会

インシデントレポート ｢他山の石｣ 投稿募集
内 容：これまでに体験した ｢ヒヤリ・ハット｣

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

資 格：本会会員のみ｡ 掲載に関しては原則
｢匿名｣ とさせていただき, 関係者など
が特定できない形での掲載となります｡

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 広報課

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡
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平成18年６月15日(木) 京都ホテルオー

クラにて 『心の健康と感性』 と題し, 平

成18年度第一回講演会を高性能スピーカー

で名高いボーズ感性工学リサーチ株式会

社のメンタルヘルスアドバイザーとして

ご活躍の川嵜達也氏を講師にお迎えし,

会員および医師会の先生方やご同伴者を

含め84名の出席者で開催されました｡

論理的思考を促す左脳と感性の世界を

広げる右脳の相互関係をより理想的に保

つメンタルヘルスにおいて 『音』 『音楽』

の持つ役割について講演いただきました｡

音楽は, 単に楽しむだけのものではな

く, 病気の治療やストレス軽減など人の

心の健康と癒しに深く関わっている事は

広く知られています｡ 今回の講演会にお

いては 『三次元立体音響機器』 が使われ

実際にサウンドを体感し, 映像と共に目

と耳から飛び込んでくる世界に浸り心地

よい時間を楽しむ事ができました｡

１時間半の講演後質疑応答に入りまし

たが, いつになく皆様のご活発なご意見

が殺到し, 皆様方の 『音』 に対する熱心

な思いを再認識させられました｡

講演会
『心の健康と感性』の報告

乙 訓 金 好子

本年度の近畿医師テニス大会が下記の

とおり開催されます｡ 今年もふるってご

参加ください｡

日 時 2006年８月27日(日)

午前８時50分集合, ９時試合開始

会 場 神戸総合運動公園テニスコート

(神戸市須磨区緑台

TEL：078－794－0911)

参加資格 兵庫県・京都・大阪ならびに

近隣府県の医師およびその夫

人 (配偶者)

ク ラ ス 無差別, 男子年齢別数組,

女子, ミックスの予定

申し込み数によってクラス細

分化数を決定します

参 加 費 １人 6000円

(昼食等含む)

※懇親会はありません｡

申込締切 2006年８月15日

※氏名, 年齢を明記してください｡

※ペアーで申し込んでください｡

申し込み先 平杉嘉昭

TEL 075－332－1198

FAX 075－332－6503

メール ent.hirasugi@m6dion.ne.jp

2006年 近畿医師テニス大会
(ダブルス)
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訃 報

桜井清子氏／中西・乾・教業・６月５日ご逝去・84歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

小石ナカ Ａ 中東 小西憲子 Ａ 左京 讃岐徹治 Ｂ 中東

江嵜高史 Ｂ 中西 采野 進 Ｂ 下西 平井慎二 Ｂ 下西

大塚直紀 Ｂ 下西 岡 裕也 Ｂ 下西 居森 真 Ｂ 下西

巽 光朗 Ｂ 下西 大辻孝昭 Ｂ 下西 森上末治 Ｂ 東山

南方俊祐 Ｃ 下西 卜部 論 Ｃ 府医大

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 第１回会費検討・会館建設特別委員会

の状況

２. 第２回地区庶務担当理事連絡協議会・

新旧庶務担当理事懇親会の状況

３. 京都府職員の人事異動の状況

４. ５月度基金幹事会の状況

５. ５月度労災審査協議会の状況

６. 第１回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

７. 新規指定前講習会の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 平成18年度京都府防災会議の状況

10. 京都市急病診療所第104回定例理事会

の状況

11. 第１回基本健康診査委員会の状況

12. 第２回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

13. 第１回京都府介護支援専門員協議会理

事会の状況

14. 京都府成年後見制度利用促進ワーキン

ググループ検討会の状況

15. 財)京都市健康づくり協会第32回理事

会の状況

16. 府医学術講演会の状況

17. 第１回学術・生涯教育委員会の状況

18. 日医第１回裁定委員会の状況

19. 平成18年度近畿医師会連合定時委員総

会の状況

20. 京都府医療推進協議会第６回代表者会

議の状況

21. 第１回消化器がん検診委員会の状況

【議 事】

22. 会員の入会・異動・退会40件を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 地区医師会との懇談会の開催を可決

25. 第２回会費検討特別小委員会の開催を

可決

26. 第２回会費検討・会館建設特別委員会

の開催を可決

27. 理事者勉強会の開催を可決

第８回定例理事会 (６.１)
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28. 第３回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

29. 移動理事会の日程変更を可決

30. 固定資産の償却を可決

31. 情報企画委員会委員の追加委嘱を可決

32. 新規個別指導の開催を可決

33. 社会保険研究委員会委員の委嘱並びに

第１回委員会の開催を可決

34. 近畿学校保健学会評議員の交代を可決

35. 平成18年度学校・地域保健連携推進事

業専門医の推薦を可決

36. 京都府成年後見制度利用促進ワーキン

ググループ委員の推薦を可決

37. 財)京都ＳＫＹセンター理事並びに運

営協議会委員の推薦を可決

38. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

39. 平成18年度京都府学校保健会第１回理

事会への出席を可決

40. ｢東部クリーンセンター周辺住民健康

調査｣ に関する京都市との委託契約を

可決

41. 感染症対策委員会委員の追加委嘱を

可決

42. 感染症発生動向調査定点医療機関の推

薦を可決

43. 第28回近畿学校保健連絡協議会への出

席を可決

44. 学校検尿事業委員会委員の委嘱並びに

第１回委員会の開催を可決

45. 第３回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

46. ｢前立腺がん｣ 市民公開講座への後援

を可決

47. 第33回くらしと健康展第２・３回実行

委員会の開催を可決

48. 第43回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の開催を可決

49. 救急救命士指示医師傷害保険の契約更

新を可決

50. 医療事故処理室室員の委嘱並びに第１

回医療事故処理室の開催を可決

51. 医業経済・融資斡旋委員会委員の委嘱

並びに第１回委員会の開催を可決

52. 平成18年度第１回府医生涯教育セミナー

の開催を可決

53. 平成18年度北部学術講演会の開催を

可決

54. 府医学術講演会の開催を可決

55. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

56. 看護専門学校専任教員の本採用を可決

【報 告】

１. 平成18年６月１日現在の会員数

６月１日現在 4,209名 (＋23名)

２. 会員の逝去について

３. ６月度総務担当部会の状況

４. ６月度保険医療担当部会の状況

５. ６月度地域医療担当部会の状況

６. 京都介護・福祉サービス第三者評価等

支援機構第２回理事会の状況

７. ｢運動器の10年｣ 日本委員会：学校に

おける運動器検診体制の整備・充実モデ

ル事業, 平成18年度第１回研究協議会・

第９回定例理事会 (６.８)
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学校保健委員会合同会議の状況

８. 第２回健康日本21対策委員会の状況

９. 府医学術講演会の状況

10. 学術・会員業務・養成担当部会の状況

11. 看護専門学校第１回運営会議の状況

【議 事】

12. 会員の入会・異動・退会15件を可決

13. 会費検討・会館建設特別委員会委員の

委嘱替えを可決

14. 第９回手話劇コンクール京都大会への

後援を可決

15. 第19回循環器チャリティゴルフへの後

援を可決

16. ｢外国人のためのカウンセリング・ディ

2006｣ への後援を可決

17. 理事会の休会を可決

18. 平成18年度京都府・京都市生活保護連

絡協議会の開催を可決

19. 近医連保険担当理事連絡協議会の出席

を可決

20. 第２回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

21. (財)労災保険情報センター (ＲＩＣ)

平成18年度長期運転資金の貸付けに係る

意見具申を可決

22. 京都市民長寿すこやかプラン推進協議

会委員の推薦を可決

23. 乳幼児保健委員会委員の委嘱替えを

可決

24. 地域ケア委員会の委員委嘱と第１回委

員会の開催を可決

25. 府医居宅介護支援事業所出張所連絡会

の開催を可決

26. 京都府社会福祉協議会介護支援専門員

受験対策講座への講師派遣を可決

27. 第１回図書室検討小委員会の開催を

可決

28. 第１回生涯教育検討小委員会の開催を

可決

29. 府医学術講演会の開催を可決

30. スポーツ医学委員会委員の委嘱と第１

回委員会の開催を可決

31. 臨床研修制度検討委員会委員の委嘱と

第１回委員会の開催を可決

32. 第37回医師会コンサートの共催を可決

33. 第39回医家芸術展の共催を可決

34. 看護専門学校 ｢学校関係者懇親会｣ の

開催を可決

～ ７月度請求書 (６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｡




