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剣 岳
写真／余 昌英 (北)

５月の連休に立山が見たくなって, 急遽室堂へバスで出
かけることにしました｡ 早朝に自宅を出発し北陸道から富
山電鉄の立山駅発９時の直通バスに乗りました｡ 一時間余
り雪のトンネルを通り室堂に着きました｡ 富山では空一面
の雲が1500米を過ぎる頃には雲を下に見るようになり快晴
の立山に出会うことが出来ました｡ 一時間ばかり雪の上を
散策し間近かに剣岳と対面しました｡

８月１日号 ｢京都医報｣ の発刊遅れについて (お詫び)

このたび, ｢京都医報｣ ８月１日号 NO. 1842 の発刊が

遅れましたことにつきまして, 深くお詫び申し上げます｡

今回, 発刊が遅れましたのは, 編集作業の過程におき

まして不備が生じ, 印刷・製本が大幅に遅れたことによ

ります｡

今後はこのようなことがないよう十分留意し, 編集作

業に当たりたいと考えておりますのでご容赦くださいま

すようお願い申し上げます｡

編集人 藤井 純司



1

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

冒頭, 森府医会長が挨拶に立ち, 急性期・

感染症対策が中心であった初期の医療制度か

ら, がん対策・慢性疾患としての生活習慣病

へと疾病構造が変化し, 医療制度も従来の急

性期対象のものから慢性疾患への対応が必要

となってきており, 今の医療制度で対応が可

能なのかという根本的な問題もでてきている

とした｡ また社会状況も変化しており, 患者

の意識も変わってきている中で医師と患者の

関係をどのように保っていくのかということ

も大きな問題であり, 取り組むべき課題は山

積していると指摘した｡ また府北部地域の医

師不足について, 府議会に府医から地域間の

診療科間の医師の偏在を是正するよう請願書

を送付したことを報告｡ 一朝一夕には解消す

るものではないが, 京都府と協調しながら取

り組んでいく予定であり, 市内の先生方も大

きな関心を持っていただきたいと要望した｡

４月の日医の会長選挙についてもふれ, 選

挙がしがらみによって動かされた状況では会

員を指導していけるのか疑問であるとした上

で, 府医はオピニオンリーダーとしての役割

を担うべく唐澤日医執行部に対しても従来か

らのスタンスである是々非々を貫き堂々と意

見を述べていくと意気込みを示した｡

今後, ますます医療状況が厳しくなるなか,

若い先生方にも執行部を叱咤激励していただ

き議論しながらやっていかなければならない

と述べるとともに, 医療制度に対する勉強会

を開催し若い先生方, 地区で頑張っている先

生方に出席いただき意見を聞きながら取り組

んでいきたいとの意向を示した｡ 今後も質の

高い医療を提供出来るよう新執行部は一丸と

なって努力していく所存であるとして会員各

位の協力をお願いした｡

日医執行部に対する
森執行部のスタンスについて

森府医会長は日医に対しては従来から是々

非々であり, 主張すべきことは述べてきたし

今後もこのスタンスは変わらないとしたが,

前植松執行部では与党の立場として意見を述

べてきたが, 今後は野党としての立場となり,

おのずから発言の内容に変化はでることもあ

るだろうとした｡ 今回の会長選挙では植松前

会長, 唐澤会長ともに医師会の運営, 医療制

度に対する基本的スタンスは同様であるが,

武見・西島両参議院議員が日医会長選挙に介

入したのが大きな問題であると指摘し, 現執

行部を支えている医師会と近医連の執行部の

間には溝が残る可能性は否定できないとの見

解を示した｡ また, 今回の会長選挙において

伏見医師会と府医執行部との懇談会が７月11日(火), 伏見医師会館において開催され, 地区

から33名, 府医から７名が出席, 藤田克寿伏見医師会副会長の司会のもと約２時間30分にわた

り活発な意見交換が行われた｡

伏伏 見見
医師会との懇談会

医療制度改革を巡る諸問題で熱心な議論

伏見医師会との懇談会 (７.11 伏見医師会館)
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唐澤執行部のキャッチフレーズは ｢医政なく

して医療なし｣ としていたが, 医療のために

医政活動をするとの意味であろうが医療なく

して医政なしが本筋ではないかとした｡ さら

に国民の生命と健康を守る医療学術団体の会

長選挙に国会議員が介入したことは医政が日

医をコントロールする危険性があり, 許し難

いことであるとしたうえで, 今後二度とこの

ような事があってはならないとした｡ 地区か

らは植松執行部時代に1,760万筆の署名を集

めて国民と一緒に運動をしていく姿勢を示し

たのが自民党に対し圧力になり裏で武見議員

を動かしたのではないかとの質問に対し, 森

府医会長は自民党にそのような動きはなかっ

たと否定した｡

医療制度改革に
対する考え方について

西村府医理事は医療制度改革について, 平

成15年３月28日に ｢健康保険法等の一部を改

正する法律付則第２条第２項の規定に基づく

基本方針｣ が閣議決定されたことを説明｡ こ

の付則の第１項は医療保険各法に規定する被

保険者および被扶養者の医療にかかる給付の

割合を将来にわたり100分の70を維持すると

しているが, 第２項において, 新たな医療制

度の創設や保険者の統合および再編を含む医

療保険制度のあり方等について所要の措置を

講ずるとしている｡ その２年後にいわゆる

｢骨太の方針｣ 2005が閣議決定しており, ｢医

療費適正化の政策目標｣ について平成17年度

中の結論を得, 18年度中に医療費制度改革を

断行するとされ, 平成18年２月に ｢医療制度

改革関連法案｣ が閣議決定され６月に可決成

立したと説明した｡

法案の概要は健康保険法と医療法の二つに

大きく分かれ健康保険法一部改正の骨子は①

医療費適正化の総合的な推進, ②新たな高齢

者医療制度の創設, ③保険者の再編・統合の

三つが柱になっていることを説明した｡

また, ｢医療制度改革法案｣ に対する21項

目の付帯決議について, 府医の保険医療部会

としての検討を加えたことを報告し, ８月１

日号の京都医報に詳細を掲載する予定である

と報告した｡

安達府医副会長はこの21項目の付帯決議を

府医がまとめた理由として, 唐澤執行部は,

植松執行部型の国民運動に重心を置いた運動

方針はとらないとしているため, 従来型の与

党へのロビー活動中心のなかで, ｢医療制度

改革法案｣ の強行採決を受けてその結果とし

て, 21項目の付帯決議をつけられたとした｡

その上で運用面で最大限発生する厳しい状況

に対して緩和をはかるというのが日医の執行

部の方針だとしているが, 運用面でどうにか

できるものなのかを府医で明らかにするとい

う意味であると説明した｡

地区から18年４月の診療報酬改定への意見

調査を地区で実施し70％の医療機関が減収に

なっている等を詳細に解説した後, ①今回の

改定では医師会の主張が殆ど容れられず厚労

省の言うがままになった印象が強いが, ひと

つには改定交渉の最中に会長選挙という日医

の対応の不手際があったことが大きかったの

ではないか｡ ②本来どこの医療機関で受診し

ても同じ疾病に対しては同じ水準の医療が補

償されるべきであるが, 実態は異なる｡ この

水準の許容し得ない格差がいわゆる無駄な医

療の原因のひとつではないかとの質問が出さ

れ, 森府医会長は詳細な詰めの段階で日医会

長選挙に突入した事の影響が大きかったとし

たうえで, 日医会長選挙はキャビネット選挙

であり, 会長が変わると理事全員が交代する

事になり, 診療報酬改定に大きな影響を及ぼ

す事は明白であるとした｡ また４月の日医代

議員会でも今後の会長選挙のあり方を問うと

いう意見もあり, １～２年の内には提言をし

ていきたいと答えた｡

質の高い医療の提供についてはまさにその

とおりであるが, 日本の医療制度はある程度

は外来で数をこなさないと経営がなりたたな



3

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

いシステムになっているが, 今後の病診連携

の推進や医療の高度化を考えるとより一層の

質の向上に取り組まなければならないと認識

しているとした｡

地区からは①レセプトのオンライン化で,

個人の診療情報の一括管理システムが構築さ

れようとしているが, 一般国民には一切知ら

されていないことに危惧を感じる｡ できるだ

け早急に新聞・テレビ等を使い広報活動をし,

国民のコンセンサスをとっていただきたい｡

またこの情報は確かに診療にとっては有益で

あるが末端の医師に全ての情報が公開される

のか ②社会保障費の削減による医療費の国

庫負担半減について ③医師会の運動方法に

ついて, 質問・意見が挙げられ, それぞれ担

当役員から答えた｡

新京都府医師会館
の進捗状況について

安達府医副会長から府医会館建設の進捗状

況について, ＪＲ二条駅前の土地の取得が終

わった段階で, タイムスケジュールとしては

現有土地がどれぐらいの価格で売却できるか

によって若干変わってくる｡ 青写真としては

平成19年中に着工するのが一番いいと思って

いるが最終的には建設委員会を立ち上げ検討

していただくことになると説明｡ 現在判明し

ている会館の概要としては, 敷地を安価取得

したがその背景に京都市の公共事業の入居が

条件に入っておりどれぐらいのスペースにな

るのか, 多目的ホールをつくり会員の負担を

減らすのか, 現在入居されている諸団体はど

うするのか等考慮のうえ, 延べ坪2,100坪～

2,400坪程度の会館を考えていると説明した｡

今後は府医執行部のたたき台を示し会館建設

委員会で検討いただくことになるとしたうえ

で, その準備として７月には兵庫県医師会館,

８月には福岡県医師会館の見学を予定してい

ると説明した｡

地区から会員の利便性から考えると現在入

居している諸団体は新会館に入居するほうが

よいと思うがどうなるのかとの質問に対し,

安達府医副会長は現時点ではどの団体に対し

ても基本的に恣意的な意見はもっていない｡

おのずと法的資格をもっている団体と私的団

体では優先順位があるのかもしれないが, い

ずれにせよ会員の先生方の意見を十分に聞い

たうえで執行部の案をまとめて提示できる状

況になれば申し上げ議論させていただきたい

と方針を示した｡

�������
�	
����������

同日開催された保険医療懇談会では, 地区

より ｢領収証発行の義務化｣ についての府医

の見解が問われた｡ これに対し安達府医副会

長は, ｢領収証発行の義務化｣ に至った経緯

について, 中医協審議で勝村久司委員 (患者

本位の医療を確立する連絡会) が ｢医療の単

価が分かる領収証の発行が医療被害を防ぐ切

り札｣ と主張し, これが医療も商取引と類似

の性格を持つのだという印象を一般に定着さ

せたい規制改革・民間開放推進会議の思惑と

相まって答申に盛り込まれてしまったと説明

するとともに, ｢中医協の診療報酬体系議論

の部分で審議すべき事項ではなかった｣ と振

り返った上で, ｢法律として通ってしまった

以上は遵守しなければならないが, 今後はこ

れをどう押し返すかが重要｣ とし, ｢そのた

めには, ヒポクラテスの誓いではなく政策を

主張する必要があり, 我々は政策的な主張を

もつという 『覚悟』 のもと活動を行わなけれ

ばならない｣ との考えを示した｡

また, 地区からは介護保険においても医療

保険と同様, 府医による積極的な情報提供,

行政との仲介の役割を求める声があがり, 北

川府医理事は介護保険発足時からの経過を説

明し, 理解を求めた上で ｢今後も地域ケアを

含め, 地区医・会員からのご意見を伺いなが

ら会務に反映させたい｣ との考えを述べた｡
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高橋権也宇治久世医師会会長の開会挨拶に

引き続き森府医会長が挨拶に立ち, 今回の医

療制度改革法案成立について言及｡ 療養病床

の廃止により, 十分な受け皿がないまま在宅

への誘導がなされようとしていることに懸念

を示すとともに, 府医としても病院長会議を

開催し, 私病協・府病協と連携, 情報交換し

ながら検討していきたいとの意気込みを示し

た｡ また, 地域の人達に良質な医療をいかに

提供するかが今期執行部の大きな課題となる

とし, 在宅への移行, 地域連携パス, 地域が

ん診療連携拠点病院等について協議される中,

病診・診診連携等, 地域連携が今まで以上に

重要になると述べた｡

さらに, レセプトのオンライン化によりデ

ジタルデータが医療費削減に利用されること

が懸念される中, 府医としてもブレーキをか

けながら慎重に取り組んでいきたいとしたほ

か, 医師の地域偏在についても委員会を設置

して取り組んでいくと述べ, 各地域の実情を

聞きながら進めていきたいとの意気込みを示

した｡

医療制度改革法案への今後の対応

北川府医理事から, 法案成立までの経過と

その概要について説明した上で, 今年10月か

ら矢継ぎ早に改正内容が施行されていくこと

を報告｡ この法案の附帯決議に日医の主張が

盛り込まれていることは評価できるとしなが

らも, 保険者側の意向も色濃く反映されてい

ることから, 注意が必要であると述べた (附

帯決議については本号付録 ｢保険医療部通信｣

参照)｡ その上で, 具体的に策定される前に

意見を集約し, 積極的に提言していくことが

重要であると述べた｡ なかでも特に介護施設

における医療については, 患者や国民だけで

なく現場の医療関係者でも理解が浅いことを

指摘｡ 大きな流れが押し寄せようとしている

中, 我々が地域の中で患者に理解してもらう

ための努力, 併せてマスコミに働きかけて世

論を動かす努力が必要であるとした｡ また府

医としても会員が在宅医療に取り組みやすい

ような体制の整備や講習会の開催等を検討し

ていきたいとの意気込みを示した｡

地区からは, ｢いつも法案が成立してから

マスコミが騒ぎ出すため, 今後は成立前にブ

レーキをかけられるようにすべき｣ との意見

の他, 在宅医療の環境整備の具体策について

宇治久世医師会と府医執行部との懇談会が７月12日, うじ安心館で開催され, 地区から18名,

府医から８名が出席, 山下光洋宇治久世医師会副会長の司会のもと, １時間15分にわたり活発

な意見交換が行われた｡

宇宇治治久久世世
医師会との懇談会

医療制度改革・小児救急問題について議論

宇治久世医師会との懇談会 (７.12 うじ安心館)
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質問が出された｡ これに対し北川府医理事は,

診療報酬での誘導が検討されていることを示

した上で, そのあり方について次の改定に向

けて提言していく意向を示した｡ 加えて, 府

医地域ケア委員会では在宅医療における連携

について協議を始めていることを報告, 今後

は手引きの作成や研修会開催の他, 地区医師

会が地域の中で連携体制を構築するための支

援を行っていきたいとした｡ さらに森府医会

長は, 地元メディアや医療推進協議会を通じ

て国民に訴えかける取り組みを検討している

ことを報告, 地区にも協力を求めた｡

他に地区からは, 療養病床廃止による影響

とその内容について質問が出され, 森府医会

長は, 現在データを集約中であることを報告,

明確な数値が出てから検討するとの意向を示

した｡

小児救急体制について

地区から, 小児救急が十分に整備できてい

ない中, 宇治市が休日診療所廃止の意向を示

しているとの現状報告とともに, 現在は病院

の小児科医減少により, 輪番病院で必ずしも

小児科医に診察を受けられない状況にあり,

患者のニーズに応えられていないとの問題提

起があった｡

中野府医理事は, 前期に設置されていた小

児救急対策特別委員会の答申に触れ, ｢スー

パーローテートで大学医局への勤務医の引き

上げや新規の小児科入局者の減少を過小評価

していた｣ とした上で, ｢山城北医療圏では

休日診の利用度が低く, 幹線道路が発達して

いることもあり輪番制の方が良いとの答申を

出したが, 必ずしも小児科医による診察を受

けられる状態ではなく, また患者が当番病院

までの移動にあまり好意的でなく, この状況

で休日診を廃止することは余りに拙速である｣

と発言｡ 森府医会長は, 他地区での状況を紹

介した上で, 休日診療所の受診者が少ないこ

とが問題ではないかと指摘, ＰＲを行って受

診者数を増やすことを提案したほか, 後送病

院が遠い場合についても患者の理解を得るし

かないと述べた｡

地区からは, 宇治久世医師会としては 『輪

番体制があるため休日診療所はもう必要ない』

という安易な考えで廃止論が出されているこ

とに懸念を示しており, 輪番体制の充実を図っ

てから休日診療所廃止を検討すべきと主張し

ていることが報告された｡ 森府医会長は, 京

都府を通じて宇治市に提言することも可能で

あるとし, 地区をバックアップする姿勢を示

した｡

�������

福州府医理事は ｢適正な保険診療のために｣

と題して, ｢保険医療機関および保険医療養

担当規則｣ の内容や個別指導の具体的事例を

交えながら, 保険診療の留意点について詳細

に解説した｡

地区からは ｢患者が保険証なしの受診や資

格証明書のみで受診した場合, 保険者も不明

であり, 一部負担金を支払ってもらえない状

況があるため大変苦慮している｡ 今後, どの

ように対応したらいいのか｣ との質問に対し

て, 森府医会長は ｢保険料を納入されてない

ので自費で徴収するか, またはその患者が保

険料を納入した時点で一部負担金を支払って

いただくしかない｡ 府医から行政に, 対策を

講じるよう要望していくしかない｣ との考え

を述べた｡
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り 社会保険研究委員会 〈 答 申 〉 抜 粋

｢高齢者医療制度と介護保険制度
－給付形態と給付内容の整合は可能なのか｣

担 当 理 事 武田 昭子

委�員�会�だ�よ�り�

Ⅰ. 医療保険制度, 介護保険制度改革の背景

１. 日本の現状 ２. 小泉内閣

Ⅱ. 医療保険制度改革, 介護保険制度改革

１. 経過 ２. 医療制度改革の主な内容

Ⅲ. 医療制度および介護保険制度改革の問題点～現場の視点から

１. リハビリテーション ２. 在宅医療 ３. ターミナルケア ４. 認知症ケア

５. 予防 ６. 地域における医療機関の機能分化と連携 ７. 地域包括ケア

Ⅳ. 医師, 医療機関, 医師会の果たすべき役割

１. 地域医療における大学病院の役割 ２. 主治医機能, 医師会機能の向上

Ⅴ. 高齢者医療制度と介護保険制度－給付形態と給付内容の整合は可能なのか

＜社会保険研究委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

田中 嘉人 (北) 齋藤 信雄 (下西) ◎和田 泰三 (左京)
三橋 尚志 (左京) 野々村光生 (西京) 石川 理 (伏見)
高安 文哉 (伏見) 中村 仁一 (伏見) ○水黒 知行 (乙訓)
塩見 芳朗 (福知山) 藤田 直久 (府医大) 佐藤 能史 (精神科医会)

担当副会長 立入克敏 担当理事 安達秀樹・依田純三・久山 元・北川 靖・福州 修

＜抜粋＞

高齢者医療制度と介護保険制度
－給付形態と給付内容の整合は可能なのか

給付形態については, 高齢者医療制度は現物

給付, 介護保険制度は現金給付である｡ 介護保

険制度から75歳以上の高齢者を切り離し, 後期

高齢者医療制度と統合し, 高齢者医療・介護保

険制度を創設するなら, 給付形態も統一しなけ

ればならない｡ その場合, 現金給付が選択され,

給付限度額を設定し, 混合診療・介護が容認さ

れる可能性が高い｡ また, 財源については公費

や若年者からの支援に頼ることになるので, 給

付範囲が厳しく制限される｡ さらに, マネジメ

ント手法が導入され, 生活機能の維持・向上を

重視した計画のもと, 医療の提供が困難になる

危険性がある｡

しかし, 現時点で, 両制度の統合の可能性は

少ないと考える｡ 介護保険制度については, 今

後有識者会議による被保険者・受給者の範囲を

めぐる議論が始まり, 平成18年度末までに結論

を得るとしている｡ 一方, 障害者自立支援法が

４月より施行され, 応益負担, 障害程度区分審

査, ケアマネジメントなど介護保険制度と同様

の方式が採用された｡ 両制度の安定的な財源の

確保また国庫負担削減には, 障害者自立支援法

と統合し受給年齢を拡大し, 介護保険制度の被

保険者年齢を引き下げる方向での検討が進めら
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れる可能性が高い｡ 一方, 医療制度改革におい

ては, 高齢者医療制度が平成20年から創設され

る予定で, 後期高齢者医療は独立した保険制度

となる｡ 現行の老人保健制度に比し, 公費負担

の比率が増し, 高齢者の自己負担が引き上げら

れる｡ 健保連などの反論などから若年者からの

支援がどの程度になるかについては, 依然不透

明である｡ このような状況から, 高齢者医療・

介護保険制度を創設する意味は現時点では少な

いと考える｡ その理由の一つは, 介護保険制度

と障害者自立支援法の統合が実現し, 財源の安

定が得られるなら, 高齢者を切り離す必要性が

無くなる｡ もう一つは, 後期高齢者医療制度の

財源確保のみでも, 国民に対して消費税率上げ

による負担や, 企業からの拠出への理解を得な

ければならず, これに介護への負担を上乗せす

ることはかなり困難である｡ 国はむしろ, 医療

保険の範囲を出来るだけ縮小し, 介護保険によ

る高齢者ケア主体のサービスを提供するという

選択を行うと考える｡ その理由として, ①介護

保険の方が医療保険より人件費や施設サービス

にかかるコストが低い, ②介護保険には, 現金

給付, 支給限度額および混合介護が導入されて

おり, サービスの限定や自費部分の拡大が可能

である, ③医療保険に比べ介護保険の方が, 厚

労省ペースで制度設計が出来るなどが挙げられ

る｡

高齢者への医療制度がどのような形態になる

にせよ, 現在の歳出抑制を主眼に置いた改革で

は, 医療が必要以上に抑えられる可能性がある｡

まず, 高齢者にとって必要な医療のあり方につ

いて, 財源や医療資源は有限であることを考慮

に入れつつ, 公正な議論を行い, 国民的な合意

を得ることが不可欠である｡ 高齢者の考えや身

体状況の多様性, 家族の考えの多様性, 医療提

供者側の考えの多様性, 予後予測の困難性など

から絶対的なものを示すことは不可能であるが,

多くの国民の共感が得られる考え方を明らかに

することは可能と考える｡ 本人の意思決定や医

学的な妥当性を重視し, 生活機能の維持・向上,

健康寿命の延伸, 尊厳の保持の観点から医療を

提供することは, 国民の賛同を得られると考え

る｡ それには, アドバンスディテクティブの普

及, 高齢者医療の EBM の確立とガイドライン

の作成が必要であり, また医療提供者は, 医療

モデルに加えて社会モデルの理解やインフォー

ムドコンセントの徹底が要求される｡

加えて, 有限の財源および資源を効率的に使

うためには, 高齢者医療制度と介護保険制度の

給付内容の整合性を高め, 医療の機能分化と連

携, 医療と介護の役割分担と協働が可能となる

システムが必要となる｡ 地域において, 医療お

よび介護を提供するものが同じ視点で, 疾病の

内容や病期にふさわしい医療を連携して提供し,

生活機能を維持・向上させるために必要な医療

と介護を協働して提供することが要求される｡

必要な人的資源, 財源の確保を前提に両制度を

改革し, 関係者が地道な努力を継続し, 地域完

結型医療, 地域包括ケアの確立を目指すのであ

るが, これには時間を要する｡ 今回, 小泉内閣

は入院期間を短縮させることを目的に両制度改

革を行おうとしている｡ しかし, 経済的裏づけ

の不十分さに加え, 必要なマンパワーや在宅医

療, 在宅ケアといった受け皿が十分整備されて

いない状況で, 病院から患者を地域に戻そうと

している｡ 下流の堤防を補強せずに, 急速にダ

ムの水を放水すれば, 洪水を引き起こすと同じ

ように, 行き場を失った人の生命の危機や生活

機能の低下, 地域の混乱が引き起こされる可能

性が高い｡ 今回の改革について, 国民は十分に

説明を受けておらず, どのような事態を招くか

理解していない｡ 医師および医師会は国民に情

報を提供し, 国民の理解を得て, 少子・高齢社

会にふさわしい医療について合意形成に努めな

ければならない｡

(注) 答申書は, 前述のとおりⅠ～Ⅴの項目で全15

ページにわたり構成しておりますので, ご希望

の方は, 京都府医師会社会保険研究委員会担当

までご連絡ください｡ なお, 部数に制限がござ

いますので, 在庫がなくなり次第終了させてい

てだきます｡
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おそらくは今後のレセオンライン化に向けた布石と考えられる厚労省開発の ｢レセスタ｣ につき,
日医総研から注意が喚起されているので報告する｡

■ ｢レセスタ｣ について
｢レセスタ｣ については本誌既報 (医報６月１日号付録 ｢保険だより｣ ６～７ページ, 医報７月１

日号本誌４ページ右下参照) のごとく既存のレセコンのプリンタ出力データを各自が用意したパソ
コンで取り込み, レセプト電算処理システム仕様の電子レセプトに変換するソフトで, 基本的には
病院を対象としたものである｡ レセスタ広報サイトによると導入作業は以下のとおりである｡

(厚生労働省保険局 ｢レセスタ｣ のご案内より)

Step１ 既存のレセコンへ ｢抽出ツール｣ をインストールしてセットアップ
(業者に依頼, 有償作業で価格は業者に相談)

Step２ 用意したパソコンに ｢変換ツール｣ をインストール
Step３ 既存パソコンから出力データを用意したパソコンに取り込み
Step４ 医療機関独自コードを統一コードに対応付け, その他エラーチェックと補正作業
Step５ 請求

■ ｢レセスタ｣ の問題点について
既報のごとく, この ｢レセスタ｣ にはいくつかの問題がある｡
① 使用できるのは大手レセコン会社の限定された７社で, その機種にも制限がある｡
② 厚労省は ｢無償ソフト｣ とアピールしているが, 結局, コストとして変換用パソコン, セッ
トアップ費用, ヘルプデスク費用 (導入時にヘルプデスク経費として診療所は15万円の支払が
必要で大改定時等には追加支払も必要とされている) が必要で, トータルではかなりの出費と
なり, 既存のレセコンにレセ電算化処理ソフトを後からオプションで組み込むより高額となる
可能性もある｡ 現実問題として現在大手レセコン業者から新規発売されるものにはレセプト電
算処理機能は追加オプション支払なしの標準装備がなされており, 当然, ＯＲＣＡ ｢日レセソ
フト｣ には既に標準装備されている｡

レセオンライン化は診療所にとってはまだ数年先のことであり, 今後もレセオンライン化のもつ
問題点に関し議論され, 厚労省の思惑通りには事が運ばない可能性も考えられる｡
会員の先生方には ｢レセスタ｣ の問題点を充分ご理解いただき, 今後もレセオンライン化に向け

た対処は慎重に, じっくりと時間をかけ準備されていくことをお勧めいたします｡

厚労省開発 『レセスタ』
日医総研より導入への注意喚起

企画広報担当理事 藤井 純司

理
事
解
説
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理事になって早くも５年目になります (京都医報・本年５月１日号でご挨拶)｡ 済生会京都

府病院の勤務医で専門科担当は産婦人科, 地区担当は乙訓地区です｡

私の担当分掌は, 基本的に １) 母子保健 ２) 子宮がん検診 ３) 医事紛争 ４) 献血・

血液製剤となっており, 医事紛争の副主務以外は主務で務めています｡

１) の関係では, 公費妊婦健康診査については京都府より委託を受けて, 市町村と委託契約

を交わして実施しています｡ 母体保護法と関連して, 母体保護法指定医師の認定, 母体保護法

指定医師研修機関の認定, 母体保護法指定医師必須研修会の開催などを行っています｡ また,

京都府周産期医療協議会に参加して, 京都府の周産期医療体制について発言し, 昨年度の全国

の合計特殊出生率1.25に関係して協議しました｡ 不妊相談関係については, 京都府の不妊相談

事業について京都産婦人科医会などと共に不妊専門相談センター検討委員会に出席し, 京都市

の不妊相談事業については, 現在下京保健所と子ども保健医療相談・事故防止センター (上京

区) で行われており, その広報・医師の出務について協力しています｡ 学校医の関係では, 京

都府教育委員会からの学校・地域保健連携推進事業専門医推薦依頼に対して京都産婦人科医会

に協力を要請し, ６ブロックより各１人ずつの産婦人科医を選出しました｡

２) の子宮がん検診については, 他府県とは異なり独特の管理方式で京都府から委嘱を受け

て過去38年間継続管理・集計して, 京都府に報告しています｡ 平成17年４月より, 厚生労働省

の20才以上, 隔年検診の通知により, 各市町村の多くはそれを考慮して実施しており, 平成17

年度の子宮頸がん検診の受診者数は51,885人と, 平成16年度に比較して大幅な減少 (－16.5％)

となっており, 一次検診としての早期発見が心配されます｡

３) の医事紛争・医療安全については, ご承知のとおり, 産婦人科医にとっては福島県立大

野病院の医師逮捕以来, 毎日が不安の日々です｡ 特に産婦人科医師数は正に危機的な状況に置

かれ, 全国的な医師の偏在化・不足に対して医師の集約化・重点化が叫ばれていますが, 京都

府北部に代表される産婦人科医の不足は地域住民には多大な迷惑をかける結果となっています｡

しかし, 小手先の改善は真の改革にならず, 質の高い安全な医療を提供するには, 超過重労働

を少しでも解消する集約化・重点化は避けられない見通しとなっています｡

４) の献血・血液製剤については, 京都府献血推進協議会や血液製剤の使用適正化講演会に

毎年出席して, 血液事業の実績報告と献血推進計画, 血液製剤の適正使用について聴取した内

容を理事会で報告しています｡ 京都府は, 基本方針として安全性の向上と自給体制の確保など

を謳い, 安全な血液の安定確保と血液製剤の適正使用の普及・推進を図っています｡

以上, 私が関与している仕事内容を簡単にご紹介しました｡ 府医師会と各地区医師会・大学

医師会との懇談会には, お忙しいとは思いますが, もっと産婦人科医師にもご出席していただ

きたいと切に希望いたします｡

���

����
～～～こここんんんななな仕仕仕事事事しししてててままますすす～～～

� �

�� ��
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社会保障費, ５年間で1.1兆円削減

｢｢骨骨太太方方針針22000066｣｣ をを閣閣議議決決定定

７月７日, 経済財政諮問会議は ｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006｣ (骨太方

針2006) を小泉首相に答申｡ 同日, 政府は臨時閣議を開き, これを決定した｡

同方針では (１)成長力・競争力強化 (２)財政健全化 (３)安全・安心で柔軟かつ多様な社

会の実現の３つを優先課題として取り組むとしており, 特に ｢財政健全化｣ としてプライマリー

バランスの黒字化に向け, 2011年度までの５年間で歳出改革によって14.3兆円から11.4兆円の

削減を目標とし, 特に, 社会保障分野においては, 雇用保険, 生活保護, 介護, 医療の各制度

の見直しによって ｢今後５年間において, (国の一般会計予算ベースで) 1.1兆円の伸びを抑制

する改革努力を継続すること｣ とした｡ また歳入改革では社会保障費の安定財源を確保するた

めに消費税の目的税化の可能性を滲ませる内容となった｡

なお, 本方針で示された社会保障分野における歳出改革の具体的内容については別掲 (介護・

医療のみ抜粋) のとおりであるが (全文については経済財政諮問会議ホームページに掲載 http:

//www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/2006/decision0707.html ), 同日, 日本医師会では 『｢骨太の方針

2006｣ の閣議決定を受けて』 と題する声明を発表した (７月20日付 『日医ニュース NO. 1077』

参照)｡

来年度の削減額は ｢2200億円｣ で合意
2007年度予算概算要求基準を閣議了解

７月18日に行われた2007年度シーリングに関する谷垣財務相と川崎厚労相との折衝では, 社

会保障分野における削減額を2200億円とすることで合意｡ これで来年度は社会保障に関する自

然増7700億円に対して, 2200億円を削減し, 概算要求基準は5500億円となった｡ なお, 本件は

７月21日, 閣議了解された｡ 来年度シーリングに関する詳細については, 財務省ホームページ

http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/h19/h19top.htm に掲載｡

社会保障分野における歳出改革の具体的内容
＜介護・医療のみ抜粋＞

＜介護＞

・介護については, これまで所要の改革を行ってきたが, それでも経済の伸びを上回って給付費が増

大することを踏まえるならば, 保険料の増大が避けられない状況にある｡

・保険料負担が過度のものとならないよう, 次期事業計画の開始が2009年度であることを念頭に置き

つつ, 2011年度までの間においても, 公的給付の内容・範囲及び介護報酬の在り方についての見直

しなど必要な改革に取り組む｡

＜医療＞

・今回の医療改革により, 医療給付費のための保険料・税負担について, 足下の期間では相応の抑制

が実現した｡ しかしながら, それでもなお, 経済の伸びを上回って給付費が増大することが見込ま
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れており, 保険料・税負担も増大していくものと予想される｡

・中期的な視野に立って, 医療保険制度の持続可能性・安定性を確保し, 現役世代の負担が過度のも

のとならないようにしていくためには, 更なる改革が不可避であり, 2011年度までの間には, 更な

る給付の重点化・効率化に取り組むことが必要である｡

・具体的には, 医療保険制度改革の直後であることも踏まえ, 今後５年間の幅の中で, 公的給付の内

容・範囲及び負担と給付の在り方, 並びに救急医療, 小児・産科などへの対応を含めた診療報酬の

在り方, 後発品の使用拡大など薬剤費の在り方について見直しを行う｡

また, 上に述べた分野別の見直しに加えて, 社会保障番号の導入など社会保障給付の重複調整とい

う視点からの改革などについても検討を行う｡

以上のような取組を通じ, 過去５年間の改革 (国の一般会計予算ベースで▲1.1兆円 (国・地方合

わせて▲1.6兆円に相当) の伸びの抑制) を踏まえ, 今後５年間においても改革努力を継続すること

とする｡

ダッチロールの中の医療

一般病床から療養型病床へ, 逆に療養型

から一般病棟への変更等医療現場の混乱は

大変なものです｡ 病床の変更のみならず基

準に適合した人員配置や設備の変更が必要

で雇用に関連した困難な問題も伴います｡

そして多くの病院にはもう体力が残されて

いません｡ これらの変更は利用者のニーズ

に応えたものではなくて医療行政の勝手気

ままな変更に振り回されています｡ 特に介

護療養型病床の全廃と医療療養型の病床削

減は数多くの問題を抱えています｡ 政府の

誘導でこれらを運営してきた人達はダッチ

ロールの末, 淘汰されてしまいます｡ 大病

院は平均在院日数に追われて完治しないま

ま療養型に転院させたり, 退院させたりす

る事も少なくありません｡ 大病院に入院後

療養型に転院して１週間で亡くなった例も

あります｡ 療養型等の病床削減のため, 完

治していない患者が自宅に帰されることが

益々増えると思われます｡ 在宅医療を支え

る事が出来る家庭は極めて少ないのです｡

これを支えるには現在の介護保険制度と医

療保険制度では不十分です｡ 医療政策は安

価で良質な医療を保障するというものです

が, 目的から離れた強引な医療費抑制政策

は数々の混乱をひきおこしています｡ 一般

診療所と病院の役割分担を進めるべく制定

された紹介患者加算の撤廃も問題です｡ 紹

介患者加算が設定され, 連携パスや地域連

携室を作り病診連携を進めてきた病院にとっ

てそれこそ梯子をはずされた状態です｡ 今

や病院にとって病状が安定している外来患

者を診療所へ逆紹介する事は経営基盤を損

なう事になります｡ 方向舵を失った医療政

策に対しては本来医師会が指導しなければ

なりませんが, その力量がありません｡ 今

までどおりの活動すなわち改定時の署名や

選挙での名簿集め, ロビー活動等は実効性

がありませんでした｡ そろそろ次の手段を

真剣に考えなければならないようです｡

(府医情報企画委員会委員長・伏見 岡本英四郎)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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今回は保険関係を取り上げました｡

PART.７ 保険関係について

設問：『院外処方箋の発行』 (図１)

は, ｢発行していない｣ が43.3％と

最も多かったが, ｢全面的に発行し

ている｣ 14.8％, ｢部分的に発行し

ている｣ を合わせると55.2％と過半

数を超えている｡ 前回 (平成13年)

と比較すると, ｢発行している｣ が

増加している一方, ｢発行していな

い｣ は減少している｡ 医薬分業の

流れの中で, 発行する医療機関が

増えていると考えられる｡

『院外処方箋を発行している理由』

(図２) としては, ｢薬剤管理の手

間が省ける｣ が多く, 次いで ｢患

者の希望｣ ｢その他｣ ｢経済的に有

利｣ ｢診療に専念できる｣ の順となっ

ている｡ ｢その他｣ の理由としては,

｢消費しきれない大量の薬剤しか購

入できないから｣, ｢他院からの紹

介患者の処方で, 当院で採用して

いないものがある｣ などが挙げら

れている｡

『院外処方箋を発行していない理由』

(図３) では, ｢患者にとってメリッ

トがない｣ が最も多く, 患者の手

間と費用の負担増が主な理由とし

て考えられる｡ 次いで, ｢保険薬局

が整備されていない｣ ｢治療上の考

えから発行しない｣ となっている｡

12

特

集 特
集

図１ 院外処方箋の発行について

図２ 院外処方箋を発行している理由

図３ 院外処方箋を発行していない理由
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特

集
設問：『診療報酬の包括化』 (図４)

は, ｢これ以上の包括化には一切反

対｣ が42.4％, ｢一定限度の包括化

はやむを得ない｣ が44.2％と拮抗し

ているが, 前回 (平成13年) と比

較すると ｢一切反対｣ が増加して

いる (平成13年：32.8％→平成17年：

42.4％)｡ 特にＡ・Ｄ会員では前回

は ｢やむを得ない｣ (49.2％) が

｢一切反対｣ (35.3％) を上回ってい

たが, 今回は ｢一切反対｣ (47.7％)

が ｢やむを得ない｣ (39.2％) を逆

転している｡ また, ｢会員区分別｣

(図５) では, Ａ・Ｄ会員とＢ・Ｃ

会員の回答に違いがみられ, Ａ・

Ｄ会員は既に記載したとおり, ｢一

切反対｣ が ｢やむを得ない｣ を上

回っているが, Ｂ・Ｃ会員では

｢やむを得ない｣ が56.0％と過半数

を超え, ｢一切反対｣ (29.9％) より

も多くなっている｡

設問：『望ましい包括化の方向』

(図６) は, 前問 『診療報酬の包括

化』 で ｢一定限度の包括化はやむ

を得ない｣ ｢医師会主導で積極的に

包括化を進めるべき｣ の回答者に

対し, どのような方向での包括化

を望むかを尋ねたものである｡ ｢高

齢者医療に対する包括化｣ ｢外来慢

性疾患に対する包括化｣ ｢終末期医

療に対する包括化｣ が上位３つの

順となっているが, いずれの項目

も同程度の回答率である｡

図４ 診療報酬の包括化について

図５ 診療報酬の包括化について (会員区分別)

図６ 望ましい包括化の方向
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地
区
だ
よ
り

府立医大における
病診連携の取り組み

京都府立医科大学附属病院地域医療連携室長

水野 敏樹

京都府立医科大学附属病院は“世界トップ

レベルの医療を地域へ”を理念として掲げ,

京都府の基幹病院として地域医療への貢献を

目指しています｡ そのため地域医療を支えて

おられる実地医家の先生方, また京都府下の

病院との連携を深め, 患者様にとってよりふ

さわしい医療サービスを提供するための窓口

としてお手伝いすることが, 地域連携室の役

割と考えています｡

地域医療連携室は平成14年９月から業務を

開始し, 現在併任で２名の医師, ３名の看護

師, ３名の事務職, ３名の専任medical social

worker で活動しております｡ 開設以来740の

医療機関から患者様のご紹介をいただき, 感

謝申し上げます｡ ご紹介していただいた医療

機関の連絡先はデータベース化し, 院内イン

トラネットでいつでも利用できるようにして

おります｡ また地域医療連携室ではアンケー

ト結果に基づいて各医療機関の詳しい情報を

地域別に登録し, 院内ドクターからの逆紹介

時の問い合わせに対応しております｡

事前にＦＡＸで診察を申し込んでいただい

た患者様については, ご希望の診察医の受診

日時を調節し, 受診前にカルテ・ＩＤカード

を準備, 当日は診療科までご案内し, 受診手

続きの簡略化と待ち時間の短縮を計っていま

す｡ またご紹介していただいた先生には受診

の報告と必要な情報を提供すると共に, 冊子

化した診療のご案内と担当医出番表を定期的

に送らせていただいています｡

患者様の退院時にはかかりつけの先生や訪

問看護ステーションとの連携を行っています｡

また社会福祉資源や介護保険利用の説明, ケ

アマネージャーとの連携にも力を入れ, 介護

の面にも配慮し, 安心して患者様が在宅で医

療や介護を継続して受けていただけるように

しております｡ 本院の特定機能病院としての

性格上, 本院では行えない慢性期医療, 回復

期リハビリ, ホスピスなどについて, 患者様

のニーズをしっかり把握し, 適切な病院を紹

介させていただき, 長期の医療が受けられる

ようにしております｡ これらの情報は院内向

けに“地域医療連携室だより”に特集を組ん

でその取り組みを紹介し, 情報の共有化を図っ

ております｡

本院でも外来患者数の増加から数ヶ月単位

の薬剤処方がしばしば行われていますが, き

め細やかな診療が必要な方や, 遠方から入院

または通院されている方については積極的に

地域の先生へ紹介させていただく取り組みを

行っています｡ 今後は化学療法やＩＶＨ管理

などについても紹介の分野を拡げていきたい

と考えております｡ このためには病院の特性

や先生方の専門分野をお知らせいただくと,

紹介時に大変参考になりますので, アンケー

トなどの機会に是非お知らせいただければと

存じます｡ 診療科単位では医師会の先生方と

様々な繋がりがありますが, 病院全体として

はまだまだ不十分と認識しております｡ 地域

の先生方との信頼関係を作っていける病院を

目指しておりますので, 忌憚のないご意見,

叱咤激励を今後もいただければと存じます｡

(TEL：075－251－5286 FAX：075－251－

5241, ホームページ http://www.kpu-m.ac.jp/

hospital/medins/renkei.html)
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会
員
の
声

※社会不安障害とその治療法が

ブームになっている

平成16年頃から, 社会不安障害の宣伝が相

次いでいる｡ 日本医師会雑誌の特集記事を初

めとして, 週刊誌, テレビ, 内科医向けの学

術講演会 (今年３回) 等などである｡ 社会不

安障害は日本の対人恐怖症に似た (対人恐怖

症はその一部) 概念として, 1980年頃に欧米

諸国で注目され, それに米国生れの認知行動

療法と抗うつ剤 (SSRI) とが目覚しい効果

を挙げているというのである｡ 対人恐怖症は

昔から日本独特のものとして, 世界的に有名

であった｡

※日本には昔から対人恐怖症に

有効な森田療法がある｡

森田療法は慈恵医大の初代精神科教授：森

田正馬先生が大正12年に発表した神経症 (対

人恐怖症はその一種) の治療法である｡ それ

までフロイドの精神分析療法を初めとして,

多くの治療法があったが森田療法以外は総て

無効であった｡ 日本精神医学会も最初は森田

療法を認めなかったが, 昭和40年代になって

やっと認めるに至った｡ 続いて文部省・厚生

省もこれを認めた｡ 社会不安障害の専門家で

さえ口を揃えて認めている｡ しかし研究の対

象にしようとしないのは何故であろうか｡

※対人恐怖症 (神経症) は

神経質の人に起こる｡

もっと詳しく言うと, ｢神経症 (対人恐怖

症はその一種) は神経質の人に思想の矛盾

(思い違い) から起こる｣ というように, 森

田先生によって83年前にすでに, 神経症 (対

人恐怖症) の原因・実態について解明されて

いる｡ 神経質性格が内因であり, 思想の矛盾

が外因なのである｡

※対人恐怖症 (森田療法) とは？

大勢の人前, あるいは特定の人の前で恥ず

かしがる, 決まり悪がる, 上がるのを苦にす

る状態である｡ 以上は精神症状であるが, 身

体の反応として対人緊張・赤面・発汗・顔の

引きつれ・顔面蒼白・視線の戸惑い・声のか

すれ, か細く, とちり・書痙・茶痙・頭の中

真白等などが起こる｡ 対人恐怖症になるよう

な人は ｢大変恥ずかしがり｣ である｡ それに

気弱で, 負け嫌いで, “いい格好しい”であ

る｡ 人前で恥ずかしがって上るのを ｢見っと

もない, 惨めだ, 恥だ｣ と考える｡ そこで

｢恥ずかしがるまい｣ と反抗する｡ 反抗すれ

ばするほど益々症状は募る｡ 人前で恥ずかし

がるのは, 生れつきの自然の感情であるのに,

それに反抗するために激しい葛藤を起こして

ひどく悩む｡ これが神経症 (対人恐怖症) で

ある｡ 葛藤を起こすのが神経症の特徴である｡

従って ｢恥ずかしい｣ だけなら, それがどん

なにひどくても対人恐怖症ではない｡ ｢恥ず

かしがるまい｣ と葛藤を起こすのが対人恐怖

症なのである｡

※私の対人恐怖症

25歳で発症し, 坐禅を４年, 自律訓練法を

約10年試みたが駄目であった｡ 59歳で森田療

法を知り, 独学で全快した｡

自分の対人恐怖を
森田療法で治した
綴 喜 �橋 宏
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診診療療室室勤勤務務医医師師のの募募集集

法務省入国者収容所西日本入国管理センターで診療室勤務医師の募集を行っています｡

採用条件等は下記のとおりです｡ 詳しくは同センター (電話 072－641－8152) までお

問い合わせください｡

１. 勤 務 先：茨木市郡山１－11－１

２. 身 分：国家公務員

３. 診療対象者：センターに収容している外国人

４. 勤 務 時 間：平日 (月～金) ８：30～17：30

５. 給 与：国家公務員医療職 (一) による

６. そ の 他：①年齢についての条件は特にない｡ (定年65歳)

②大学病院等での研究等については, 週２回 (午後) または週１日程

度可能｡

○● 咽頭結膜熱 (プール熱) 増加に伴う注意喚起について ●○

咽頭結膜 (プール熱) について, 本年の感染症発生動向調査における報告数が過去10年

間の同時期の数と比べ増加しているとの通知が, 厚生労働省健康局結核感染症課よりあり

ました｡

同省のホームページに標記について紹介されておりますのでご参照ください｡

URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou.html
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医
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全性情報について, 最新情報

を掲載いたします｡

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

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

① 医薬品・医療機器等安全性情報第226号の速報について (日医常任理事)

｢１. 新方式携帯電話端末による植込み型医療機器 (心臓ペースメーカー及び除細動器)

への影響について｣, ｢２. 重要な副作用等に関する情報｣ では ｢アトルバスタチンカルシ

ウム水和物｣ ｢牛車腎気丸 {ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) (ツムラ)} の情報,

その他, ｢３. 使用上の注意の改訂について (その177)｣ ｢４. 市販直後調査の対象品目一

覧｣ が掲載されています｡ なお, これらは日本医師会雑誌の平成18年９月号に掲載される

予定です｡

② ｢使用上の注意｣ の改訂について (日医常任理事)

【対象医薬品名】

ピコスルファートナトリウム (大腸検査前処置の効能を有する製剤), 塩酸ゲムシタビン,

沈降破傷風トキソイド, 臭化パンクロニウム, 臭化ベクロニウム, 臭化ブチルスコポラミ

ン (経口剤, 坐剤), 臭化ブチルスコポラミン (注射剤), アラセプリル, 塩酸イミダプリ

ル, マレイン酸エナラプリル, カプトプリル, 塩酸キナプリル, シラザプリル, 塩酸テモ

カプリル, 塩酸デラプリル, トランドラプリル, 塩酸ベナゼプリル, ペリンドプリルエル

ブミン, リシノプリル, ピコスルファートナトリウム (大腸検査前処置の効能を有しない

製剤), タカルシトール (２μｇ／ｇ), タカルシトール (20μｇ／ｇ), イソニアジド,

イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム, ラミブジン (100mg), 乾燥人フィブリノゲン,

一般用医薬品 [(アスピリンを含有する製剤), (アスピリンアルミニウムを含有する製剤)],

一般用医薬品 [(アスピリンを含有し, アセトアミノフェンを含有しない製剤), (アスピ

リンアルミニウムを含有し, アセトアミノフェンを含有しない製剤)]

なお, 本情報は ｢医薬品・医療機器等安全性情報｣ No. 227 号以降にて随時掲載予定です｡
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月日の経つのは早いもので, 今年も

早や７月となりました｡

東山は新緑となり, 鴨川には川床が

造られ, 祇園祭の鉾も立ちました｡ 山

紫水明の京都で, 及ばずながら俳句を

作りたいと思っている次第であります｡

(当番 青柿)

��������	
��

井上代志子

��������������

田村江津子

������� �!	"�#

西村妃佐子
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福原 宏一
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上山 青柿

７月例会

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

� TEL：315-5276�
� FAX：314-5042�

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は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｡

捜査協力のお願い

京都府田辺警察署司法警察員警視より下記の照会事項について捜査協力の依頼がありました｡

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｡

【 照 会 事 項 】

氏 名 中嶋 繁樹 (昭和48年２月13日生 男性)

上記者について, 治療の有無, 有れば

①治療機関の名称 (代表者名), 所在地, 連絡先 ②治療の年月日時 ③治療の内容 (傷

病名およびその程度) ④本人の現住所, 携帯電話番号など本人の連絡先 ⑤治療報酬支

払い状況, カードでの支払いであれば, カード会社名, カード番号 ⑥次回治療の予約等

その他治療に関する参考事項

【連絡先】 京都府田辺警察署：電話 0774－63－0110 (内線：601 担当：松田)
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9医療界を巡る動き

平成18年６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

６. ９ 改正介護保険法による ｢地域支援事業｣ 実施
概要を通知－厚労省

６. 16 がん対策基本法案等が成立

６. 19 2008年度より医療保険者に義務付ける ｢健診・
保健指導｣ の外部委託基準まとめる－厚労省検
討会

６. 26 自治体向けエイズ対策マニュアル示す－厚労
省

６. 28 療養病床再編の受け皿づくりで, 地域ケア体
制の整備に取り組む－厚労省老健局・保険局・
医政局３局合同で

６. 28 ｢がん対策推進基本計画｣ の早期策定進める－
厚労省・がん対策推進本部

６. ７ 医療制度改革法案で竹嶋日医副会長が参院厚
生労働委員会参考人－ ｢政省令で改善｣

６. ９ 現行レセプトの問題点と改善点を指摘する報
告書－ ｢保険者機能を推進する会｣

６. 12 参院厚生労働委員会, 北海道で地方公聴会

６. 13 21項目にも及ぶ付帯決議付きで医療制度改革
法案が可決－参院厚生労働委員会

６. 13 ジェネリック医薬品に関する緊急調査で中間
報告－日医

６. 14 医療制度改革法案が可決－参院本会議
６. 14 自民党 ｢保険免責制｣ の検討に着手－医療制

度法案成立受け

６. 20 レセプトの直接審査や医療機関との直接契約
などを求める規制改革要望－日本経団連

６. 21 有料老人ホームなど ｢特定施設｣ での在宅医
療で算定要件緩和－７／１から

６. １ 合計特殊出生率が1.25で過去最低を記録

６. ６ 国民年金保険料の不正免除問題で声明－日医

６. ８ 次期参院選挙 ｢武見氏以外の候補を｣ －近医
連が日医連に要請

６. 14 消費税の社会保障目的税化掲げる－自民党・
税制調査会

６. 14 ｢歳出・歳入一体改革に向けた基本的考え方
について｣ とりまとめ－財務省・財政審が建議

６. 14 社会保障のさらなる抑制に向け ｢社会保障サー
ビス効率化プラン (仮称)｣ の策定を提言－経
済財政諮問会議・民間議員

６. 20 分娩に伴う小児脳性麻痺を対象にした無過失
補償制度の実現に向け委員会設置－日医

６. 23 今後５年間の社会保障分野における削減額を
1.1兆円－財政・経済一体改革会議が歳出削減
で方向性

６. 26 社会保障分野における歳出削減努力額を1.1
兆円とすることで合意－経済財政諮問会議

６. 28 医師数全体では充足の方向－厚労省・医師の
需給に関する検討会が報告書
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訃 報

藤田 衛氏／伏見・稲荷・６月24日ご逝去・76歳

【報 告】
１. 会員の逝去について
２. 第２回会費検討・会館建設特別委員会の
状況
３. 第３回地区庶務担当理事連絡協議会の
状況

４. 基金合審の状況
５. 京都府医療保険者協議会・疾病動向等調
査分析部会の状況
６. 平成18年度京都府・京都市生活保護連絡
協議会の状況
７. 在宅および療養病棟診療報酬説明会の
状況

８. ６月度労災審査協議会の状況
９. 新規個別指導の状況
10. 新規指定前講習会の状況
11. 京都市急病診療所第178回運営委員会の
状況
12. 第１回乳がん検診委員会の状況
13. 地区乳がん検診担当者連絡会の状況
14. 産業医研修会の状況
15. 京都介護・福祉サービス第三者評価等支
援機構平成18年度総会の状況
16. 第１回地域ケア委員会の状況
17. 第１回臨床研修制度検討委員会の状況
18. 府医学術講演会の状況
19. ６月度協会医賠処理室会提出件数
20. 第２回学術・生涯教育委員会の状況
21. 第１回乳幼児保健委員会の状況
22. ｢京都府介護保険審査会｣ の状況
23. 京都府医療推進協議会第１回実行委員会
の状況
24. 平成18年度京都府ナースセンター運営会
議の状況
25. 理事者勉強会の状況

【議 事】
26. 会員の入会・異動・退会10件を可決
27. 常任委員会の開催を可決
28. 平成17年度法人事業税の申告納付を可決
29. 第３回会費検討・会館建設特別委員会の
開催を可決
30. 事務局パート職員の採用を可決
31. 第４回地区庶務担当理事連絡協議会の開
催を可決
32. 京都府精神医療審査会委員の推薦を可決
33. 京都市介護認定審査会委員の推薦替えを
可決
34. 京都市 ｢高齢者の居住福祉に関する調査
研究会｣ 委員の推薦を可決
35. 母体保護法指定医師研修機関の認定を
可決

36. 救急法短期実務研修会への後援および講
師派遣を可決
37. 第28回産業保健活動推進全国会議への出
席を可決
38. 産業医部会幹事の委嘱と第１回産業医部
会幹事会の開催を可決
39. 平成18年度学校保健連絡会議の開催を
可決

40. 学校医部会幹事会幹事の委嘱と第１回幹
事会の開催を可決
41. 京都府糖尿病対策推進事業委員会委員の
委嘱替えを可決
42. 医療安全対策委員会委員の委嘱ならびに
第１回委員会の開催を可決
43. 看護専門学校教職員の退職を可決
44. 新規個別指導の開催を可決
45. 第１回京都医学会小委員会の開催を可決

第12回定例理事会 (６.29)
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【報 告】

１. 平成18年７月１日現在の会員数

７月１日現在 4,219名 (＋10名)

２. 総務担当部会の状況

３. ６月度基金幹事会の状況

４. ７月度保険医療担当部会の状況

５. 京都府リハビリテーション連絡協議会第

５回作業部会の状況

６. 第２回脳卒中登録事業委員会の状況

７. 第43回京都府プレホスピタル救急医療検

討会の状況

８. 平成18年度京都安全衛生・快適職場推進

大会の状況

９. 府医学術講演会の状況

10. 日医総研戦略会議の状況

11. 人づくり21世紀委員会第１回常任幹事会

の状況

12. 医療療養病床の診療報酬に関する説明会

の状況

13. 第１回近医連保険・介護保険担当理事合

同連絡協議会の状況

14. 医師確保にかかる京都府議会宛請願書に

ついて

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会19件を可決

16. 常任委員会の開催を可決

17. 京都府との懇談会の開催を可決

18. 京都市との懇談会の開催を可決

19. 平成18年度京都府保健医療功労者等表彰

候補者の推薦を可決

20. 第14回 ｢医療文化史サロン展｣ への後援

を可決

21. 第39回東洋鍼灸医学大講演への後援を

可決

22. 第14回日本療養病床協会全国研究会への

後援を可決

23. 病院長会議の開催を可決

24. 消費税・法人税書類作成費の支払いを

可決

25. レセプト出張受付の実施を可決

26. 労災診療費算定実務研修の共催を可決

27. (財)京都市急病診療所理事の推薦替えを

可決

28. 検診対策特別委員会委員の委嘱および第

１回委員会の開催を可決

29. 産業保健委員会委員の委嘱替えを可決

30. 地域ケア委員会委員の委嘱替えを可決

31. 平成18年度近医連学校医研究協議会第１

回理事会への出席を可決

32. 第50回京都府学校保健研究大会の後援を

可決

33. 学術講演会の開催並びに ｢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

34. 医療安全対策委員会委員の追加委嘱を

可決

35. 会費検討・会館建設特別小委員会の開催

を可決

36. 新入会員との懇談会の開催を可決

第13回定例理事会 (７.６)

～ ８月度請求書 (７月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (木) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (木) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 14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｡




