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小天橋
写真／齊藤治人 (北丹)

写真は私が生まれ育った ｢京都府熊野郡久美浜町字湊宮｣
です｡ 久美浜町のシンボルである兜山の頂上の展望台より
撮影しました｡
父 (幸之) の後を継いで18年｡ その間に兜山に登ったの

は数回｡ 一文字の松並木 (砂州) によって分けられた上が
外海 (日本海), 下が内海 (久美浜湾) です｡ 有名な ｢天橋
立｣ を大内峠から観た景色に似ています｡
ここは ｢小天橋｣ と呼ばれています｡
一度この景色を観に兜山に登ってみては？
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京都府医療推進協議会 (以下, 協議会) では, 10月14日(土), 京都市勧業館 ｢みやこめっせ｣

において 『こんなに変わる医療・保健・福祉 ～あなたの健康危機！ 秋の陣』 を開催した｡

医療制度改革や健康づくりについての情報を発信し, 真に国民のための医療や福祉はいかにあ

るべきかということを府市民とともに考えようと, 京都府の医療・保健・福祉に携わる31団体

で構成される協議会が主催, 約1,500名もの府市民が来場した｡

府市民1,500人が参加
＝ 各団体のブースで健康チェックなど ＝

今回の医療制度改革が医療・介護の現場にど

のような影響を与えているのか, また将来どの

ようになっていくのかについて, 京都府医療推

進協議会では, 午前中のＫＢＳラジオ人気番組

｢桂都丸のサークルタウン｣ の公開生放送で構

成団体がそれぞれの立場から訴えた｡ さらに午

後には, 劇団 ｢WANDERING PARTY｣ が ｢冗

談じゃないぜ！ったく!! ～こんな改革で大丈

夫？｣ と題して, 患者・家族と医療機関が苦悩

する一方, 政治家や官僚が庶民の苦しみを一顧

だにしない姿を皮肉を込めてコミカルに演じた｡

午後からのステージでは, ｢呼吸筋のストレッ

チ体操｣ (京都府理学療法士会), ｢知って得す

る薬の正しい使い方｣ (京都府病院薬剤師会),

｢転倒予防運動 『柔』｣ (京都府柔道整復師会)

などが行われ, 多くの参加者がからだを動かし

ながら, 熱心に耳を傾けていた｡

桂都丸氏のインタビューを受ける森府医会長

WANDERING PARTY によるステージ
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また, 会場では, ｢こどもの広場｣ ｢大人の広場｣ ｢高齢者の広場｣ として, 協議会構成団体

がそれぞれの特色を生かした18の体験コーナーや相談コーナー, パネル展示等のブースが設け

られ, 大勢の人がつめかけた｡

京都府医師会では, ｢子どもの健康相談－ア

レルギー疾患を中心に｣ と ｢メタボリックシン

ドロームって何？ ―糖尿病相談｣ の相談ブー

スを出展｡ 血圧と腹囲の測定コーナーでは約450

人が測定した｡ また, 相談ブースには70人近く

が相談に訪れ, それぞれ京都小児科医会, 京都

糖尿病医会から派遣された専門医が相談に応

じた｡

パネルディスカッション ｢どうすればいいの？

子どもの食物アレルギー｣ では, 植月百枝ア

ナウンサーの進行のもと, 食物アレルギーのお

子さんを持つ小谷智恵さんからの質問に滋賀県

立小児保健医療センター・楠 隆小児科副部長,

京都府医師会・辻 幸子理事が答える形で進め

られ, 食物アレルギーに関する正しい医学知識

が伝えられた｡

府医出展のブースで血圧を測定する桂都丸氏

パネルディスカッション ｢子どもの食物アレルギー｣

府医出展の健康相談ブース

京都府医療推進協議会 構成団体一覧

京都私立病院協会, 京都市老人福祉施設協議会, 京都腎臓病患者協議会, 京都精神病院協会,
京都難病団体連絡協議会, 京都府医師会, 京都府医師婦人会, 京都府栄養士会,
京都府介護支援専門員協議会, 京都府看護協会, 京都府言語聴覚士会, 京都府作業療法士会,
京都府食生活改善推進員連絡協議会, 京都府歯科医師会, 京都府歯科衛生士会, 京都府鍼灸師会,
京都府鍼灸マッサージ師会, 京都府柔道整復師会, 京都府病院協会, 京都府病院薬剤師会,
京都府放射線技師会, 京都府訪問看護ステーション協議会, 京都府母子寡婦福祉連合会,
京都府薬剤師会, 京都府理学療法士会, 京都府臨床検査技師会, 京都府臨床工学技士会,
京都府老人クラブ連合会, 京都府老人福祉施設協議会, 日本医療法人協会京都府支部,
認知症の人と家族の会京都府支部 (50音順)
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個人質問で登壇した久山府医副会長は, 発

足から２年が経過した ｢国民医療推進協議会｣

についてこれまでの活動に対する評価および

今後の取り組みについて日医執行部のスタン

スを求めた｡ 久山府医副会長は ｢国民医療推

進協議会｣ がこれまで果たしてきた役割とそ

の活動成果の大きさについて言及｡ ｢この２

年間で大きく成長した｣ と評価した｡ そのう

えで, 唐澤日医執行部に対し, 今後の取り組

み方針が明確でないことや今後も本協議会の

拡大発展が必要不可欠と指摘した｡

これに対し, 岩砂日医副会長は ｢植松前執

日日医医総総研研のの運運営営方方針針やや
国国民民医医療療推推進進協協議議会会のの今今後後ににつついいてて

第115回日本医師会臨時代議員会

10月７日(土), 日本医師会館において第115

回日本医師会臨時代議員会が開催された｡ 唐澤

日医会長の所信表明に続き, 平成18年度治験促

進センター事業特別会計予算補正, 医師再就職

支援事業特別会計予算補正, 日本医師会費賦課

徴収および平成17年度一般会計決算, 医賠責事

業特別会計決算, 日医総研事業特別会計決算,

治験促進センター事業特別会計決算の各案件が

上程され, 賛成多数で承認された｡

その後, 全国６ブロックからの代表質問と17

名の代議員から個人質問が出され, 各質問に対する日医執行部からの答弁が行われた｡

国民医療推進協議会について日医執行部のスタンス問う
久山府医副会長の個人質問に岩砂日医副会長が答弁

あるべき医療制度の実現に向けた政策の立案と戦略を推進
唐澤日医会長が所信表明

唐澤日医会長は所信表明の中で, 就任から

の半年間を ｢医療制度改革関連法の推移をに

らみ, 対峙し続けることが最大の課題であっ

た｣ と振り返り, 特に, 地域医療体制の混乱

を回避すべく, 本法案の参院可決段階におい

て21項目の付帯決議を盛り込むことができた

が, 今後も強力に働きかけを行い, 現実的な

改善策の実施に取り組んでいくと述べた｡

また, 早急に改善を求めるべき課題として,

療養病床の再編や医師の偏在問題などを挙げ,

医療提供体制の崩壊が迫っていることを国民

に理解してもらう努力が不可欠であることか

ら, ｢国民医療を守るために憂慮すべき事態

である｣ ことをあらゆる報道機関に説明し,

報道の輪を広げていきたいとした｡ さらに,

今後は日医として政策の立案, 実現のための

戦略の推進によって, 国民の期待に応え, 国

民の健康と福祉を守ることに邁進したいとの

考えを示した｡
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日医総研の運営で ｢会計処理・研究員採用の透明化｣ 求める
森府医会長はじめ近畿各府県医師会より関連質問

日医総研の運営に関しては, 大分県の代議

員より ｢経理疑惑などの根拠のない風説｣ に

よって日医総研のシンクタンク機能が縮小・

退化するとの懸念を表明｡ 風説の解明が必要

との意見が出された｡ これに対し今村定臣日

医常任理事は ｢調査した結果, そうした疑惑

は存在しなかった｡ これ以上の調査は必要な

いと判断した｣ と説明した｡

関連質問では, 近畿各府県医師会から経理

の透明化と規約の制定を求める意見が出され

た｡ 大阪府からは, 随意契約による発注がな

されているなどの会計上の問題点を指摘し,

｢10億もの予算によって運営されている以上,

経理は適正かつクリアでなければならない｣

とし, ｢日医総研透明化委員会｣ の設置を求

めた｡ また, 森府医会長からはこういった問

題が起こった背景には, 日医総研としての明

確な規約が制定されていないことにあるとし

て, 早急な対応を求めた｡ これら関連質問に

対し, 竹嶋日医副会長 (日医総研所長) から

は研究員が経営する会社への発注内容・金額

について ｢調査したが, 不当な発注はなかっ

た｡ ただ, モラルハザードの問題から４月以

降は中止した｣ と説明｡

また, ｢日医総研の再生｣ については, 唐

澤日医会長は ｢医政なくして医療なし｣ との

基本理念のもと, 今後も機能強化を図ってい

くと言及したうえで, これまでの研究員人事

について経過報告し, 今後は医療経済分野の

強化が課題であると指摘した｡ さらに経理疑

惑に関しては ｢例え少額であっても, 説明の

つかない経理にはしない｣ と明確な会計処理

体制の構築を強調した｡

行部が強い信念のもと設立されたものであり,

これまで２回にわたり署名活動などの国民運

動を行い, 多大な成果を挙げてきた｣ とこれ

までの活動を評価したうえで, 今後もわが国

の医療提供体制を守るためにも本協議会は

｢国民運動展開のために重要な活動のひとつ｣

と強調した｡ また, 今後の運営に関しては,

参加団体に参集いただき, 活動方針などにつ

いて意見交換する場を設けたいとして, 近く

活動を再開することを表明した｡

また, 追加質問で久山府医副会長は ｢京都

府医療推進協議会への助成｣ について日医の

見解を求めた

ところ, 岩砂

日医副会長か

らは ｢前向き

に検討したい｣

との答弁がな

された｡

唐澤執行部の今後の政策運営について質問

代表質問では近畿ブロック (大阪府) から

｢日医会長選挙の総括｣ ｢小泉前内閣の医療政

策の評価｣ や ｢医療費抑制策への対峙｣ につ

いて執行部の考えを問いただした｡ これに対

し唐澤日医会長は ｢構造改革の名のもと医療

制度を崩壊の危機に陥れた｣ と小泉前内閣を

批判｡ 今後については, 安倍内閣の政策を見

極めつつ, 大々的な運動の展開も視野に入れ

ながら国民とともに闘っていきたいと答弁し

た｡ また, 会長選挙の総括については, ｢わ

れわれは自らの信念により行動したものであ

る｣ と説明した｡
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戸澤睦彦亀岡市医師会長の挨拶に引き続き,

森府医会長が挨拶にたち, 先の国会で成立し

た医療制度改革関連法案について言及｡ 療養

病床の削減や患者自己負担増などの改革によっ

て地域医療の混乱が懸念されていると憂慮を

示すとともに, 平成20年度からの基本健診は,

実施主体が市町村から保険者へと変更される

ことになるが, 放置すれば, 健診機関への丸

投げが増えるのではないかと危機感を示した｡

そのうえで府医はプロジェクトチームを立ち

あげ早急に検討を行い結論をだす予定である

と述べた｡

診療報酬改定の影響について

西村府医理事から, 今回は大幅引き下げで

あったが, 実態について日医では緊急レセプ

ト調査を実施しており, 第２弾が発表された

なかで, 総点数はマイナス1.21％となったと

している｡ 厚労省は自然増を３～４％を見込

んでおり, たとえ3.16％のマイナス改定であっ

ても0.7％～1.7％は増えるはずであるが実際

はマイナスであり厚労省の見込みと大きな乖

離があると説明した｡

また, 入院基本料については, 入院の看護

師配置基準等が引き上げになったことによる

看護師の引き抜き等も起こっているようで,

中小病院では人員の確保が困難な状態となっ

ており厳しい状況になっている｡ 在宅医療に

関しては, 施設基準届け出件数は24時間連携

加算をとっていた施設の約８割の施設が届け

ているようであると説明した｡ さらにリハビ

リテーションは, 算定日数に上限を設けるこ

とが問題で, もう一点は従来理学療法Ⅳが施

設基準なしで算定できたが, 今回算定できな

くなった事が大きな問題ではないかと述べた｡

地区からはリハビリの期間が終了してから来

院される患者さんが多く改善していただきた

いと要望があった｡ 安達府医副会長は18年改

正の中でリハビリテーションの改定内容につ

いては日医診療報酬検討委員会で臨床整形外

科医会の代表を中心に交渉したが最終的には

臨床整形外科医会の考え方と反した結果になっ

たと述べた｡

ジェネリック医薬品を
巡る諸問題について

安達府医副会長は, 後発医薬品の問題点は,

①現行の認可基準では先発品と同等の生物活

性の検証を求めていないので品質が保証され

ていない｡ ②先発品と同じ規格がそろわない｡

③製造, 提供期間が, 不確実｡ の３点である

とした上で, 生物活性の問題は日本臨床薬理

学会での発表によると, 先発医薬品と後発医

薬品６品目における血中濃度の薬物動態比較

結果で先発品にくらべ大きな数値の差があっ

たとの報告があったと述べた｡ また, 日本と

欧米の後発品評価プロセスについて, アメリ

カではオレンジブックで製剤的・生物学的に

亀岡・船井地区医師会との懇談会が９月16日(土), ガレリア亀岡において開催され, 地区か

ら24名, 府医から10名が出席, 亀岡医師会の吉岡隆行副会長司会のもと約２時間30分にわたり

活発な意見交換が行われた｡

亀亀岡岡・・船船井井
医師会との懇談会

診療報酬改定の影響やジェネリック医薬品の問題などで議論



6

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

同等であること等を求めているが日本は溶出

の同等性の有無のみで認められ, かつ申請デー

タは後発品メーカーが作成したもので承認さ

れると説明した｡ 今回の改正で厚労省は後発

品使用を認めたが, その後に後発薬品メーカ

に後発薬品に関する通達をだして改善を求め

ており非常に粗雑な制度措置であるとの見解

を示した｡

地区からは, 患者さんに求められた場合,

何をもって後発医薬品の危険性を患者さんに

伝えていくのかとの質問があり, 安達府医副

会長は効果があるかどうか分からないような

薬を使用してもいいのかは当然医療の責任者

としては考えなければならない｡ 後発品でそ

れなりの効果があると思われる薬品であれば,

患者さんの要求が強ければ柔軟に対応するこ

とも必要ではないかと思う｡ ただし, 医療法

によれば患者さんの診療を引き受ければ最善

で最適の診療をすることが義務づけられてお

り, 薬効が保証されていない医薬品の使用に

より結果が悪くなれば最善, 最適の診療が保

証できなくなり, 民事訴訟になれば医療機関

が敗訴することが十分予想される｡ 今後は医

療保険法の法的な面から主張して後発医薬品

の質の保証改善に取り組むように政府に働き

かけなければならないと思っていると述べた｡

障害者自立支援法の
意見書の取り扱いについて

北川府医理事は, 障害者自立支援法におけ

る区分判定は, 精神障害に対する認定が低く

でるなど問題点が多いことを指摘し, 区分に

より使えないサービスがあるなど不利が生じ

る恐れがあり, ２次判定における, 意見書の

役割が介護保険にもまして重要であることを

強調した｡ 意見書の記載に際して, 精神や知

的障害に関しては京都医報にポイントが掲載

されており, 参考にしていただきたいと説明｡

知的障害に関しては, 医学的情報が京都市,

府より得られることを説明するとともに, 意

見書記載への協力を依頼した｡ 最後に, 今回

の区分認定などのシステム導入は, 介護保険と

の統合を視野に入れたものであり, 矛盾点, 問

題点を明らかにし国に提言していくと述べた｡

地区からは, 突然来院された場合時間がか

かるなどの問題点が指摘された｡ これに対し,

北川府医理事は, 来院することを, 調査を担

当している事業所などから出来るだけ事前に

医療機関へ伝えることが出来ないか, 行政と

交渉すると回答した｡

予防接種 (特に３混の１期)
期間外の同意書の取り方など

辻府医理事から, ＤＰＴ１期の初回接種の

３回を３週間から８週間の間隔をおいて接種

することになっているが, この期間を過ぎた

場合は法律に基づく接種ではなく任意接種と

なるという考えで, そのために同意書をとっ

ていただきたいというのが市町村の主張であ

るとした｡ さらに１期の接種期間を越えてし

まった場合, 副反応が強くなるなど医学的問

題であれば医師として説明するのは当然であ

るが, 実際の同意書の内容は健康被害が生じ

た場合の救済制度 (内容) が異なることにつ

いてであり, そこまで必要なのか違和感があ

ると説明した｡ ただ同意書がないと公費負担

扱いにしない市町村もあるのも事実である｡

また医師サイドも定期予防接種でなければ説

明をしておかないと万一健康被害があったと

きに困るという声もあると説明した｡ 府下で

は現在10余りの市町村で同意書を必要として

いる｡ 地区からは同意書を取らない方向で話

を進めているが, 健康被害があったときの責

任が問題になるとの意見があった｡ 辻府医理

事は接種期間が過ぎても規定の回数を接種す

べきというのが予防接種専門医の意見であり,

この方向で定期予防接種が行えることが望ま

れるとし, 森府医会長からも小児科学会など
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から厚労省への働きかけが必要との考えが示

された｡

ニコチンシートなど
ニコチン製剤の保険適用について

ニコチン製剤の取り扱いについて西村府医

理事より説明があった｡ 今改定から保険点数

にニコチン指導管理料が新設され, ６月には

ニコチン製剤が薬価収載されたが, 施設基準

の届出をしないと算定ができない｡ また, 禁

煙成功率の報告などが義務づけられているの

で, その結果によっては, 保険適用から抹消

されるかもしれないと説明した｡ 地区からは,

現状, ニコチン製剤は施設基準の届出をして

いなければ保険で処方することはできず, 自

費扱いになるが, 効果があるなら届出基準を

緩和するよう提言していくほうがよいのでは

ないかという意見があったが, 保険者の意向

としては, 効果のないものなら保険適用から

外す方向を示しているので, 様子をみながら

検討することになっているとした｡

�������

保険医療懇談会では, 地区から最近のレセ

プト請求について様々な質問があった｡

外来で SPO２の検査は算定できないのか

との質問に, 安達府医副会長は, 今回の改定

で100点から30点に減らされたが, その背景

には点数そのものをなくそうとする動きもあ

り, その結果として現行での審査基準は, 原

則としてＯ２吸入のない外来診療分が認めら

れない傾向にある｡ 医学的に不要ということ

ではなく血圧と同じで, 測定器がここまで安

価になれば, 測定器による技術料としては保

険請求になじまないという考え方だと思う｡

特殊例については, 注記して請求していただ

きたいと回答した｡

電子化やオンライン化が2011年度から始ま

ると審査が厳しくなるのかとの質問に対し,

府医は, ５年後の義務化に向けて日医はいく

つかの対策案を提示しているが韓国で実施さ

れたように医療費抑制に利用されることは予

想できる, また保険者による審査が実際に始

まる可能性や適応症主義によるチェック機能

が起こること等が懸念されるが, 電子化につ

いては世の流れや環境の変化に逆行するわけ

にはいかない｡ 医師会としては電子化が医療

費抑制策に安易に使われることがないよう改

めて技術の適正な評価を求めることを基本と

して, 診療報酬体系上での対応策を検討して

いくと回答した｡

消炎鎮痛剤とセルベックスの投与で査定さ

れた事例があるが, 併算定できないのかとい

う質問があった｡ 府医からは, 算定不可は考

えにくい, 審査上の初歩的なミスかもしれな

いので国保連合会へ正しておくこととした｡

特養ホーム配置医師の算定の際に注記を加

えて請求したが, 結果的に返戻された｡ 内容

的には問題ないと思われるが, 審査上はどの

ような取り扱いがされているのかという質問

があった｡ 一般的に診療内容に関する部分は

審査委員がすべて確認しているが, 事務共助

されている部分もあるので, その部分でミス

が発生する場合もある｡ 再審請求で請求が認

められたのであれば, 一審における審査上の

誤りと考えられると述べた｡

最後に地区から会館建設の見通しについて

質問があり, 森府医会長は, 土地の確保は終

了しているので建物については今後の検討と

なる｡ 現在他府県の医師会館の見学を終え,

行政との連携を含めた事業計画を執行部内で

検討中で, 20年度中に着工できるよう取り組

みたいと述べた｡
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�川順介左京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, ９月26日に成

立した新内閣について言及, 安倍首相の性格

が色濃く出てくることを懸念するとともに,

医療分野については経済政策が強く打ち出さ

れる危険性を示唆｡ 加えて今般の人事で厚生

労働副大臣に就任した武見参院議員に関して

は, ｢この布陣で日医のロビー活動がうまく

いかなければ, 武見氏に力がないことが明確

になる｣ と指摘した｡ また, 新高齢者医療制

度における包括化推進派とされる丹羽氏が自

民党総務会長に就任したことで議論が包括制

に傾くことを危惧し, 同派内に所属する清水

鴻一郎議員の働きに期待を示すとともに, 来

年４月の統一地方選での協力を呼びかけた｡

さらに, 医療関連法における大きな課題と

して ①基本健診・保健指導への関与につい

て委員会で検討する ②新高齢者医療制度が

包括制に移行しないよう, その整合性を検討

する ③レセプト電算化・オンライン請求シ

ステムを患者のために活用し, また保険者に

よる直接審査が医療費削減に直結しないよう,

第三者評価機関の設置を視野に入れて検討す

ること等を挙げ, 検討・協議に向けた意気込

みを示した｡

在宅医療推進への対応について

地区からは在宅医療の推進に関し問題提起

がなされ, 北川府医理事は, 在宅のニーズが

高まっている現状や, 在宅に帰すという厚労

省の方針に触れ, 全国で実施されているモデ

ル事業を参考にしながら在宅医療の推進を図

るべく支援していきたいとの意気込みを示し

た｡ またその具体策として, 在宅に帰りたく

ても主治医が見つからない住民やケアマネ対

象の相談窓口を設置したり, 医師がチームで

在宅医療にあたるなど, 府医としても京都に

合うシステムを検討していることを報告した

上で, 地域医療連携が進んでいる左京地区の

活動成果についての報告や今後のシステム構

築にあたっての協力を呼びかけた｡

これに対し地区からは, 個々の医療機関に

訪問診療等の要望が出されている現状が報告

され, ｢現在は一本釣りだが本来はシステム

的に実施すべき｣ と, 府医の積極的関与を求

める意見が出された｡ これに対し森府医会長

は, 連携システムの構築に積極的な意向を示

した｡

左京医師会と府医執行部との懇談会が９月30日(土), 京都ホテルオークラで開催され, 地区

から22名, 府医から15名が出席, 原山憲治左京医師会副会長の司会のもと, フリートーク形式

で約１時間30分にわたり活発な意見交換が行われた｡

左左 京京
医師会との懇談会

地域医療に関わる諸問題について議論

左京医師会との懇談会 (９.30 京都ホテルオークラ)
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基本健診について

地区からは, 平成20年からの基本健診のシ

ステム変更について質問がなされるとともに,

変更に関する留意点等について予想できる範

囲内で早急に会員に周知してほしいという要

望がなされた｡

福州府医理事は主な変更内容について説明

し, 府医での取りまとめやその運営費用, そ

れに伴う協力医療機関の再募集等についてワー

キンググループで検討中であると報告｡ その

結果を受け, 年内に連絡協議会を開催して各

地区に周知する方向を示した｡

安達府医副会長は今回の変更について, 健

診を健保組合に義務付けることが健保組合に

義務化された保健事業の範囲内であるかどう

かは議論の必要な問題であることを指摘した｡

また, 健診後の指導等についても医療の守備

範囲を明確にすべきであるとの見解を示した｡

また, 今回の変更で削除された検査項目が受

診者にどう影響するかについても議論が必要

だと指摘し, ｢多くの議論が求められている

にも関わらず見切り発車したこの制度につい

てきちんと指摘していきたい｣ と述べた｡

さらに地区からは, 保健指導の徹底のため

に保健師のウェイトが大きくなることへの対

応や日医の考えを問われ, 福州府医理事は医

師による実施を前提に話を進めていると説明｡

森府医会長は ｢対応は喫緊の課題であり, 集

団・個別の方式をどうするか, 医師が全て保

健指導を行うのか等, 早急に結論を出さなけ

ればならない問題である｣ とした｡ また上原

府医副会長は, 各都道府県で温度差が大きい

ことを示したほか, 保険者が健診の実施主体

となることでレセプトのデータと突合される

ことへの懸念を示した｡

新会館建設について

地区からは新会館建設の進捗状況について

質問があり, 森府医会長は, ｢開かれた医師

会｣ として活用できる拠点とし, 休日診療所

や医療相談, 地域医療連携の拠点にするとの

コンセプトを示した上で, 今後の医師会のあ

り方の検討と並行して建設問題に取りかかり

たいと説明｡ また具体的な日程については,

平成19年中頃に全体像を出し, 20年に着工し

たいとの意向を示した｡

地区からは他に新会館の概要について, 学

術講演会を開催できるような会議室の設置や,

それに付随する事務職員の配置, テレビ会議

システム等を見越した設計への配慮等, 様々

な要望が出された｡
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木戸敬中京西部医師会会長の挨拶に続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 厳しい医療状況が

続く中, 10月１日から施行された高齢者 (現

役並み所得者) の自己負担増および療養病床

に係る食住費負担増等健保法改正, また, 平

成20年度から保険者に義務づけられる特定健

診の問題等に対し, きっちり対応したいとの

意気込みを示した｡ その上で, 健保法等改正

に関する説明会を10月19日に行う予定である

とし, 参加を呼びかけた｡

また, 先月26日に安倍新内閣が発足したこ

とに触れ, 従来からの財務省主導の医療制度

改革が今後も進められる可能性が高いとの認

識を示した｡

特に, 特定健診・保健指導については, 平

成20年度から保険者に義務づけられるため,

府医として, ワーキンググループを設置して

検討を重ねていくことを報告｡ また, 保険請

求のオンライン化による審査については, 現

在京都で基金からデジタル化されたレセプト

データを受け取っている企業があることを紹

介し, 今後の動向を注視する必要性を示唆

した｡

最後に, 会費検討委員会から答申が提出さ

れたことを報告, 均等割と応能割の会費から

均等割のみの会費に見直すこと, 一部セーフ

ティーネットを設けて対応していくことを,

10月の代議員会に正式に上程すると述べた｡

会館建設に関しては, 10月末頃に ｢府医の将

来のあり方検討会｣ を設置し検討を行うとと

もに, 全地区医師会の代表者が集まり意見を

集約し, 行政との対応も考慮した上で, 平成

20年度の早い時期に建設に着工したいとの意

気込みを示し, 忌憚のない意見をいただきた

いと述べた｡

健診の義務化について

中野府医理事は, 平成20年度から保険者に

義務づけられる特定健診について, 現状示さ

れている具体的な変更点を現在の基本健診と

比較しながら説明した上で, 府医の対応とし

て, ワーキンググループを設置し, 今後どの

ように対応していくか検討中であり, 概要が

固まり次第, 連絡協議会を開催して進捗状況

を報告するとした｡

また, 現在の健診事業が地区医師会の収入

を支えていることを踏まえて, 収益構造につ

いては現在分かっている範囲で, 血液検査等

を積算すると単価が半分ぐらいになることを

説明｡ 保険者による管理になることから, 府

医は対応を検討中であるが, 対象者は従来よ

中京西部医師会と府医執行部との懇談会が10月２日(月), 京都府医師会館で開催され, 地区

から18名, 府医から９名が出席, 一色哲志中京西部医師会庶務担当理事司会のもと, 約１時間

にわたり意見交換が繰り広げられた｡

中中京京西西部部
医師会との懇談会

健診の義務化や医療制度改革について意見交換

中京西部医師会との懇談会 (10.２ 京都府医師会館)
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り減少することも予想されるとした｡

地区からの ｢精密健診はどこで行うのか｣

との質問に対して, 中野府医理事は, 現段階

で確定しているのは, 健診を２段階で行うこ

とだけであるため, 今後明らかになり次第,

周知したいと回答した｡ また, ｢内臓脂肪型

肥満に着目した健診だけでなく, 従来の健診

はできないのか｣ との質問に対して, 森府医

会長は, 標準プログラムに基づくモデル事業

が行われ, その結果と合わせて検討されるが,

このまま実施される可能性が高いとの認識を

示し, 日医に働きかけていくしか方法がない

との見解を示した｡

後期高齢者医療制度めぐる議論進む

西村府医理事は, 健保法等の一部改正を中

心とする医療制度改革関連法案の成立までの

経過およびその概要について説明｡ 特に, 医

療費適正化策として進められる予防健診およ

び保健指導実施の義務づけについて, 健康保

険料の用途外使用である等の問題意識を示し,

後期高齢者医療制度の創設について, 社会保

障審議会に ｢後期高齢者の在り方に関する特

別部会｣ を設置し審議される予定であると述

べ, 包括払い制度の導入に危惧を示した｡

地区から, 健診・保健指導の義務づけに関

連して, ｢40～74歳が対象者とされているが,

75歳以上の方はどうなるのか｣ との質問に対

し, 森府医会長は, 保険者が行う健診では対

象外であり, 75歳以上は後期高齢者医療制度

が対象になると述べた｡

加えて, 安達府医副会長は, 後期高齢者医

療制度について, 社会保障審議会の ｢後期高

齢者の在り方に関する特別部会｣ において,

平成18年度中に原案を作成した上で議論され

ることになっており, 厚労省は試案を投げか

けてくるとの認識を示した｡ これに対応する

ため, 日医は高齢者医療制度に対する基本的

な考え方をまとめ, また, 厚労省の試案に迅

速に対応し, 日医の意見を反映させるための

プロジェクト委員会を設置したと述べた｡

また, 10月14日に開催される京都府医療推

進協議会主催のイベントについて説明し, 参

加を呼びかけた｡

地区からの質問

地区から, 新会館建設について ｢会費の上

昇率など具体的な数字を示してほしい｣ との

意見に対し, 森府医会長は, これまでの代議

員会で説明してきたとおりであり, 現在, 会

館建設に向けての検討委員会を設置するため

の資料を作成中であるとした｡ 現在明らかに

できるのは, 患者の治療相談を含め, 府医が

府民・市民に果たすべき役割を担っていくメ

ディカルセンター, 地域医療連携を進めてい

くための活動拠点としての医師会が必要であ

るとのコンセプトと, 会員からの要望に充分

に対応できる種々の学術講演会を医師会館で

実施できるスペース等の確保を検討中である

との見解を示し, 建設費用についてはある

程度設計の段階に入らないと提示できない

と説明した｡

また ｢１行政区, １医師会が望ましい, 地

区医師会の再検討をお願いしたい｣ との意見

に対し, 森府医会長は, 19年４月から医療法

人制度改革が行われ, 特に地区医師会等の負

担がどの程度になるか等, いろいろな問題が

出てくるため, 話が進めにくいことが事実で

あるとしながらも, 年内には検討したいとの

意気込みを示した｡
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西村利朗中京東部医師会長の挨拶に引き続
き, 森府医会長が挨拶にたち, 来年度からの
医師会費について報告｡ 17年度末に会館建設
準備金が目標額に達し, 今年度から建設準備
金相当額の会費の値下げを実施しているが,
会費検討委員会では, さらに将来の府医師会
費のあり方について検討いただき, ８月に答
申をいただいた｡ その答申をもとに検討を行
い, 10月28日の代議員会で来年度以降の府医
の会費についてご審議をいただく予定であり,
慎重なご審議をお願いするとした｡ また会館
建設については, 他府県の医師会館を見学す
るなど情報収集中ではあるが, 油谷前会長が
｢開かれた医師会｣ を具体化するための拠点
として現在の土地を購入したことを受け, ①
メディカルセンター機能, ②すべての医師と
府民市民の教育・研修の場, ③地域連携機能
の拠点, を三本柱としたコンセプトをもとに
検討を進めたいと意気込みを示した｡

日医代議員会の状況を報告

森府医会長は10月７日に開催された日医代

議員会について触れ, 中小病院における看護
師不足や消費税問題などについて議論が集中
したと報告した｡ また, 療養病床についての
質疑も行われたが, 25万床の療養病床削減に
よって ｢医療難民・介護難民｣ がでる可能性
への危機感を示した｡ そのうえで ｢在宅医療
の推進｣ という面では概ね理解はできるが,
現状では全てを在宅で吸収できる状況にはな
く, 削減された療養病床もすべて老人介護保
健施設等に移行できるか不透明であり, 慎重
な対応が必要との見解を示した｡

来年度からの府医年会費について

橋本府医理事は府医会館の老朽化に伴い会
館建設資金を積み立てるため, 平成12年度に
会費検討特別委員会を立ち上げ検討を開始,
会館建設準備金相当額１億円と行政等からの
補助金削減等による通常会計の赤字補填分と
して５千万円の会費値上げの経緯を説明し,
そのうえで会館建設準備金が17年度末に目標
額15億円に達したため, 18年度から会館建設
準備金相当額１億円の会費を値下げしている
とした｡
また平成15年には医薬分業している会員と
非分業会員の応能割会費に不公平がある事を
踏まえ, 会費検討委員会で検討して格差是正
の補正を行ったことも説明した｡
今年度の会費検討委員会では, 現在の応能
割会費の根拠になるデータが個人情報保護法
の施行に伴い入手困難となったため, 応能割
会費の算定が不可能になったとして, 均等割
を中心に検討されてきた｡ また均等割は医業

中京東部医師会と府医執行部との懇談会が10月11日(水), からすま京都ホテルにおいて開催
され, 地区から９名, 府医から８名が出席, 中京東部医師会の新屋久幸副会長司会のもと約１
時間30分にわたり活発な意見交換が行われた｡

中中京京東東部部
医師会との懇談会

府医会費について意見交換

中京東部医師会との懇談会 (10.11 からすま京都ホテル)
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収入の低い会員にとって大幅増となるため,
２段階の減額措置 (セーフティネット) を設
けたとことも説明した｡
地区からは会員の権利はＡ・Ｂ会員ともに
同じであるが, Ｂ会員にはＡ会員を凌ぐ収入
を得ている会員が多数いるが, Ａ会員が府医
の財政を支えていくのは今後の府医のあり方
としては正しい姿なのかとの質問に対し, 橋
本府医理事は, 現在府医会員は4,200名程度
であるが, うち400名程度が80歳以上の高齢
の会費免除者で基本割は徴収していない｡ 残
りの3,800名で府医会費を徴収するとすれば
１名あたり12万円程度になり, Ｂ・Ｃ会員に
受け入れがたい金額となり組織率の低下を招
くことになるとした｡ 久山府医副会長は, 府
医会費の応能割の歴史的経緯について説明し
たうえで, 現在では多くの府県医師会は個人
情報保護法の関係から均等割のみになり, 府
医も来年度から均等割の予定ではあるが会員
資格としてのメッリトはＡ会員が多く受けて
いるとして応分の負担をお願いしたいと説明
した｡

介護師や福祉士等を含む ｢駐車
禁止除外制度｣ の拡大について

地区から在宅支援診療所の経営にあたり,
今後, 訪問診療は重要になっていくと思われ
るが, 広範囲の往診に行く際の駐車禁止除外
制度の拡大設定について要望が出された｡ こ
れに対し, 大藪府医理事は, 医師に対して交
付されている駐車禁止等除外指定車の許可証
は, 急患往診中ということに限定されており,
急患でなければ使えないということになると
したうえで, 公安委員からは医師のみ特別に
交付を認めるのは難しいとのことであったと
説明した｡

医療界が危機に直面した今こそ,
医師会が積極的な運動を

地区から, 国家予算として一番削減しやす

いのは ｢社会保障費｣, なかでも ｢医療費｣
であるが, 昨今のように医療界への危機が生
じた場合, 防波堤となって運動を展開してい
ただけるのは医師会であり, 会員にとって一
番大事なところで力強い運動を感じとること
が出来るように努力をしていただきたいと要
望があった｡
森府医会長は医師会は日本の医療制度を守
り, 国民の生命と健康を守る事がすべてだと
思っているが, 医療制度の最終決定は政治の
場であり, 今後も粘り強く交渉をしていくが,
小泉内閣発足以来, 厳しい政治状況にあり,
思うようにはならない状況にあることもご理
解いただきたいと説明した｡

�������

地区から, 特定疾患処方管理加算で月初め
に主病以外で１週間投薬をした｡ その後に主
病で28日以上の投薬した場合, 最初の受診時
に15点を処方加算し, ２回目の受診時に長期
投薬加算を請求するためには, 特定疾患処方
管理加算の算定し直しが必要であり, 領収書
の再発行などが必要となるが, 不確定要素を
含む場合はどうすればよいのかと質問があり,
久山府医副会長は療養担当規則では診療の都
度内容の分かる領収書をだすことが義務づけ
られているが, その都度発行される領収書に
全体として整合性があれば医療機関に責任は
生じないであろうと答えた｡ 森府医会長はご
心配であれば２回目に発行される領収書に再
発行と記して発行すればまったく問題ないと
したうえで, 領収書の発行は義務化されたの
で発行しないわけにはいかない｡ 明細書の発
行の義務化には日医も反対はしているが, 部
単位の領収書の発行については, その決定を
覆すことは困難であるとした｡
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後期高齢者医療制度等医療制度改革の現状およびその対応を報告
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医医医療療療制制制度度度改改改革革革関関関連連連アアアンンンケケケーーートトトののの結結結果果果ををを報報報告告告,,,
領領領収収収証証証発発発行行行ののの義義義務務務化化化ににに意意意見見見ががが集集集中中中

10月21日(土) に第１回地区社会保険担当理事連絡協議会が府医会館で開かれ, 20地区21名が出席

した｡ 当日は, 最近の中央情勢, 2005・2006年度指導状況および会計検査院指摘事項, 労災・自賠

責保険関係, 高齢者医療制度等医療制度改革および医療制度改革関連アンケート集計結果等につい

て, 府医役員から報告した後, 地区からの今回の制度改正に関する行政や府医に対する意見, 要望

をもとに意見交換が行われた｡

冒頭, 上原府医副会長が挨拶に立ち, 医療制

度が目まぐるしく展開していく中で, 日医では

医療制度改革関連法案の21項目の附帯決議をも

とに, 現在厚労省と折衝中であることを報告｡

また厚労省において検討が開始された後期高齢

者医療制度については, 社会保障審議会の専門

部会として位置づけられた ｢後期高齢者医療の

在り方に関する特別部会｣ が設置され, ①入院

は包括払いの方向で検討, 外来は現在白紙の状

態となっているが, 予断を許さない状況である

こと, ②療養病床の廃止を筆頭に入院から在宅

へ政策誘導されている点については, 受け皿整

備が優先課題であること, ③ターミナル医療の

制限等－が今後の検討課題としてあげられてお

り, 注視していく必要があるとの見通しを示し

た｡ これに対して日医が, 厚労省から示される

政策に対して現場の意見を反映させるための対

案を立案する ｢高齢者の診療報酬体系検討委員

会｣ を立ち上げ, 安達府医副会長が委員として

委嘱されていること, 加えて京都府においても

｢地域ケアの在り方検討会議｣ が発足し, 医師

会および病院団体関係者等にて検討に入ったこ

とが報告され, 忌憚のない意見をいただき, 各

方面に反映させていくことを約束した｡

西村府医理事からは, 医療制度改革関連法案

について, 平成14年７月に成立した ｢健保法等

の一部を改正する法律附則第２条第２項｣ をも

とに, 平成15年３月に閣議決定された基本方針

によって, ｢保険者の再編, 統合｣, ｢新たな高

齢者医療制度の創設｣ 等医療制度改革のレール

が敷かれたと説明｡ 特に患者等への医療に関す

る情報提供の推進として設置された ｢医療情報

の提供のあり方等に関する検討会｣ では, 厚労

省が示した原案が大筋で了承され, 平成19年度

中には一定の医療機能情報を都道府県に届け出

ることが義務づけられ, 場合によっては民間へ

提供されることに危惧を示した｡ また保険者に

対する一定の予防健診等の義務づけについては,

府医にてワーキングチームを立ち上げ, その対

応を検討しており, 近く連絡協議会を開催し,

各会員へ周知する予定であることが報告された｡

また久山府医副会長からは, 21項目の附帯決

議は拘束力がないため, 今後厚労省等から提案

される種々の政策を押し返す努力が必要であり,

日医と近医連が早急に関係修復を図り, 結束力

を高める必要があることを説明した｡

医療機関窓口における不満の声が７割を超える結果

西村府医理事から, 医療制度改革関連アンケー

ト集計結果について報告｡ ｢70歳以上の現役並

み所得のある患者に対する自己負担増において,

医療機関窓口における不満の声があった｣ との
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回答が７割を超える結果を示したことに対して,

｢行政が説明すべきことを府医や医療機関に押

しつけている｣ との地区からの意見を紹介｡ 政

府の説明責任の放棄がもたらす問題を強力に訴

えていく姿勢を示した｡ また医師会に対する意

見においても, ｢患者にも分かりやすいポスター,

パンフレット等の配布の迅速化｡ 会員への事前

説明が不充分｣ 等の意見があったことを踏まえ

て, 厚労省通知が施行日直前に発出されている

経緯を説明した上で, 引き続き協力を求めた｡

また領収証発行の義務化については, ｢説明を

求められたことがない｣ との意見が６割を超え

たにもかかわらず, ｢特定疾患療養管理料およ

び慢性疼痛疾患管理料に関する説明を求められ

た｣ との意見がほぼ全地区にわたって認められ

る等, 患者による温度差が浮き彫りとなる結果

が認められた｡ なお ｢医療費が知りたいことを

理由に領収証を求める患者は皆無｣ との意見も

あり, 義務化の必要性に疑問を抱かざるを得な

い結果となった｡

北川府医理事からは, 在宅医療に関して在宅

療養支援診療所の届出状況が７割近く把握され

ていない結果を踏まえて, 一般の患者に至って

はそれ以上であることに懸念を示した｡ 病状急

変時の入院体制に対する不都合な点に関しては,

｢高齢者の入院が困難｣, ｢認知症患者の入院先

がない｣ との意見を紹介, 介護療養病床の廃止

等に伴い, 入院期間が短縮されること等によっ

て, 医療難民, 介護難民の増加がさらに加速す

る可能性を示唆した｡ また在宅医療に不安を抱

いている医療機関が多いことに対して, 地区に

おける在宅に対する負担感を介護関係者やコメ

ディカルを含めたチームで対応することによっ

て, 個人の負担を軽減する必要があることを訴

えた｡ 加えて, ｢在宅医療を提供できる医療機

関がない, 質が低い｣ 等を理由に在宅医療を断

念しなければならない患者を減らすことを目的

に, 府医地域ケア委員会においても在宅医療の

受け皿整備, ターミナルケアに対する開業医の

研修等を検討していることを報告｡ 在宅医療に

関するシンポジウムの開催も検討しており, 地

区医師会の協力を要請した｡

またリハビリテーションについては, 従前理

学療法を算定していた医療機関のうち, 半数以

上が疾患別リハビリテーションの届出ができず,

｢算定できなくなった｣, ｢リハビリの内容を変

えずに, 消炎鎮痛等処置で算定している｣ との

回答があったことに対して, 俣野府医理事は,

算定日数を超えてリハビリテーションを実施す

ることは困難であり, 算定日数上限を設けるこ

と自体に問題があることを指摘した｡

地区からの意見では, 領収証発行の義務化に

ついて, ｢原則毎回発行するのではなく, 内容

のわかる領収証を求める患者にのみ発行するこ

とはできないのか｣, ｢再発行する場合の実費徴

収は可能か｣ との質問に対して, 久山府医副会

長は ｢療養担当規則に規定されたため, 原則支

払受けた場合にその都度発行する必要がある｡

ただし, 患者が領収証は不要である旨の署名入

りの文書があれば必要ない｡ また再発行の義務

はないため, 実費徴収については, 患者と相談

の上決めてほしい｣ と回答｡ また, リハビリの

回数制限撤廃等の要望も出され, 西村府医理事

は, その他不合理項目等も検討の上, 是正を要

望していくと回答した｡ (なおアンケート集計

結果の詳細については, 保険医療部通信を参照

されたい｡)

その他の報告では, 中野府医理事から労災・

自賠責保険関係について, 労災診療費算定基準

の改正概要を説明｡ 近く ｢労災の手引き｣ 改訂

版を発送する旨報告した｡ また自賠責保険関係

については, 新基準採用のメリットおよびデメ

リットを紹介した上で, 移行率が低調な現状を

踏まえて, 新基準の採用に協力を促した｡

最後に, 西村府医理事から11月17日(金) に

開催を予定している医療政策懇談会 (10月15日

号付録参照) への参加を要請し, 閉会した｡
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口演演題・ビデオ発表

会員の積極的なご応募により盛況が続いてい

る口演演題の発表は74題の応募を得て, 午前９

時から４会場に分かれて熱心な発表・討論が行

われた｡

今回の統一テーマ ｢画像診断｣ に関する数多

くの演題が集まり, 主としてＡ会場にて, 大き

く循環器, 脳神経, 消化器, 腎泌尿器・運動器・

その他の分野に分けて発表が行われた｡ また,

今回はサブテーマとして ｢医療連携｣ に関する

演題も募集し, ワークショップ形式にて討論を

行い, その他の一般演題も３会場に分かれて,

各会場とも活発な発表が行われた｡ なお, プロ

グラム作成にあたっては, 同一分野の演題が同

一時間帯にバッティングせぬよう, 時間調整に

最大の配慮を行いながら４会場に振り分けた｡

次年度も統一テーマを設定した医学会運営を考

えているので, 各科に幅広く共通する望ましい

テーマについて, 会員諸氏のご意見をぜひお寄

せいただきたい｡

また, 今年度は初めての試みとして, 学会運

営を円滑に進めるにあたり, 各会場の進行係,

マイク係を人材派遣会社に依頼し, プロジェク

ター管理, およびビデオ録画は昨年同様, 業者

に依頼した｡

なお, 本年も府医学術・生涯教育委員会委員

の方々に司会進行, 座長をお願いし, 優秀演題

の推薦もいただいた｡ 当該演題については, 京

都医学会雑誌へのご投稿をお勧めし, 京都府医

師会学術賞または勤務医部会学術奨励賞の候補

論文としたい｡

今年度のビデオ発表は, 統一テーマである

｢画像診断｣ の実際を報告していただく演題を

受け付け, ２題の応募があった｡ 昨年は会場が

４階であったが, 今年度はポスターサロン等と

同じ, ２階大ホールロビーに会場を移し, 多く

の参加者を得た｡ (東 義人 記)

ポスターサロン

平成13年の第27回よりポスターサロンが２階

大ホールロビーに開設されています｡ 当初から

｢しっかりした報告にはまとめにくいけれど,

こんなものがあった, こんなことがあった｡ こ

んな写真・画像は一見の価値がある｡｣ といっ

た内容を募集し, 展示しています｡ 最近ではしっ

かりしたポスター発表の演題も増えていて, 今

年は症例報告から医療裁判・環境調査まで６題

が発表されました｡ 午前11時30分からは質疑応

答も行われました｡ 皆さん熱心で時間が足りな

かったのが残念ですが, お昼前のひととき, 昼

食を少し遅らせて来年度はぜひ見に来てくださ

い｡ (川勝秀一 記)

ワークショップ

今回京都医学会において, 初めて医療連携を

テーマに取り上げました｡ まず, 消化器医会先々

代会長の沖 啓一先生からは, 古くて新しいテー

マである消化性潰瘍の食事療法についてアンケー

トのご報告をいただきました｡ 一昔前までは潰

瘍の患者さんには胡椒・わさび・芥子は禁忌で

したが, 今ではカプサイシン (唐辛子？) が推

第 32回京都医学会開く
～ ｢画像診断｣を統一テーマに ～

９月24日(日), 京都府医師会館において第32回京都医学会が開催された｡

今年度は ｢画像診断｣ を統一テーマとし, 342名の参加のもと, 口演演題・ビデオ演題の発表から,

ポスターサロン, シンポジウム, 特別講演に至るまで, 終日熱心な討論・研鑽が展開された｡ また,

学術賞・学術研鑽賞の表彰も行われた｡

統一テーマに関連する企画として, 画像装置の紹介, 画像診断に関する書籍の販売を行った｡
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奨されています｡ 医療は時代とともに移り変わ

ります｡ 胃瘻カテーテルで栄養管理されたお年

よりはお孫さんと楽しい余生を過ごされていま

すし, 寝たきりのお年よりも在宅支援で感謝さ

れておられます｡ 老健施設では, 認知症で苦し

まれる方々をコメディカルの方々がまさに病病・

病介・病診の連携で日夜頑張っておられます｡

今回はこれらのテーマのご発表をいただきまし

た｡

京都の医療連携は, 全国レベルから見れば後

進国なのですが, かかりつけ医も病院も, そし

て介護・療養型の医療機関も各自の診療情報を

開示して頑張ればおのずと地域完結型医療の連

携は完成すると思います｡ これからの連携のキー

ワードは, “地域連携パス”であると考えられ

ます｡

来年の京都医学会では, 一歩進んだ京都なら

ではの医療連携が報告されることを期待いたし

たいと思いますので, よろしくお願い申し上げ

ます｡ (藤本荘太郎 記)

シンポジウム

今年のシンポジウムは, 統一テーマである画

像診断に対して具体的な画像診断技術の進歩を

提示していただく企画として ｢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｣ を

テーマとして, 京都府立医科大学放射線診断治

療学 西村恒彦教授の司会・総括で行われた｡

冒頭, 西村教授は, 21世紀は出来上がった病

態の診断治療の開発よりも疾病の出現を未然に

防ぎ, 病悩期間を短くすることで平均健康寿命

を延長させ, かつ医療費を軽減させることを主

眼におき, そのために最新の画像診断を駆使し

ていく必要があると発言され, 具体的に各々の

分野における最新の画像診断を紹介いただく４

人のシンポジストの先生をご紹介いただいた｡

まず京都第一赤十字病院放射線科医長の木津

修先生より ｢ＭＲ装置による脳認知障害の検

出｣ というテーマで, 認知症を生じる疾患の中

でも変性疾患であるアルツハイマー病を, 脳梗

塞や腫瘍など認知障害を呈する同様の疾患と鑑

別するためにＭＲＩが有用である症例を提示い

ただいた｡ さらにアルツハイマー病の前段階で

ある軽度認知障害の診断にも, ＭＲＩを用いた

研究が進められていることの紹介があり, ＭＲＩ

の精度の進歩を学ぶことができた｡

公立山城病院循環器科医長の富安貴一郎先生

は ｢マルチスライスＣＴによる冠動脈病変の検

出｣ というテーマで, マルチスライスＣＴによ

り冠動脈狭窄の評価が可能になってきたことを

画像症例と共に提示いただき, 会場からはＣＴ

の循環器疾患への応用という画期的な進歩に感

嘆する声が聞かれた｡

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)の中本裕士先生からは ｢最

近の画像診断の進歩－ＰＥＴ／ＣＴを中心に－｣

という演題で, ＰＥＴとＣＴを併用しこの２つ

の画像を融合させることが可能になっている技

術の紹介があり, ＰＥＴとＣＴの長所をうまく

利用した画像診断が可能になっている現状を症

例をもとに提示いただいた｡ ＰＥＴの有用性に

やや疑問をもつ医師も多い中, ＣＴとの併用に

より飛躍的に診断の精度がます技術があること

は大変参考になったとの意見が多く聞かれた｡

京都府立医科大学大学院医学研究科放射線診

断治療学学内講師の伊藤博敏先生から ｢京都デ

ジタル疎水ネットワークを利用した遠隔画像診

断の試み｣ というテーマで, 遠隔地で撮影され

た画像をデジタルネットワークを用い大学医局

で診断する試みが行われている状況が報告され

た｡ 遠隔地での医師不足, 特に専門医の不足に

悩む昨今, こうした通信方法により放射線専門

医の診断を受けることができる体制の整備は地

域医療の充実に不可欠だと感じた｡

こうした画像診断の進歩は我々聴衆には大変

興味深い内容で, 統一テーマである ｢画像診断｣

の具体例を学べた大変有意義なシンポジウムで

あった｡ (藤村 聡 記)

特別講演

今回の特別講演は, 滋賀医科大学放射線医学

講座の村田喜代史教授に ｢呼吸器疾患の画像診

断－肺癌を中心に｣ という演題でご講演いただ

いた｡ 村田先生はまず最初に我が国では肺癌の

死亡者数が多く, その早期発見・早期治療が大

切であり, 肺癌の早期発見には画像診断が大き
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な役割をしていると指摘された｡ 肺癌の画像診

断の流れとして, まず胸部Ｘ線写真が診断の入

り口であり, そして胸部ＣＴ, さらにＭＲＩや

ＰＥＴなど他の検査を行っていくのが手順であ

るといわれた｡

ＣＴ時代の胸部単純写真の役割としては, ま

ず病変を疑うこと, 病変を検出することであり,

すなわち病変を拾いあげることであると述べら

れた｡ 胸部単純Ｘ線写真は今後もその簡便性,

経済性などによりなくなることはないが, 見落

としを少なくする努力が必要であり, 肺癌の見

落としを減らすための胸部Ｘ線写真読影のポイ

ントとしては ①肺門部病変, 縦隔病変 ②隠れ

た病変 ③淡い病変 ④無気肺に注目することの

必要性を強調された｡ そのためには正常構造を

理解し, その変化を捉えることが大切であり,

読影の進め方として自分なりの読影の流れ, チェッ

クポイントを決めておくことが必要であるとも

いわれた｡ そして①～④の見落としやすい実際

の症例を呈示してＣＴ画像と対比しながら説明

された｡ まず胸部Ｘ線写真における異常の捉え

方としては, 意識的に病変を探すことが大切で

あって, 既存構造の変化を捉えることであり,

特に心臓縦隔陰影の辺縁, 気道, 肺門構造, 葉

間膜, 横隔膜, 肺野血管陰影に注意し, そして

既存構造では説明できない異常陰影の検出に努

めることが大切であると述べられた｡

後半はＣＴ特に高分解能ＣＴ (ＨＲＣＴ) に

よる肺の微細形態診断読影のポイントについて

多くの肺癌症例を呈示して説明され, 辺縁の性

状, 内部構造, 周囲の気管支, 血管との関係,

三次元的な病変の拡がりなどに注意することが

大切であると説明された｡ そして器質化肺炎や

肺結核などの良性病変との鑑別についても言及

された｡ また肺気腫やブラに生じた肺癌には通

常の診断基準が当てはまらないとのことである｡

最後に最近のＣＴ診断の変化としてマルチス

ライスＣＴ (ＭＤＣＴ) の登場を挙げられた｡

スクリーニング的に肺のＣＴ検査がされること

により, １㎝未満の小結節陰影が多数検出され,

そのフォローアップの指針について医療経済の

面も含めて説明された｡

(座長 木谷輝夫 記)

学術賞・学術研鑽賞の表彰

シンポジウム・特別講演に先立ち, 京都医学

会森 洋一会長の挨拶に続いて, 平成18年度学

術賞および学術研鑽賞の表彰が行われた｡

京都府医師会学術賞は過去１年間に ｢京都医

学会雑誌｣ に掲載された一般応募論文の中から

学術・生涯教育委員会委員の投票によって選定

された論文に授与されるものである｡ 賞金は,

１位論文１編に対して50万円, ２位論文２編に

各20万円, ３位論文２編に各15万円が授与され

た｡ 学術研鑽賞は前年度中に京都府医師会およ

び地区医師会が主催・共催した学術講演会に率

先出席し, 卒後研修の努力著しい会員を表彰す

るもので, 京都市内および乙訓・宇治久世会員

は30回以上, 亀岡地区会員は20回以上, 南部会

員 (綴喜・相楽), 北部会員 (船井・綾部・福

知山・舞鶴・与謝・北丹) は15回以上の出席者

を対象とし, 京都市内・乙訓・宇治久世より46

名, 南部より５名, 北部より12名の計63名が選

ばれた｡

学術賞および学術研鑽賞の受賞者は以下のと

おり｡

○学術賞

・１位

｢京都市におけるインフルエンザの

流行について (2004／2005)｣

内田 良行, 植松 寿樹, 武田 信英,

土井 久人, 安田 勝, 山内 英子,

山内 知, 大野 正彦, 勝目 紘,

須川 秀夫, 西村 利朗, 関 透,

弘田 直三

・２位

｢一般病院におけるリハ医療の

変化とセラピストの病棟専従化｣

武澤 信夫, 久保田和宏, 鈴木 竜太,

原田 政吉

・２位

｢開業医として追求可能な ｢診療｣について｣

関 浩
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・３位

｢多発性脳神経障害を伴った

水痘帯状疱疹ヘルペス感染症の２例

－多発性脳神経障害伝搬機序

の文献的考察－｣

浅田 朋彦, 福山 秀直, 猪野 正志,

廣瀬 秀一, 土井 利毅, 木村 透,

中村 重信, 福井 潤

・３位

｢流血中Amyloid β－ Protein (１－40)

の動態に関する研究

HPM血液浄化法にて

Alzheimer 病の治療に関与できるか｣

本村 俊二, 山川 高哉, 安井 国香,

徳本こころ

○学術研鑽賞

(京都市内・乙訓・宇治久世)

竹中 健 (西陣), 潮田智恵子 (下西),

今井貴美子 (伏見), 播岡 敏弘 (下東),

前川 央 (上東), 加藤善一郎 (下西),

森島 正樹 (中西), 山本 正人 (中西),

本吉 徹三 (左京), 岡本 隆 (西京),

中川 卓雄 (伏見), 多田 寛 (右京),

橋本 尚 (左京), 原山 房子 (左京),

小笠原惟道 (中西), 松田 恒知 (宇久),

田中 進治 (中西), 松田 辰雄 (下西),

高島 基三 (右京), 藤井 政昭 (宇久),

小林キク子 (宇久), 上田 通章 (宇久),

河村ゆか子 (山科), 岸田 進 (伏見),

金 泰希 (左京), 景山 精二 (右京),

河村彌須子 (左京), 角谷 真二 (山科),

加藤 信博 (右京), 飯塚 康公 (宇久),

伊藤 義昭 (右京), 上山 恒則 (下東),

猪谷 孟雄 (乙訓), 佐々木善二 (伏見),

金 達龍 (乙訓), 石居 志郎 (東山),

内田 良行 (西京), 山内 知 (西京),

藤井 崇知 (宇久), 藤田 元久 (下西),

岩田 弘滋 (右京), 齋明寺 央 (京大),

恒村 麗子 (左京), 野浦 素 (右京),

目片 秀祀 (伏見), 山下 正己 (乙訓)

南部 (綴喜・相楽)

高橋 宏 (綴喜), 河村 允 (相楽),

赤坂 裕三 (綴喜), 吉川 純弘 (相楽),

池崎 稔 (綴喜)

北部 (船井・綾部・福知山・舞鶴・与謝・

北丹)

冨阪 静子 (福知山), 牧野 吉秀 (福知山),

竹下 一成 (福知山), 藤田 洋一 (船井),

渡辺 一郎 (舞鶴), 瀬古 敬 (北丹),

上田 誠 (北丹), 大久保茂樹 (綾部),

木村 茂 (船井), 新谷 繁之 (北丹),

田家 哲彦 (北丹), 細見 史雄 (船井)

(敬称略)

学術賞・学術研鑽賞を受賞された方々
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４月15日号付録で既報のとおり, 本年４月の介護報酬改定に伴い, 介護給付費請求書 (様式

第一) および介護給付費請求明細書 (様式第二) の様式が変更になったのはご承知のことと存

じます｡ 今回の改定ではさらに, 新予防給付 (要支援１, ２対象) に変わったことに伴い, 要

支援１, ２の利用者用の介護給付費明細書 (様式第二の二) が新設されました｡ サービスコー

ドも新予防給付用のものが新たに設定されています｡

したがって, 要支援１または２の利用者について, 様式第二を使用したり, 介護給付のサー

ビスコードを記載した場合は返戻になりますのでご注意ください｡ 請求明細書の新様式は, ４

月15日号に同封しましたので, それをコピーしてお使いください｡ また, 居宅療養管理指導,

医療機関の訪問看護・訪問リハビリテーション (以上介護給付), 介護予防居宅療養管理指導,

医療機関の介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション (以上新予防給付) の算定要

件や新しいサービスコードについても４月15日号の別冊でお知らせしていますので, そちらを

ご覧ください｡

なお, 明細書の新様式並びに算定要件やサービスコード等は, 京都府医師会ホームページか

らもダウンロードしてご利用いただけます｡

http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/nursecare/index.htm

居宅療養管理指導サービスコード表

介護予防居宅療養管理指導サービスコード表

要支援１, 要支援２の方の請求についてはご注意を！
明細書様式, サービスコードともに要介護の方のものとは異なります｡

サービスコード
サービス内容略称 算 定 項 目

合成
単位数

算定
単位種類 項目

31 1111 居宅療養管理指導Ⅰ
イ 医師又
は歯科医師
が行う場合
(月２回限度)

(１)居宅療養管理
指導Ⅰ ((２)以外)

500単位

500

１回に
つき

31 1101 居宅療養Ⅰ・未情報減算
イ 情報提供を行わなかった場合

－100単位
400

31 1112 居宅療養管理指導Ⅱ
(２)居宅療養管理指導Ⅱ (月２回を限度)
(在医総管を算定する場合) 290単位

290

サービスコード
サービス内容略称 算 定 項 目

合成
単位数

算定
単位種類 項目

34 1111 予防居宅療養Ⅰ
イ 医師又
は歯科医師
が行う場合
(月２回限度)

(１)居宅療養管理
指導Ⅰ ((２)以外)

500単位

500

１回に
つき

34 1101
予防居宅療養Ⅰ・未情報
減算

情報提供が行われない場合
－100単位

400

34 1112 予防居宅療養Ⅱ
(２)居宅療養管理指導Ⅱ (月２回を限度)
(在医総管を算定する場合) 290単位

290
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京都府 平成18年度 ｢配偶者等からの暴力をなくす啓発期間｣ について

－ＤＶ啓発カードの設置にご協力ください－

このたび京都府では, ｢京都府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関

する計画｣ に基づき, ＤＶ被害者が自ら被害に気付き, 安心して相談機関等に相談できる環境

づくりのため, 集中的に広報啓発活動を行う期間を設け, ２次被害の防止を中心とした啓発事

業を下記のとおり実施されますが, 京都府医師会もこれに協賛しています｡ ＤＶ根絶の気運を

高めるためにも会員各位のご協力をお願いいたします｡ つきましては, 下記写真の ｢ＤＶ啓発

カード｣ の設置にご協力いただける場合は京都府の担当者まで ①病医院名 ②送付先住所 ③

希望箱数 (１箱100枚) ④連絡先 (電話, 担当者) をご連絡ください｡ なお送付数はご希望に

沿えない場合もありますのでご了承ください｡

記

平成18年度 ｢配偶者等からの暴力をなくす啓発期間｣

主 催：京都府, 女性総合センター

共 催：京都市

後 援：府警本部, 府教委, 市教委 等

協 賛：京都府医師会, 京都弁護士会 等

実施期間：11月12日(日) から25日(土) を中心とす

る期間

連 絡 先：京都府府民労働部女性政策課

(担当：尾崎氏)

TEL 075－414－4292

FAX 075－414－4293

医療機関における安全管理体制について

近年, 医療機関における乳児連れ去り事件や盗難被害および職員への暴力等の事件が相次い

で発生し, 医療機関内の安全管理体制のあり方が問題になっているところであり, 厚生労働省

は, 各地域・医療機関における医療安全管理についての有用な取り組み事例をホームページで

周知しております｡ 医療機関におかれましては同様の事例発生の未然防止のため, 今後の取り

組みの参考とされますようお願いいたします｡

記

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/index.html
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成年後見用 ｢診断書｣ の作成について

認知や記憶等に障害のある高齢者, 知的障害者, 精神障害者などで, 判断能力が十分ではない場

合, 当該者を法律的に保護し, 支えるために ｢成年後見制度｣ があり, この制度を活用するには開

始申立が必要となります｡ 申立時には診断書 (23ページ) を必ず提出することになっておりますが,

この診断書の記載については専門科等の限定はなく, 主治医であれば精神科以外の医師でも差し支

えありませんので, 診断書交付の求めがあった場合はご本人の親族等の依頼に応じて交付するよう

にしてください｡

また, 成年後見および保佐を開始する審理を進めるために, 診断書に加えて, 原則として, 当該

者の判断能力の状況について, 医師による鑑定が必要となります｡ ただし, 当該者がいわゆる植物

状態にあるような場合等には, 例外的に鑑定をしないことがあります｡

このことも含めて, 家庭裁判所から成年後見用診断書の作成を依頼された医師に, 鑑定を引き受

けてもらえるかどうかの ｢主治医の方へのお尋ね｣ に対する回答依頼がなされますので, 回答にご

協力のほどお願いします｡

なお, 鑑定人となる医師についても専門科等による限定はありません｡ また, 鑑定を引き受けた

場合, 主治医でない方への鑑定を依頼されることもありますが, その場合には, 診療記録の提供等

を依頼されることがありますのでご協力をお願いします｡

このほか, 詳しくは京都家庭裁判所 (075－722－7211 後見係) までお問い合わせください｡
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新企画“理事の横顔紹介”に投稿する順番になり, 今期, 担当している分掌と (在任も少し

長くなりましたので) これまでに担当した分掌も少し触れて投稿させていただきます｡

理事になりまして, 最初の頃, 胃, 大腸, 乳の各がん検診委員会と基本健診委員会, 各がん

検診に共通する問題を横断的に協議することを目指した検診内容等検討委員会という新設の委

員会を担当し, まさに検診尽くめの数年間でした｡ 府医ではがん検診, 基本健診を実施主体で

ある各市町村から委託を受け地区医, 専門医会の協力のもと各委員会を中心にして実施してい

るのは皆さんご存知のところです｡ あるアンケートによりますと, 府県医師会レベルで検 (健)

診の運営, 精度管理にこれほど深く参画しているのは全国的にも珍しく, 府医の事業において

検 (健) 診の占めるウェートは他府県医師会のそれと比較し高く, それだけに府医と各医会,

地区医の連携は緊密です｡ また, 今期はがん検診特別委員会という委員会で, ５つのがん検診

委員会に対し, 各がん検診の精度の限界を被検者にどのように周知するか, また各委員会にそ

れぞれのがんの１次予防に関しての協議をお願いしているところで, 今期中に結論を出したい

と思っております｡

同じく, 理事になって初期の頃から救急も担当しております｡ この分掌の柱は２つあって,

１つの柱はプレホスピタルな部分で, 府内のプレホスピタルケアー (病院前救護) の質の担保

の責任を担っている部分で, プレホスピタルケアーの一番の担い手である救急救命士の養成

(講師の派遣), 救急救命士への指示業務 (24時間, 365日府内一円のＣＰＡ症例への特定行為

の指示出し) 等を行っております｡ もう１つの柱はホスピタルな部分で, 救急告示医療機関を

定める省令に基づいて告示されている府内の医療機関の資格更新時の現地視察です｡ 府内には

約90の救急告示医療機関がありますが, その数は昨今減少傾向にあります｡ 省令に定められて

いる告示の要件は, それほどレベルの高いものではなく, 要件が満たされているか否かの確認

より, 各医療機関が救急医療を行う上で直面する種々の問題に関して協議することに時間のほ

とんどを割いているのが現状ですが, 視察は各医療機関の工夫がつぶさに観察できたいへん勉

強にもなります｡ その他, 救急では様々な訓練, イベント等で走り回っております｡

分掌はまだありまして, 労災・自賠責を担当しております｡ この２つ保険はまったく異質な

ものですが, どちらも外科系がメインということで府医の分掌としてはワンセットで扱われて

おります｡ 労災保険は基本的には健康保険をベースにしておりますが, 労災特掲といわれる労

災特有の部分も種々ありまして, それらを会員に説明する各種の印刷物を出したり, 説明会を

開催したりしています｡ また, 労災のレセプトを審査する協議会に, 担当理事が委員として出

席しています｡ 自賠責保険に関しては, 交通事故診療は原則, 自由診療で診療費の請求はそれ

ぞれの医療機関が個々に１点単価を定め請求しておりましたが, 平成15年より, 当時担当であ

られた橋本理事のご尽力で京都でもいわゆる“日医のＧＬ”を京都でも採用し, 労災に準拠し

た請求が医療機関毎に可能となりました｡ ＧＬを採用すると診療費の支払いは遅滞なくされる

���

����
～～～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～～～

� �

�� ��



25

理
事
の
横
顔
紹
介

というのがメリットですが, 単価が従来よりかなり下がるということがネックで採用医療機関

の数は全体の約４分の１程度に留まっております｡

分掌はまだありまして, 産業保健も担当しておりますが, こちらの方は研修会の開催等, 実

務面を扱う産業医部会と会長諮問に対する答申を作成する産業保健委員会の２つの会に別れて

おります｡ 部会の方では, 日医の認定産業医の新規取得および更新申請のための研修会の開催

を産業保健推進センターと共催で行っております｡ 産業医の資格を取っても, 実際に産業医と

して働く機会に乏しいとの意見をよく頂戴しますが, 事業所団体の会合等では産業医の依頼の

際は府医を窓口にということをお願いし, 依頼があれば地域センターに紹介しております｡ 安

衛法に規定されている労働者50人未満の事業所に関しては法通りもう少し産業医が選任される

よう労働局には働きかけをしてはおりますが, 日医レベルでは, 30人未満の事業所に引き下げ

るように, という意見も出ております｡ しかし, 先ずもって, 産業医を選任することでの企業

へのメリットを主張出来るよう部会, 委員会で協議をしていきたいと思っております｡

また今期より勤務医部会を担当し, こちらの方はまだ日が浅いですが, 最近, 勤務医不足の

問題がマスコミを賑わさない日がないほど, この問題は地域の医療提供体制に大きな影響を及

ぼしています｡ 不足が残った勤務医の更なる過重労働を生みもう一刻の猶予も許されない状態

です｡ 医師の需給の調節は国レベルの問題でありますが, 府医としては, 府市に, または日医

を通して国に意見具申すること, この惨状を市民の方にお知らせすること等を考えております

が, 勤務医の先生方に府医も少しは頼りになるなと思っていただけるよう気合を入れ直してい

ます｡

最後に理事になって直ぐの時, 福利厚生という分掌を担当していましたが, 懐かしいので少

し書かせていただきますと, この分掌は執行部で一番若輩の仕事でありまして, 府医が主催す

る地区医対抗の各種スポーツ大会や囲碁大会 (ずっと以前は麻雀大会も) の開催, 柏樹会 (75

歳以上の会員の会) のお世話をするのが役柄です｡ しかし, ほとんどが休日の出動でしかも挨

拶をする機会がやたら多く, 理事としてのその後の日々が暗示させられた分掌でした｡

以上, 長々と以前の分掌まで含めて書かせていただきましたが, 理事になりまして, さすが

にそれまでの生活が一変し空き時間はほとんど病院に不在という状態ですが貴重な経験を積ま

せていただき感謝いたしております｡ 最後の最後に, 医師会活動にとって一番大事ですが, 会

員の先生方に最も嫌われる仕事がもう１つあるのですが, これを書いてしまうと理事のなり手

がいなくなるといけないのでここらで止めます｡
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応仁の乱 (1467－1477) の際, 山名宗全の

｢西軍の本陣｣ 跡に, その名の由来をもつ西

陣医師会は, 一部北区・一部上京区と二つの

行政区に跨っています｡ (写真－宗全石碑：

堀川五辻西入)

当医師会は, 昭和22年12月４日の創立以来,

現在まで59年の歴史をもち, 現在会員数・医

療機関数はそれぞれ, Ａ会員121名, Ｂ会員

95名, Ｃ会員18名の計234名, 110医院・７病

院より構成されています (平成18年９月30日

現在)｡

地域への取り組みとして, 北・上京保健所

での ｢健康教室｣ への講師派遣, ｢上京ふれ

あい祭｣ に参加 (医療相談) など, 地域との

連携活動・行政行事に積極的に協力するよう

にしています｡ また会員への取り組みとして,

北・上東医師会と合同で開いている ｢学術講

演会 (毎月)｣, クリニックほりかわでの ｢介

護・在宅 (終末期) 医療関連の研修会｣ など

の啓発活動, 理事会・総会などの際に同時に

開いている講演会・演奏会, 年２回のレクリ

エーション (観光・観劇など) などへは会員

とその家族・関連職員の皆様にも参加を願い,

懇親を深めるようにしています｡

最近の当医師会の問題として, ｢高齢会員

関連｣, ｢基本健康診査関連｣ の問題が挙げら

れます｡ ｢高齢会員関連｣ としては, 廃業,

その会員規定・連絡方法などの見直し, など

の問題が挙げられ, また ｢基本健康診査関連｣

としては, 従来地区医師会が主体となって行っ

てきましたが, 数年後に現在のシステムが大

きく変更される可能性があるとのことで, 当

医師会が今後も地域医療に貢献する事業を行

い得るか, 法人化への転換なども含め議論し

ていかなくてはならないと考えています｡

来年度は西陣医師会創立60周年に当たりま

す｡ 私たちの医師会も社会の変革に乗り遅れ

まいと, できれば ｢改革元年｣ にしたいと考

えています｡ 折しも11月11日は ｢西陣の日｣

です｡ 今年も今宮神社境内の ｢織姫社｣ では

華やいだ西陣織の着物姿が見られることと思

います (写真－織姫社)｡

西陣医師会
広報担当理事

高橋 真
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最近フィルムを使うカメラを見る機会が

めっきり減った｡ デジタルカメラに押され

ているのは事実であろうしデジタルカメラ

の優れた面も多いのでこれは時代の趨勢と

いうものであろう｡ しかし, これに伴い一

部のフィルムメーカの倒産や事業からの撤

退が起こり, 存続するメーカーでも事業縮

小とそれに伴う製品の整理が見られるよう

になっている｡

ところで写真フィルムの製造は精緻な工

程, 微妙な化学知識の集積を必要とする産

業であって一朝一夕に立ち上がれるような

ものではない｡ この事実は写真フィルムを

作ることができるような会社は主要国にあっ

ても１国１会社であることからも見て取れ

よう｡ 例を挙げておくと米国のイーストマ

ン・コダック, ドイツのアグファ・ゲバル

ト (すでに撤退), 英国のイルフォードで

ある｡ このような中にあって我が国は富士

フィルムとコニカミノルタという２社を擁

して異彩を放っていた｡ 日本の化学工業の

レベルを示すものであったといえよう｡ だ

が日本でもコニカミノルタは写真フィルム

からの撤退がすでに決定している｡

しかし, 産業が廃れ技術が使われなくな

ると活字の記録としては残っても創造力の

ある生きた知識は失われ, その上に生長し

たかもしれない新たな発展はなくなるので

ある｡

ここで目を医療の世界に向けてみよう｡

政府は近年ジェネリック医薬品の使用推進

に積極的である｡ 筆者も, 機会あるごとの

講演を聴くだけでなく自分の能力の許す範

囲内でではあるが諸文献に目をとおすこと

によってジェネリック医薬品の多くが先発

品と同等であることを納得している｡ しか

し後発品であるジェネリック医薬品の使用

が増えるということは先発品を送り出して

いる会社の利益が失われていくことであり,

これは先発品を作り出す能力を損なう｡ つ

まり ｢創薬｣ という創造の基盤が蝕まれて

いくことにもなる事実がある｡

また, フィリピンから看護師を導入しよ

うとの動きも実現化しつつある｡ 医療の場

における問題はあろうがそれはそれで良い

と思う｡ しかしそれによって国内で看護師

を養成する能力が失われるようなことにな

るのならこれは大問題である｡ 繰り返すが

一度失われた経験と実地の技術を復活させ

ることは並大抵の努力では及ばないのだ｡

国家経済を考えれば支出を抑制すべきこ

とはあるのだろう｡ しかし国策として国家

百年の大計として現在経済的に引き合わな

いように思えても支え続けなければならな

い分野はあると思う｡ 自立を維持し続け,

かつ世界に対して積極的に寄与することに

よって敬意を受けるに値する力を伸ばすた

めには何をすべきか, 深く考えたいところ

である｡

(府医情報企画委員会委員・山科 山田一雄)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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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 ｢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】

塩酸アマンタジン, セフトリアキソンナトリウム, スリンダク, 塩酸ピルジカイニド (経

口剤), 塩酸ピルジカイニド (注射剤), 塩酸ベプリジル, カルベジロール, マレイン酸ト

リメブチン, 一般用医薬品マレイン酸トリメブチンを含有する製剤, 硫酸アルミニウムカ

リウム・タンニン酸, 塩酸モキシフロキサシン, 乾燥弱毒生水痘ワクチン, 一般用医薬品

イブプロフェンを含有する製剤, 一般用医薬品臭化ブチルスコポラミンを含有する製剤

なお, ｢使用上の注意の改訂情報｣ については医薬品医療機器情報提供ホームページ

(http://www.info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html) にも掲載されています｡

京医発第539号

平成18年10月16日

亀岡地区選挙人 各位

京都府医師会長

森 洋一

地区選挙管理委員について (公示)

標記委員につきましては, 辞任に伴い, 京都府医師会選挙管理規定第10条第３項により

当該地区に推薦を求めたところ, 次のとおり推薦がありました｡ このたび府医選挙管理委

員会の承認を得ましたので, 同条第４号により公示します｡

なお, 任期は平成20年３月31日までです｡

記

地区選挙管理委員長 吉岡 隆行
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競技は, 60～69歳の方のシニアの部, 70歳

以上の方のグランドシニアの部に行われ, シ

ニアの部は優勝が藤田邦浩氏 (北), 準優勝

に草場健二氏 (西陣), 第３位に余 昌英氏

(北) が, グランドシニアの部は大野正彦氏

(西陣) が優勝, 準優勝に辻市太郎氏 (伏見),

第３位に繁本清美氏 (乙訓) が獲得した｡

プレー後は, 大会世話人の安田迪之氏 (東

山) よりご挨拶のあと, 懇親会, 続いて表彰

式が行われた｡ 大会世話人の余 昌英氏 (北)

より各受賞者に賞品が手渡される度に参加者

から大きな拍手が送られた｡ 来年も元気で参

加されることを約束して第28回府医懇親シニ

アゴルフ大会は閉会した｡

最後にこの大会に準備当初からご尽力いた

だきました安田先生, 余先生に厚く御礼申し

上げます｡

◇主な成績

シニアの部
優 勝 藤田 邦浩氏 (北)
準優勝 草場 健二氏 (西陣)
第３位 余 昌英氏 (北)
ベストグロス 草場 健二氏 (西陣)

グランドシニアの部
優 勝 大野 正彦氏 (西陣)
準優勝 辻 市太郎氏 (伏見)
第３位 繁本 清美氏 (乙訓)
ベストグロス 渡辺 功氏 (福知山)

第第第第第第222222888888回回回回回回 府府府府府府医医医医医医懇懇懇懇懇懇親親親親親親シシシシシシニニニニニニアアアアアアゴゴゴゴゴゴルルルルルルフフフフフフ大大大大大大会会会会会会

シニアの部 藤田邦浩氏(北),
グランドシニアの部は大野正彦氏(西陣) が優勝

10月９日(月・体育の日), 第28回府医懇親シニアゴルフ大会が, 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コー

スで開催された｡ 秋晴れの最高のゴルフ日和に恵まれ, ご婦人の方も含め11地区24名の参加の

もと熱戦が展開された｡

シニアの部優勝の藤田邦浩氏 (北)

グランドシニアの部優勝の大野正彦氏 (西陣)



30

と き 11月26日(日)
午前９：00 スタート

ところ 向島西テニスコート
(TEL 075－601－2244)

試合形式 ダブルス

参加費 2,000円 (昼食代・飲物代)

申込締切 11月10日(金)

※大会終了後, 懇親会 (実費) を予定しております｡ ぜひご参加ください｡

◇申し込みおよび詳細については, 平杉嘉昭(TEL 075－332－1198, FAX 075－332－6503)

までご連絡ください｡

※ご家族・ご友人・従業員のご参加を歓迎します｡

大阪府医師会との
親善テニス大会

10月８日の仲秋は, 前日からの雨は昼ご

ろ上がりましたが. 夜になっても雲は空を

覆い, 早く流れていました｡ 時折薄雲が足

早に通り過ぎる時にその雲を透かせて束の

間の名月が観賞できました｡

10月９日は午前中今年初めての秋時雨が

何度も降りましたが, 夜には美しい十六夜

の月をじっくり眺めることができました｡

10月10日の句会の日は空は晴れて雲は静

かでしたが, 風は激しく, 時折窓越しにびゅ

うびゅうという風音が聞こえていました｡

発達した低気圧のため日本の北部は大荒れ

の天気となり, 海山で遭難が相次ぎました｡

10月11日の体育の日は穏やかに晴れて,

行楽や運動会に絶好の秋日和となりました｡

しかし北朝鮮が核実験を行ったというニュー

スが流れました｡ 世界中の非難を浴び, 制

裁を受ければ困るのは北朝鮮の人民であり,

キム・ジョンイル総書記は自分の立場を悪

くする恐れがあるのに, 金正日という名に

も秋の上天気にもかかわらず, 彼は何と能

天気な独裁者なのでしょうか｡

(当番 福原宏一)

��������	
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井上代志子

�������	�����

田村江津子

�������� !"#

西村妃佐子

$%&�'(�)*+,

小林 明子

-.(/�0��123

上山 青柿

4567�(89�:

福原 宏一

10月例会
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1医療界を巡る動き

平成18年９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

９. 20 地域医療支援病院のあり方検討, 制度見直し
や不要論も－厚労省検討会が討議

９. 28 新規結核患者数が６年連続で減少, 罹患率は
最大5.5倍の地域間格差－厚労省発表

９. ６ ４月, ５月の医療費伸び率, 改定の影響によ
りマイナス3.7％ (対前年度比) －厚労省が概
算医療費の動向まとめ

９. 12 先進医療への統合をめぐり, 高度先進の適応
外使用に08年３月まで経過措置－厚労省方針

９. 12 慢性期入院医療の評価見直しにより, 入院点
数 ｢一般｣ ｢療養｣ ｢精神｣ がいずれも減少－日
医レセプト調査

９. 13 慢性期コスト調査の結果と実際の点数にかい
離－厚労省が結果提示

９. 20 ｢看護比率４割以上｣ 達成医療機関が増加｡
依然, 経過措置適用病院は残るが９月末で期限
切れ－厚労省が中医協に状況提示

９. 20 オンライン資格確認システムの構築に向け,
２次元コード付き保険証義務化の方針－厚労省

９. 22 後期高齢者医療制度の診療報酬について検討
開始予定－厚労省, 10月に部会設置

９. 27 高齢者医療の財源問題, 診療報酬体系につい
て日医も検討委員会を設置－厚労省検討部会に
対案を

９. 29 正看比率の算出例, ｢小数点以下切り上げ｣
表記を削除－厚労省が通知改正

９. ７ 産科の無過失補償制度の法制化を視野－自民
党 ｢医療紛争処理のあり方検討会｣

９. ８ 06年版厚生労働白書 ｢予防と自立を基本とし
た社会保障制度づくり｣ を提言－生活習慣病対
策が今後の課題

９. 11 フィリピンとの経済連携協定 (EPA) が締結,
看護師400人を受け入れ

９. 12 患者への医療機関情報提供で厚労省 ｢医療情
報の提供のあり方等に関する検討会｣ 設置

９. 20 消費税引き上げは医療制度改革の効果を見定
めてから－安倍自民党新総裁が姿勢を示す

９. 20 新医師臨床研修制度の改善に向けた提言を視
野－日医 ｢医師の臨床研修についての検討委員
会｣ 設置

９. 25 厚労省, 医療機能情報公表制度の実施要項を
まとめる－医療機関より都道府県への情報提供
義務化

９. 26 安倍新内閣発足, 厚生労働大臣に柳澤伯夫氏
が就任

９. 27 医療費の伸び率管理は受け入れ困難, 保険免
責制も慎重に検討－柳澤厚労相が見解を示す

９. 27 武見参院議員が厚労副大臣 (労働行政担当)
に就任－安倍新内閣

９. 28 ｢新健康フロンティア戦略｣ 推進を宣言, 予
防政策を拡充へ－安倍首相が所信表明
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＜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

河嶋わかお Ａ 下西 岡本慎一 Ｂ 西陣 井上俊彦 Ｂ 伏見

今中政支 Ｂ 山科 川�一良 Ｃ 京大

【報 告】

１. 第５回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

２. 第３回府医選挙管理委員会の状況

３. 国保合審の状況

４. 基金合審の状況

５. 新規個別指導の状況

６. ９月度基金幹事会の状況

７. ９月度労災審査協議会の状況

８. 第３回地域ケア委員会の状況

９. 介護支援専門員受験対策講座の状況

10. 京都府介護保険審査会の状況

11. 第３回消化器がん検診委員会の状況

12. 京都市急病診療所第179回運営委員会

の状況

13. 第２回産業保健委員会の状況

14. 第５回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

15. 第61回京都府医師会懇親ゴルフ大会の

状況

16. 第32回京都医学会の状況

17. ９月度協会医賠処理室会提出件数

18. 府医学術講演会の状況

19. 第２回日医介護保険委員会の状況

20. 新規指定前講習会の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会８件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 尾身 茂氏の世界保健機構 (ＷＨＯ)

次期事務局長立候補支援寄付金を可決

24. 第３回情報企画委員会の日程変更を

可決

25. 地区医師会との懇談会の開催を可決

26. 第６回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

27. 京都府国民健康保険団体連合会審査委

員会委員の推薦替えを可決

28. 健保法改正にかかる記載要領等説明会

の開催を可決

29. 新規個別指導の開催を可決

30. ｢労災の手引き｣ (第12改訂版) の作成

を可決

31. 産業医研修会の共催を可決

32. ｢ピンクリボン京都｣ の後援を可決

33. 南部学校医研修会の開催を可決

34. 第６回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

35. 学校医部会心臓検診委員会症例検討会

の開催を可決

36. 第３回京都府テコンドー選手権大会へ

第23回定例理事会 (９.28)



34

理
事
会
だ
よ
り

の救護医師の派遣を可決

37. 府医学術講演会の開催を可決

38. 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

39. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

40. ｢転倒予防医学研究会第４回研究集会｣

の共催を可決

41. 看護専門学校専任教員の本採用を可決

【報 告】

１. 平成18年10月１日現在の会員数

10月１日現在 4,229名 (±０名)

２. 会員の逝去について

３. 京都私立病院協会との懇談会の状況

４. 総務担当部会の状況

５. 地区医師会との懇談会の状況

６. 個別指導の状況

７. 10月度保険医療担当部会の状況

８. 学校医部会心臓検診委員会小委員会の

状況

９. 第１回標準的な健診・保健指導プログ

ラム対応プロジェクトの状況

10. 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

11. 第１回産業医リーダー研修会の状況

12. 乳がん検診症例検討会の状況

13. 十三大都市医師会 ｢災害時相互支援対

策協議会｣ の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. 日医地域医療対策委員会の状況

16. 日医ＩＴ化推進検討委員会の状況

17. 京都府医療推進協議会第８回代表者会

議の状況

18. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会の状況

19. 学術講演会のビデオ撮影および動画配

信システム導入に向けた検討の状況

20. 平成18年度第２回健康スポーツ医学委

員会の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会17件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 京都府医師会諸会費の免除を可決

24. 京都府医師会定款施行細則の一部改正

を可決

25. 京都府医師会会費賦課徴収規定の一部

改正を可決

26. 京都府医師会会館保全特別会費賦課徴

収規定の一部改正を可決

27. 京都府医師会会費減免内規の一部改正

を可決

28. 新公益会計基準会計システムの対応を

可決

29. 理事会の休会を可決

30. 指定更新時講習会の開催を可決

31. ＲＩＣインフォメーションセミナー

｢医療機関における労務管理実務研修会｣

への後援を可決

32. 平成18年度府内市町村国保運営協議会

委員連絡会の開催を可決

33. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

34. 母体保護法第14条に基づく指定医師の

指定期間満了に伴う指定更新を可決

35. 平成18年度肺がん検診研修会の開催を

可決

36. ｢こころの健康づくり大会・京都2006｣

の後援を可決
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37. 平成18年度 ｢配偶者等からの暴力をな

くす啓発期間｣ に対する協賛を可決

38. 第１回インフルエンザワクチン等確保

検討会の開催を可決

39. 第２回標準的な健診・保健指導プログ

ラム対応プロジェクトの開催を可決

40. 平成18年度第１期健康教室の認定を

可決

41. 第５回京都救急医療研究会の開催を

可決

42. 第55回全日本都道府県対抗剣道優勝大

会選手選考会への救護医師の派遣を可決

43. 第14回京都シティハーフマラソンへの

協力名義使用許可を可決

44. 府医学術講演会の開催を可決

45. 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

46. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

47. 平成18年度日医医療政策シンポジウム

への参加を可決

～ 11月度請求書 (10月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (金) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (金) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 13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｡

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｡




