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荒歳流民救恤図
近世３大飢饉の１つにあげられる天保の大飢饉 (1833～

1839) では, 京都の市中でも飢餓と悪疫に苦しむ多数の流
民と死者があふれた｡ 天保８年 (1837) １月, この惨状を
みかねた京都奉行所与力平塚茂喬のよびかけで, 市中の民
間ボランティアが力を合わせて三条河原に救小屋が設けら
れ15ヶ月にわたり延1,500人の窮民の収容・施療が行われた｡
この救恤活動を在京の画工小沢崋嶽が11枚の絵巻物に画き
のこしたのが ｢荒歳流民救恤図｣ であり, 現在は木版画と
してのこっており本図はその中の１枚である｡

この大事業に率先して力をかしたのは, 京の老舗鳩居堂
４代当主熊谷直恭 (1783～1859) と北小路家16代当主北小
路貞一 (1764～1844, 号 梅窓, 教諭所儒医) であった｡

天保８年といえば２月にお隣の大阪で“大塩平八郎の乱”
が起きている｡ 同じ時期の同じ社会情勢のもとで, 京都と
大阪でこんなに大きい対応の違いがあったことは, 多くの
因子がからみ合った結果であろうが, 歴史的に興味深いと
ころである｡ 北小路博央 (北)

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢腰痛を訴える患者さんに対して
どうされますか？ (その１)｣

高整形外科医院

高 謙一郎 先生
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第173回 定時代議員会

京都府医師会費および会館保全特別会費
賦課徴収規定の一部改正を賛成多数で可決

京都府医師会では10月28日(土), 森執行部

発足後, 初となる第173回定時代議員会を開

催した｡ 当日は94名の代議員の出席のもと,

各種重要議案が上程され賛成多数で可決承認

された｡ また, 社保対策では ｢医療・介護難

民｣ を生む療養病床の再編や医療の質と安全

性を低下させる診療報酬引き下げに反対する

決議を採択した｡

森府医会長の挨拶 (別掲) に続き, 平成17

年度会務報告が行われ, 議事では平成17年度

一般会計決算など計７議案が上程されるとともに, 早川府医監事より監査報告が行われ, 賛成

多数で可決承認された｡ また, 第８号議案では ｢京都府医師会会費賦課徴収規定の一部改正に

関する件｣, 第９号議案では ｢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に関す

る件｣ が上程され, いずれも賛成多数で可決承認された｡

■京都府医師会費, 会館保全
特別会費に関する案件を可決

議事では京都府医師会会費に関する重要な

議案, 第８号議案：｢京都府医師会会費賦課

徴収規定の一部改正に関する件｣ および第９

号議案：｢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に関する件｣ がそれぞ

れ上程され, 両議案ともに賛成多数で可決承

認された｡

＝平成19年４月から均等割会費徴収制度に＝

第８号議案で趣旨説明を行った橋本府医理

事は, 現行の会費賦課徴収方法 (均等割負担・

応能割負担の併用方式) においては, 保険収

入を算定基準として応能割負担を算出するこ

とに不公平が認められ, さらに今年４月から

の個人情報保護法の施行により, 個々の医療

機関の保険収入等の情報を把握することが困

難であることから, 制度の見直しが必要であ

ると説明した｡ さらに, 高齢Ａ会員の負担問

題や低収入会員に対するセーフティネットに

ついてもその概要を報告したうえで, 来年４

月より ｢均等割会費徴収制度｣ に変更したい

と述べた｡ なお, 第８号議案は平成19年４月

１日から施行｡ 改正内容については, 別掲

｢新旧条文 (抜粋)｣ および平成18年10月１日

号 京都医報 No.1846 付録 ｢会費検討・会

館建設特別委員会答申｣ 参照｡
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＝新入会Ａ会員の会館保全特別会費を値上げ＝

さらに, 第９号議案では会館保全特別会費

(新規に医療機関を開設しようとするＡ会員

が対象) の増額について趣旨説明｡ 会館建設

準備資金として平成13年から在籍Ａ会員には

通常会費の増額 (１人当たり約５万円の負担)

をお願いして積み立ててきたことから, 今後,

新規開業で入会する会員に対して, 会館保全

特別会費の負担額を増額したいと説明した｡

なお, 第９号議案は平成18年12月１日から施

行｡ 改正内容については, 別掲 ｢新旧条文

(抜粋)｣ 参照｡

京都府医師会会費賦課徴収規定 新旧条文 (抜粋)

(改正案)
第３条 通常会費は毎年度の予算額にもとづき､ 均等割によっ

て､ これを算定して賦課する｡ 均等割は次の区分と割
合によるものとし､ その具体的な算定の基礎と方法､
賦課の対象ならびに徴収方法は､ 代議員会の議を経て
定める｡

１ 区 分
Ａ 病院・診療所を管理する会員
Ｂ 病院・診療所その他に勤務する会員
Ｃ 大学に勤務する会員およびその他の研修病院の研修医・

修練医である会員
Ｄ 上記の区分に属しない会員

各区分のうち二以上の区分に該当するものはその最上位
の区分に従う｡

２ 割 合
Ａ 100 Ｂ 18 Ｃ ４ Ｄ ４

第９条 傷病､ 不慮の災害その他特別の事由により会費の賦
課を不適当と認めるものについては理事会の議を経て
これを減免することができる｡

前項の減免を受けようとするものは､ その理由を具
した申請書に所属地区医師会長の意見書を添えて申し
出るものとする｡

２ 医業収入が一定額以下かつ医業所得が一定額以下の
Ａ会員については､ その理由を具した申請により､ 会
費について理事会の議を経てこれを減免することがで
きる｡

第10条 満80歳に達した会員については､ その翌月より会費
を免除する｡ 但し､ 満80歳に達した会員のうち､ 医業
収入が一定額以上のＡ会員会費及び共済会費について
はこのかぎりではない｡

付則
本改正規定は平成19年４月１日からこれを施行する｡

(現行)
第３条 通常会費は毎年度の予算額にもとづき､ 均等割と応

能割によって､ これを算定して賦課する｡ 均等割は次
の区分と割合による｡

１ 区 分
Ａ 病院・診療所を管理する会員
Ｂ 病院・診療所その他に勤務する会員
Ｃ 大学に勤務する会員およびその他の研修病院の研修医・

修練医である会員
Ｄ 上記の区分に属しない会員

各区分のうち二以上の区分に該当するものはその最上位
の区分に従う｡

２ 割 合
Ａ 100 Ｂ 50 Ｃ 10 Ｄ 10

応能割は会員の医業収入を算定の基礎とし､ その具体的
な算定の基礎と方法､ 賦課の対象ならびに徴収方法は､ 代
議員会の議を経て定める｡

第９条 傷病､ 不慮の災害その他特別の事由により会費の賦
課を不適当と認めるものについては理事会の議を経て
これを減免することができる｡

前項の減免を受けようとするものは､ その理由を具
した申請書に所属地区医師会長の意見書を添えて申し
出るものとする｡

第10条 満80歳に達した会員については､ その翌月より会費
を免除する｡ 但し､ 会費のうち応能割による賦課分及
び共済会費についてはこのかぎりではない｡
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(改正案)

第４条 本特別会費の額は､ 次の額を原則として一括納付す

るものとする｡

① 京都市内の各地区に所属する会員 75万円

② 乙訓､ 宇治久世､ 綴喜､ 亀岡の各地区に所属する会員

45万円

③ ①､ ②以外の会員 35万円

２ 本特別会費を分割納付する場合は､ 念書により毎月２万

円を社会保険診療報酬から控除するものとし､ 次の期間に

よる均等分割納付とする｡ 但し､ 社会保険診療報酬からの

控除が困難な場合には､ 口座振替により控除するものとす

る｡

① 前項第１号の会員 40ヵ月

② 前項第２号の会員 24ヵ月

③ 前項第３号の会員 18ヵ月

３ 社会保険診療報酬および口座振替からの控除ができない

場合にあっては､ 前項の金額の３ヵ月分を合算のうえ各第

１月中に納付するものとする｡ この場合にあっては､ 会長

は会員に対し､ 金額､ 納期及び納付場所を記載した納入告

知書を送付するものとする｡

付則

本改正規定は平成18年12月１日からこれを施行する｡

(現行)

第４条 本特別会費の額は､ 次の額を原則として一括納付す

るものとする｡

① 京都市内の各地区に所属する会員 70万円

② 乙訓､ 宇治久世､ 綴喜､ 亀岡の各地区に所属する会員

40万円

③ ①､ ②以外の会員 30万円

２ 本特別会費を分割納付する場合は､ 念書により毎月２万

円を社会保険診療報酬から控除するものとし､ 次の期間に

よる均等分割納付とする｡

① 前項第１号の会員 41ヵ月

② 前項第２号の会員 22ヵ月

③ 前項第３号の会員 16ヵ月

３ 社会保険診療報酬からの控除ができない場合にあっては､

前項の金額の３ヵ月分を合算のうえ各第１月中に納付する

ものとする｡ この場合にあっては､ 会長は会員に対し､ 金

額､ 納期及び納付場所を記載した納入告知書を送付するも

のとする｡

京都府医師会会館保全特別会費賦課徴収規定 新旧条文 (抜粋)

日本医師会 最高優功賞

油谷 桂朗氏 (府医顧問)

立入 克敏氏 (府医監事)
が受賞

この度, 油谷 桂朗氏 (府医顧問・綴喜), 立入 克敏氏 (府医監事・西

京) が日本医師会最高優功賞を受賞されました｡

油谷氏は介護支援体制の確立への貢献, また立入氏は在任15年日本医師

会委員会委員 (健康スポーツ医学委員会) によるもの｡

先生のご受賞を心よりお慶び申し上げますとともに, 今後ますますのご

活躍を祈念いたします｡
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去る10月22日, 長岡京市

で発生した３歳児の虐待死

事件について, 亡くなられ

たお子様のご冥福を心より

お祈りしたい｡ 今期, 府医

では少子化対策を重点施策

のひとつに挙げ, 京都府,

京都市とも協調関係を保ち

ながら ｢児童虐待防止｣ に

取り組んできたところであ

るが, 今回このような事件

が発生したことは誠に残念

である｡ 今後も再発防止を

含め京都府と協議していき

たいと考えているので, 会

員各位のご理解・ご協力を

お願いしたい｡

◆医療制度改革への

日医の対応について

医療制度改革関連法案の

成立により, この10月から

高齢者の負担増などの改正

がスタートした｡ そんな中,

去る10月７日, 日医代議員

会が開催されたが, 唐澤執

行部からは ｢医療制度崩壊

の流れを食い止める｣ との

所信表明はあったものの,

具体的な方針までは示され

なかった｡ 今後も難しい問

題が山積しているが, 日医

としてどのように対峙し対

案を出していくのか｡ 唐澤

執行部の今後の対応によっ

て, その真価が問われるの

ではないかと考えている｡

◆府医会費の

あり方について

会費のあり方については,

昨年11月から計７回の委員

会審議を経て, 今年８月に

委員会答申をいただいた｡

本日, 議案としても上程し

ているが, 来年４月より会

費賦課徴収方法を均等割制

度に変更したいと考えてい

る｡ これは昭和39年以来の

抜本的な見直しとなる｡ 慎

重なる審議をお願いしたい｡

◆新会館建設について

今期の最大の課題である

｢新会館建設｣ については,

今年６月, 執行部内にプロ

ジェクトチームを設置し

｢京都府医師会館建設のあ

り方｣ についての検討をは

じめている｡ また, 最近,

建設された兵庫県医師会館,

福岡県医師会館を実際に見

学し, 詳細な資料の収集に

努めているところである｡

今年度末までには全地区医

師会からの代表者による建

設特別委員会を設けるとと

もに, より実践的な検討を

進めるための実行委員会も

立ち上げ, 同時並行で具体

的な検討を行いたいと考え

ている｡ 代議員各位におか

れては, 今後の京都府医師

会の発展のために建設的な

ご意見をいただきたい｡

◆特定健診・保健指導の

義務化への対応について

平成20年度からの保険者

による特定健診・保健指導

のあり方について, 府医で

は今後の基本健診のあり方

について, プロジェクトチー

ムを設置し, 検討をはじめ

たところである｡ 現段階で

は最終的な対応策を示すま

では至っていないが, 11月

には地区担当理事連絡協議

会を開催し, 一定の方向性

を示したい｡ なお, 本件に

ついては, 来年度以降も継

続的な審議が必要と考えて

いる｡

◆京都府医療推進

協議会について

９月26日, 安倍政権が誕

生したが, 組閣人事からも

わかるとおりこれまでの小

泉改革を継承しており, 医

療を巡る情勢は今後も厳し

い状況に変わりはない｡ そ

んな中, 京都府医療推進協

議会では去る10月14日,

｢こんなに変わる医療・保

健・福祉～あなたの健康危

機！ 秋の陣｣ と銘打った

集いを開催したところであ

るが, 今後も幅広く, 府市

民の方々に対し, 日本の医

療制度のあるべき姿を訴

えかけていきたいと考え

ている｡

森会長

挨 拶

(要 旨)
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◆医療の安全と質の

向上と医師会活動の

活性化について

医療の安全と質の確保に

ついては, これまで以上に

生涯教育の充実を図るとと

もに, 恒例となった ｢医療

安全シンポジウム｣ の開催

に加え, 患者さんとの信頼

関係向上につながるような

取り組みを続けていきたい｡

また, 医師会活動の活性化

については, ｢わかりやす

い会務運営｣ を心がけてい

るが, まだ不十分である｡

今後, 地区医師会との懇談

会に多くの先生方にもご参

加いただき, 意見交換を行

う中で執行部の活動を少し

でもご理解いただきたいと

考えている｡ また, 初めて

の試みとして, 多くの先生

方に医療制度への関心をもっ

ていただくために, 11月に

ノンフィクション作家の関

岡英之氏をお招きし ｢医療

政策懇談会｣ を開催するの

で, 多数ご参加いただき,

忌憚のない意見をいただき

たい｡ なお, 今後も定期的

に開催していきたいと考え

ている｡

◆最後に

今年４月の診療報酬マイ

ナス改定にはじまり, 医療

制度改革関連法案の成立な

ど経済・財政優先の改革に

より, ますます医療は厳し

い状況に陥り, 病院・診療

所ともに個々の努力のみで

は生き残れない状況になっ

ている｡ 今後, 診診・病診

連携を医師会主導で構築し

運営していかなければ ｢わ

れわれに明日はない｣ との

覚悟を持ち, 会員一人ひと

りが一致団結して, 医師会

活動に, 地域医療活動に積

極的に取り組んでいかなけ

れば医療制度の崩壊の危機

を乗り切るのは困難である｡

国民の生命と健康を守るべ

くわが国の新しい医療制度

を構築していくためにも代

議員各位のご理解とご協力

をお願いしたい｡

会館保全特別会費の改正 (お知らせ)
・・ 対象者：平成18年12月以降に入会される新規開業会員 ・・

平成18年10月28日(土) に開催した第173回定時代議員会において, ｢京都府医師会会館

保全特別会費賦課徴収規定｣ の一部改正が可決され, 平成18年12月１日から施行されます｡

新規開業される会員へ賦課する会館保全特別会費が下記のとおり改正されましたので,

お知らせいたします｡

記

①京都市内の各地区に所属する会員 70万円 → 75万円

②乙訓・宇治久世・綴喜・亀岡の各地区に所属する会員 40万円 → 45万円

③上記①②以外の各地区に所属する会員 30万円 → 35万円

詳細は総務課 (075－315－5273) までお尋ねください｡
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決 議

わが国の舵取りは小泉政権から安倍政権へ引き継がれた｡ その目指す方向は, 財政最優先

の施策の強化であり, 医療については ｢適正化｣ の名の下に行われる公的医療保障の大幅な

後退である｡ 受け皿の整備もないまま, 患者, 家族をはじめとして国民に物心両面の負担を

強いることになる ｢介護・医療の療養病床の廃止や削減｣, 十分なエビデンスや具体的な方

法の検討もされないまま拙速に導入される ｢健診の義務化による一次予防の取り組み｣ や

｢介護予防｣ などの具体的対策は, 改革の名を借りた政府による責任放棄に他ならない｡

さらに, 新たに創設される ｢後期高齢者医療制度｣ は, 総枠規制的に提供医療の制限が行

われることによって, 高齢者の事実上の切捨てに繋がることが危惧される｡

一方では, 既に決定されている ｢レセプト請求のオンライン化｣ や ｢都道府県単位の保険

者の再編・統合｣ の方針がもたらすであろう管理医療の強化による医師の裁量権の侵害, 保

険料・提供医療の地域間格差などは, 現在の国民皆保険制度の下で保障されている患者のフ

リーアクセスを阻害することとなる｡

我々は, このような経済・財政に偏重し, 社会保障を縮小する現政権の方針に, 以下の決

議をもって強く抗議する｡

記

一, 国民の生命と健康を脅かす医療制度改革の速やかな見直しを強く求める｡

一, フリーアクセスを阻害する患者負担増に反対する｡

一, 医療の質と安全性を低下させる診療報酬引き下げに反対する｡

一, レセプトオンライン請求を悪用した管理医療の導入は, これを拒否する｡

一, 介護・医療難民を生む介護・医療療養病床の廃止・削減に反対する｡

以上 決議する

2006年10月28日

京都府医師会第173回定時代議員会

■第173回定時代議員会で可決承認された議案■

第１号議案：京都府医師会定款施行細則の一部改正に関する件

第２号議案：平成17年度京都府医師会一般会計決算に関する件

第３号議案：平成17年度京都府医師会看護専門学校特別会計決算に関する件

第４号議案：平成17年度京都府医師会共済部特別会計決算に関する件

第５号議案：平成17年度京都府医師会労働保険事務組合特別会計決算に関する件

第６号議案：平成17年度京都府医師会看護専門学校建設特別会計決算に関する件

第７号議案：平成17年度京都府医師会会館建設特別会計決算に関する件

第８号議案：京都府医師会会費賦課徴収規定の一部改正に関する件

第９号議案：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に関する件
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関 透下京西部医師会長の挨拶に続き森府

医会長が挨拶に立ち, 10月７日に開催された

日医臨時代議員会において代表・個人質問と

して提出された看護師不足問題や療養病床廃

止・再編問題の状況について見解を示した｡

森府医会長はまず看護師不足問題について

触れ, 看護師配置基準７：１が新設されたこ

とにより, 大学病院等が手広く看護師確保に

乗り出したことから, 中小病院や診療所では

看護師確保に困窮している現状に危惧を示す

とともに, 療養病床廃止・再編問題に関して

は, 介護施設への転換が不明瞭なことから,

診療所にかかる多大な負担について懸念を示

し, 北川府医理事を中心に今後の在宅医療の

進め方を検討中であるとして, 会員に忌憚の

ない意見を求めた｡

また, 府医会費問題については, 会費検討

特別委員会から応能割を廃止し均等割に変更

する旨の答申が出されたことを報告するとと

もに, 10月28日に開催される定時代議員会に

府医執行部の案として上程すると述べた｡

さらに, 10月から始まった患者負担増等の

医療制度改革も視野に入れ, これからの保健・

福祉・医療について広く府・市民にアピール

していきたいとし, 10月14日にみやこメッセ

で開催される京都府医療推進協議会の主催イ

ベント ｢こんなに変わる医療・保健・福祉－

あなたの健康危機！ 秋の陣｣ への多くの会

員の参加を呼びかけた｡

府・市民に開かれた
医師会館構想を主張

新医師会館構想について森府医会長は, 現

在, 府医にプロジェクト会議を設置し, 健康

相談事業を始めとする府・市民に果たすべき

役割を担っていくためのメディカルセンター

構想を含み, 地域医療連携を充実する活動拠

点としての医師会をコンセプトに, 会員から

の要望に対応すべく種々の講演会が開催可能

なスペースの確保等, 会員の意見を取り入

れながら検討していきたいとの意気込みを

示した｡

地区からの ｢新医師会館に入る団体は決まっ

ているのか｣ との質問に対し安達府医副会長

は, ｢いろいろな要望はいただいているが未

だ具体的な設計がない｡ 会館建設特別委員会

を立ち上げた際に, 幅広く意見を聞いた上で

検討したい｣ とした｡ 加えて森府医会長は,

単純な利便性だけでなく, これから医師会が

どうあるべきかという本質的な議論を進めた

上で検討していただくと述べた｡

下京西部医師会と府医執行部との懇談会が10月13日(金), 京都府医師会館において開催され,

地区から14名, 府医から８名が出席, 武田靖下京西部医師会庶務担当理事の司会のもと, 約２

時間にわたり活発な意見交換が行われた｡

下下京京西西部部
医師会との懇談会

新医師会館構想, 高齢者医療制度について議論

下京西部医師会との懇談会 (10.13 京都府医師会館)
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レセプトオンライン
請求について懸念を表明

内田府医理事は, レセプトのオンライン請

求とその対応期限について説明｡ 人件費や資

源の削減に寄与するものと考えられるが, 一

方で国民の医療情報のデータベースを一括管

理することで, データが疫学的目的だけでな

く, 保険者と共同して医療費削減に利用され

る可能性が高いとの懸念を示した｡

また, 従来の老健法に基づく基本健診が特

定健診として保険者に委託されることに伴い,

保険者にはレセプト情報に加え健診情報も集

約されるので, 健診データから診療内容の可

否を決定されることも考えられると述べた｡

加えて安達府医副会長は, 診療報酬請求の

オンライン化により, 出来高払いにピリオド

がうたれる引き金に使われる可能性があるこ

とから, 十分に対応できる体制を作らなけれ

ばならないと前置きした上で, 府医では社会

保険研究委員会において検討を始めるとし,

現実に起こっている問題の報告を求めた｡ ま

た, 久山府医副会長はオンライン化によって

保険者によるレセプトの直接審査が行われ,

最初に査定ありきの審査になることに危惧を

示した｡

保険者による特定健診に積極的関与

福州府医理事は, 平成20年からの保険者に

よる特定健診にかかる保健指導対象者の選定

と階層化の方法について説明｡ 現在, プロジェ

クト委員会を設置してどのように対応してい

くか検討中であり, 詳細については11月11日

に地区基本健康診査担当理事連絡協議会を開

催し報告の予定であると述べた｡

また保健指導に関しては, 積極的支援レベ

ルになると３～４ヶ月にわたり30分程度の面

接が必要になってくることから, 講習会を開

催して十分な周知を図りたいとした｡

地区からの ｢講習会を受講しないと健診に

参入できないのか｣ との質問に対し, 福州府

医理事は, 健診のみまたは保健指導のみをア

ウトソーシングすることも不可能ではないが,

府医としては健診から保健指導まで同一医療

機関で行うことが望ましいと考えていると述

べた｡

高齢者医療制度について意見交換

安達府医副会長は新たな高齢者医療制度の

創設について, 平成18年度中に原案を作成し

広く国民の検討課題として提供することになっ

ていることを受け, 社会保障審議会の ｢後期

高齢者医療のあり方に関する特別部会｣ にお

いて審議が開始されると説明｡ 日医もプロジェ

クト委員会を設置し, 包括化と終末期医療の

方向性をポイントに対応していくとの方針を

示した｡ さらに高齢者医療制度に関する受皿

のイメージとしては, 給付費のうち９割が公

費 (５割) と後期高齢者支援金 (４割) によ

り賄われ, 公費は４割が国, １割が市町村の

負担であるので, 給付負担割合の格差問題が

起こる可能性に危惧を示した｡

地区からの ｢高齢者医療制度の包括化に関

して日医はどこまで協力するのか｣ との質問

に対し安達府医副会長は, 厚生労働省が原案

を投げかけてきた段階で, 日医のプロジェク

ト委員会において即時原案に対する議論を行

い対応していくとした｡

さらに地区から武見氏の厚生労働副大臣就

任に関する質問が出され, 森府医会長は, 武

見氏が日医会長選挙に強く関与したことにつ

いて総括されるべきであると指摘｡ 総括が出

た時点で今後の対応を考えていくとした｡
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豊田弥八郎西京医師会会長の挨拶に引き続

き森府医会長が挨拶に立ち, 今期執行部のテー

マの一つである ｢地区・府医の活性化｣ に触

れ, 忌憚のない意見を求めた｡

挨拶の中で森府医会長は, 会費および会館

建設の検討状況を報告するとともに, 療養病

床削減に伴う在宅での受け入れ体制や, 平成

20年に控える基本健診の制度変更への対応,

さらに医療推進協議会の今後の活動について

検討し, 府医として前向きに取り組んでいく

意向を示した｡

また, 14日(土) に開催された京都府医療

推進協議会主催のイベントが成功を収めたこ

とを報告, このような運動を定着させ, 府市

民運動の柱にしたいとの意気込みを示すとと

もに, 地区からのさらなる協力を呼びかけた｡

レセプトオンライン請求について

地区から, 情報伝達を求める意見と, オン

ライン請求の導入により診療から身を退く高

齢の医師が出て来ることを懸念する声, また,

レセコンメーカーによるサポート体制やオン

ライン請求におけるセキュリティ対策に関す

る質問が挙げられた｡

西村府医理事はレセプトオンライン化の流

れについて説明 (詳細は７月１日号京都医報

｢理事解説｣ 参照)｡ 安達府医理事は, Windows

98, Windows ME に対するサポートの終了

に伴って業者がレセコンの更新を勧める現状

において, ＯＲＣＡを導入すればＯＳの影響

を受けない上, 厚労省が定めた統一コードへ

の変換ソフトも内蔵されていることから, 導

入コスト等を考慮してもメリットが大きいこ

とを説明, 今後も積極的に情報を発信してい

きたいとした｡

森府医会長は, 2011年までに全ての医療機

関に対し義務が課せられるかどうかについて

は交渉の余地が残されているのではないかと

の見解を示し, 健診データとの突合への対応,

さらに, 第三者評価機関の設置, セキュリティ

対策等, 今後の検討課題は多いと述べた｡

会費・会館建設について

橋本府医理事は会費について, 従来の均等・

応能併用から均等割へと議論が至った経緯に

ついて説明 (詳細は10月１日号京都医報付録

｢会費検討・会館建設特別委員会答申書｣ 参

照)｡ 新会館については, メディカルセンター

機能, 医学生から府医会員にわたる教育施設

機能, 地域医療連携と医師会活動の活性化の

西京医師会と府医執行部との懇談会が10月16日(月), 京都エミナースで開催され, 地区から

15名, 府医から10名が出席, 唐原優西京医師会副会長の司会のもと, 約２時間にわたり活発な

意見交換が行われた｡

西西 京京
医師会との懇談会

レセオンライン化, 基本健診への対応で意見交換

西京医師会との懇談会 (10.16 京都エミナース)
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拠点となるものという基本的なコンセプトを

紹介した｡ 加えて安達府医副会長は, 駐車場

の確保について触れ, ｢できるだけ確保した

いが, 地下に建設するのはコストがかかり,

さらなる費用負担が発生する可能性がある｣

と述べ, 理解を求めた｡

森府医会長は, コンセプトに合ったものを

作ることが基本であると強調｡ そのコンセプ

トを固めるためにも, 府医の将来のあり方検

討会での議論と基本構想を合わせ, 地区会員

にも委員会で議論していただいて検討したい

との意気込みを示すとともに, 19年度末に設

計, 早ければ20年度に着工したいとの見通し

を示した｡

平成20年度からの基本健診について

福州府医理事は概要を説明し, その問題点

として ①電子データが管理医療に利用され

る危険性を含んでいる ②実施主体である保

険者が保険料から健診費用を拠出することの

是非が整理されていない ③今回の変更で外

された項目についてのフォローアップが検討

されていないことを挙げた｡ また, 京都では

変更後も医師会で主導権を持って受託してい

く方向であることを説明, 個別健診について

は医師会が窓口となり, 医療機関で健診から

保健指導までを一括して実施する構想を明ら

かにするとともに, 健診機関のダンピング競

争に巻き込まれないように注意しながら, 医

師による一貫した健診・保健指導をメリット

として打ち出していきたいと述べた｡ さらに

集団健診についても, 市町村国保の要望があ

れば実施したいとの方向を示した｡

地区からは, 医師が健診へ出務する必要性

を問う意見が挙げられ, 上原府医副会長は,

｢健診は地区住民と医師会の最初の接点であ

る｣ とした上で, できるだけ多くの医師に参

加していただき, 住民との対話の場にしてほ

しいとの考えを述べた｡ また福州府医理事は,

｢個別健診からフォローアップへの流れが理

想的という意見もある｣ としながらも, 受診

率向上の観点からも集団健診を残す意義はあ

ると述べ, 協力を呼びかけた｡

安達府医副会長は今回の制度変更について

｢予防と治療の境目の部分をできるだけ医療

保険給付から外したいという意図で始まって

いる｣ と指摘, その結果として患者に健康被

害が出るようなことがあれば, 医師として訴

えていかなければならないとした｡

医療モールについて

地区から, 地区内に計画が進んでいる医療

モールについて, その施工業者に対し ｢入居

する医師は必ず地区・府医・日医会員になっ

て医師会業務に協力すること｣ ｢各種健診事

業に参画すること｣ を要望したとの報告がな

されるとともに, 今後も同様の事例があった

場合には, 会員として一緒にやっていく方向

で進めたいとの意思表示がなされた｡

安達府医副会長は, ｢複数の診療科が１箇

所にあることは患者にとって利便性も高く,

必然的にこのような計画は出てくる｣ と指摘｡

森府医会長は, 病院勤務医が勤務条件の厳し

さから開業するケースが多くなっているとし

た上で, 新規開業の際にはルールに則って名

称や標榜科目等を決定していただくとともに,

今回のように医師会事業へ参画していただく

方向で進めていただきたいと呼びかけた｡ 久

山府医副会長は他地区での例を挙げ, 立地に

よっては土・日曜日の診察が求められ, 地区

医師会に入会したとしてもほとんど活動に参

加できない等, 地区医師会が頭を悩ませる事

例もあると紹介し, 地区との関わりが難しい

と述べた｡

駐車違反取締りについて

地区から, 洛西ニュータウンでは開発当初

からの土地の区画規制の問題から医療機関に

おいて駐車場が確保できていないという地域
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の事情を紹介, 医療機関周辺での患者の路上

駐車に関し問題提起がなされた｡

�������

西村府医理事から, 昨年社会保険事務局が

実施した個別指導で最も指摘が多かった事例

は, 特定疾患療養管理料等の算定時に指導内

容がカルテに記載されていない, セット検査

が画一的に行われていた等であったので, 各

医療機関でも指導管理料等の算定時は注意し

必ず記載するよう述べた｡ 他には, 10月から

領収書発行について経過措置期間が終了し実

施が保険診療の要件となったこと, 一部負担

金の支払いがない場合には領収書を発行する

必要がないこと等を説明した｡

地区からは, 在宅での癌末期患者へのビタ

ミン剤投与の際, 経口摂取が困難との注記を

しても査定される事例が国保の方であったが

なぜかという質問があった｡ 府医からは, ビ

タミン摂取吸収の障害があれば注記のうえ請

求すれば問題はないので再審査請求をすれば

よい, あるいは審査委員が注記の内容を理解

できなかった可能性も少なくないので注記は

なるべくわかりやく書いたほうがよいが, 今

回の事例については, 問題があり, 府医から

国保審査会に問い合わせると回答した｡

梅原誠京都北医師会長の挨拶に引き続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 医政活動や日本医

師会の活動方針についての説明を行うととも

に現在府医が抱えている懸案事項として会費

問題や新会館建設ついての状況説明の他, 日

本医師会への働きかけについての意向を述

べた｡

森府医会長は, 冒頭, 医政活動について触

れ, 厳しい対応を迫られていると前置きした

上で, 京都府からの医療制度に対する認識や

発言が全国的にも高く評価されており, 今後

も, 日本の医療のために積極的に発言してい

くために, 誤りなき舵取りをしていきたいと

の意気込みを示した｡

また, 日本医師会臨時代議員会の状況につ

いて触れ, 唐澤日医会長から ｢医療制度の崩

壊の流れをくい止める｣ との意向が示された

としつつも, 個人質問・代表質問の内容を勘

京都北医師会と府医執行部との懇談会が10月18日(水), 京都ブライトンホテルで開催され,

地区から14名, 府医から８名が出席, 水谷均京都北医師会副会長司会の下, ｢集団検診の今後

の方向性｣ ｢療養型病床の削減｣ ｢後期高齢者医療制度｣ ｢今後の医政活動｣ について, 約２時

間にわたり意見交換が繰り広げられた｡

京京都都北北
医師会との懇談会

基本健診, 療養病床再編, 医政活動について議論

京都北医師会との懇談会 (10.18 京都ブライトンホテル)
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案しても, 明確な具体策を示せていないこと

から, 今後の執行部の取り組みに注目し, 執

行部に対して正面から働きかけていきたいと

の意向を示した｡

さらに, 後期高齢者医療制度については,

10月５日に厚労省において検討委員会が設置

されたことを説明, 今後必ず終末期医療の在

り方についての検討がセットで取りあげられ

ると見通したうえで, 今後の検討課題である

との見方を示した｡ さらに, 日医においても

｢高齢者の診療報酬体系検討委員会｣ (安達府

医副会長が参画) において後期高齢者医療の

あり方が検討されているとした｡ また森会長

は日医に対して府医執行部として, 日医社会

保険診療報酬検討委員会に安達府医副会長,

新しく設置された日医地域医療対策検討委員

会には上原府医副会長, レセプトオンライン

化等で課題が山積している日医ＩＴ化推進検

討委員会には藤井府医理事, 定款検討委員会

に橋本府医理事, 日医介護保険検討委員会に

は北川府医理事, 健康スポーツ医学委員会に

立入府医監事, 日医総研戦略会議には自身が

参画していると説明するとともに, 日医に対

して ｢是は是, 非は非｣ とする明確なスタン

スで臨むことを明らかにした｡

最後に, 府医の会費問題については, 今年

８月に会費検討特別委員会から, ｢応能割,

均等割の２本立ての会費徴収を継続するのは

非常に厳しい｣ との答申を受けたことから,

10月28日の府医定時代議員会において, 昭和

39年以来の大きな会費改定となる均等割一本

化の議案を上程することを報告, また, 新京

都府医師会館の建設問題については, 昨年

｢開かれた医師会｣ を具体化する拠点として

二条駅前の土地を購入したが, 将来に向けた

医師会のあり方の検討を有識者で行ってもら

うとともに, 新会館建設には全会員の総意が

必要としたうえで, 全地区から代表者による

委員会と並行してより実践的な方針決定を行

うために実行委員会を立ち上げ, 行政とのタ

イアップを視野に入れた形で, 平成19年度中

に設計を完了し, 平成20年度には着工にかか

りたいとの見通しを示した｡

基本健診の今後について

福州府医理事は, 基本健診について, 府医,

地区医にとって重要な事業として発展してき

た経緯を説明した上で, 平成20年から基本健

診の制度が大きく様変わりすることを示した｡

基本的な考え方として, これまでの基本健診

の保健指導は健診に付随したものであったこ

とを述べたうえで, 平成20年以降の健診はメ

タボリックシンドロームに的をしぼり, 保健

指導を必要とするものを抽出するための健診

となることを示した｡ また, これまでの基本

健診の実施主体は老人保健法を法的根拠とし

た市町村であったが, 平成20年以降は高齢者

の医療の確保に関する法律を法的根拠とした

保険者に移行されることを示した｡ 具体的な

健診の方法については, 健診項目や質問票の

内容を示し, 健診の流れを説明｡ また, 問題

点として, 電子媒体で健診結果が実施主体で

ある保険者に送られることから, レセプトと

突合させることで管理医療につながることに

ついての懸念や財源に関して, 国・都道府県・

保険者が３分の１ずつ負担することとされて

おり, その内の保険者負担分については保険

料から支払われることから保険料の目的外使

用に該当する可能性があること, また, 今ま

で実施していた検査項目によって疾病が見つ

かった患者も事実上存在することから, 当該

疾病の患者の見逃しを防止するための施策が

未整備である現状等についての懸念を示した｡

また, 京都府での現況については, 保険者協

議会において明確な方針の決定はしていない

ものの府医独自の活動として, 府医基本健診

委員会の中にワーキンググループを設置し対

策の検討を始めており, 現段階としては ｢積

極的に健診・保健指導に関わる｣ としている

一方, 報酬が明確に決定されていないことや,

保険者にはノウハウがないことを勘案すると
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健診会社への委託が容易に予見されるため,

費用的にシビアになる可能性を示した｡

地区から, メタボリックシンドロームで受

診している患者は対象外となる可能性につい

ての指摘があり, 福州府医理事は現在治療中

の患者も特定健診の対象に含まれると説明｡

さらに, 日本医師会の関与についての質問に

は, 日医も検討会には参画しているとしつつ

も, 多勢に無勢である現状を示すとともに,

医療費の適正化を前提としていることから十

分な意見具申ができていないとした｡ さらに

森府医会長は, メタボリックシンドロームを

ターゲットにし, レセプトと健診結果を突合

したうえで診療を受けているにもかかわらず,

治療の成果が上がっていない患者の存在をデー

タとして把握し, 有効な診療をしていないと

して医療機関の選別を目論んでいるとする一

方で, 現実的に日本国民全員が受診するかど

うかは疑問との見方を示し, 健診をアウトソー

シングするなど, 業者の参入によって医師の

関与が減少することに危惧を示した｡ また,

京都は他府県と比較して深く基本健診に携さ

わっていることから, 全国的な流れと府医で

の取り組みを勘案する必要があるとの見解を

示した｡

療養型病床の削減について

上原府医副会長は, 療養型病床の削減につ

いて, 療養型病床が38万床から15万床に削減

される現状を示し, 厚労省としては介護施設

への移行を望んでいることから, 一応の援助

策を打ち出しているものの, 京都府内には

1000床以上の療養型病床をかかえている病院

があり, 対応に苦慮している現状を示した｡

また, 京都府において ｢京都府地域ケア在り

方検討会議｣ が設置され, 療養型病床削減の

対応についての検討がなされていることを示

した上で, 急性期の病床に戻す動きが目立っ

ていることを報告した｡

地区から, 病床削減によって患者が在宅へ

移行した場合, 全ての患者に対応することは

不可能との指摘や介護病床に入所している患

者は家族の負担から考えても在宅で対応でき

る状況ではないとの指摘があった｡ 上原府医

副会長はこれに対し, 多くの医療難民・介護

難民が発生することについて, マスコミが取

り上げだした｡ 病院側としては, 患者を退院

させることは可能であるとしつつも, 患者が

入院を必要としているから入院患者として受

け入れているのであるとの見方を示した｡ ま

た, マスコミによって実情が世間にさらされ

始めていることから, 厚労省がどのように捉

え修正案を出してくるかに着目していくこと

の重要性を指摘した｡ 森府医会長は, 国の施

策とは別に府医に情報センター的な機能を置

き, 在宅に移行した患者に対し周辺医療機関

がどのような診療を行っているかを情報提供

していくための整備を図る検討を開始してい

ることを明らかにした｡

さらに地区から, 療養病床削減に係る廃止

届けや変更届について, 京都府への届出提出

の際, 京都府から受理を待ってもらうよう要

請があったことから, 病院として職員の問題

等で困窮している現状が示された｡ これに対

し上原府医副会長は, 京都府には法的な権限

がないとしつつも (京都府は) 医療難民・介

護難民を出さないとの意向を示していること

から, 削減によって退院を迫られる患者の行

き先を示すよう要請している現状を示した｡

後期高齢者医療制度について

上原府医副会長は, 後期高齢者医療制度に

関する医療制度改革関連法案の付帯決議 (三)

について説明, 18年９月に厚労省・社会保障

審議会に ｢後期高齢者医療の在り方に関する

特別部会｣ を設置し, 包括払いの充実を検討

項目としていることを示すとともに在宅医療

への転換, 終末期医療のあり方についても検

討されていると説明｡ また, 日医が ｢高齢者

の診療報酬体系検討委員会｣ を立ち上げ, 厚
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労省試案に対して受け入れられないものにつ

いては日医の目標政策として継続性を持たせ

る方法を講じると説明｡ 京都府では, 後期高

齢者医療制度が発足するという前提で18年８

月に ｢広域連合準備委員会｣ を設置している

ことを報告した｡ 最後に, 厚労省案が問題視

される点として, 入院日数や死亡場所の比較

に事実上, 医療が荒廃しているアメリカやイ

ギリスを対象としていることから, 経済の観

点からのみの比較と主張, 全く比較対象にな

らないとの見解を示した｡

医政活動の今後について

森府医会長は, 医政活動について難しい選

択を迫られているとしたうえで, 前小泉政権

による医療制度崩壊の危機になお, 自民党支

持としていることに会員の不満の声が届いて

いるとし, 日医連・府医連としては自民党内

の良識ある議員に働きかけ, 医療制度が誤っ

た方向をたどらないよう是正していく方針を

示す一方, 今回の日本医師会会長選挙につい

て触れ, 日本で最大の学術団体であり, 国民

の保健・医療・福祉に重大な任務を担ってい

る日本医師会の会長選挙に国会議員である武

見参議院議員が深く介入したことを問題視,

本来の日本医師会のあるべき姿を構築するた

めには, 日医会長選挙に政治が介入してはな

らないとし, そのために医政活動を行う医師

連盟が存在すると述べ, 国民の信頼を得るに

は明確な峻別が必要とした｡ 近畿２府４県の

医師連盟としては, 来年の参議院議員選挙の

推薦候補に武見議員を推薦すべきではないと

して要望書を提出していることを報告, 京都

府医師連盟としては現在の状況に何らかの打

開策や会長選挙への介入の総括が無いままで

は武見議員を候補として参議院議員選挙を戦

うことはできないとしつつも, 都道府県医師

会を任される者として, 日本医師会とは十

分な協調関係を保っていくとのスタンスを

示した｡

�������

日常診療における留意点について説明

保険医療懇談会では, 中野府医理事が, 適

正な保険診療を行うためにカルテの記載の重

要性や最近の指導における指摘事項等からみ

た日常診療の留意点について説明するととも

に, 10月から義務化された領収証の発行を始

めとする, 療養担当規則について説明した｡

地区からは, 混合診療の問題についての質

問や老人一部負担金の周知不足の指摘, また,

障害者の意見書について, 障害が重複してい

る件について, 正確な意見書を記載できる手

だての施策を求める声があがった｡
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近畿府県合同防災訓練に参加

９府県と京都市が大々的に
－ 伏見医師会から医療救護班が出動

｢平成18年度近畿府県合同防災訓練｣ が10

月25日, 伏見区の桂川緑地久我橋東詰公園で

実施された｡ 例年開催されている京都府総合

防災訓練に今年度は持ち回り開催の近畿２府

７県合同防災訓練が加わったもので, 近畿各

府県に加え福井, 三重, 徳島の３県と京都市

が参加した｡ 25日は17日の ｢図上訓練｣, 24

日の ｢緊急消防援助隊総合受援訓練｣ ｢航空

部隊総合受援・運用訓練｣ に続く総仕上げの

｢実働訓練｣ となり, 各府県から消防, 警察,

自衛隊, 医療関係機関など2,000人が参加,

ヘリ15機, 車両248台も集結し, 本番さなが

らの訓練を繰り広げた｡

訓練は, 花折断層を震源とする直下型地震

や都市型水害, 毒劇物災害などの発生を想定

し, 午前９時から11時30分まで行われた｡ 各

府県の消防や警察の広域緊急援助隊が急行し,

各防災機関と連携して大規模火災の消火作業

やヘリによる高層ビルからの負傷者救助など,

実践的な訓練に取り組んだ｡

医療関係機関は, 倒壊家屋や崩落したトン

ネルからの救護活動, また合同救護拠点にお

ける応急医療活動を担当し, 市立福知山市民

病院, 京都医療センターなどからＤＭＡＴ

(緊急災害医療チーム) が出動し, 注目を集

めた｡ 合同救護拠点には伏見医師会から医療

救護班が出動し, 日赤・京大病院・京都市立

病院・自衛隊等と連携して, 災害現場から救

出されてくる被災者のトリアージや応急処置

の訓練を展開した｡

伏見医師会医療救護班の応急処置訓練



イインンフフルルエエンンザザ流流行行にに備備ええてて
京都府医師会感染症対策委員会委員

京都府立医科大学附属病院感染対策部 藤田 直久

１. SARSと鳥インフルエンザの流行から学ぶべきこと

今年は新型インフルエンザの話題で医療界もマスコミも大騒ぎとなった｡ 重症急性呼吸器症

候群 (SARS) では, 感染者の20％が医療従事者であり, われわれ医療従事者の感染予防策が

いかに不十分であるかを知らしめた｡ また, 東南アジアで発生した鳥インフルエンザは, つい

にはヨーロッパまで達し, ヒトからヒトに感染する新型インフルエンザの出現が危惧され,

WHO が先頭に立ち, 世界の国々が国家的レベルで, 新型インフルエンザの出現に備えて, 危

機管理体制を整えている｡

本稿では, 新型インフルエンザではなく, 通常のインフルエンザについての知識を今一度整

理するとともに, 感染予防対策である, 予防接種と感染対策について概説する｡

２. インフルエンザウイルスの特徴

インフルエンザウイルスは, エンベロープを有する RNA ウイルスであり, Ａ型, Ｂ型, Ｃ

型の３種類が存在する｡ しかしながら, 流行するのはＡ型とＢ型であり, 新型インフルエンザ

はＡ型である｡

環境表面でのウイルスの感染性についてご紹介する｡ 風邪やインフルエンザは, 飛沫感染以

外に, 接触感染による感染経路を持ち, 鼻汁や唾液等分泌物が感染源となる｡ すなわち, 一般

的に呼吸器分泌物から排出されたウイルスは数日間感染性があると報告されている｡ 気温や湿

度, あるいは環境表面の性状により影響を受ける｡ ちなみに呼吸器感染, いわゆる風邪症候群

の原因である, コロナウイルス, コクサッキーウイルス, ライノウイルス, 大騒ぎした SARS

コロナウイルスの環境での生存期間は, それぞれ３時間, ２週間以上, ２時間から７日間, 72－

96時間と報告されている｡ 一方, インフルエンザウイルスについては, １～２日間とされ, 平

滑な表面で生存しやすいことが報告されている｡

消毒剤による殺菌効果は, エンベロープを有するためアルコールにより容易に死滅するため,

環境消毒や器具の消毒に使用可能である｡

インフルエンザ患者ではウイルスを排出し, 発症後３日間は感染性が最も高いため, 発症す

れば, 最低でも３日間は出勤停止が必要となる｡

３. 予防接種

予防接種はインフルエンザ予防の最大の武器であるが, 予防効果については, 以下のように

報告されている｡ 高齢者 (65歳以上) では, 死亡回避については有効率80％, 罹患予防につい

ては有効率34～55％であった｡ ２歳以上６歳未満の小児では, ２回接種による予防効果を見た

ところ, 接種により有意に発熱リスクが減少し, 罹患予防については有効率が30％前後であっ
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た｡ 一方, １歳未満および１歳以上２歳未満の児については, 発病防止効果が乏しい可能性が

指摘されている｡

65歳未満健常成人については, 米国のデータであるが, 罹患予防についての有効率は70－90

％と極めて高い｡

４. インフルエンザの感染予防策

(ア) インフルエンザは, 飛沫感染と接触感染の２種類の経路により感染する｡ したがって,

両者に対する対応を実施する｡ インフルエンザウイルスの供給源は, インフルエンザウイ

ルスに罹患した患者である｡ また, 一部の事例では, エアロゾル化された飛沫核により空

気感染するとの報告があるが, この経路は主たる感染経路ではない｡ 高流量の酸素投与な

どの特殊な環境下でエアロゾルが大量発生する場合に考慮する｡

(イ) マスクについて

欧米では, 医療現場で広くサージカルマスクを着用することは受け入れられているが,

公共の場 (学校, 職場など) でマスクをすることはまずない｡ 一方, 日本では花粉症や風

邪症状の患者は公共の場でもマスクをするが, これに違和感を抱かなくなっており, 日本

の方がマスクに関しては先進国かもしれない｡ CDC 米国疾病管理センターは, ｢インフル

エンザ感染予防のためのマスク使用に関する暫定的指針｣ を出している｡ インフルエンザ

の世界的大流行に備えてのことである｡

１. 医療施設では, 患者に対して, 咳あるいは他の症状があれば, あるいは呼吸器感染症

と診断されればマスクを着用させる｡ (この場合, 喘息で咳をしていても, 感染症であ

ることが否定できるまではマスクを着用する)

２. 医療施設で, 職員は呼吸器症状のある患者と１ｍ以内で接する場合は, マスクを着用

する｡

３. 非医療施設においては, 後述するレスピラトリー・エチケットを適用する｡ インフル

エンザと診断されたあるいは呼吸器感染症で発熱がある場合は, 解熱までは自宅で療養

する｡ どうしても外出しなければならない場合は, マスクを着用して出かける｡ 咳など

の呼吸器症状があり, 幼児の世話をする母親は, マスクを着用することが推奨される｡

(もちろん, 保育園などで呼吸器症状のある職員は, 幼児への直接のケアから離れる)

(ウ) レスピラトリー・エチケット (咳・呼吸器衛生エチケット)

これは SARS をきっかけに出てきた予防策であるが, その名の通りエチケットであり,

すべての呼吸器感染症の感染拡大を阻止するための方策である｡ 基本は, 咳やくしゃみに

より発生する飛沫を飛散させない日常での注意であるが, この行動が遵守されていないた

め, 敢えてエチケットという形で公開された｡ 極めて当たり前の行動である｡

１. 咳があるときは, マスクを着用する｡

２. 咳やくしゃみをする時は, 口をハンカチ, ティッシュペーパーで覆う｡

３. あるいは, それがなければ手で覆いましょう｡

４. そのあとは, 手洗いを実施しましょう｡

一方, マスクの着用は, 飛沫を飛散させないという点で効果があり, 外来でも, また日

常的にも実施可能な感染予防法である｡ 診療所や病院でのレスピラトリー・エチケットを

表１に示す｡
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(エ) 手洗いの励行

当たり前の話であるが, 手洗いによりインフルエンザ様疾患が減少したとの EBM も報

告されており, 飛沫だけではなく, 手指に付着したウイルスにより接触感染する｡ 手指は

重要な感染の媒介をするので, 日常的な手洗いは非常に重要である｡ 手洗いは, 石鹸と流

水による手洗いで十分である｡ 一般家庭で消毒剤による手指消毒は必要ない｡

５. 最後に

抗菌や抗ウイルスなどを銘打った製品に頼ることはナンセンスである｡ 感染予防の基本は,

手洗いである｡ 飛沫感染を感染経路に持つ感染症は, 同時に接触感染経路をもち, 手を介して

感染する感染症がほとんどであり, 手指衛生が全ての感染症に共通する感染予防策である｡

参考文献
(ア) Healthcare-associated influenza (Flu) guidelines from Guidelines for preventing healthcare associated

pneumonia 2003
(イ) Kramer A etc.: How long do nosocomial pathogens persist on animate surfaces? A systematic

review. BMC infectious diseases 2006, 6:130. http://www/biomedcentrl.com/1471-2334/6/130
(ウ) Interim guidance for the use of masks to control influenza transmission. CDC guidelines and

recommendations.Aug. 8, 2005. (http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/maskguidance.
htm)

(エ) CDC fact sheet: Respiratory Hygiene/Cough Etiquette in Healthcare Settings. http://www.cdc.gov
/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm

(オ) 中野貴司：インフルエンザワクチン｡ 化学療法の領域 22 (９)：1411, 2006

医療施設におけるレスピラトリー・エチケット (表１)

０
目的
すべての呼吸器感染症を医療施設内で感染拡大させないこと

１

ポスターによる注意喚起
外来の入口や待合室, 救急室の入口などに掲示する
内容 呼吸器症状があれば職員に知らせるように

レスピラトリーエチケットの内容
マスク使用について

２

レスピラトリーエチケット
患者は 咳くしゃみをする時は口と鼻をハンカチやティッシュで覆うこと

痰や鼻水などはティッシュでくるんで棄てる
鼻をかんだ後, くしゃみをした後などは手洗いを実施する

施設は ティッシュペーパーとゴミ箱を待合室に備えておく (ゴミ箱は手で開ける必要のないモノ)
アルコール速乾性手指消毒剤を待合室におく
手洗い場がいつでも使えるようにし, 液体石鹸とペーパタオルを置く

３

マスク着用と呼吸器症状のある患者の分離
患者には 流行期間中は咳をする患者にはマスクをさせる

(外来受付で咳などの呼吸器症状のあるヒトにはマスク着用させる)
(マスクは, サージカルマスクを着用させる)

可能ならば, 咳をする患者は他の患者と１ｍ離して座らせる

４
飛沫・接触感染対策
職員は 呼吸器症状に発熱を伴う患者の場合はマスクを着用する

手指衛生を遵守する

(CDC fact sheet：Respiratory Hygiene /Cough Etiquette in Healthcare Settings. http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncont
rol/resphygiene.htm を参考に作成)
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腰痛を訴える患者さんに対して
どうされますか？ (その１)

高整形外科医院

高 謙一郎

腰痛は人類の８割が生涯に１度は経験する

と言われており, もっとも頻度の高い症状の

１つです｡ 実際に平成14年度の厚生労働省の

調査でも腰痛は国民の体の不調の訴えで最も

多く, 通院患者さんの診断名をみても高血圧

に次いで２番目に多いとの結果が得られまし

た｡ 実際に私の診療所に訪れる患者さんの約

半数は腰痛というぐらい, 腰痛は整形外科で

は多い疾患です｡ 整形外科に限らず一般の診

療所においても腰痛を訴える患者さんは多い

のではないでしょうか｡ ここでは, 問診から

はじまり視診・触診, 単純Ｘ線検査など一般

の診療所でも行える腰痛の診断法ならびに整

形外科専門医への紹介が必要になる場合につ

いて説明していきたいと思います｡

Ｑ１ 痛みの起こり方や性質によって

どのような疾患が考えられますか？

Ａ１ 腰痛には急性に発生するものと

慢性的に経過するものとがありま

す｡ 突然発生するものとしては,

物を持ち上げたときや尻もちをつ

いたときに背骨や腰骨がつぶれる

脊椎圧迫骨折があります｡ また,

運動中の負荷により椎間板が後方

に突出あるいは脱出し神経を圧迫

する腰部椎間板ヘルニアや, 腰部の筋肉

の肉離れや椎間関節の捻挫に伴うギック

リ腰があります｡ 急性といっても２～３

日かけて徐々に痛みが増強してくるもの

として, 悪性腫瘍の脊椎への転移や化膿

性脊椎炎, 結核性脊椎炎といった感染に

よるものがあります｡ いずれの場合も痛

みの程度は強く七転八倒するような激し

い痛みで起き上がることができないこと

もあります｡ 慢性的に経過する腰痛とし

ては骨粗しょう症による腰椎の変形, 椎

間板の変性や椎間関節の変形による変形

性脊椎症, 脊椎すべり症などの退行変性

疾患が主なものとして挙げられます｡ 慢

性の腰痛に下肢のしびれや10分間歩けば

２～３分間休まなければならないといっ

た間欠性跛行が重なれば腰部脊柱管狭窄

症を疑います｡ また, 若年者の慢性腰痛

としては, 筋肉の疲労からくる筋膜性腰

痛や疲労骨折による脊椎分離症がありま

す｡ 慢性の腰痛はいつもあるわけでなく

よくなったり悪くなったりを繰り返しな

がら経過していくものがほとんどといえ

ます｡ 以上は筋骨格系の疾患による腰痛

ですが, なかには腹部・後腹部内臓疾患

に由来するものがあることを念頭におい

て診断していかなければなりません (図

１)｡

専門外講座
日常診療のための
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Ｑ２ 腰部の視診・触診により種々の腰痛疾

患を診断するポイントは？

Ａ２ 視診で腰背部がゆるやかに後弯して

いる円背が認められれば骨粗しょう症に

よる脊椎椎体変形を疑い, 急峻に後方に

突出して身長が短縮している場合は陳旧

性の結核性脊椎炎を疑います｡ 胸椎と腰

椎で, 側方に曲がるカーブがＳ状の側弯

を呈している場合は, 成長期から続いて

いる特発性側弯症が疑われます｡ また,

一側の方向に偏位する側弯を呈する場合

は非対称的な椎間板変性に伴う変形性の

側弯症や腰部椎間板ヘルニア, ぎっくり

腰に伴う疼痛性の側弯症を疑います｡

触診では, まず腰椎棘突起部に叩打痛

があるかを診察用ハンマーを用いて確認

します｡ はっきりしない場合は指腹で圧

迫してみます｡ 激痛が生じれば腰椎椎体

圧迫骨折や結核性脊椎炎, 悪性腫瘍の腰

椎転移など骨の構築構造の破綻する病態

の存在を疑います｡ 第３・４・５腰椎の

棘突起を指腹で蝕知していくと棘突起が

前後に凹んだり突出したりすることがあ

りますが, その場合は腰椎すべり症を疑

います｡ 指腹による圧迫で臀部の外上方

に圧痛が生じた場合は上殿神経に, 臀部

中央から大腿後面

の真中に圧痛が生

じた場合は坐骨神

経に刺激症状があ

ると考えられ, 腰

部脊柱管狭窄症や

腰部椎間板ヘルニ

アを疑いますが,

ヘルニアに伴う神

経痛はよく ｢突き

刺されるように痛

い｣ とか ｢ビリビ

リした痛み｣ だと

表現されます｡ ま

た, 下肢伸展挙上テスト (ラセーグテス

ト) や大腿神経伸展テストといった徒手

検査で神経痛が誘発されればヘルニアを

疑い診断を進めていきます｡ 仙骨部に手

のひらで圧迫を加えたときに仙腸関節に

痛みが生じる場合は, 強直性脊椎炎の初

期や仙腸関節の変性を考えます｡ 立位姿

勢から前屈させたときに腰背部に不橈性

がみられる場合は変形性腰椎症を疑いま

すが, 高度な強直を示す場合は強直性脊

椎骨増殖症 (Forestier 病) を疑います｡

腰部脊柱管狭窄症では背屈位をある程度

続けさせると腰臀部から下肢へのしびれ

感, 鈍痛が誘発されますが, 巨大な椎間

板ヘルニアや馬尾腫瘍でも同様な症状が

出現することがあります (図２)｡

以上のように問診・視診・触診である程度

の疾患の絞込みはできると思いますが, 次回

は一般の診療所でもよく行われている単純Ｘ

線検査でどこまで診断に近づけるかというこ

とと整形外科専門医に紹介が必要になるのは

どのような場合かをお話したいと思います｡
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｢開業医の存在感｣

開業医の先生方が元気だ｡ この秋, 地域

ケア委員会に参加させてもらって, そう感

じた｡ とくに地域医療に情熱を傾ける若手

の医師も増えてきたように思う｡

療養病床の削減で, 地域は在宅での治療,

介護の受け入れを迫られている｡ 地域ケア

委員会では, 在宅医療の可能性を探り, 府

内での態勢づくりを話しあっている｡

その委員会は熱気を帯びてきた｡ 先月は,

先進例として, 乙訓医師会の横林文子先生

が招かれ, ｢乙訓モデル｣ を紹介した｡ 乙

訓医師会では, 患者１人に対して, 第１主

治医, 第２主治医のカバー態勢を敷いて,

24時間体制の在宅医療をスタートさせた｡

長岡京市の開業医, 馬本郁男先生にも話

を伺った｡ 予想以上に医療と福祉のネット

ワークが張り巡らされていているのに感心

した｡

京都市内では, 左京医師会が同区内の医

師にアンケート調査して, 在宅医療の協力

医の輪を広げるという｡ もともと地域の診

療所を中心にした下地もある｡

いずれの地域も, 先導役としての開業医

の存在の大きさが印象的だった｡

地域ケア委員会でも具体的な提案があっ

た｡ ｢住民には, 医師紹介も含め, 在宅医

療の情報を提供する｣ ｢在宅での医療継続

に向け, 病院と連携を進める｣｡ そんな窓

口機能を府医師会に設ける構想だ｡ 担当理

事の北川 靖先生の私案だが, なみなみな

らぬ意欲を感じさせた｡

いま療養病床の再編で, 医療現場が困惑

し, 対応に苦悩している｡ 唐突な療養病床

の削減は, 行き場を失った高齢患者を生み,

一般病棟へ流れ込むなどの混乱を招くのは

必至だ｡ ただ, その一方で, 在宅医療の転

機となっているのも, また１つの側面とい

える｡

在宅医療が, どの程度の受け皿となるの

かは, まだ推し量れない｡ 療養病床の減少

分の ｢せいぜい２割｣ という声もある｡ そ

れでも高齢患者や家族にとって, 在宅医療

の態勢が整えられて, 選択肢の１つが確保

されるのであれば, 大いに救いとなる｡ もっ

と在宅介護の情報があれば, 家族も ｢介護

地獄｣ という言葉におののくことなく, 勇

気をもって介護に臨めるかも知れない｡

在宅医療の推進では, 地域の福祉施設と

の連携は欠かせないし, ｢ご近所の力｣ も

あなどれない｡ そこではメディアも大いに

活用してほしい｡ 地元新聞としても, 開業

医の先生方の元気にあやかりたいと思って

いる｡

(府医情報企画委員会委員・地域ケア委員会委員

・京都新聞社 高山良雄)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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ＯＲＣＡ日レセ利用者はその後も増加し, 平成18年９月15日現在京都府下において77施設で

稼動している｡ 全国レベルでは毎月100件のペースで増えており, 10月15日の時点で約3300の

医療機関で稼働中である｡ 府医情報企画委員会では本ユーザーの中でお名前の登録を許諾され

た27件の医療機関にアンケート調査を行ったので, 以下その結果をご報告する｡

なお, 27医療機関中, 23医療機関より回答があり, 回答率は85.2％であった｡ また, 医療機

関種別では, 無床診療所：20件, 有床医療機関：１件, 病院：２件の計23医療機関である｡

��������

日レセ導入の契機, 動機, 理由 (複数回答可)

(ユーザーからのコメント)

・採用した電子カルテの対応レセコンがＯＲＣＡだったため｡

・以前のレセコンがなくなり, サポート打ち切りを通告されたため｡

・自立で調整可能であるので, メンテナンスが楽｡

・いずれ, レセ業務は１つのデータ処理法にて標準化されるはず｡ 業者ソフトはいずれもメジャー

ではなく, 標準化のモデルにはなりにくいと考える｡ 日医開発のソフトはその点, 標準化モ

デルになるだろうと考えられる｡

・新規開業にあたり, 安くて高機能なレセコンが絶対に必要であった｡ たまたま, ＨＰで見つ

けたベンダの対応も良かった｡ 独自の帳票作成のカスタマイズの対応が良かった｡

��� �

�����		
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��� ����������� �����
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+,-./012 34 56

合 計

日レセの導入コストが廉価であること 16

日レセは業者のものでなく将来的にも安心して永く使える 11

日レセは今後も新しい機能が搭載される予定で将来的にも有望である 11

以前のレセコン会社から一方的に新しいシステムへの切り替えを通知されたので
日レセにした 7

以前のレセコンが気に入らない 3

日レセを導入されている他の先生から勧められた 3

日レセ標準搭載ソフトが優れている 2

無回答・その他 2

55
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約70％が ｢導入コストの安さ｣ を理由に挙げている｡ 次いで ｢業者のものではなく, 将来

的にも安心して永く使える｣ ｢新機能が搭載予定で将来的に有望である｣ との意見が48％あっ

た｡ その一方で ｢一方的にシステムの切り替えを通告されたので日レセにした｣ という回答

も30％あった｡

��������	
������

①日レセソフトのプログラムについて

②日レセには標準で多くのソフトが付属していますがこれについては

(ユーザーからのコメント)

・使えば有用なものが多いと聞いて

いるが, 忙しくて使っていない｡

・まだ使っていない部分が多く何と

も言えない｡

③ＯＲＣＡセンタからオンラインでプログラムの更新が常におこなわれていますがこれにつ

いては

④日レセのプログラムの問題で何かトラブルがありましたか

(サポート支援事業者自体の問題は考慮しないでください)

(ユーザーからのコメント)

＜問題ない＞

・多少くせはありますが, 慣れれば

問題はありません｡

合計

特に問題はない 15

今までのものより優秀でよくできている 3

プログラムに不備が多く不満 3

無回答・その他 2

23

まとめ

合計

特になんとも思わない 15

無料でかつ非常に有用なソフトがついて
いる 6

無回答・その他 2

すべて不要である 0

23

合計

非常に有用 16

ふつう 6

頻回で面倒 1

無回答・その他 0

23

合計

特にない 15

問題あり 8

23
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・病院版のファーストユーザーであった関係から, 日レセソフト構築過程での苦労はありまし

たが, 現在は良好なシステムとして評価できます｡

＜問題あり＞

・時々動きが遅くなり, メンテナンスが必要なことがある｡

・全く入力できないことがあった｡

・減免の対象が窓口での会計発生すべてにかかわってしまう｡ 自費のものは対象外の設定など

ができない｡

・乳幼児医療費の番号が住変で月途中に変わった場合など, それぞれで請求書をつくると, そ

れぞれで200円の請求が発生する｡

・日常の診療行為では問題はないが日次統計などに精神科に対応していない項目がある｡

・診療行為の同時算定をチェックする機能｡ ｢同日算定不可｣ なのに ｢同月｣ もはじいて

しまう｡

・日計表など統計的機能に若干の不満あり｡

・検索機能をもう少し多様化してほしい｡

・行為別の資料作成 (月単位での投薬, 検査など) ができない｡

・保険の組み合わせで, 何もしていないのに勝手に同じ内容で増えていく｡

プログラムについては, ｢特に問題ない｣ との回答が65％あり, ｢優秀でよくできている｣

と合わせると77％がプログラムに不満はないと実感している｡ また, 問２－①の回答にもあっ

たとおり, プログラム自体に ｢不満はない｣ との回答が多かったものの, トラブルについて

は, ｢問題あり｣ とした回答が35％あった｡ ユーザーからのコメントからもわかるとおり,

実際の医療機関では小さなトラブルから大きなトラブルまで, さまざまな不具合がある

ようだ｡

��������	
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①医療機関への日レセの導入作業はスムーズにことが運びましたか

(ユーザーからのコメント)

・患者登録・病名登録などのデータ

コンバートが完全でない｡

②導入後のベンダさんの日レセ使用手順の事務員の説明や指導は

(ユーザーからのコメント)

・指導員のレベルの差が大きい｡

まとめ

合計

大きな問題なく導入できた 20

トラブルが多く導入に苦労した 2

無回答・その他 1

23

合計

問題なく終了した 19

指導手際が悪く苦労した 2

無回答・その他 2

23
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③点数等大改正時の作業は

(ユーザーからのコメント)

・今までのシステムの中で最もスムー

ズです｡

④日常使用していてベンダさんとのトラブルがありますか

(ユーザーからのコメント)

・｢それはしょうがないです｣ ｢日医

の指示です｣ 等の言葉ばかりで解

答が得られない時がある｡

⑤現在のベンダさんに満足されていますか

(ユーザーからのコメント)

・もう少しこまめに, 気軽にやりと

りができれば｡

約87％で ｢大きな問題なく導入できた｣ と回答｡ また, 導入後の指導についても83％が

｢問題なく終了した｣ と回答しており, 導入から稼働まで大きなトラブルはないようだ｡ ベ

ンダへの満足度については ｢満足している｣ ｢まずまず｣ との回答は91％と, 概ねベンダの

対応にも問題はない｡

��������	
����

①今までトラブルのあった先生方にお聞きします

合計

それまで同じように問題なくできている 17

無回答・その他 4

不備が多くベンダの対応が悪い 2

23

合計

特に大きなトラブルはない 21

トラブルが多い 1

無回答・その他 1

23

合計

満足している 13

まずまずである 8

不満であり, できれば他に変えたい 2

無回答・その他 0

23

まとめ

合計

これは日レセソフト自体の問題である 2

これはベンダの責任である 2

どちらともいえない 2

無回答・その他 0

6
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②このような日レセシステムを他の会員に勧めることができますか

(ベンダの対応問題は考慮しないでお考えください)

(ユーザーからのコメント)

・まだ導入途中なのでわからない｡

・｢専用機メーカーと遜色ない｣ とま

ではいえないが, 勧めてもよい｡

６医療機関で日レセのプログラムについてのトラブルが発生しており, 原因としては,

｢ソフト自体の問題｣ が２件, ｢ベンダの問題｣ が２件となっている｡

そのうえで ｢他の先生方に勧めることができるか｣ との問いには, ｢勧めてもよい｣ との

回答は78％あり, 実際に導入された医療機関での評価はかなり高いことが伺われる｡

��������	
��

・医事職員から ①統計がとりにくい ②第二水準漢字しか使用できず, 問題がある ③画面が

見づらい ④入金処理が面倒 ⑤保険証変更の処理が煩雑 ⑥レセプト専用機であるため, 別

途パソコンを使用するのにスペースが無駄になる－などの意見がある｡

・各メーカーのレセコンを過去に３システム扱いましたが, 日レセの出来は申し分ありません｡

導入費用, メンテナンス費用, システム内容, メンテナンス対応とも, 他メーカーと比べて

格段の違いを感じます｡

・明細のわかる領収証を発行するようになってから, 返金処理が煩雑でストレスになる｡

・オンラインなので改正作業が助かる一方, どのような通信をしているのか全くわからないの

で, 情報の漏洩が気になります｡

・突然のフリーズ (再起動でリカバー出来る程度) が３週間に１回はおこります｡

・オンラインにてヘルプマニュアル詳細なものがあれば助かります｡

・業者は非常に親切で大変満足していますが, 年間保守料がもう少し何とかなればよいのです

が｡ 日医からの補助はないのでしょうか？

・ＯＲＣＡは導入費用も経済的で使い勝手も問題ないと思います｡ なぜ, 普及しないのか不思

議です｡ 電子カルテ化も日医標準ソフトでお願いします｡

・辞書機能やコピー・貼り付けが使えるようになるとなお良いと思います｡

・パリエット錠の投与開始日やＢＮＰ検査などの日付を入れなければいけない場合, 自動的に

入れられるようになると嬉しいです｡

・ＯＳが Debian である点が不満｡ 早く Microsoft のＯＳに対応してほしい｡

・点数改正の際などほぼ自立でできるので, 煩わしさはない｡ ただ, Ｌｉｎｕｘベースなので,

ＵＮＩＸに不慣れな人にはメンテがしにくいのではないか｡

・長期的にサポートされるのかどうか心配｡

合計

専用機メーカーのものと比べて遜色ない
ので他の人に勧めてもよい 10

非常によいので是非他にも勧める 8

特別他の人に勧めようとは思わない 2

無回答・その他 3

他の方にはお勧めできない 0

23

まとめ
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・原因不明だが, 時々ルーターとの相性か, インターネットにつながらなくて動きがおかしく

なることがある｡ 一度はルーターを交換し, 順調に動いていたが, つい最近, 接続できなく

なった時がある｡ ７～８台のネットワークを組んでいるため, ハブが問題になっているのか

もしれないので, 今後も検討を続ける｡

・精神科・心療内科を標榜しています｡ 週１回の通院療法の算定ですが, 月５回以上になると

警告がでるとか, 処方せんの長期投与加算で, 薬剤を処方していないと警告がでるように,

といった点を改正してほしいと思います｡ しかし, まずは薬剤と病名のチェックがこちらで

入力しないとチェックしてくれないので, すごく面倒です｡ プログラムの改正よろしくお願

いします｡

・Ｌｉｎｕｘ故の敷居の高さがある｡ Ｌｉｎｕｘの色々なソフトを利用したいが, ＯＲＣＡへ

の conflict が心配でそのままにしている｡

・ＯＲＣＡユーザー対象の ｢再学習会｣ などがあればもっと使いこなせるかもしれない｡

・利用会員の意見や要望を集め改善を繰り返しバージョンアップがされていくこと自体が他の

メーカー系ではありえない無いことであり大きな強みであると思います｡ また, マスター更

新なども無償提供される点も大きなメリットであると思います｡ 実際, 今回の改定の作業で

も約１時間程度であり以前の物とは比べものにならいです (施設の規模が大きく違うことは

別にしても)｡ しかし, 改善の余地がまだまだあるとも思います｡

１ 減免項目の詳細設定の追加｡ 保険診療の負担金のみを減免する｡ 自費診療やワクチン,

診断書代などは減免しない様に設定できる｡

２ 患者登録画面でのあり得ない入力に対してのエラー表示をする機能の強化

３ 保険者番号に対して記号が１個しか設定できない｡ 複数の設定が出来るようにする｡

４ 第二水準の漢字を使えるようにする｡ 少なくともカルテや診察券には｡

５ プレビューの機能が標準であることは素晴しいが, ｢印刷｣ ｢Ｆ10：プレビュー｣ ｢Ｆ12：

プレビュー｣ と３回もクリックしなければならないのは大変手間である｡ ズームインやア

ウトのボタンも空いているファンクションキーに割り当てるなどして操作性を高めてもっ

と使いやすいものにしてもらいたい｡

６ 会計照会の画面で26日以降の内容がスクロールしないと見れないのは不便である｡ スク

ルールしなくても31日までが表示できるサイズにするか, エクセルのウインド枠の固定の

ような機能を持たせてほしい｡

７ 請求管理で返戻分の再請求登録をすると, 福祉医療 (45など) の分も再請求分として計

算されてしまう｡ レセプトの総括票にのみ再請求分として計算されるようにしてもら

いたい｡

８ 患者登録画面・診療行為入力画面の年齢表示を, ヶ月まで表示してほいし｡

９ 入力履歴画面の診療内容に, 自費コード内容を表示できるようにしてほしい｡ 健診や予

防接種など｡

10 照会画面での検索条件の登録ができるようにしほしい｡ 毎回同じ条件を１から入れるの

は面倒｡ また並び順に電話番号や郵便番号順を加えてほしい｡

11 診療行為入力―請求確認画面で, 臨時で処方せんを発行する場合も入力内容で, ｢処方

せん発行あり｣ の状態になってほしい｡

12 データチェックの６番の診療開始日のチェックについて, 初診算定日以前の病名に転記

日がないものと転記日が初診日と同じものを区別してほしい｡
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13 利用会員の優遇政策をするなど｡

14 マニュアルの製本化がバージョンアップに追いついていない｡ 要望のＷｅｂでの照会で

も不可解に思う回答が多いように思う｡ なぜ, 対応できないのかも書ける範囲ででも書か

れたほうが良いのではないか｡

などなど細かいこと言い出せば切がいないのですが, 以前にベンダを通じて出したものも含

めて, さらにＯＲＣＡが使いやすいものになればと思い書きました｡ 利用者が増えることで

さらに良いもになる面もあると思います｡

ＯＲＣＡ日レセの最大の強みのひとつはこのようなユーザーの意見や要望を日医総研で検討

し繰り返し行われているバージョンアップに反映されることである｡

今回のアンケートでいただいたご要望は今後確実に日医の日レセ担当者に申し伝え, よりよ

い日レセを育てていくよう善処したい｡

最後に, アンケートにご協力いただいた先生方にはこの場をお借りして御礼申し上げる｡

参考：過去のレセコン関係の医報記事

①７月１日号 ３ページ レセオンライン請求

②８月１日号 ８ページ 厚労省開発レセスタに関する注意点

③８月15日号 ８ページ 日レセソフトの優位性

④９月15日号 ４ページ 日レセソフト導入に関わる日医認定ＩＴサポート業者

⑤10月15日号 19ページ 日レセ導入ユーザーからの声

平成18年度 日本医師会医療情報システム協議会
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と き 平成19年２月17日(土)・18日(日)
ところ 日本医師会館

◆対 象 者：日医会員および都道府県医師会・郡市区医師会の事務職員

◆申込方法：協議会ホームページからのオンライン申し込み｡

URL：http://www.med.or.jp/japanese/members/info/sys/2006/index.html

◆申込期間：11月６日(月) ～12月12日(火)

◆参 加 費：無 料

◆単位取得：日本医師会生涯教育講座５単位

※プログラム等の詳細については協議会ホームページをご覧ください｡
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今年度から勤務医部会のメンバーになりま

した｡ よろしくお願いいたします｡ 書くテー

マが決まらず, 自己紹介もどきで今回の順番

をクリアしたいと思います｡

京都市の保健所に勤め始めて15年目, 医師

免許を手にした時から数えると臨床より保健

所の方が長くなりました｡ 京都市民歴も人生

の半分を超えました｡

学生時代は, 医療の世界とは無縁の環境で

育ったせいか, 学部に進んで ｢医学｣ だけに

どっぷりつかるのが何となくいやでした｡ 他

の学部の友達と遊ぶことも多く, 今もその頃

の友達と細く長く無理のない付き合いが続い

ています｡ 臨床に未練がなかったのはこのあ

たりに一因があるかもしれません｡

病院に勤務していた頃は, インターネット

はなく, 携帯電話も普及しておらず (ポケッ

トベルはありました！), 世の中に今ほど情

報が溢れていませんでした｡ テレビは持たず

新聞も見ず, ラジオは音楽番組のみで, 自宅

と病院を往復する毎日｡ 学生時代も似たよう

な生活でしたから10年ほどは世の中を知らず

隠遁生活をしていたようなものです｡ その当

時のテレビ番組などの情報が私には欠落して

います｡

その後ほんの少し海外で暮らし, 日本での

暮らしを外から考える機会になりました｡ 日

本の治安の良さ, 日本人の気楽さ, 危うさ,

大人の社会として未成熟な部分など｡ 最近は

いい意味でも悪い意味でも変わってきている

ように思います｡

保健所に勤め始めてから, 事務の方に言わ

れた言葉で忘れられないものがあります｡

『どうせ腰掛けですぐやめるのでしょう｡』 と

か 『保健所の医者は臨床医の落ちこぼれだろ

う｡』 など｡

行政内部だけでなく外からも同じように見

られていた (いる？) のでしょうか｡

それでも14年経ちました｡ その間に社会の

状況は変化し, 法律や制度もそれに伴って変

更されてきています｡ 介護保険制度が本格実

施, ｢健康増進法｣ の施行により禁煙対策が

進み, 根拠法令の重みを実感しました｡ 感染

症の法律も統廃合がされ, ｢伝染病予防法｣

が100年ぶりに廃止, ｢感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律｣ になり

ました｡ ｢個人情報保護法｣, ｢障害者自立支

援法｣, ２年後には医療制度改革も予定され

ています｡ 法律や制度の変更など続きますが,

まず目的や必要性を理解して仕事をしていか

なければと思うこの頃です｡

はじめまして
京都市南保健所所長 山田 典子
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理事を務めさせていただいて２期目, ３年目です｡ 担当は, 保険政策と消化器がん検診です｡

消化器がん検診委員会と社会保険研究委員会の委員の先生方にはいつも大変お世話になりあり

がとうございます｡ 消化器がん検診委員会は, 胃がん検診と大腸がん検診について, 受診率の

向上と制度管理についての実務を行っております｡

社会保険研究委員会では, 今期 ｢真に国民から信頼される医療制度とは｣ という会長からの

諮問を受けました｡ 本年は, 小泉政権の下, 医療制度改革関連法案が成立しました｡ この医療

制度改革は, いよいよ高齢化社会を迎えて増加する医療費に歯止めをかけようとするものです

が, 医療費の負担を高齢者に求めたことと, 医療費適正化計画を策定し, その効果測定を行な

う責任を都道府県に負わせたことが特徴的です｡ 医療費適正化については健康増進計画, 医療

計画, 介護保険事業計画の３計画と整合性を図る形で, 生活習慣病対策や長期入院の是正 (平

均在院日数の短縮) など, 中長期的な医療費適正化に向けて, 国が基本方針を策定し, 国およ

び都道府県は基本方針に即して, それぞれ５年間の医療費適正化計画を作成し, 実施に移すこ

とになりました｡ 筋書きどおりにいくと病床削減や生活習慣病の予防などが効を奏し, 社会保

障費の削減につながるわけですが, 結果を拙速に求めすぎていることは明らかであり, 介護・

医療療養病床の廃止, 削減などを見てもわかるようにその是非に関する十分な議論や廃止後の

受け皿の整備についての準備が全くなされていないなど極めて乱暴な手法がとられていると言

わざるを得ないものです｡ これでは確かに医療費は抑制されるでしょうが, 提供される医療の

質を確保することは困難でしょう｡ 国民皆保険制度を堅持し, 将来にわたり持続可能な制度と

するためという目的はわれわれと一致しているものの, あまりに財政的視点に偏った施策は,

医療提供側や患者側の視点をまったく欠いたものであり, このまま看過することはできません｡

例えば, 診療報酬の引き下げや病床の削減によって医療の質は明らかに低下し, 国民は質の低

下した医療に対して従来よりも増した負担を強いられるという理不尽な改革なのです｡ 本来,

医療保険制度は, 自助・共助・公助を基本とし, その負担をどうすれば公平性が保たれるかと

いうことを国民主体で議論されなければなりませんが, ただ公費負担を抑え国民に負担を強い

る形になっています｡ 社会保険研究委員会では, 国家の総論が財政問題に偏っている中で, わ

れわれ医療提供側が, 進み行く高齢化社会において国民皆保険制度を堅持しつつ, 国民が望む

良質の医療を提供し続けることを目的に, それが実現できる医療制度のあり方を議論, 研究し

ております｡

今後とも, 会員の先生方のご指導をいただきながら良質な医療を守るために微力を尽くして

いきたいと思います｡ よろしくお願い申し上げます｡

���

����
～～～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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デジタルの音楽再生は聴きづらい点につい

て, さきには人工で無限のものを作ることが

出来ないからどこまで突き進んでもアナログ

とは違う旨を書きました｡

しかし今回は別の観点から, 決定的な違い

に思い至りました｡

それは, デジタル音は１秒を何万分の１に

分割しても出てくる音は断続音であるという

点です｡ 自然界の音は全て連続音で成り立っ

ている｡ この連続音と断続音の差が実際聴こ

える上では異なものと感受されたのだと思う｡

とにかくデジタルの音楽は何となく汚い｡ そ

れがここに原因があると思い至りました｡ こ

れについて, ご意見ご指導のほどお願いいた

します｡

オーパス藏
クラ

がどんなに逆立ちしてもクレデ

ンザで78回転盤を聴くような素晴らしい音楽

は聴こえてこない理由がハッキリしたように

思います｡

因みにレコードの空気吹込みと電気吹込み

について, 私はどうも電気吹込みという音,

何か音を水に浸けてふやけさせたような感じ

に聴こえると思いますが, どなたかご意見く

ださい｡

私も80歳を超え身辺整理が目前にせまっ

ております｡ 始末しなければならないもの

が山とあるのですが, その１つにスピーカー

があるのです｡ 物は英国ワーフェデル社製

のアルミニウムコイルの３ウェイ装置です｡

無償で差し上げます｡ 高さが90㎝ほどか？

かなり重いです｡ ご興味のある方は, 0774－

55－1003 までお電話ください｡ ウィーク

デイの午前中のみ通話いたします｡

��������	

��

宇治久世 西本 誠吉

救急蘇生訓練人形等の貸出について

府医では, 地区医師会・京都市消防局・京都府各消防本部の協力により, 救急蘇生訓練の啓

発を推進しております｡

さて, 下記の救急蘇生訓練人形等について, 医療機関内または地域での救急講習会等で会員

の皆様にご利用いただきたく存じますので, 貸し出しご希望の方は, 事前に京都府医師会地域

医療課救急係 (TEL 075－315－5274) までご連絡くださいますようご案内申し上げます｡

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ３体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルメーター付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) ＡＣＬＳトレーニングシステム (コンピュータ付)

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体

・救急蘇生訓練人形 (小児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) [人工呼吸・心マッサージ・背部叩打法訓練可] ２体

・気道管理トレーナー １台

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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①冠動脈インターベンション
(南江堂, 12,600円)

②冠動脈疾患を診るⅠ
(文光堂, 15,750円)

③冠動脈疾患の予防戦略
(中山書店, 12,600円)

④神経症候学Ⅰ
(文光堂, 26,250円)

冠動脈疾患に関する進歩は顕著なものがあるが, 周知の如く1950～1960年代には心臓ペース

メーカーや直流除細動器が開発され, しかも北米でＣＣＵ (coronary care unit) が産声を上げ

たこともあり, 明らかに不整脈に起因する死亡率は減少した｡ 次いで60～70年代には, Cleveland

clinic の Dr. Mason Sones らにより開拓された選択的冠動脈造影や冠動脈バイパス術の普及,

80年代には Rentrop らによるＰＴＣＲ (percutaneous transluminal coronary reperfusion, 経皮的

血栓溶解療法) や Meyer らによりＰＴＣＲ後にＰＴＣＡ (percutaneous transluminal coronary

angioplasty, 経皮的冠動脈形成術) を成功させ, すなわち創始者である Gruentzig らが考案した

バルーンを使ったＰＴＣＡを臨床に頻繁に適用し, 90年代には19世紀の英国人歯科医 Charles

Stent が使用していた歯科矯正具にヒントを得, 彼の名に由来するステントが開発されＰＴＣＡ

で拡張不十分, 急性冠閉塞や慢性期の再狭窄などの症例に臨床応用され今日の普及の礎となり,

2000年代には血管内腔を二次元で捉え, プラークの分布や性状の情報が得られるＩＶＵＳ

(intravascular ultrasound, 血管内超音波法) の臨床応用やＤＥＳ (drug-eluting stent, 薬剤溶出

性ステント) の導入によりＰＴＣＡで隘路になっていた冠動脈再狭窄発生率を有意に低下させ

ている｡

以上極めて概括的に半世紀の歴史を記したが, 確かに冠動脈疾患の急性期治療成績は時間経

過とともに飛躍的に向上し, 今日的には冠動脈狭窄に対し, 拡張器具がバルーン以外に多様化

したのを機にＰＣＩ (percutaneous intracoronary intervention, 経皮的冠動脈形成術) と呼称さ

れるようになったが, 本法の熟達により急性心筋梗塞に起因する心臓死数は明らかに減少し,

更に各種狭心症や虚血性心不全においても初期治療の充実により短期生命予後は飛躍的に改善

され, 多大な福音を人類に供する結果となった｡ しかし残念ながら未だ全ての冠動脈疾患が解

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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決した訳ではなく, 残されている課題も多い｡ 今後更なる冠動脈疾患の病態解明, それに基づ

く診断学の確立, 加えて治療技術の進歩と熟達が要求されるが, 同時に生活習慣病などによる

動脈硬化危険因子の増大が危惧されている昨今, 生活習慣の改善を基盤とした冠動脈疾患に対

する予防医学的見地からも国民を啓蒙する必要性がある｡

今回冠動脈疾患に関する以下の図書３冊を購入したが, 各著者から冠動脈疾患の過去・現在・

未来にわたるメッセージが詳記されており, 今後実地医家として取り組むべき方向性をも暗示

してくれている感があり, ぜひ会員諸氏のご一読をお願いする次第である｡

また図らずも今回神経内科学の良き参考書の選定を依頼された｡ やむなく神経内科専門医の

友人に尋ねる羽目に陥った｡ 彼即座にいわく ｢35年ぶりに全面改訂された平山恵造千葉大名誉

教授の神経症候学を選定すべし｣ との返答であった｡ なるほどこの著書を手にした途端, 合点

がいった｡ 内容も豊富だし, ありがたいことに極めて理解しやすい｡ 初版の序を担当された沖

中重雄東大名誉教授も, ｢本著は, その道の専門医向けだけでなく, 他科の実地医家にもお薦

めできる｣ と言われている｡ 全く同感である｡ ぜひ会員諸氏も本著をご一見いただきたい｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 垣内 孟)

���������	
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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】

｢タクロリムス水和物 (カプセル剤0.5mg・１mg)｣ ｢ゲフィチニブ｣ ｢ジクロフェナクナト

リウム (経口剤, 坐剤, 注腸軟膏剤)｣ ｢マレイン酸フルボキサミン｣ ｢ウラピジル｣ ｢アレ

ンドロン酸ナトリウム水和物 (経口剤), リセドロン酸ナトリウム水和物｣ ｢アレンドロン

酸ナトリウム水和物 (注射剤), インカドロン酸二ナトリウム｣ ｢エチドロン酸二ナトリウ

ム｣ ｢ゾレドロン酸水和物, パミドロン酸二ナトリウム｣ ｢タクロリムス水和物 (カプセル

剤５mg, 顆粒剤, 注射剤)｣ ｢ドセタキセル水和物｣ ｢メシル酸イマチニブ｣

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｡
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伏伏伏見見見ののの酒酒酒蔵蔵蔵ととと特特特別別別史史史跡跡跡醍醍醍醐醐醐寺寺寺へへへ

秋晴れの最高のお天気にめぐまれた10月22日(日), 恒例の柏樹会庭園鑑賞会を開催, 同伴者

を含む66名のご参加をいただいた｡

武田府医担当理事の挨拶の後, 地区ごとにバス２台に分乗し, まずは伏見の酒蔵へと出発した｡

柳並木に白壁土蔵の町並のなか, 京都市指定・有形民俗文化財に指定されている ｢月桂冠大

倉記念館｣ を見学, 館内では ｢酒造り唄｣ が流れるなか, 酒造りの各工程および使用する用具

について詳細に説明を受けた｡ また, 展示棟での樽造りの道具, 明治期の商品の実物, 時代ご

との酒蔵や作業風景の写真などを, 興味深く熱心に見学をした｡

利き酒コーナーでは, 吟醸酒やプラムワインな

どの試飲を楽しんだ｡

酒蔵を後にし, 昼食場所の醍醐寺境内にある

｢雨月茶屋｣ へ, 醍醐寺特別料理の醍醐味膳は醍

醐寺にある古文書の中より, 家光, 春日局が食し

たといわれる ｢竹の子すもし｣ (竹の子を湯葉で

巻いたお寿司) を再現した会席料理での懇親会を

兼ねた昼食会を開催した｡

最初に, 武田理事の司会のもと, 今回の参加者

で大先輩の日置辰一朗先生 (山科) からご挨拶と

乾杯のご発声をいただき, 参加者はそれぞれの近況や健康相談に花を咲かせながら醍醐味膳を

楽しんだ｡

昼食後は特別史跡・特別名勝の醍醐寺へ｡ 永久３ (1115) 年醍醐寺第14世座主・正覚僧正の

創建である｡ 境内を散策後, 住職のお迎えを受け三宝院, 表書院へと案内をされた｡

庭園全体を見渡せる表書院は, 寝殿造りの様式を伝える桃山時代を代表する建造物であり国

宝に指定されている｡ また, 庭園は豊臣秀吉が ｢醍醐の花見｣ に際して自ら設計した庭であり,

桃山時代の華やかな雰囲気が伝えられている｡

住職の説明を受けながら, 素晴らしい各書院・

襖絵, 庭園を見学, 参加者は桃山時代の世界に引

き込まれていった｡

午後３時頃にはすべての見学も終了し, 来年も

元気で再会することを約束し, 本年度の柏樹会は

盛会裡のうちに無事終了した｡
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府医斡旋融資利率の改定について

Ａ会員および新規開業医融資
Ｂ,Ｃ会員融資

振込指定あり 振込指定なし

利率 利率 利率

１年以内 2.175％ (1.925％) 2.675％ (2.425％) 2.375％ (2.125％)

５年以内 2.200％ (2.000％) 2.700％ (2.500％) 2.300％ (2.100％)

10年以内 2.300％ (2.100％) 2.800％ (2.600％) 2.400％ (2.200％)

20年以内 2.300％ (2.100％) 2.800％ (2.600％) 2.500％ (2.300％)

京都中央信用金庫との間で締結している斡旋融資の新規融資利率が平成 19 年１月１日実行

分より下記のとおり改定となります｡

新規融資利率 (適用は平成 19 年１月１日実行分より) ※固定金利型

( ) 内は現行利率｡

京都府医師会融資斡旋制度概要

『Ａ会員融資』
１. 資金使途

①運転資金
②病院・診療所および徒業員宿舎の新設・増

改築に必要な資金
③医療に必要な機械器具・備品・消耗品の購

入資金
④子弟教育資金
⑤生活関連資金, 相続対策資金等

２. 融資限度額
過去３�月の診療報酬平均月額の25倍以

内とし, かつ最高限度額１億３千万円
３. 金利固定

金利型および変動金利型
『新規開業融資』

１. 融資限度額7,000万円
『B・C会員融資』

１. 申込資格
協定金融機関に給料振込を行っている(行う)者

２. 資金使途
居住用土地建物購入資金あるいは生活関連

資金 (子弟教育資金を含む)
３. 融資限度額

年収の５倍以内とし, かつ最高限度額を
5,000万円

４. 金利固定金利型および変動金利型

『医療機器ローン』
１. 融資対象者 Ａ会員
２. 融資限度額 1,000万円
３. 借入期間 ３年以内
４. 保証人 １名
５. 資金使途

医療機関に必要な機械器具・備品・消耗品
の購入資金 (医療事務用ＯＡ機器を含む, 乗
用車の購入資金は含まない)

６. 金利 変動金利型
『特別フリーローン』

＜事業性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員(法人・個人)
２. 資金使途 運転・設備資金
３. 融資限度額 5,000万円
４. 金利 新長期プライムレートマイナス１％
５. 保証人 １名
＜消費性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員 (個人)
２. 資金使途 消費性資金
３. 融資限度額 2,000万円
４. 金利 長期プライムレートマイナス0.4％
５. 保証人 不要

斡旋ご希望の方および詳細については 府医
学術広報課 (� 075－315－5276 融資係) ま
でご連絡ください
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平成18年10月15日(日) 向島西コートにお

いて, 府医大テニス部男子学生との交流試合

が開催された｡

快晴の秋空の下で, 医師会から22名, 府立

医大から16名の参加者が熱戦をくりひろげた｡

大学生らしいすばやい動きと礼儀正しいさ

わやかなゲーム運びで, なごやかな雰囲気の

楽しい大会となった｡ 親子ほどの年齢差があ

る我ら医師会チームも若かりし学生時代に戻っ

てプレーに熱中した｡ 対戦はすべてダブルス

戦 (シングル戦では多分学生についてゆけな

い？) ということで, なんとか老獪, 奇策の

すべてを出しつくし応戦することとなった｡

公式戦は各自２試合ということで医師会の

８勝, 府立医大の13勝となった｡ まずまず医

師会としては善戦と評価できる成績となった｡

午後からは学生ペア, 医師会ペア相互に混

ざり合ってのお好み試合を楽しんだ｡

大会後は近くの焼き肉レストランで学生さ

んに囲まれての懇親会が開催された｡ ビール

がぶがぶ, 肉もりもりの大変盛り上がった会

となり, 来年も機会があれば企画したいと思っ

ている｡ (平杉嘉昭 記)

＝戦績＝
府立医大テニス部
との交流テニス大会

医師会 ８勝－13勝 府立医大

平杉・平杉(Ｊ) １－⑥ 池 村 ・ 平 本

佐 藤 ・ 浅 野 ５－⑥ 出 口 ・ 荻 野

紀 田 ・ 平 住 ３－⑥ 岩 井 ・ 小 島

山 村 ・ 栗 岡 ⑥－１ 井 上 ・ 大 西

榎 本 ・ 小 谷 １－⑥ 池 村 ・ 平 本

横 山 ・ 冨 井 ⑥－１ 増 井 ・ 河 元

近 藤 ・ 玉 置 ０－⑥ 川 本 ・ 竹 脇

幸 道 ・ 堀 士 ⑥－０ 高 谷 ・ 山 本

橋 本 ・ 小 山 田 ５－⑥ 井 上 ・ 稲 川

小山田夫人・松原夫人 ⑥－２ 細 田 ・ 西 田

平 杉 ・ 栗 岡 １－⑥ 川 本 ・ 竹 脇

平杉(Ｊ)・山村 ⑥－１ 高 谷 ・ 山 本

榎 本 ・ 平 住 ３－⑥ 増 井 ・ 河 元

佐 藤 ・ 紀 田 ２－⑥ 井 上 ・ 稲 川

浅 野 ・ 小 谷 ４－⑥ 高 谷 ・ 山 本

細 田 ・ 川 本 ２－⑥ 西 田 ・ 竹 脇

横 山 ・ 近 藤 ⑥－２ 出 口 ・ 荻 野

冨 井 ・ 玉 置 ⑥－２ 岩 井 ・ 小 島

幸 道 ・ 橋 本 ⑥－２ 井 上 ・ 大 西

堀 士 ・ 小 山 田 １－⑥ 池 村 ・ 平 本

小山田夫人・松原夫人 ４－⑥ 出 口 ・ 荻 野
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 平成18年度集団的個別指導の状況

３. 個別指導中断後の再開の状況

４. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 10月度地域医療担当部会の状況

７. 第３回乳幼児保健委員会の状況

８. 第３回肺がん対策委員会の状況

９. 第３回乳がん検診委員会の状況

10. 第４回健康日本21対策委員会の状況

11. テロ災害合同訓練の状況

12. 府医学術講演会の状況

13. 第４回図書室検討小委員会の状況

14. 第３回指導医のための教育ワークショッ

プの状況

15. 第28回府医懇親シニアゴルフ大会の

状況

16. 京都府准看護師試験委員会の状況

17. 第115回日医臨時代議員会の状況

18. 第100回内科系学会社会保険連合例会

の状況

【議 事】

19. 会員の入会・異動・退会11件を可決

20. 常任委員会の開催を可決

21. 第173回府医定時代議員会および第89

回定時総会の運営を可決

22. 京都府医師会諸会費の免除を可決

23. 平成18年版会員名簿の印刷を可決

24. 京都府医師会館建設用地 (二条駅) の

貸与を可決

25. 京都府人事委員会委員の推薦を可決

26. 第15回日本婦人科がん検診学会の出席

と発表を可決

27. 第14回京都府老人保健施設大会への後

援を可決

28. 地区基本健康診査担当理事連絡協議会

の開催を可決

29. 府医学術講演会の開催を可決

30. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

31. 臨床検査精度管理特別委員会委員の委

嘱と第１回委員会の開催を可決

32. 看護専門学校印刷機買い換えを可決

第25回定例理事会 (10.12)

■■■府府府医医医メメメーーールルルマママガガガジジジンンン ｢｢府府医医通通信信｣｣ ・・・

府医では昨年よりメールマガジン ｢府医通信｣ を配信しています｡
配信は原則週１回で, 主に府医ＦＡＸ情報 (感染症サーベイランス情報など) のデジタル版

としての配信のほか, 診療報酬改定情報や介護保険情報などの府医ホームページの更新状況を
随時配信しています｡

配信をご希望の先生は府医ホームページから登録できますので, ぜひアクセスしてみてくだ
さい｡ また, 現在, 府医ＦＡＸ情報を受信されておられる先生で, メールマガジンへの登録変
更をお考えの先生は府医事務局 (学術広報課) までご連絡ください｡

URL：http://www.kyoto.med.or.jp

登録画面にログインする場合はＩＤ・パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課までご連絡ください｡



39

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. 個別指導中断後の再開の状況

４. 個別指導中断後の再開の状況

５. 第４回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

６. 京都府医療保険者協議会の状況

７. ｢目の愛護デー｣ 行事の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 第１回インフルエンザワクチン等確保

検討会の状況

10. 子どもの健康支援 (アレルギー性疾患

対策) 事業の状況

11. 平成18年度子どもの健康週間行事に係

る子育て支援｢子どもの健康相談｣の状況

12. 第４回地域ケア委員会の状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 京都府医療推進協議会主催 ｢こんなに

変わる医療・保健・福祉 ～あなたの健

康危機！ 秋の陣｣ の状況

15. 後期高齢者医療制度に対する検討委員

会の状況

【議 事】

16. 会員の入会・退会５件を可決

17. 常任委員会の開催を可決

18. 京都府医師会のあり方に関する懇談会

の設置を可決

19. 新公益会計基準に係る会計システムの

契約変更を可決

20. 第173回定時代議員会決議案を可決

21. 第33回日本てんかん協会全国大会の後

援を可決

22. 産業医研修会の共催を可決

23. 第16回日本乳癌検診学会への出席を

可決

24. 第９回京都マンモグラフィ講習会の開

催を可決

25. 融資斡旋を可決

26. 平成18年度近医連医業経営担当理事連

絡協議会への出席を可決

27. 府医学術講演会の開催を可決

28. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

29. 京都外科医会からの共催申請の取消依

頼を可決

30. 平成18年度運動時心臓障害の相談事業,

アスリート体力測定診断・相談事業委託

料の支払いを可決

31. 看護専門学校パート職員の採用を可決

32. 看護専門学校パート職員の退職を可決

第26回定例理事会 (10.19)
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～ 12月度請求書 (11月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (日) 午後５時まで

＊医保分点検＝８日

△

国保 10日 (日) 午後５時まで

＊国保分点検＝８日

※基金・国保とも９日(土) 10日(日) は受

け取りのみ実施

△

労災 12日 (火) 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｡




