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第６回日本医学会総会
今年４月６日から８日まで大阪で第27回日本医学会総

会がおこなわれるが, 第１回は東京で日本聯合医学会の
名で明治35年に開催された｡ 東京で４回, 大阪で１回お
こなわれたのち大正11年４月１日から５日まで第６回日
本医学会総会が京都で開催された｡ このときの会頭は京
都帝国大学総長・帝国学士院会員 荒木寅三郎である｡ 17
分科, 26学会で活発な討議がおこなわれた｡ 総会会場は
岡崎公園内にあった京都市公開堂, 京都府医師会からは
松浦府医師会会長, 京都市医師会からは菅野, 竹中 正副
会長が参画｡ 後の陸軍中将 皇族 賀陽宮恒憲王が台臨
(出席) されたが, 当時23歳の青年軍人であった｡

奥沢康正 (西京)

＝ 必読 ＝

｢医療・健康・介護・福祉分野の
情報化グランドデザイン｣

・全文 ・パブリックコメント

別冊をご覧ください｡
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府医師会では２月10日(土), 京都ブライトンホテルにおいて, 恒例の参与会を開催し, 参与

22名, 府医から21名が出席｡ 森府医会長の挨拶に続き報告並びに協議が行われ, 府医からのテー

マとして①京都府医師会館建設について ②京都府医師会のあり方について ③医療法の改正に

ついて詳細な説明を行うとともに, 参与からの意見・要望をうかがう形で２時間半以上にわた

り活発な意見交換が行われた｡

森府医会長は, 冒頭の挨拶で新年度からの

事業計画において, 参与のご意見を適切に反

映させ活かしていきたいとの意向を示した上

で, 最近の医療を取り巻く環境についてふれ,

厳しい時代の中での明るい話題として, 以前

から要望していた乳幼児医療費の助成につい

て, ３歳から就学前までの上限の償還払いが

8000円から3000円に引き下げられたことを挙

げるとともに, 今後ともより一層働きかけて

いく構えであるとした｡ また, 医師不足, 診

療科の偏在問題については, 抜本的な施策は

困難としつつも京都府に働きかけた結果, 来

年度, ６億円程度の財政的な支援が得られた

ことを示し, 予算の中で専攻医等の派遣を実

施していきたいとの意気込みを示した｡

後期高齢者医療制度については国保中央会

から人頭割りの話が出てきたことを報告, あ

まりにも結論ありきで, そこに全ての議論が

集中しているとの見方を示した上で, 府医と

して近医連を通じての抗議文の提出や日医に

対しての注意喚起を行っている現状を報告し

た｡ また, ４月から良質な医療を提供する体

制の確立を図るための医療法等の一部を改正

する法律案の中に盛り込まれている医療機関

情報の提供ついては, 明確に吟味をした上で

極力会員の負担を軽減し, 公平な評価がなさ

れるような制度の創設に向けて進めていると

した｡

■ 京都府医師会館建設の
進捗状況について説明

森府医会長は, 会館建設の状況について,

会館建設・会費検討特別委員会の設置を報告,

まず会費の検討が喫緊の課題であったことか

ら, 先に検討を行った結果, 従来の均等割・

応能割二本立ての会費から均等割一本とし,

会費の支払いが困難な低収入会員 (会費の値

上がりが著しい会員含む) に対してはセーフ

ティネットを設け対応することを報告した｡

また, 会館建設については, 医師会および

医師会活動のあり方を考える良い機会として

捉え, 現在までに ｢京都府医師会のあり方に

関する懇談会｣ を３回開催していることを報

告, コンセプト作りに専念していることを明

らかにした｡ 実際の会館建設は20年度着工を

目途にしており, 20年度に予算化する必要が

あることから, 19年度の前半までに大まかな

部分を決定し, 後半に設計にかかりたいとの

見通しを示した｡ また, ３月には会館建設の

議論を始めたいとし, ４月から地区医師会執

参参 与与 会会 開催
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行部の交代を考慮した上で, 極力会館建設に

関しても継続して議論いただけるメンバーを

選出いただけるよう依頼した｡ ただ, 全地区

の代表者との議論だけでは進捗が見込みにく

いことから, 地区代表者からの選出者, 府医

執行部, 事務方からなる実行委員会を立ち上

げたいとの意向を示した｡

■ 京都府医師会のあり方について

安達府医副会長は, 会館建設と関連して,

医療を取り巻く困難な環境を迎え, 新しい執

行部の下, 京都府医師会のあるべき姿を検討

するため, 昨年11月から ｢京都府医師会のあ

り方に関する懇談会｣ を３回にわたり開催し,

議論を始めている現状を報告した｡

第１回は総論的に京都府医師会・会館の機

能についての議論が交わされたことを報告,

①メディカルセンター機能 ②エデュケーショ

ンセンター機能 ③医師会活性化, 地域医療

拠点としての機能を提起した上で多くの意見

が出されたことを示した｡ 代表的な意見とし

ては, 他団体等と比較してＩＴ化が極端に遅

れていることや３つの機能を果たすための目

標設定並びに定期的な評価の重要性等が指摘

されたことを報告した｡ 第２回は京都府医師

会のボランタリー活動について議論が交わさ

れたことを報告, 現時点で日医・京都府医師

会双方とも府民・市民にとって大変抽象的で

見えにくい存在であるとの認識が示され, 中・

長期的な展望の必要性が指摘されたとした｡

また, 現状の医師会は会員の会費によって運

営がなされており, 会員向けの業務が中心と

なっていることで, 客観的に利益擁護団体と

見られることから, 対外的な活動の重要性が

提示されたことを報告した｡ さらに, 懇談会

のメンバーである元京都新聞の論説委員から,

新聞社の現状として, 医療に精通したスペシャ

リストが医療に関する記事を専門に執筆して

いるのは過去のことであるとされ, 問題発生

時に一般的な記事を執筆している記者がチー

ムを組んで専門分野の取材を敢行して記事と

していることから, 記者に対する上手な誘導・

教育が重要であることが示された｡ 第３回は

休日急病診療所の運用の是非・方法に関して

の議論がなされたことを報告した上で, 本懇

談会の開催を次回も予定しており, その後の

懇談会の開催については執行部で検討すると

しつつも, 議論の必要性があるテーマ等の指

摘があれば随時開催していくとした｡

■ 医療法の改正について

北川府医理事から, 良質な医療を提供する

体制の確立を図るための医療法等の一部を改

正する法律案と健康保険法等の一部を改正す

る法律が大きな柱との考え方を示し, 最も大

きな目的として医療費適正化の総合的な推進

であるとし, とりわけ平均在院日数の短縮に

向けての改革と言っても過言ではないとの見

方を示した｡ 健康保険法等の一部を改正する

法律の施行については, すでに短期的な抑制

策は行われているとする一方で最も大きな事

項として医療費適正化計画, 後期高齢者医療

制度の設立, 介護療養型医療施設の廃止を示

した｡ 良質な医療を提供する体制の確立を図

るための医療法等の一部を改正する法律につ

いては, 医療に関する情報を十分に得られ適

切な医療を選択できるよう支援することを目

的とした患者等への医療に関する情報提供の

推進, 医療計画制度の見直しを通じた医療機

能の分化・連携の推進等細部にわたり詳細な

説明を行った｡

■ 地区からの意見・要望

参与から様々な分野, 多岐にわたる意見・

要望が寄せられ, 府医担当役員が回答に応じ

た｡ 複数の参与から, レセプトオンライン請

求の義務化に関して医療の包括化に利用され

ることから疑義を呈する声やセキュリティ問

題, 府医の代行業務に関しての質問が挙がっ

た｡ これに対し, 西村府医理事はレセプトオ

ンライン請求義務化は環境問題やＯＥＣＤ諸

国のヘルスデータとの比較等を考えるとデメ
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リットばかりではなく, 全面的に排除してい

くことは困難としつつも, 管理医療につなが

る流れや民間業者によるレセプトデータの利

用は問題とし, 断固反対の姿勢を貫くことを

示した｡ また, 厚労省がデータを把握するこ

とから, 我々の対抗策としてＯＲＣＡプロジェ

クトを利用して会員からのデータを分析する

必要があるとの見方を示すとともに請求件数

が少ない医療機関に対する擁護策を構築して

いくべく日医に対し積極的に働きかけていく

姿勢を示した｡ 安達府医副会長は, 我々がレ

セプトオンライン請求義務化に関して賛成で

きることは, 診療行為別のデータの検証, そ

れに基づく新たな医療費の配分や医療そのも

のの政策の推進等の決定だけであるとし, そ

の他の要因は目的外使用として断固反対する

との姿勢を示した｡ 森府医会長も, ＩＴ化に

反対するのではなく個人情報漏洩の可能性が

あることからも反対の姿勢を貫くとの意向を

示した｡

また, 参与から医療制度の改悪に対しては,

国民の理解が不可欠との意見が挙がり, 安達

府医副会長は, 療養病床の点数配分や削減の

政策が, ｢医療は必要だが安定している｣ こ

とを ｢医療が不必要｣ とするデータの恣意的

なすり替えにより策定されているとした上で,

後期高齢者医療制度の概要や国保中央会より

出された ｢人頭割り｣ による医療提供システ

ムについても説明, 導入に対する重大な疑問

を呈した｡ 制度改悪の歯止めについては具体

的な近道はないとの見方を示し, 日医執行部

に対して明確な方針の設定を求めるとともに,

国民を巻き込んだ運動にもっていく必要性を

訴えた｡

また, 参与から日医標準レセプトソフト

(日レセ) に関して, Linux へのこだわりか

らユーザーが伸び悩む問題となっているので

はないかとの意見や Windows 版作成の要望

が挙がった｡ これに対し藤井府医理事は, 資

料をもとに, Linux の利点について述べ, ベ

ンダーを育てるには Windows ではライセン

ス料が発生すること, Linux の上からも

Windows を動かすことができること等を示

した｡ 日レセはＯＲＣＡプロジェクトのひと

つの切り口であって真の目的は日本医師会の

会員ネットワークを構築することであるとし

た上で, ５月から日医で独自のレセデータの

集積と分析のための定点観測を行うことを明

らかにするとともに, 企業がＯＳを持ってい

ることでブラックボックスとなる Windows

を使用するよりも中味の明らかなオープンシ

ステムの Linux の使用が肝要と判断している

日医総研の見解を示した｡ 森府医会長は

Windows を否定するのではないというスタ

ンスを示した上で, どの程度の要望があるか

を検証していく必要があるとした｡

その他, 新京都府医師会館への入居への問

題や特定健診・特定保健指導に関する質問,

各地区においての開業の状況についての報告

があり, 会は盛況の内に幕を閉じた｡
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マンモグラフィ読影医師および撮影技師の資格更新制度について

マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 (以下, ｢精中委｣) では, この度下記の要領で読影

医師および撮影技師の資格更新制度が導入されることになりました｡ これにより, 原則として

５年ごとに試験を受け, 著しく評価が下がった場合は, 精中委のホームページから氏名が削除

されることになりますので, ご注意ください｡

なお, 医師部門・技師部門とも, これまでに認定を受けた方には特例扱いがあり, 更新期限

等について, 精中委より直接案内がありますので, そちらをご覧ください｡

読影医師部門
対 象：Ａ, Ｂ評価者全員

方 法：更新講習会の受講・受験, 講習会の受講・受験, ランクアップ試験の受験, ある

いは指導者研修会 (講師経験者のみ) の受講のいずれか

開始時期：2007年４月以降 開催予定

撮影技師部門
対 象：Ａ, Ｂ評価者全員

方 法：更新講習会の受講・受験あるいは講習会の受講・受験のいずれか

開始時期：2007年４月以降 開催予定

詳細は精中委のホームページ http://www.mammography.jp/ をご覧ください｡

乳がん検診委員会
諮問事項

委�員�会�だ�よ�り�

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の
一部を改正する法律の一部の施行について

本年１月１日施行の ｢良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を

改正する法律｣ において, 有床診療所に関する規定の見直しが行われました｡

今般の見直しで, 診療所一般病床が基準病床数制度の対象となり, 診療所一般病床の新

たな設置 (増床を含む) にあたっては原則として都道府県知事の許可が必要となりました｡

病床設置・増床をお考えの先生におかれましてはこの点をご留意の上, 必ず事前に行政

窓口へご相談いただきますようお願いいたします｡

なお, 詳細は京都府・医療室 (TEL：075－414－4746) までお問い合わせください｡
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労働者の安全・健康・働きがいのある
快適な職場環境の形成に一役を

平成18年度京都府医師会産業医部会総会が２月

24日(土), 京都府医師会館にて開催された｡

総会では, 森府医会長 (産業医部会長) より

｢産業保健分野では一昨年に明るみに出た石綿問題

をはじめ, 労働者の過重労働による健康障害や職

場におけるメンタルヘルス対策など重要な課題が

山積しており, 産業保健分野における産業医の責

務はより一層重大になっている｡ 産業医部会とし

ては今後も関係機関と連携の強化を図り, 産業医

の資質向上を目指すとともに産業保健に係る諸問

題に取り組んでいきたい｣ と挨拶した｡ 特別講演として, 日本医師会の今村 聡常任理事より ｢日

本医師会が求める産業医の姿｣, 浜松医科大学の高田明和名誉教授より ｢脳は若返る｣ と題して講演

がおこなわれた｡

当日の参加者は193名に上り, 盛況のうちに閉幕した｡

｢日本医師会が求める産業医の姿｣ 日本医師会常任理事 今村 聡氏

今村常任理事は, 産業保健活動システム, 産業保健活動の現状を説明した後, 厚労省で昨年３月,

新たに ｢労働者の心の健康の保持増進のための指針｣ が策定されたことや地域産業保健センターに

おいてメンタルヘルスケア支援事業が行われていることからも, 労働者のメンタルヘルス対策は産

業医にとってますます重要な課題になっていると述べた｡ また, 平成20年度の特定健診・特定保健

指導において, 保健指導対象者が勤務する事業者に保健指導を保険者が委託する場合はその事業者

の産業医が中心的な役割を担い保健指導を実施することと考えられていることから, 産業医にとっ

て負担が増える可能性があるものの, 労働者の健康を確保するために産業医として能力を発揮して

ほしいと述べた｡ 最後に, これからの産業保健活動は, 労働者の安全, 健康, 快適な職場環境の確

保と働きがいを感じることができる職場の形成が重要になっており, 産業医は安衛法に定められた

産業医職務を履行し, 事業主との信頼関係の構築, 資質の向上を図ることを期待するとした｡

｢脳は若返る｣ 浜松医科大学名誉教授 高田 明和氏

高田名誉教授は, 人の脳細胞は年をとっても増えるとした上で, 脳細胞を増やすためのポイント

を３つ挙げた｡ 第１は ｢体を動かすこと｣, 第２に ｢引きこもらないこと｣, 第３に ｢頭を使うこと｣

と述べ, 他人と接して刺激ある環境の下, 楽しみながら脳を使うことが大切であると説いた｡ また,

強いストレスは脳細胞, 特に海馬 (短期記憶を長期記憶に変えるところ) を死滅させるとして, 自

殺やうつ病などは心を傷つける感情を生むような考え方から発生しており, メンタルヘルス対策に

は心が納得するような考え方を持つことが大切であると述べた｡
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２月17日, 府医会館で ｢在宅医療のための生涯教育シリーズ｣ 第１回として, ｢胃ろうと栄

養管理｣ の講演が行われ, 会員をはじめ医療機関や介護事業所で働く看護師, 栄養士ら約250

人が参加した｡

当日は, 岡野 均医師 (左京) を座長に, 光藤章二医師 (府医大) , 岩瀬 豪医師 (下西)

が胃ろうの適応, 造設から栄養管理について解説, 胃ろうは口から食べられなくなった患者の

救済だけでなく経口摂取を出来るようにするためのリハビリでもあると強調した｡

会場からは, 胃ろう造設に伴う高齢者の延命をどのよう説明すればよいか, など倫理的な問

いかけもあり, 胃ろう造設への関心の高さを伺わせた｡

府医では, 高齢者人口の増加や厚労省による療養病床の削減策を見据えて, 開業医や病院,

訪問看護ステーションを中心とした多職種の連携による地域での在宅支援体制の確立を目指し

ている｡ ３月24日には, 長崎在宅 Dr. ネットで在宅患者に対するチーム医療に取り組んでおら

れる白髭 豊医師を招いて ｢在宅医療推進講演会・シンポジウム｣ を開催する｡ (詳しくは本

紙付録 ｢学術講演会のお知らせ｣ 参照)

公共機関, 関係団体等における ｢ハンセン病｣
の語の取り扱いについて

今般, 公共機関, 関係団体等における ｢ハンセン病｣ の語の取り扱いについて, 厚生労働省

健康局疾病対策課長より, 都道府県, 全国ハンセン病療養所所在市町村衛生主管部 (局) 長宛

に通知がなされ, 本会に対しましても日本医師会より周知方依頼がありました｡

本通知は, 不適当・不適切な形で ｢らい｣ の語が用いられてないか確認の徹底を求めるとと

もに, 万一用いられていた場合には, ｢ハンセン病｣ の語に改めるよう周知徹底を図るもので

す｡

ご承知のとおり, 過去 ｢らい｣ の語が様々な偏見を伴って用いられ, 患者およびその家族の

尊厳を傷つけてきました｡ 平成８年４月１日より ｢らい予防法の廃止に関する法律｣ が施行さ

れましたが, 今なお, ｢らい｣ の語を用いる不適切な事案が発生しています｡

つきましては, 会員各位におかれましても, 本件についてご了知いただきますようお願いい

たします｡
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医療費抑制と医療崩壊

医師になってあっという間に25年が過ぎ

た｡ 医療費抑制策がとられたのは第二次土

光臨調が大幅削減の答申を出して1983年に

老人保健法を制定して以来20年以上にわたっ

て行われ続けてきた｡ 従って医師としての

人生はほぼ ｢医療費抑制｣ という重しのな

かで苦しみ抜いてきたといえる｡

土光氏は, 明治29年生まれ, 経団連の会

長にまでなった人で, 石川島重工業, 東芝

の経営危機を徹底した合理化で再建した｡

1981年に第二次臨調の会長に就任｡ ｢増税

無き財政再建｣ ｢三公社民営化｣ ｢３Ｋ (コ

メ, 国鉄, 健康保険) 赤字の解消｣ などを

打ち出した｡

土光氏と言えば, 当時ＮＨＫで特集され

た ｢めざしの土光｣ として有名である｡ こ

れはマスコミを使った演出であったとされ

るが, 普通の人よりもかなり質素倹約をさ

れていたそうである｡ そういった生き様が

マスコミを通じて喧伝されていったのであ

る｡

土光氏の再建手法は, その質素倹約思想

に基づいたもので, 徹底した ｢節約, 倹約｣

により支出を減らして財務を改善するとい

うものである｡ 企業の場合数年でバランス

シートが改善するか倒産するか勝負は早い

のであるが, 医療においてはこの精神に則っ

て20年以上も合理化という大合唱の元に抑

制策が取られてきた｡ これでは疲弊するし

かないのである｡

その結果何が起こったかというと, 産科

の崩壊であり, 小児科の受難である｡ 医療

費の抑制策は総量を抑制するといった手法

で, 20年以上もデフレ状態にしたのである

から, 弱いところからどんどん崩壊してい

くのは当たり前といえる｡

いずれこのことは産科, 小児科にとどま

らず地方都市から音を立てて医療が崩壊し

てゆくのは目に見えている｡ そして一度崩

壊した医療状況は, 立て直すのは困難であ

るのは言うまでもない｡

国民の健康を担う立場として, 医師会は

常に正しい意見を発してきたが, 票になら

ないということで, 取り上げようとしなかっ

た政治家の責任は極めて大きい｡ 国民の健

康を守れないようでは国家の体をなさない

のである｡

(府医情報企画委員会委員・左京 池田正隆)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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｡



2007年(平成19年)３月15日 No.18578

平成19年２月17日(土) ～18日(日), 日本医師会において開催された日本医師会情報システ

ム協議会の状況について報告する｡

１. ＥＨＲ

欧米 (英国, カナダ, 米国, フランス, オーストラリア等) では約10年前より兆円規模で国

家レベルのＥＨＲ (Electronic Health Record) が進行している｡ ＥＨＲはまだ日本国内でも適

切な和訳や統一されたコンセンサスの得られた概念はない｡ その理由のひとつにこれら諸外国

の保険制度とわが国の皆保険制度が土台として異なることが考えられる｡

ＥＨＲの一例として, 英国においては National Health Service ナンバーという国民基本番号

で国民が管理されており, かかりつけ医や病院, 薬局, リハビリ施設, 保険者等で名寄せされ

一元化された国民情報コード管理が進んでいることが紹介された｡ なお同様な言葉でＥＭＲ

(Electronic Medical Record) と表されるものがあるが, これは電子カルテと理解されている｡

セッションでは日本型ＥＨＲのあるべき姿についての講演が行われ, まず全国１患者１カル

テを提唱する吉原先生から患者情報をＡＳＰ (Application Service Provider) 型のセンターサー

バーで中央管理する方式について, 高林先生からも同様な構想が発表されたが同時に高林先生

からは日本でＥＨＲを行うにはいかに課題が多いかの指摘があった｡ また山形県において稼動

しているＡＳＰ型医療ネットワークシステムについて三原先生から紹介があった｡ 本システム

は現在センターサーバーに患者データを集中させているが, 今後はこれを見直し, データは各

医療機関へ置く方式への方式転換がなされつつあるとのことであった｡ 次に行政と一体となっ

て稼動している加古川地域包括ケアシステムについて足立先生から発表があった｡ この中央型

サーバーシステムにおいても現在 IC カードを利用した個人によるデータ管理の方向性を探り

つつあるとの方向性が示された｡

２月に発表された厚労省の ｢医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン｣ 案に

おいて厚労省からレセオンライン化・新特定健診体制を足がかりとして国民データを集中管理

し, 社会保障番号を導入しようとする欧米型ＥＨＲに類似した計画が提言されている｡ 今後医

療界のみでなく国民を含めた論議が必要と考えられる｡

平平成成1188年年度度日日本本医医師師会会医医療療情情報報シシスステテムム協協議議会会

日本型ＥＨＲやＯＲＣＡプロジェクトについて情報交換

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

基調講演：先進諸国のＥＨＲ (土田康彦氏：(㈱アクセンチュア)
セッション：日本における理想のＥＨＲはどうあるべきか
①電子カルテを世界で一つにまとめる！ (吉原博幸氏：京都大学部医療情報部)
②日本のＥＨＲの今後 (高林克日己氏：千葉大医学部企画情報部)
③Net4U をエンジンとした山形県医療情報ネットワーク (三原一郎氏：山形県医師会)
④地域からのＥＨＲシステム (足立光平氏：兵庫県医師会)
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２. ＯＲＣＡ日医標準レセプトソフト

全国の日レセユーザーの数は予想以上に順調に増加しており, ４年後の１万人ユーザー達成

目標はまず確実との予測がなされた｡ また日レセの無償診療支援ソフトのWOLF (Windows 環

境下で動作) についてはレセデータ参照機能, 検査センタデータ取り込み機能, 画像データベー

ス搭載, 各種文章テンプレート追加等の改良が加えられる予定が報告された｡ その他, 日医電

子決済サービス (J-Debit) の２次試験運用中であること, 保険証２次元バーコード (ＱＲコー

ド) 読み取り, オンライン請求対応, 特定健診・保健指導請求対応等の開発が進んでいること

も報告された｡ 加えて本年５月から日レセユーザーを対象に募集して日医独自の患者データベー

ス構築のための ｢定点調査研究事業｣ が本番運用されることも紹介された｡

尼崎市医師会では日レセ導入のベンダ会社を設立・経営し, ユーザーは68台｡ 現在, 会員が

支払う導入費は日レセサーバー2台構成で導入費90万円とのことで今後ユーザーが増加すれば

現在の半額でも経営が可能であることが報告された｡

千葉県の関連医療７施設においては経費削減のため自らでＯＲＣＡプロジェクトチーム結成

し, 自力導入した報告があった｡ これによると, それまでの大手レセコン会社による再導入・

運営見積価格が約1400万円であったものが, 結果日レセの自力導入・運営により約250万円と,

1000万円以上の大幅なコスト削減効果があったとのことであった｡

熊本市医師会からは日レセを希望する会員が多数で, 地元のベンダでは需要が満たされない

ため, 医師会で医師会検査センターの人材 (システム担当者, 営業ネット) を有効活用して㈱

熊本オルカシステムを立ち上げ, 順調な経営である経過報告がなされた｡ また, 熊本県医師会

ＯＲＣＡ連絡協議会を設置し, 会員 (自力導入ユーザーを含む) や認定サポート業者を含めた

勉強会や研修会を開催していること, 熊本高等技術訓練校の協力委託で ｢医療事務養成科｣ を

学校内に設置しＯＲＣＡ日レセ専用のコースを作って優秀な医療事務人材を育て医療機関に送

りだしていること等が紹介された｡ その他として, 現在日レセユーザーが無償に近い形で利用

できるソフトが紹介された｡ 日レセはＯＳが Linux Debian であるため多数の有能な開発者や医

師が有用なソフトを開発し, 無償で提供している環境が出来上がっている｡ 中でもWin ORCA

PLUS (診療用のWindows のパソコンを LAN接続で日レセサーバの端末として使用するソフト

の第２世代) や RS Base (画像, データ, 心電図, 書類等のファイリングソフト) が非常に使

い勝手が改善されていることが報告された｡ なお後者は医師が開発したソフトである｡

日レセは大手レセコン会社と異なり, 開発者側で常にユーザーの要望に答えた改定を継続し

ている｡ このため平成16年度日レセユーザー1200件レベルでの日レセ改善要望数900前後であっ

たものが, 17年度ユーザー件数2100レベルで改善要望数950前後, 18年度にはユーザー数が3000

を超えたが改善要望数が600程度と減少していることが報告された｡

また会場で通常のWindows のパソコンに数㎝の小さな USB メモリーをパソコン起動前に接

①ＯＲＣＡプロジェクトの現状と将来展望 (上野智明氏：日医総研)
②日レセをめぐって (山本 学氏：尼崎市医師会)
③当施設におけるＯＲＣＡ運用の経験 (新谷一経氏：千葉県東葉クリニック)
④医師会としてのＯＲＣＡサポート (宮本大典氏：熊本市医師会)
⑤日レセ 今までそしてこれから何処へ (小竹原良雄氏：島根県医師会)
⑥日レセ 病診連携用ソフトへのデータ取得実験報告 (川出靖彦氏：岐阜県医師会)
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続し, その後にパソコンを起動して待つこと数分でＯＲＣＡ日レセが立ち上がるプレゼンテー

ションが行われた｡ これは現在開発をほぼ終了した USB ブートで日レセがインストールされ

て立ち上がるデモで, 会場からも小さな歓声が沸き起こった｡ 本来これはベンダーによる日レ

セソフト・インストール用に開発されたものであるが今後は自力導入ユーザーにも配布されて

いく可能性があり, 朗報といえる｡

岐阜県医師会からは日レセデータを医師のパソコンにコピー＆ペーストで多くの情報を移行

できるソフトを開発したことが紹介された｡

本セッション全般としての感想であるが, 日レセソフトはＯＳとしてオープンソースの Linux

Debian を採用したため, 全国からベンダのみならず医師も各種の有用な支援ツールを無償で次々

に開発し提供されていることが確認された｡ また日レセは医事会計ソフトとしてはほぼ完成し

ており, 診療所ユーザーの今後の関心は日レセデータを, 現状の診療所にとって使い勝手の悪

い電子カルテなしに, いかに診療ベースで活用できるようにする点にあるように見受けられた｡

以下に現在の日医ＯＲＣＡプロジェクト体制を示す｡

３. 全国のＩＴ化された地域医療ネットワーク事例報告

��������

これは長崎県大村市医師会から発展したもので, 複数の中核病院に保存されている患者診療

情報を病院の参照サーバーを利用して診療所側が診療目的に参照できることを目的としている｡

その特色は患者同意があれば, 自院からのその病院への過去当該紹介の有無に関わらず, 病院

各種診療データが参照可能であるという点である｡ それまでの紹介患者のみのデータ参照に比

較して参照件数も過去より増加したとのことであった｡ 現実には診療所において主治医と患者

が自著した用紙を病院にＦＡＸすると10分以内に承認がおりて診療所側から各種データが参照

可能となるという｡ ネットワークには装置としてＶＰＮルータを設置するのみで可能とのこと

であった｡

	
�����������

人口33万, 医療機関200でそのうち123医療機関で稼動している20年を経た稼動実績のあるネッ
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トワークである｡ 行政からの財政的支援もあり, 医療, 介護, 行政が一体となったシステム作

りがなされている｡ ここでは全国初の介護保険認定もオンライン化されたシステムで主治医意

見書もパソコンでの申請が可能となっている｡ 患者データは中央サーバーで管理されているが

今後は患者がＩＣカードを使用し情報自己制御の方向に向かうという｡

��������	�
����

和歌山県伊都 (いと) 医師会の開発で患者には統一患者番号ＩＤをふっている｡ 参加医療機

関の患者医療情報データは自動的にゆめ病院サーバーに転送される｡ 即ちネット上 (暗号化さ

れたＳＳＬ通信) では個人名を記したデータは流れない｡ 一方医療機関のパソコンには患者を

特定できるファイルを暗号化して所有しており, これで患者照合が可能となるシステムである｡

即ち, ある患者の参加すべての医療機関でのデータが参照可能となっている｡ VPN 等の特別な

ネットの回線を使わない分コスト面で注目されている｡

���������

上述の ｢あじさいネット｣ を長崎市人口45万都市へ拡大しようとする計画で, 大病院を中心

とした独自のネットワークが構築される以前の今の時期に本ネットワークを拡げようとするも

のである｡

���������� !

山形県鶴岡地区では高齢者世帯が70％以上となり大腿骨頚部骨折手術件数が著増しており山

形県のNet4U を利用して病院間の連携パスを流そうとする試みである｡

"#$%�&'()��*�+,!-.

入院患者の転送側と受け入れ側の病院同士で, 設定された患者情報項目をネット上で記入,

マッチングし, 患者の継続的な入院加療を行おうとするものである｡

/0�1234+50�678

富山市医師会で開発された診療支援ソフトで, 特定の民間検査センターのシステムに依存し

ない検査データのビューアである｡ 現在５つの民間検査センターの会員データを富山市医師会

で一元収集管理している｡

9:;%�&'<=>�?@ABC

ＩＣカードとカードリーダをパソコンに使用し, 日医認証局で電子的認証印をもらい, その

認証されたＰＤＦファイルを医師間でやりとりする実証実験の報告であった｡

当初国の財政的支援もあり, 数年来で全国に20以上立ち上がったＩＴ化された医療ネットワー

クシステムも, その後の運営費のコスト等の問題で現在は半減している｡ 生き残って現在も継

続している医療情報ネットワークシステムにはいくつかの共通した特徴がみられた｡ それは①

いかに低コストでかつセキュリティを保てるか ②地域中核病院が複数個参画しているか ③流

通させる医療情報は基本的には生化学時系列データ等で充分との認識, ではないかと感じた｡

今後の課題は患者サマリー情報の流通であろう｡ また全体の流れとしては患者情報は患者に帰

属するもので患者の意思による情報開示を尊重する方向にあることを再確認し, 長時間の講演

会場を後にした｡

(報告：企画広報担当理事 藤井 純司)



2007年(平成19年)３月15日 No.185712

近
医
連
救
急
医
療
担
当
理
事
連
絡
協
議
会

ドクターヘリ, 近く法制化

平成18年度近医連救急医療担当理事連絡協議会開く
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２月17日, 大阪で平成18年度近医連救急医療担当理事連絡協議会が開催され, 京都からは久

山府医副会長と武田府医理事が出席した｡ 国民保護業務計画作成の進捗状況や各府県における

救急災害医療の現状と問題点が協議された｡

まず報告として, 大阪府医の杉本副会長か

ら日医・救急災害医療対策委員会の報告があっ

た｡ 平成18年度はこれまでに４回開催され,

主な協議内容は以下のとおり｡

ドクターヘリ法案 (｢救急医療用ヘリコプ

ターを用いた救急医療の確保に関する特別措

置法案｣) が緊急課題となったので, 委員会

としてもドクターヘリに議論が偏りがちだっ

た｡ ドクターヘリ法案は, ドクターヘリの確

保に関する事項を都道府県医療計画に盛り込

むことを明記｡ 日医としては, 法制化にあたっ

て①医師会の関与を法文に明記する, ②メディ

カルコントロールを確保する, ③運用費の公

費負担を原則とする (健保財源による負担は

認められない) ことなどを求めている｡ 法制

化に与野党とも反対はなく, 当初今通常国会

冒頭に処理される予定だったが, 柳澤厚労相

の不適切発言などをめぐる与野党の対立を受

けて協議がたなざらしになり, ３月上旬にも

再調整が行われる予定｡

その他, 委員会で論点になったのは, 搬送

体制 (市町村合併に伴う消防の広域化, プレ

ホスピタルケアなど), ＡＣＬＳ (国際ガイ

ドライン改定への対応など), 救急医療体制

(二次救急への国庫補助金の一般財源化, 地

域格差, 三次救急の充実, 終末期医療のあり

方など), 医師の偏在 (地域格差, 絶対数や

専門医の不足など), 災害医療 (医師会救護

班とＤＭＡＴとの関係, 情報の共有化, 団体

間の連携など) などで, 引き続き協議が行わ

れる予定｡

なお, 奈良での救急隊員の立ち去り事件に

ついても報告があった｡ 警察署の駐車場に迷

い込んだ泥酔状態で頭に負傷した患者につい

て搬送要請したところ, 救急隊は転倒による

軽症と判断し, 家族からの懇願にもかかわら

ず搬送せず引き上げてしまった｡ ところが後

刻意識がなくなり, 大学病院に運ばれたが脳

挫傷と診断され手術を受けたものの, 意識不

明が続いているというもの｡ 責任の所在とと

もに, ＭＣ協議会の検証体制 (対象に重症患

者も加えるかどうか) が課題として指摘され

た｡

国民保護業務計画 －あわせて医療救護マニュアルを改訂

次に協議に移り, まず国民保護業務計画の

進捗状況について議論した｡ 国民保護法等に

基づき ｢国民保護計画｣ を平成17年度に各都

道府県が作成したが, それを受けて ｢国民保

護業務計画｣ を18年度中に各指定地方公共機

関が作成せねばならず, 各府県医師会ともそ
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各府県における救急災害医療の問題点 －患者教育も必要

続いて日医救急災害医療対策委員会からの

依頼に基づき, 各府県の救急災害医療の問題

点等の情報交換を行った｡

和歌山は, 24時間対応できる小児科初期救

急医療機関は和歌山市内のみであるなど, 小

児科医の地域偏在を挙げた｡ 京都は, 北部の

産科医不足に対し大金を投じ医師を招聘した

ものの分娩数が少ない状況や, 精神科救急に

おける合併症を持った患者への対応などを述

べた｡ また, 京都府が医師不足に対応するた

め, 19年度から府立医大に20人の ｢病院助手｣

ポストを新設することも報告した｡ 大阪は,

二次救急で内科医に負担がかかり辞めていっ

ている状況や, 都市地域が多く医療機関にも

恵まれているにもかかわらず産科医のいる基

幹病院に患者が集中し, 医師が疲弊し都会で

の分娩が不可能になるおそれが出ていること

などを報告した｡ 兵庫は, 周産期医療センター

の整備などを進めているものの, 産科医や麻

酔医の不足が深刻であり, 姫路では病院で日

勤帯に整形勤務医が減り救急患者を搬入でき

ないケースも生じていることなどを訴えた｡

滋賀は, 医師偏在により北部の小児科医不足

が深刻で疲弊している状況や, 医師不足対策

として大津日赤で休日は開業医が一次救急に

詰めて対処している例を報告した｡ また, ラ

イフスタイルの変化による受診時間帯の変動

を, 検討課題として提起した｡ 奈良は, 二次

救急のベッドがパンク状態であること, 精神

科合併症保有患者への対応, またＡＣＬＳ講

習におけるインストラクター不足などを挙げ

た｡

医師不足対策の一環として女性医師確保の

ため, 大阪では院内保育所を設けた病院もあ

り, 兵庫では県医師会に女性委員会を設置し

退職した女性医師の復帰策なども含め検討し

ていることも報告された｡

なお, これらの問題点の原因の一つとして,

多くの府県から患者が時間外にコンビニ感覚

で安易に受診する傾向や専門医指向の増大が

指摘され, 医療側の対策と併せて, 行政等に

も患者教育を強化するよう求めていくべきと

いう声も多かった｡

れぞれの府県の指定地方公共機関となってい

ることから, 業務計画作成の進捗状況等につ

いて情報交換を行った｡

兵庫, 和歌山, 京都がたたき台ができた段

階で, その他の府県は他府県の案を参考に検

討中｡ 作成上の問題点として, 京都からは各

医療機関や地区医師会との関係を挙げ, 連携

体制や指揮命令系統の具体化, またＮＢＣ攻

撃による災害への対処が課題とした｡ 府県ご

との特殊な事情も報告され, 和歌山は武力攻

撃事態よりむしろ南海大地震等の大地震への

災害対策が深刻な問題で, 大阪は大都市にお

けるテロ対策を重点にせざるをえないという

状況の一方で, 滋賀は武力攻撃事態もテロも

切迫感が今ひとつ希薄である｡ 各府県とも,

業務計画は総論的な内容にとどめ, 具体的な

対策は従来の ｢災害時医療救護活動マニュア

ル｣ に国民保護の内容を加えて充実 (改訂)

させる方向で対処する模様である｡
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●● 平成18年度学校医講習会, 母子保健講習会開く ●●

学学学校校校医医医講講講習習習会会会
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２月24日(土) に学校医講習会が, 25日(日)

に母子保健講習会が, いずれも日本医師会館

において開催された｡

学校医講習会では, 最近の子どもを取り巻

く環境を反映する形で講演４題のうち２題で

心の問題に関する内容が取り上げられた｡

山口県精神保健福祉センター所長で山口県

ＣＲＴ委員長の河野道英氏は, ｢学校危機管

理と心のケア｣ と題して, 学校におけるダメー

ジの強い事故・事件に対応するＣＲＴの活動

を中心に報告した｡

山口県ＣＲＴは, 精神保健福祉センターを

中心に, 医師, 臨床心理士, 精神保健福祉士,

保健師, 看護師など多職種の専門家によって

構成されており, 学校危機対応システム (外

部独立チーム型) として原則として５段階あ

る衝撃度のレベルⅢ以上の事故・事件に対応

する｡ これまで９回出動しており, 最近では

高校爆発物事件 (05年６月, レベルⅣ：衝撃

度最高), 高専学生殺害事件 (06年８月, レ

ベルⅢ強) にＣＲＴ10人以上のメンバーが対

応するなど, レベルが高いと相当な人数が必

要となる｡ ＣＲＴの学校支援内容は①評価と

ケアプラン策定の手助け：校長への助言, ②

教職員への助言, サポート, ③保護者への心

理教育, ④子どもと保護者への応急対応, ⑤

マスコミ対応など－であり, 最大３日間のみ

の派遣で, アフターケアはせず, 以後は教育

委員会に委ねる｡ これは, 肉体的・精神的に

３日間が限界であることと教員との関わりが

深まることでＣＲＴメンバーとの絆が逆作用

になるのを避けるためである｡ また, ＣＲＴ

メンバーがダメージを受けて次に出務できな

いことがないように留意している｡ 当該事故・

事件の起きた学校の学校医は, やみくもに関

わらず, 特に独りで対応することは絶対に避

け, むしろ身近な受診先として自院での対応

をしっかりすることに力点を置いた方がよい｡

東洋英和女学院大学人間科学部教授で横浜

クリニックの山田和夫氏は ｢青少年のうつ病

と社会不安障害｣ で, ｢『いじめ自殺』 はない,

いじめによってうつ病になるために自殺する｣

として, 小中高校生のうつ病と社会不安障害

(上がり症) への対応について述べた｡ 21世

紀になって子どものうつ病が注目されるよう

になり, ｢小学生の１割がうつ状態｣ (04年７

月新聞), ｢子どものうつ８人に１人－広がる

予備軍｣ (05年５月ＮＨＫ) などの報道が大

きな衝撃を与えている｡ 小児のうつ病は, 主

症状が朝起きれない, 倦怠感・億劫さを訴え

るなど不登校と診断されることが多いが, 食
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欲不振, めまい, 頭痛などはうつ病の症状で

あり, 早期に発見することが望まれる｡ 一方,

日本人の半数近いと言われる ｢上がり症｣ は,

これまで大きな問題ではなかったが, 現代社

会ではニート, ひきこもりにつながっている｡

上がり症は性格ではなく, 病気であるとの認

識をもって社会人になるまでに治療しておく

ことが必要である｡ このように社会問題化し

てきている ｢うつ｣ も ｢上がり症｣ も現在で

は薬で治るので早期に発見, 治療すれば,

｢ひきこもり｣ や ｢少子化｣ 問題を解決する

可能性がある｡

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教

育課専門官の岡田就将氏は ｢最近の学校健康

教育行政の課題について｣ 講演した｡ ①平成

18年度学校保健統計調査結果速報から肥満,

裸眼視力等疾病異常の動向, ②学校の定期健

康診断について, ｢児童生徒の健康診断マニュ

アル｣ を改訂し, 幼児の検診内容・方法, プ

ライバシーの保護など６項目を追加したこと,

③学校の伝染病対策として, 新型インフルエ

ンザの対応や結核について法整備を行ったこ

と, ④アレルギー疾患や心の健康問題につい

て対応を強化したこと－などを紹介, 今後の

方向性として学校・地域保健連携推進事業を

継続するとともに心の健康に関しては家庭と

地域の連携を深める施策を講じるとした｡

東京大学大学院教育研究科総合教育科学専

攻身体教育学コース教授・附属中等教育学校

長で日医学校保健委員会委員長の衛藤 隆氏

は ｢健康教育の最近の動向－海外で進む健康

促進学校の理念と実践｣ と題して講演｡

同氏は, ｢環境や健康にかかわる社会要因・

経済要因等に着目し, 複数の部署が協同し人々

に提案し呼びかけること｣ を学校に適用した

ヘルスプロモーティングスクール (ＨＰＳ：

健康促進学校) の意義, 内容, 特徴などにつ

いて詳細に解説, ＨＰＳが個別の学校での取

り組みだけでなく21世紀に入って国家的に取

り組まれつつあるのが世界の動向であるとし

て, わが国においても児童・生徒, 教職員,

住民らが主体となり, 横をつなぐ組織として

他の学校や地域と連携し, 科学的根拠に基づ

く政策が実行されることを期待した｡

母母母子子子保保保健健健講講講習習習会会会,,, 産産産科科科・・・小小小児児児科科科医医医療療療ののの改改改革革革ををを中中中心心心ににに
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昨年まで ｢乳幼児保健講習会｣ として開催

されてきた ｢母子保健講習会｣ は, 産科と小

児科の問題を一連のものとして扱うことで少

子化対策に寄与する目的で名称変更された｡

今回はメーンテーマとして ｢子ども支援日

本医師会宣言の実現を目指して｣ を掲げて,

午前中に２題の講演の後, 午後は ｢親子が育

つ医師会の地域づくり｣ をテーマにシンポジ

ウムが催された｡

北里大学産婦人科学教授の海野信也氏によ

る ｢産科医療の現状と改革への提言｣ では,
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以下のように産婦人科医療・産科医療の現状,

産婦人科医師の現状を分析し, 産科医療改革

の方向性を具体的に示した｡

社会問題化している産科医療の危機は, ①

産科のみがすべての施設で24時間対応を必要

とされることが大きな要因となって, 産婦人

科医に産科の現場から他の分野 (生殖内分泌

や婦人科腫瘍分野も含む) へのシフトが急激

に起きていること, ②わが国に特徴的な１人

医師による有床診療所の分娩形態がこれまで

のような医師の献身的努力に頼れるのかどう

か, ③病院を含めても７割が２人までの勤務

医であること (即ち, 24時間体制は不可能),

④20歳代では女性産婦人科医師が多数を占め

るようになったが, 10年後も続けられる環境

にあるのか－などにある｡ 産科医療改革の方

向性として, 母子の安全確保, 医療提供体制

の確保などに加え, 24時間救急に対応でき,

女性医師を含む全ての医師が継続的就労が可

能な制度や職場環境が整備された地域産婦人

科センターの設置が望まれるが, 緊急対策と

しては, 労働条件の良好な医療機関への大幅

な診療報酬上の優遇措置, 医療事故原因究明

機構の設置, 紛争処理のための第三者機構の

構築, 分娩現場の助産師が充足するまでの看

護師内診の許容などが必要である｡

日本小児科学会会長・杏林大学医学部小児

科教授の別所文雄氏は ｢小児医療の現状と改

革への提言｣ で, 特に病院小児科勤務医の現

状と小児科医療の改革について次のように述

べた｡

小児科医の不足が言われるが, 需要の面で

量的にも質的にも変化していることが背景に

ある｡ 量的には乳幼児医療費公費負担の拡大,

また核家族化により周囲に経験者, 助言者が

いないことなどで受診患者が増えていること,

質的には専門医志向や親が自分の生活を乱さ

れずに医師に見てもらおうとするため時間外

受診が増加していること－などが考えられる｡

結果として病院小児科勤務医の労働時間は週

60時間以上が半数を占め, ９割が１ヶ月の休

日日数が４日以内という過重労働の状態であ

り, さらに当直とはいえ17時間以上の連続覚

醒時間が強いられる現状では ｢当直あけの医

師は酩酊状態｣ ともいえる｡ まさに医療行為

の安全性すら損なわれるような現状である｡

このような小児科医不足を解消するために受

診の抑制, 医師偏在の解消など供給体制の見

直しなどが言われているが, そのためには意

識改革が必要である｡ 一つには医師供給体制

の ｢公｣ 化であり, 患者, 行政など社会の意

識改革である｡ とりわけ行政の意識を変えて

もらう必要がある｡ 例えば, ｢医師の需給に

関する検討会｣ では, 大量の医師が病院から

診療所に移っている現状を単なる ｢医師のラ

イフコース｣ としか捉えていない点や必要医

師数を週48時間までの勤務に短縮するには

｢必要医師数は32.4万人｣ としているが, そ

の勤務時間から ｢自己研修｣ を除いて当然と

する意識に大きな問題を感じる｡

シンポジウムの演題および講師は, 次のと

おり｡

①新医師確保総合対策等を通しての産科医

療支援の具体的施策：木下勝之日医常任理事,

②産科医不足に対応した周産期医療確保のた

めの地域の取組：石渡勇茨城県医師会常任理

事・日医母子保健検討委員会委員, ③より良

い予防接種体制をめざして～日本版ＡＣＩＰ

設立の必要性：横田俊平横浜市大大学院医学

研究科発生生育小児医療学教授, ④乳幼児健

康支援一時預かり事業の現状と発展のために：

菊池辰夫福島県医師会副会長, ⑤地域におけ

る育児支援の実践～小石川医師会子育てセミ

ナー：内海裕美東京都小石川医師会理事・日

医母子保健検討委員会委員, ⑥ペリネイタル・

ビジット事業について～大分県の取組：藤本

保大分県医師会常任理事

シンポジウムの討議の概要は以下のとおり｡

①分娩に関連する重度の脳性麻痺は日本医

療機能評価機構内に設置された委員会で審査

および原因究明がなされるが, 医師に過失が

あるとされた場合の対応については, 木下常
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任理事から ｢患者への補償が第一に考えられ,

医師に過失がある場合は別の場での話｣ との

回答があった｡

７：１看護基準新設に伴い, 自治体病院で

も経営困難に陥って産科病棟を閉鎖するとこ

ろが続出しており, 対策を訴えた意見に対し

ては, ｢放置できない問題であり, 日医とし

て中医協に建議書を提出した｣ とし, 産科病

棟の集約化・重点化については地域差をふま

えて各論的に対応したいとの考えが示された｡

③三混で８週を超えた場合に自費扱いされ

る自治体があるとの訴えに対しては, ｢その

ような実務的問題が発生しても協議する場が

ないのが問題であり, それを解決する方策と

して日本版ＡＣＩＰの設立を訴えている｣ と

横田横浜市大教授が回答｡

また, Ｈｉｂワクチンが開発・認可された

ことに伴い, 同時接種を拡大するよう要望が

あった｡

④乳幼児健康支援一時預かり事業について,

｢次世代支援育成法が300人以上の事業者に計

画作成を義務づけているが, 日医としても実

効性あるものにしていくために50人以下の事

業所に対しても働きかけていただきたい｣ と

の要望が出された｡

京医選管発第16号

平成19年３月７日

選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

府医裁定委員補欠選挙における候補者について (告示)

平成19年３月31日執行の標記選挙における候補者は次のとおりにつき, 告示します｡

記

＜裁定委員候補者＞ (定数１名) 松山 均 (福知山)

京医選管発第17号

平成19年３月７日

選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

府医裁定委員補欠選挙における当選人について (告示)

標記選挙について, 京医選管発第16号にて告示した候補者については, 定数を超えなかっ

たため, 府医選挙規定第31条により投票を行わず, 候補者をもって当選人と定めましたの

で告示します｡
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先日ＮＨＫテレビで団塊の世代の討論会を

視た｡ といってもほんの終りの方だけである｡

この頃の討論を聴いても, 討論のための討論

をしていることが多く, あほくさくなってく

ることが多い｡ この時も最後の方のまとめの

段階になって, さて貴方の具体的方策は？と

問われて簡潔にきっちりした考えを言う人は

なかったようにみえた｡ 現代の人々がよく口

にする抽象的な正解風の答がせいぜいであり,

この人ならなんか言うであろうとみえた人も

言に詰まっていた｡ 私に言わせればこうであ

る｡

①定年制廃止 ②第二次農地解放 ③年金

徴収廃止, 国民健康保険料徴収廃止｡

①現在行われている少子化対策というもの

が子育て中の母親に日々接する小児科医から

見て, とても効果の上がる政策とは思えない｡

定年になったら若い者に食わしてもらおうな

どと思わず, 働ける間は人のために働けばよ

いのである｡ 80になって元気な人もおれば50

半ばで倒れる人もいる｡ 仕事を廃める時は自

分と周囲から自然に決まるものであろうしそ

れでよいのである｡

②この用語は吃驚さすためのものであり,

正確には医療・福祉一本化の革命であり③に

もからんでくるものである｡ 戦後の革命的政

策の一つ, 地主から農地を取り上げて小作農

を自作農としたのである｡ 組合・共済などす

べての財産を集め, 国民健康保険, 国民年金

を含めて一本化するのである｡ 大きな蓄財を

なしている地主の反対はあろうが, これが出

来なければ未来は開けないであろう｡ その上

に③がくる｡ 消費税一率10％｡ これは全く特

例や聖域は認めない｡ 医療費とても同じであ

る｡ 金が動いたら必ず10％を徴収する｡ 意地

と辛抱がなくなり, 自分のことしか考えなく

なった若い人々が多くなりつつある今日, そ

の人々から苦労して年金料保険料を集めるこ

とはないのである｡ 以上旧正月の初夢という

ことでお許しください｡

これからの日本・
少子化,年金,医療費

左 京 加藤 静允

日本医師会会員のみなさまへ

毎日新聞社からの医学情報雑誌 『ＭＭＪ(The Mainichi Medical Journal)』

無償配布および個人情報の提供について

この度, 毎日新聞社より日医に対し, 同社発行の医学情報雑誌 『ＭＭＪ (The Mainichi

Medical Journal)』 を日医全会員へ毎号無償提供したいとの申し出があり, 日医が検討の結果,

会員の生涯教育に資するものとして受諾することとなりました｡

近日中に会員宛に毎日新聞社より見本誌が送られる予定です｡ 見本誌の中には, 継続送付の

ご希望についての確認用紙が同封されております｡

つきましては, 日医は見本誌送付の目的で, 会員の氏名, 送付先を印字した宛名ラベルを毎

日新聞社に提供したいと考えておりますが, これは会員の個人情報の目的外使用にあたるため,

もし会員において宛名ラベルの提供を拒否される場合は, ３月31日までに日医生涯教育課

(TEL 03－3942－6139) にお申し出ください｡ 宛名ラベルの提供を拒否する旨を日医宛に申し

出られた方は, 見本誌送付者から除外されます｡
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我が国の非常に重要な政策の一つである少子

化問題の重要性が叫ばれて久しくなります｡ 終

戦直後における団塊世代の年間出生数は全国で

270万人でしたが, 現在の出生数は約110万人と

団塊世代の４割にまで減少しています｡ これか

ら団塊世代が定年を迎えるにあたり, この少子

化問題は国の年金計画や経済発展の予想に大き

な影響を与えます｡ 少子化の発端となったのは,

1989年に合計特殊出生率 (生涯で女性が何人子

供を産むか) が急落した ｢1.57ショック｣ でし

た｡ 以後, 日本政府は種々の少子化対策を打ち

出してきましたが, その低下は止まるところを

しらず, 2005年の合計特殊出生率は1.26とこれ

までの最低値を記録しました｡ 特殊出生率の低

下はすなわち出生数の減少を示しています｡

ここ30年間, 我が国の出生数は確実に減少し

てきました｡ しかし, 出生体重2500ｇ未満の低

出生体重児の出生数は増加しており, とりわけ

出生体重1500ｇ未満の極低出生体重児の増加が

目立っています｡ これら低出生体重児の増加に

もかかわらず, 我が国の周産期死亡率, 早期新

生児死亡率, 新生児死亡率, 乳児死亡率はとも

に低下しています｡ このことは我が国における

周産期医療ならびに新生児医療のすばらしい発

展を意味しており, 今やそれらの医療は世界の

トップレベルとなっています｡

我が国における新生児医療の発展の中, 遅れ

ばせながら, 1995年に日本バプテスト病院に京

都で最初の認可ＮＩＣＵ (新生児集中治療室)

が設立されました｡ 設立当初の京都府の周産期

死亡率と新生児死亡率は全国で悪いほうから２

番目と４番目であり, 京都で最も必要とされて

いた医療の１つがＮＩＣＵ医療でした｡ 当院

ＮＩＣＵは設立当初より, ｢新生児搬送｣ (受け

入れ小児科医が新生児を迎えに出向く) を積極

的に行い, ｢三角搬送｣ (産科病医院から, 他の

ＮＩＣＵへの新生児搬送) や ｢立会い分娩｣

(ハイリスク分娩への立会い) も可能な限り対

応してきました｡ また産科と協力して, ｢母体

搬送｣ (出産前に, 母体をＮＩＣＵのある周産

期センターへ搬送) の受け入れを行い, 京都に

おける周産期医療に積極的に関わってきました｡

しかし１施設の努力には限界があります｡

新生児・周産期医療は, 出産において突発的

に発生する新生児トラブルに的確に対応してい

く救急医療ですが, 同時に地域医療でもありま

す｡ １つの病院の新生児・周産期のデーターが

良くなっても, 地域全体が良くならなければ意

味がありません｡ このため新生児・周産期医療

システムの構築には, 院内産科との協力ばかり

でなく, 地域の産科病医院や他のＮＩＣＵ施設

との協力関係が重要であり, また医師会や行政

との協力関係も不可欠です｡ 1997年, 京都の周

産期医療システムの中心施設として, 京都第一

日赤病院に総合周産期センターが設置されまし

た｡ そして幾つかのＮＩＣＵ施設間の連携が行

われるようになりました｡ 現在は, 空床状況な

どの周産期情報システムのコンピュータ化や,

ＮＩＣＵへ入院した新生児の医療情報の集積化

ができるようになりました｡ これらのシステム

の構築を通して, 京都府の周産期死亡率と新生

児死亡率は徐々に低下し, 全国の半ばほどに改

善しました｡ しかし京都府のそれらの死亡率は,

今また順位を落としつつあります｡ これは他の

府県が改善の努力をしてきたことと, 京都では

集められた新生児・周産期データーが十分に分

析され生かされていないことなどにその原因が

あると考えられます｡

データ分析など, まだまだ改善していかなけ

ればならない点は多くありますが, ｢京都で生

まれた全ての新生児が等しく十分な新生児医療

を受け, 健やかな発育ができる｣ ことを目指し

て, 各施設・各組織と協力して, より良き新生

児・周産期医療を追求していきたいと願ってい

ます｡

京都における新生児・周産期医療の追求

日本バプテスト病院小児科部長 島田 誠一
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国保, 生保を担当しております内田です｡ 理事に就任してもうすぐ１年になりますが, まだ

まだ解らないことが多く悪戦苦闘しております｡

もともと国保審査委員をしておりましたので国保担当になったのかと思っておりましたが,

実際に審査会と関係があるのは毎月の審査状況を理事会で報告することだけで, 最も重要な仕

事は府内市町村国保運営協議会委員連絡会の開催です｡ この連絡会では京都府内各医師会の担

当の先生に集まっていただき, 事業決算状況, 保険者からの再審査申し出内容, 事業計画案等

を報告し, 各市町村での国保運営上の問題点につき協議します｡ ほとんどの市町村で何とか黒

字になってはいますが, 厳しい財政状況にあり, その最も大きな要因は保険料徴収率の低さ

(平均93％弱) です｡ 中でも最も累積赤字が多いのは京都市で, 補助金なしではまったく運営

できない状況です｡ 京都市国保運営協議会にも委員として参加しておりますが, 出されたデー

タの前には△ (マイナス＝ ｢うろこ｣ というそうです) が並んでおり, 寂しい限りです｡

生保につきましては, 京都市が行う医療機関への個別指導の立会いが主な仕事です｡ 京都府

の立会いは, 各地区医師会の先生にお願いしております｡ この場をお借りしてお礼申し上げま

す｡ 個別指導といっても, 主に患者さんの就労の可否を判断するためのものです｡ 嘱託医の先

生からは医療要否意見書の記載について毎回要望がありますが, 医療要否意見書は嘱託医が患

者さんの病状を把握する唯一の手段ですので, 各医療機関に配布しております ｢医療要否意見

書記入例｣ をご参照の上記入していただきますよう, よろしくお願いいたします｡ また, 年１

回ですが京都府・京都市生活保護連絡協議会を開催し, 府・市の担当者と意見交換しておりま

す｡

国保・生保以外にもいくつか副主務をしておりますが, 先輩理事のご指導を受けながら汗を

かきかき金魚のフンのようについてまわっており, もっと頑張らなあかんな～と思う今日この

頃です｡

最後に一つお願いがあります｡ 保険全般に関わることですが, いわゆる医療類似行為者に対

する施術同意書を発行する場合, 病名・往療の必要性等をしっかり確認してから記入してくだ

さい｡ 病名に不備があったり, 同意書を発行した上で医療機関でもリハビリを行っておられま

すと医療機関の療養費同意書交付料やリハビリ請求分が査定されますのでご注意ください｡ 健

全な保険医療のためにご協力よろしくお願いいたします｡

���

����
～～～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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(財)日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会
受講者の推薦について

日本体育協会は, スポーツ活動を実践している人達の健康管理やスポーツ障害に対する予防,

治療等の臨床活動を行うとともに, スポーツ医学の研究, 教育, 普及活動にあたる医師を対象

に ｢財団法人日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会｣ を開催しています｡ 今般, 平成

19年度養成講習会の開催が決定し, 京都府体育協会より, 京都府医師会あてに講習会受講者の

推薦依頼がありました｡ つきましては受講希望者を募集いたしますので, 下記をご覧くだ

さい｡

◆実施方法 (開催期日・会場)

(期日・会場については予定であり, 事情により変更有り)

※受講順序：基礎科目の受講を修了した後に, 応用科目を受講する｡ ただし, 同一年度に基礎

科目と応用科目を同時に受講することはできない｡ なお, 講習は単位制のため, それぞれの

科目内での受講順序は, Ⅰ・ⅡあるいはⅢのいずれからでも受講できる｡

※講習の免除：日本医師会認定健康スポーツ医に認定された者, または日本整形外科学会認定

スポーツ医学研修会の総論Ａを修了した者は, 講習会における基礎科目の受講を免除するこ

とができる｡

◆受講料
・基礎科目からの受講 49,000円 (教材費含む)

・応用科目からの受講 28,000円 (教材費含む)

★その他詳細および申し込みは, 京都府医師会 学術広報課 (TEL：075－315－5276) までご

連絡ください｡ なお, 推薦期限の関係上, 申し込みは４月９日(月) までにお願いします｡

★受講者の推薦人数には限りがございます｡ 希望者多数の場合は, 抽選により決定させていた

だきますのでご了承ください｡ また, 推薦者全員が受講できるわけではなく, 全国において

希望者多数の場合は, (財)日本体育協会において調整されることを申し添えます｡

開催区分 開 催 期 日 会 場 備 考

基礎科目Ⅰ
10月20日 (土) 10：00～19：00
21日 (日) ９：20～17：00

岸記念体育会館
(東京都)

基礎科目Ⅱ
１月12日 (土) 10：10～17：50
13日 (日) ９：20～16：30

コクヨホール
(東京都)

応用科目Ⅰ
９月８日 (土) 12：45～17：50
９日 (日) ９：30～15：20

岸記念体育会館
(東京都) 基礎科目

修了者
・

基礎科目
免除者

応用科目Ⅱ
12月22日 (土) 12：50～17：50
23日 (日) ９：10～16：40 コクヨホール

(東京都)
応用科目Ⅲ

２月２日 (土) 12：50～17：50
３日 (日) ９：10～16：40
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【報 告】

１. 第３回京都府医師会のあり方に関する

懇談会の状況

２. ｢ＩＴフェア｣ の状況

３. 個別指導の状況

４. １月度基金幹事会の状況

５. 京都地方社会保険医療協議会の状況

６. １月度労災審査協議会の状況

７. 平成18年度第３回京都市国保運営協議

会の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 京都府立学校総括安全衛生委員会の

状況

10. 京都府地方障害者施策推進協議会の

状況

11. 京都府地域リハビリテーション連携推

進会議の状況

12. 第５回消化器がん検診委員会の状況

13. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

14. 京都府成年後見制度利用促進ワーキン

ググループ検討会の状況

15. 府医学術講演会の状況

16. 第７回学術・生涯教育委員会の状況

17. 地区医師会・専門医会税務担当理事連

絡協議会の状況

18. 第２回医師確保対策特別委員会の状況

19. 平成18年度勤務医部会学術奨励賞選考

委員会の状況

20. 日医総研戦略会議の状況

21. 日医ＩＴ化推進検討委員会の状況

第39回定例理事会 (２.１)

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

＜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

岩佐 葉子 Ｂ 山科 宗安 克仁 Ｂ 伏見 河合 敏之 Ｂ 亀岡

十倉 正朗 Ｂ 綾部 山本 昭吾 Ｂ 北丹 吉村 智雄 Ｃ 綴喜

松尾 昌武 Ｄ 舞鶴

訃 報

中井脩太郎氏／乙訓・４・２月４日ご逝去・76歳

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

相原 秀人 Ｂ→Ｂ
亀岡→
中西

中京区壬生賀陽御所町３－１ 京都幸ビル１Ｆ
シミズ四条大宮クリニック

813－1300 整外

辻 哲朗 Ｂ→Ｂ
伏見→
舞鶴

舞鶴市溝尻150－11
市立舞鶴市民病院

(0773)
62－2630

産婦

宮崎 守成 Ｂ→Ｂ
山科→
西京

西京区松尾大利町11－１
内科胃腸科とみさわクリニック

382－1353 内・胃

来嶋 安子 Ｄ→Ｂ
東山→
東山

東山区今熊野宝蔵町43
東山診療所

561－5500 検
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理
事
会
だ
よ
り

22. 平成18年度第９回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

23. 会員の入会・異動・退会16件を可決

24. 常任委員会の開催を可決

25. ＴＶ会議システムの導入を可決

26. 第４回京都府医師会のあり方に関する

懇談会の開催を可決

27. 第７回基金・国保審査委員会連絡会の

延期を可決

28. 京都市介護認定審査会委員の推薦を

可決

29. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

30. 救急法短期実務研修会への後援および

講師派遣を可決

31. 平成18年度京都府眼科学校医研修会の

共催を可決

32. 大文字駅伝大会事前検診 (整形外科)

の検診料支払いを可決

33. 第110回日本小児科学会学術集会市民

公開講座 ｢子どもの事故防止, 子育ての

喜び, 少子化対策と子育て支援｣ への共

催を可決

34. 市民公開講座 ｢厚生労働科学研究・研

究成果等普及啓発事業による成果発表会｣

への後援を可決

35. ＡＣＬＳ京都への委託料支払いを可決

36. 府医学術講演会の開催を可決

37. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

38. 勤務医部会第23回学術奨励賞の授与を

可決

39. 第３回医師確保対策特別委員会の開催

を可決

40. 都道府県医師会情報システム担当理事

連絡協議会への出席を可決

41. 日本医師会 ｢新公益法人会計基準研修

会｣ への出席を可決

42. 日本医師会社会保険診療報酬検討委員

会小委員会への出席を可決

43. 日本医師会 ｢後期高齢者制度｣ 検討委

員会への出席を可決

【報 告】

１. 平成19年２月１日現在の会員数

２月１日現在 4,224名 (＋２名)

２. 会員の逝去について

３. 大阪府医師会役員との勉強会の状況

４. 総務担当部会の状況

５. 京都府・京都市予算要望に対する回答

について

６. 新規個別指導の状況

７. 第６回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

８. ２月度保険医療担当部会の状況

９. ２月度地域医療担当部会の状況

10. 第９回京都マンモグラフィ講習会の

状況

11. 人づくり21世紀委員会第２回幹事会の

状況

12. 府医学術講演会の状況

13. ２月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

14. 第７回図書室検討小委員会の状況

15. 平成18年度研修医のための研修と交流

第40回定例理事会 (２.８)
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理
事
会
だ
よ
り

会の状況

16. 第４回日医定款・諸規定検討委員会の

状況

17. 日医在宅医研修の状況

【議 事】

18. 会員の入会・異動・退会15件を可決

19. 常任委員会の開催を可決

20. 地区医師会との懇談会の開催を可決

21. 新旧庶務担当理事連絡協議会の開催を

可決

22. 各専門医会長との懇談会の日程を可決

23. 定例理事会の休会を可決

24. 平成19年度の代議員会の開催を可決

25. 京都府保健事業協同組合との簡易保険

料徴収等事務委託契約の締結ならびに京

都府医師会簡易保険団体規約を可決

26. 平成19年度 ｢看護の日｣ 事業への後援

を可決

27. 介護支援専門員研修への会場貸与を

可決

28. 府医ＦＡＸ情報のアウトソーシングを

可決

29. 京都医報の年間購読料の改定を可決

30. ＫＢＳ京都ラジオ ｢桂 都丸のサーク

ルタウン｣ 『京都健康未来塾』 (仮称) へ

の協力を可決

31. 第７回近医連保険担当理事連絡協議会

の出席を可決

32. 京都府視覚障害者協会 ｢中央三療学術

研修会｣ の講師派遣依頼を可決

33. 自賠責ガイドライン説明会の開催を

可決

34. 京都府交通事故医療連絡協議会の構成

員の変更を可決

35. 認知症サポート医養成研修への参加を

可決

36. 都道府県医師会介護保険担当理事連絡

協議会への出席を可決

37. ｢私立学校における学校保健管理に関

する申し入れ｣ を可決

38. 地区基本健康診査担当理事連絡協議会

の開催を可決

39. 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

40. 京都医学会雑誌 (第54巻１号, 平成19

年６月発行) の作成を可決

41. 平成18年度 (第23回) 京都府医師会勤

務医部会総会文化講演会講師料の変更を

可決

42. 第62回府医懇親ゴルフ大会の開催を

可決

43. 平成18年度都道府県医師会生涯教育担

当理事連絡協議会への出席を可決

44. 日医感染症管理対策協議会への出席を

可決

45. 事務局員の人事異動を可決

～ ４月度請求書 (３月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されます｡

(詳細は２月15日号保険医療部通信

参照)

△

労災 12日 (木) 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｡




