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宝ヶ池の宝もの
写真／栗原 眞純 (伏見)

洛北, 宝ヶ池では毎年11月から翌年３月までの間, 遠く
シベリアから越冬して来たオシドリが見られます｡ 多いと
きには雌雄合わせて１ヶ所に10羽以上が集まって仲良く遊
んでいます｡ その美しさと愛らしさで見る人の眼を楽しま
せてくれるオシドリこそ宝ヶ池の宝ものではないでしょう
か｡ 手前が雄, 向こう側にいるのが雌です｡
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吉岡隆行亀岡市医師会長の挨拶に続き, 森

府医会長が挨拶を兼ねて, 医療を取り巻く中

央情勢について述べた｡

森府医会長は, 今回の自民党総裁選, 新内

閣の発足に触れ, 従来の派閥政治はそれぞれ

の派閥の政策・理念をもとに調整されていた

が, 今回は政策や理念は全く見られず, 選挙

対策を最優先にしたものであると強く批判し,

今後医師会としては, 医療制度を熟知し, 医

師会の活動方針に対して協力的な政治家を支

援していかなければならないとの見解を示し

た｡ また, 福田新政権の ｢前期高齢者の１割

から２割への窓口負担引き上げ凍結｣ ｢後期

高齢者の被扶養者保険料徴収凍結｣ のための

財源確保に対し, 唐澤日医会長は一定の評価

を示しているが, 現在の政策の財源確保だけ

でなく, 日本の医療財源の組み直しを強く求

めていく姿勢が必要であると強調した｡ 次に,

後期高齢者医療制度における総合医制度創設

に触れ, 当初公約にまで掲げていた唐澤日医

会長もようやく ｢フリーアクセスを阻害する,

国民意識を無視する制度である｡｣ との反対

の立場を明確にしたと報告し, 我々としては

今後再浮上しないよう厳しく見守っていかな

ければならないとの姿勢を示した｡

特定健診・特定保健指導について

地区医師会から特定健診・特定保健指導に

ついて, ｢府医の構想｣ ｢受診対象者｣ ｢健診

項目｣ ｢保健指導｣ 等９項目の質問が出され,

まだ流動的な部分が多いとした上で, 主に中

野府医理事が一問一答形式で回答した｡ 地区

から ｢個別の医療機関で保健指導を実施する

のは困難なため, 保健センターを活用する基

本健診の体制を存続したい｡｣ との意見が出

され, 上原府医副会長から ｢府医特定健診サー

ビス部から健診結果, 保健指導の資料を実施

医療機関へ送付するので実施医療機関にて対

応していただきたい｡ 今後健診業者の参入が

想定されるが, 健診から指導まで医師の管理

のもとで実施される方が質の高い指導が住民

に提供できると考えている｡｣ との見解を示

した｡ また, 森府医会長は ｢確定ではないが,

当面５年くらいは看護師も保健指導が可能と

いう経過措置もあるので, その間に日医で何

らかの対策が検討されることになっている｡

とりあえずご協力いただき, その中で実施可

亀岡市・船井地区医師会と府医執行部との懇談会が９月29日(土), ガレリアかめおかで開催

され, 亀岡市地区16名, 船井地区11名, 府医10名が出席し, 加藤啓一郎亀岡市医師会副会長司

会のもと, ｢特定健診・特定保健指導｣ ｢療養病床削減と在宅医療｣ ｢後期高齢者医療制度｣ ｢会

館建設問題｣ ｢医療法改正に伴う医療安全対策｣ などをテーマに, 約２時間半にわたり活発な

意見交換が行われた｡

亀亀岡岡市市・・船船井井
医師会との懇談会
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亀岡市・船井医師会との懇談会 (９.29 ガレリアかめおか)
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能な方法を模索していきたい｡｣ と述べ, 協

力を呼びかけた｡

療養病床削減と在宅医療
－在宅が療養病床の受け皿に成り得るか－

北川府医理事は, 医療費抑制政策である厚

労省の療養病床削減計画について説明｡ 現在

の医療療養病床, 介護療養病床入所者のうち

医療の必要性が高い方は医療療養病床, 他は

介護施設, 高齢者向け住宅, 在宅医療で対応

していくことになり, 現在 ｢介護施設のあり

方検討会｣ で療養病床の移行施設として, 医

療機能を強化した老人保健施設の新しいカテ

ゴリーが検討されている｡ また, 厚労省は有

料老人ホーム, 高齢者専用賃貸住宅の経営等,

医療法人経営の選択肢の拡大を図り, 妥協の

産物を生み出そうとしているが, 医療機関の

業務は非常に狭まれており, こうした内容の

ものが平然と厚労省から示されることが大き

な問題であるとし, おそらく病院経営者は今

までの厚労省の梯子外しを考えると積極的に

は移行されないであろうとの見通しを述べた｡

次に京都療養病床協会アンケート結果 (自宅

介護が可能か：不可能90.7％, 何とかなる：

1.2％, 支払可能な介護費用10万以下：80％)

を示し, また京都は全国に比べて介護療養病

床数が医療療養病床数をかなり上回っている

ことから, 療養病床削減の影響が非常に大き

く, 在宅医療に移行出来る方は限定され, 在

宅医療が療養病床の受け皿になることはかな

り困難であろうとの見解を示した｡ しかし一

方, 終末期医療の調査結果等では国民の在宅

志向が高まっており, こうしたニーズに応え

ることは個別の医療機関では困難であり, 地

区医師会での在宅医療の基盤整備が必要であ

るとし, 府医の在宅医療計画について説明す

るとともに, 地区での積極的な取り組みを呼

びかけた｡

地区から ｢京都府地域ケア整備構想｣ の動

向について質問が出され, 森府医会長から,

｢介護療養病床の廃止は決定しているが, 医

療療養病床の削減については何床に減らすか

までは決まっていないので, 削減は困難であ

るとの声を上げていくことによって阻止する

ことは可能である｡｣ との見解を示した｡

後期高齢者医療制度について

西村府医理事から来年の４月から始まる後

期高齢者医療制度全般の状況について説明が

なされた｡ 広域連合で11月に条例が制定され

ること, 財源の５割を公費負担, ４割を現役

世代からの支援金, １割を保険料にすること

など, 財源構成についても言及｡ また総合医

の問題については, 厚労省や健保連が導入へ

の提言を繰り返し試みていることに対して,

財政削減を優先した構想であることを強く指

摘した｡ 安達府医副会長からは, 後期高齢者

医療制度の実施がまもなくという時期にきて

いるにも関わらず具体的なことがほとんど決

められていない現状を説明, 本制度において,

年齢ではなく心身の特性が重視されるべきで

ある旨の文言が明記されるまでに大変な労力

を費やしてきたことなどの説明がなされた｡

続いて上原府医副会長は, 保険料が給付の１

割で, 財源構成は介護保険と同様の方式になっ

ていること, 財政安定化基金を設置すること

により一般財源には手を付けないこと等, 抑

制することを前提で制度設計が行われている

と懸念を示した｡

会館建設問題について

安達府医副会長は新医師会館建築構想につ

いては油谷前執行部に引き続き ｢開かれた医

師会｣ を基本構想として, ｢メディカルセン

ター機能｣ ｢エデュケーショナルセンター機

能｣ ｢地域医療センター機能｣ を三本柱に,

その具現化に向けてＩＴ化の推進を基本に検

討していると報告するとともに, 各機能の具

体的な内容について説明した｡
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地区から保険医協会の新会館への入所問題

について質問が出され, 安達府医副会長は,

｢新会館建設については基本構想という大き

な流れの中で進めており, 専門医会等も含め

てどこが入所されるかどうかはその後の問題

となるのでまだ具体的検討はしていない｡ 基

本的に保険医協会の入所をどうするかという

のは別の視点での検討が必要であり, 現段階

では是とも非とも考えていない｡｣ と述べた｡

医療法改正にともなう
医療安全対策について

大藪府医理事は京都医報７月15日号の付録

で掲載された ｢医療法改正にともなう指針等

の作成義務化について｣ を参考に指針の作成,

職員研修の実施をしていただくよう依頼する

とともに, 京都医報９月15日号掲載の ｢平成

19年度医療安全講演会｣, ｢感染予防対策講習

会｣ ともに医療法改正に伴う外部研修として

位置づけられていると紹介し, 是非参加して

いただくようを呼びかけた｡

その他地区医師会からの
意見・要望等

その他, 地区医師会から ｢日本脳炎ワクチ

ンの供給状況｣, ｢タミフルの取り扱い｣, ｢レ

セプトのオンライン化｣ 等について質問・意

見が出された｡

�������

内田府医理事から, レセプト審査の留意点

として, 傷病名は必ず記載すること, 疑い病

名のままでは検査は可能であるが治療はでき

ないこと, 投薬とくに後発品では適応病名が

先発品と異なる場合があること, 適応外使用,

過量投与は査定の対象となるので注意するこ

となどの指摘があった｡

続いて京都医報６月15日号 ｢保険医療部通

信｣ に掲載した医業類似行為と同意書記載時

の留意点について説明があった｡ あんま・マッ

サージ, はり・きゅうの施術において医療保

険の支給を受けるには医師の同意書が必要で,

その記載にあたっては療養担当規則で ｢みだ

りに‥‥与えてはならない｣ となっている｡

つまり, 慰安の目的では同意書を書くことは

できないということであるので十分留意して

ほしいと促し, 併せて同意書の記載例をあげ

て説明した｡

京都府医療機能調査票の送付について

京都府から, 11月中旬に標記の調査票が各診療所あて送付されます｡

この調査は, 平成19年４月から法制化された医療機関の情報公表制度の実施にあたり,

公表するための情報を収集するもので, 平成20年３月頃からインターネット等により府民

向けに公表される予定です｡

調査内容の主なものとして, 名称, 所在地, 診療科目, 診療時間, 専門医の種類および

人数, 専門外来, リハビリテーション機能など多岐にわたるものですが非常に重要な調査

ですので, ご協力をよろしくお願いいたします｡

お問い合わせ：京都府庁医療室 (TEL 075－414－6190)
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山本正人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, 福田新内閣の発足

について触れるとともに中央情勢について述

べたほか, 府医としての在宅医療連携の取り

組みを説明した｡

冒頭森府医会長は, 新内閣発足後, 前期高

齢者の窓口負担１割から２割への引き上げと,

後期高齢者医療制度の被扶養者からの保険料

徴収の２点が凍結されたことを示し, 来年度

の予算審議が終了しているため, 今国会で補

正予算を組み, 基金として来年度にまわすの

ではないかとの見解を示した｡ また, 前期高

齢者の窓口負担の凍結と, 後期高齢者医療制

度の被扶養者の保険料徴収の凍結で法案作成

時の厚労省の試算に比べ, 合計で2,900億円

の給付費増となるため, 国からの負担が大き

くなるとする一方で, あくまで凍結であるの

で, 来年度以降に予定されている選挙の結果

によっては, すぐに解凍される可能性もある

との見通しを示した｡ 一方, 我々も見直しを

求めてきた自立支援法に関して見直しをおこ

なうとしているので, 大幅に見直される可能

性が強いことに期待していると述べた｡

また, 福田新内閣の所信表明で ｢改革は進

める｣ としている一方, 厚労省は ｢社会保障

費を毎年度2,200億円削減することは到底不

可能｣ と明言していることから, これを見直

すべく我々も強く働きかけていきたいとの意

向を示すとともに, 日医執行部に対し, 追い

風を味方に強く厚労省や政界に訴えていただ

くよう後押ししていきたいとした｡

来年度から施行される後期高齢者医療制度

は医療費抑制を目的として作られた制度であ

り, 具体的な姿は見えていないので, 十分に

注視しなくてはならない制度であるとし, 安

達府医副会長が日医の後期高齢者医療制度検

討委員会に出席しているので, 強く人頭割り

等の導入には反対するなど検討していただい

ているとした｡

最後に, これからは入院医療と在宅医療の

連携が重要になってくるので, 府医としては

連携が取れるよう在宅医療推進支援センター

の立ち上げと地域医療連携パスの導入に向け,

地域ケア委員会等で議論しているとし, リハ

ビリの連携パスについては年度内には実現し

たいとの意向を示した｡

特定健診・特定保健指導について

福州府医理事は, 従来の基本健診と来年度

から実施される特定健診の相違点を説明, 特

定健診の項目について説明するとともに保健

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

から22名, 府医から９名が出席, 柴垣一夫中京西部医師会庶務担当理事の司会のもと, ｢特定

健診・特定保健指導｣ ｢新京都府医師会館｣ について, 約１時間半にわたり活発な意見交換が

繰り広げられた｡

中中京京西西部部
医師会との懇談会

�����������	
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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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指導の対象者の算定と階層化について解説,

さらに府医の対応イメージとして, 健診から

保健指導までの一連の流れを示した｡ しかし,

本事業では保険者による保健指導の方法が指

定される等, 多少の変化があると思われると

しつつも, 保健指導等で協力医療機関に負担

がかからないようにしたいとの意向を示した｡

７月から京都府の国保組合の組合員を対象に

モデル事業を実施し, 760名程度が受診され

たことを報告｡ モデル事業の実施結果を示し

た上で, 特定健診の受診率やメタボリックシ

ンドロームの予備軍の減少状況によって保険

料の加算減算が行われるため, 受診勧奨判定

値の値等を検討中であるとし, モデル事業の

結果をフィードバックして来年度に望みたい

との考えを示した｡ また, 来年度からの集団

健診に関しては, ｢まだ確定的なことは言え

ない｣ としつつも, 京都市国保としては受診

率を下げないためにも集団健診は残す意向で

あることを示した｡ しかし, 集団健診が残っ

ても健診単価が下がるため, 現在のような収

益事業としては見込めないとし, 実施主体が

再委託の形に難色を示しているが, 府医とし

ては現在と同じ形態で契約できるようにして

いきたいとの考えを示した｡ 特定健診・特定

保健指導は医療費適正化ありきで行われるこ

とであるが, 市民の健康を守るためには関与

する必要があるので, 協力いただくよう依頼

した｡ 加えて安達府医副会長は, 来年度から

75歳以上の高齢者は健診の対象から外れてし

まうことが全国的な問題であり, 厚労省の通

達においては ｢努力義務｣ とされていること

を説明｡ 先月開催された京都府広域連合の会

合においては, 従来どおり75歳以上の高齢者

にも健診を行いたい意向であること, 従来の

健診のシステムを使用したい意向であること

を示した｡ また, 各市町村でどうするか未定

だが, 高齢者の集団健診を今までのノウハウ

を活かして行う可能性を示唆し, そうなれば

地区に受けていただかないとできないとの見

解を示した｡

地区から, 来年度からの特定健診において,

各地区で直接契約を結ぶことになると, 地区

間で格差があれば非難を受けることになるの

で, 従来どおり府医が一括して契約し, 各地

区に再委託するようにしてほしいとの要望に

対し, 福州府医理事は, 府医としては従来と

同様の再委託の形で行う方向で京都市国保と

話し合いを詰めていきたいとした｡ また, 集

団健診の保健指導, 協力医療機関に関する質

問に対し, 集団からの保健指導については全

て個別にまわすと負担がかかるので, 保健所

等に行っていただくなど, 負担がかからない

ようにしたいとし, また協力医療機関におい

ては, 必須要件ではないが, 健診研修と保健

指導研修は受けていただきたいとの意向を示

した｡

新京都府医師会館のあり方について

安達府医副会長は, 新医師会館建築構想の

基本的な考え方としては, 開かれた医師会を

中心に ｢メディカルセンター機能｣ ｢エデュ

ケーショナルセンター機能｣ ｢地域医療セン

ター機能｣ を三本柱に議論を進めてきたが,

三本柱を具現化するためにはＩＴ化推進が重

要であるとの認識を示した上で, ｢メディカ

ルセンター｣ ｢エデュケーショナルセンター｣

｢インフォメーションセンター｣ の内容につ

いて説明した｡ また, 会議室については500

名以上収容できる部屋を持つことは, 使用頻

度も少なく費用もかかるため現実的ではない

ことを示した｡ 加えて橋本府医理事は, 建設

の予算額によっては, 特別会費を徴収する可

能性もあるかもしれないが, できるだけ徴収

しないように進めていきたいとの意向を示し,

駐車場の問題については利便性を考えて検討

したいとした｡

当初の建設予定から着工等が遅滞している

ことに対し説明いただきたいとの要望に対し,

森府医会長は, メディカルセンター機能にお

ける休日診をどうするかなど, 意見を賜り議
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論していただいていることや, メディカルセ

ンター部門等で行政とのすりあわせをしてい

るところで, 議会の承認がいるものもあるた

め, その辺りの調整で遅滞しているとした｡

また, 現在の医師会館のスペースが確保でき

るのであれば, 現在入居されている団体が新

会館に入居することにスペース的には問題は

ないのかとの質問に対し, 森府医会長は休日

診や検診センター等の広さ等を考え, 10月中

には設計業者の選定について検討いただいた

上で, 設計に入り, 全体の規模が確定した時

点で皆さんに諮って予算規模を決定していた

だくことになると説明した｡ さらに, 設計の

最終の見積もりや, 現在の医師会館の売却につ

いては, 代議員会にあげて承認を得るとした｡

�����

福州府医理事から, 京都医報付録６月15日

号 ｢保険医療部通信｣ に掲載したあんま・マッ

サージ, はり・きゅうの施術いわゆる医業類

似行為と同意書記載時の留意点について説明

があった｡ 同意書の記載にあたり, 対象疾患

名に施術と関係のない疾患名が記載されてい

る場合, 疾患部位と関係のない部位に対して

施術の指示がされている場合, 疾患名から往

療の必要性が不明な場合などが散見されるの

で, 今後同意書の記載については注意してほ

しいと促した｡

地区医師会からは同意書の発行にあたり,

口頭でよい場合もあるのかとの質問に, あん

ま・マッサージ, はり・きゅうの施術の同意

については, 初療から３ヶ月を経過した時点

で更に施術を受ける場合は口頭でもよいとい

うことになっていると説明した｡

安村忠樹綾部医師会会長の挨拶に引き続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 来年度以降の医療

政策の見通しについて述べた｡

森府医会長は, 来年度から特定健診・特定

保健指導や後期高齢者医療制度が導入される

ことにより厳しい状況になることが予想され

るが, ７日29日の参議院選挙の自民党の大敗

で政局が大きく変わったため, これが良い方

向に出るのか, 悪い方向に出るのかは全く読

めないのが現状｡ 福田首相は総裁選挙の公約

で前期高齢者の自己負担について２割から１

割に凍結することを掲げたが, １年間程度で

元に戻ることは必至であり, これだけのこと

で医療に対して優しい政策になると考えるの

は甘く, 社会保障費2200億円の圧縮も続けら

れるであろうとの見通しを示した｡

来春の診療報酬改定については, 不足する

産科, 小児科に対しては厚い手当が予想され

るが, その他の部分で削られるのは間違いな

く, 診療所の先生にとっては厳しいものとな

る｡ また, 産科, 小児科が増額されたとして

も病院の収入があがるだけであって, それぞ

れの医師に対して入るものではなく, 今後ど

のように産科, 小児科医師の偏在を払拭する

綾部医師会と府医執行部との懇談会が10月６日(土), 萬屋で開催され, 地区から20名, 府医

から５名が出席, 畑 芳樹綾部医師会副会長の司会のもと, ｢特定健診・特定保健指導｣, ｢後期

高齢者医療制度｣, ｢医師不足に対する取り組み｣ について, 約１時間半にわたり活発な意見交

換が繰り広げられた｡

綾綾 部部
医師会との懇談会

��������	
�������
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かが課題｡ いずれにしても開業医, 勤務医を

問わず, ともに力を合わせて日本の医療を守っ

ていかなければならないと締めくくった｡

特定健診・特定保健指導
における問題点
～府医モデル事業の経験から～

福州府医理事は, 来年４月から導入される

特定健診・特定保健指導について, 現在行っ

ている府医のモデル事業を基に説明を行った｡

これまでの健診と違うとして, 実施主体が市

町村から医療保険者に変わったこと, 健診に

付加した保健指導であったのが内臓脂肪型肥

満に的を絞った生活習慣病予防のための保健

指導を抽出するための健診になったことなど

が挙げられた｡

健診については, 22項目の質問票, 腹囲の

測定が新たに加わったほか, 心電図検査, 眼

底検査, 貧血検査などの詳細の検査はオプショ

ンになり, 血圧, 脂質, 血糖, 肥満の全ての

項目について基準に該当したもののうち医師

が必要と認めるものに限るなどかなり厳しい

縛りになっていることが説明された｡

特定健診・特定保健指導に対する府医の対

応については, ｢府医特定健診サービス部｣

を創設する予定であり, 受診者の健診結果を

医療機関から特定健診サービス部に送付, 血

液データは検査所から送付され, 特定健診サー

ビス部において健診結果から保健指導対象者

の選定と保健指導レベルの階層化を行い, 事

前に送る情報提供や保健指導のための資料を

活用して, 医療機関において受診者への結果

通知, 保健指導を行うことを検討しているこ

とを示した｡

現在モデル事業を行っている上での問題点

としては, 判定基準のひとつである腹囲が男

性85センチ, 女性90センチとなっており, 保

健指導の対象者が男性に偏る傾向にあること

や, 高い健診受診率を国は目指しているが健

診項目が今までより少ないため受診者が減る

のではないかという心配｡ さらに, 健診結果

が電子データとして各保険者に送られレセプト

と突合することになり, 将来の管理医療につな

がる恐れがあることを危惧していると述べた｡

最後に, この財政ありきの健診であっても,

国民の健康を守る団体としては, 協力医療機

関を募って来年度から進めていく必要がある

ことに理解を求め, そのためには地区の協力

は不可欠であるとして締めくくった｡

後期高齢者医療制度導入後
予想される医療環境

畑府医理事は, 後期高齢者医療制度につい

て概要を説明するとともに, 具体的な診療報

酬の体系がいまだ決まらず, 高齢者だけを別

枠に集めた財政ありきの制度であると説明した｡

続いて, かかりつけ医体制の強化, フリー

アクセスの制限を提唱する国民健康保険中央

会や健康保険組合連合会の考え方を示すとと

もに, 後期高齢者を総合的に診る取り組みを

推進している ｢後期高齢者医療制度のあり方

に関する特別部会｣ における診療報酬体系の

骨子案を解説, それに対して, 総合医の認定

を狙いフリーアクセスの否定につながるもの

であり, 医療難民・介護難民が生じる恐れが

大きいとする医療費抑制主眼の運用に懸念を

示す日医の見解を示した｡

最後に地区からのフリーアクセスの定義に

ついての質問に対し, 日本は国民皆保険制度

により, 国民は保険証１枚で必要なときに必綾部医師会との懇談会 (10.６ 萬屋)
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要な医療機関に行けるが, これを制限してし

まうのは国民皆保険制度を根底から否定する

ものだと答えた｡

医師不足に対する京都府医師会の
取り組みについて

東府医理事は, 医師不足に対する京都府医

師会の取り組みとして, 特に北部の医師不足

に対して医師確保対策特別委員会を府医内に

設置し, 京都府, 府病協, 私病協, 北部の基

幹病院, 京大・府医大から委員を選出し医師

不足に対する方策を検討していると説明した｡

委員会では, ５月１日に府医会長あてに

｢京都府における医師確保対策への提言｣ と

して答申書を提出したが, 医師会として当面

取り組む対策として①京都府医師会医師バン

クの設立, ②京都府医師バンクの充実, ③京

都府医療対策協議会への協力, ④研修医の派

遣, ⑤情報収集の強化, ⑥医師の処遇改善等々

が挙げられた｡ その中で特に京都府医療対策

協議会への協力については, 森府医会長が積

極的に参加をし, ６億３千万円の予算を医師

不足対策費として計上するに至ったことや,

奨学金制度を創設して将来北部地域に勤務す

る医師にはその返済義務を免除するなど行政

の対応が生まれてきたことなどが報告された｡

続いて地区から病院における医師不足の窮

状が報告され, 改めて医師不足の実態が浮き

彫りとなった｡

冒頭, 水谷 均京都北医師会長は挨拶の中

で, 突然の安倍政権崩壊から福田政権が誕生

したことを受け, ｢とりたてて大きな期待は

持てない｣ との意向を示しつつも, 京都府と

しては, 谷垣氏と伊吹氏が自民党の三役に就

任したことから何らかの影響があるのではな

いかとの見解を示した｡ また, 舛添厚労相に

ついては, 医療や介護に精通していることか

ら医療界が少しでも良い方向に進むことを期

待していると述べ, アメリカではヒラリー・

クリントンがアメリカの医療制度改革を打ち

出して大統領選に臨戦することを示し, ｢な

ぜ日本が直すべきところが多くあるアメリカ

の医療制度に合わせ, 優れた国民皆保険制度

を崩壊させなければならないのか｣ と疑問を

呈した｡

続いて, 森府医会長が挨拶に立ち, 後期高

齢者医療制度や府医の在宅医療推進事業, 来

年２月の市長選等についての見解を示した｡

森府医会長は冒頭の挨拶で, 福田総裁の誕

生に際して選挙公約であった ｢前期高齢者の

１割から２割への負担増凍結｣ ｢被扶養者の

保険料凍結｣ が議論されているとしつつも,

あくまで ｢凍結｣ であることを指摘, 国の負

担1700億円の財源確保, 来年度からの社会保

障費2200億円圧縮は継続とされていることか

ら負担増が ｢解凍｣ されることがないように

注意をしていきたいとした｡ また, 療養病床

の削減問題については, 介護療養病床の廃止

が決まっているものの医療療養病床は厚労省

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

地区から17名, 府医から７名が出席, 田代 研京都北医師会副会長司会の下, ｢特定健診・特定

保健指導｣ ｢後期高齢者医療制度｣ ｢在宅医療｣ をはじめ, 現在地区医師会で抱えている問題を

中心として, 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

��������	
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が目標削減数を打ち出しているだけで, 法的

な拘束がないことを逆手に取り, 医療療養病

床を残していく方向に持って行きたいとの意

向を示した｡ 在宅医療への転換については,

国の方針に賛成しているわけではないとした

上で, 本当に在宅医療を望んでいる患者に対

してしっかりした在宅医療の提供を行うため

に真摯に取り組まなければならないという考

えから生まれた府医の在宅医療推進事業を紹

介した｡ また, 大きな変革期を迎えている大

変厳しい現在の情勢を踏まえ, 今後とも政治

的な動きが不可欠との見解を示し, 真の医療

制度改革に明確に対応する政治家に働きかけ

ていくとともに, 来年２月の京都市長選挙に

触れ, 我々の今後の活動にも大きな影響を及

ぼすとの見解を示した｡

特定健診・特定保健指導について

福州府医理事は, 平成20年度からの特定健

診・特定保健指導について, 目的や実施主体

等, これまでの健診・保健指導との違いを示

した上で特定健康診査の項目を説明, とりわ

け詳細な項目の中の眼底検査, 心電図につい

ては前年の検診結果等において, 血圧, 脂質,

血糖, 肥満全ての項目について基準に該当し

たもののうち, 医師が必要と認めるものが対

象であることを報告した｡ 保健指導対象者の

選定と階層化についてはステップ１, ２, ３,

４の内容を説明するとともに, ステップ４の

説明の中で血糖, 脂質, 血圧に関して服薬中

の者は特定保健指導の対象としないことや前

期高齢者である場合は積極的支援の対象となっ

た場合でも動機付け支援とすることを説明し

た｡ さらに, 情報提供, 動機付け支援, 積極

的支援の内容について一通り説明をした後,

府医の特定健診, 特定保健指導への対応イメー

ジを示すとともに12国保組合の協力を得て行っ

た特定健診モデル事業の状況を報告した｡

地区から, 集団健診の今後に関して, 報酬

の問題や保健指導のあり方について質問が上

がり, 福州府医理事は, 保健指導のイメージ

は個別と集団で変わってくると前置きした上

で, 個別に関しては原則各医療機関での実施

を要請, 積極的支援等は各医療機関での実施

が困難であることに理解を示し, 20分程度の

面接のうち１回を栄養士等に任せられないか

ということを検討中であるとし, 集団につい

ては京都市の案の中で, 保健指導のみを行う

機関の選定・募集や京都市直属の保健指導機

関の設置等が打ち出されていることを明らか

にした｡ また, 地区からの ｢地区医師会が健

診部分を請け負い, 保健指導を地区内の医療

機関に委託する形はとれないのか｣ との質問

には, 余力がある医療機関があれば問題ない

とし, 京都市は保健指導だけを受ける機関を

選定するとしていることから併せて検討して

いきたいとの見解を示した｡

後期高齢者医療制度について

内田府医理事は後期高齢者医療制度の概要に

ついて, 運営は広域連合が行うことになるとし,

保険給付については後期高齢者の心身の特性等

にふさわしい医療が提供できるよう, 新たな診

療報酬体系を構築するとされていることを説明,

一定の評価を下した｡ 保険料については世代間

の負担の公平を維持するため, 人口構成に占め

る後期高齢者と現役世代の比率の変化に応じて,

負担割合を変えていく仕組みの導入を説明, ま

た原則として都道府県内で均一の保険料とする

一方で離島等の地域については不均一保険料を京都北医師会との懇談会 (10.10 京都ブライトンホテル)
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認め, 経過措置として都道府県内で一定程度以

上医療費が低い地域について, 施行日から６年

以内において条例で定める期間に限り不均一保

険料を認めるとされていると説明した｡

また, 後期高齢者に関する各団体の考え方と

して, 国保中央会による ｢高齢社会における医

療報酬体系のあり方に関する研究会｣ の提言に

ついて解説, 後期高齢者は原則として診療所の

中からかかりつけ医を選ぶとされていることに

対し, フリーアクセスを制限してしまうと問題

視した｡ 健康保険組合連合会のスタンスとして

は ｢後期高齢者医療に関する健保連の考え方｣

を示し患者を軽視した財源重視の考え方である

との見解を示した｡

続いて, 第11回後期高齢者医療の在り方に関

する特別部会の状況を説明, とりわけ入院医療

については, 後期高齢者の生活を重視するとい

う視点からも入院時から地域の主治医との適切

な連携の下, 退院後にどのような生活を送るか

ということを念頭に置いた医療の提供のため,

退院後の生活を見越した診療計画を策定し, そ

れに基づく入院医療の提供が重要とされている

ことを示した上で, ｢(退院後のケアは) 必要な

部分も少なからずあると思うが, 入院に至った

現疾患の見極めも重要｣ との見解を示した｡ 在

宅医療については, 病院等による後方支援とし

て病状の急変時等入院が必要となった場合の円

滑な入院が出来るようにすることの必要性を示

す一方で, ｢病床の確保が前提｣ との見解を示

した｡ 最後に日医と健保連の後期高齢者医療制

度に関する見解を説明, 最終的には外来は外総

診に少し手を加えたものとなり, 入院について

は一部ＤＰＣが導入されるのではないかとの見

通しを示した｡

地区から, ｢かかりつけ医｣ について開業医

がゲートキーパー的な役割を担うことになるの

かという質問が上がり, 久山府医副会長は, 厚

労省の示す ｢総合医｣ について説明, 現状は

｢総合医｣ 自体の文言は消えているとしつつも,

社会保障審議会の高齢者医療に係る特別部会で

は ｢後期高齢者を総合的に診る医師｣ から ｢主

治医｣ にすり替わっている現状を示し, 背景に

は ｢総合医｣ が影響しているとの見方を示すと

ともに高齢者のフリーアクセスを直接的に阻害

するのではなく, 選択の結果としてのフリーア

クセスの制限を目論んでいるのではないかとの

私見を述べた｡ また, 森府医会長は, ｢先々は

(フリーアクセスの) 制限を狙っているのは明

白｣ とし, 唐澤日医会長が開業医のレベルアッ

プを図るために使用した ｢かかりつけ医｣ や

｢総合医｣ という文言を厚労省に上手く取り上

げられたため, 日医では ｢総合医｣ については

消えていると述べつつも, 今後再度取りざたさ

れることのないように十分に働きかけていくと

の姿勢を示した｡ 上原府医副会長は, 高齢者は

多くの疾患を持っている場合が多いとした上で,

75歳になった途端に医療制度が一変するという

施策は問題であるとの見解を示した｡

地区から, 後期高齢者医療制度で出来高払い

が堅持されるかがどうかを問題視する声が上が

り, 上原府医副会長は診療報酬体系については

全く白紙の状態であるとしたものの, 情勢とし

て包括払いに向かっているとするとともに, 特

に入院については包括払いへの動きが濃厚であ

るとの見解を示す一方で, 外来については出来

高が堅持できる可能性はあるとの見解を示した｡

地区が抱えている諸問題について
意見交換

地区から, 現状抱えている問題として, 各

種の検診において見落としがあった際の個人

責任を補う保証の有無や対策はあるのかとの

質問が上がり, 森府医会長は過去に起こった

事例について触れ, 医師個人の責任が追及さ

れるべきではないとの見解を示し, 万が一責

任追及が起こった場合は京都のがん検診は消

滅するという覚悟で対応しているとする一方,

杜撰な読影がなされた場合には対応のしよう

がないことから, 明確なルールの下で正確な

読影が行われることが前提条件であることを

説明した｡ また, 地区から日医の医師賠償責
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任保険の適用があるかどうかについて質問が

上がり, 中野府医理事は実施主体が訴えられ

るケースが多いとしながらも, 近頃は個人を

対象とする訴訟も出てきていることから, 過

失割合によって個人が責任を負う部分には日

医の医師賠償責任保険が適用されることを説

明した｡

また, 資格喪失後の保険証を用いての受診

があった場合の対応について諮問があり, 上

原府医副会長は月初めの保険証の確認と日付

の記入があった場合には, 保険者の責任とし

て診療報酬の支払いがあることになっている

と説明した｡ 森府医会長は不況の折, 非常に

退職・転職等が増し資格喪失の事例が増加し

ていることを示し, 保険証のカード化がより

拍車をかけている現状を示した｡

地区からの医療機関の名称に関しての質問

には, 森府医会長が回答に応じ, 開業する医

師が医師会の指導を無視し名称を変更しない

場合の対応として, 入会させた後に指導する

方法と入会を拒否する方法の２つの手段があ

るとした上で, 前者については入会後に名称

の変更を快諾する可能性は見込めないとし,

自由開業制であるため開業を制限することは

不可能であるとする一方, 入会の制限は可能

とした｡ また, 診療科目や病名を名称に組み

込む例については, 来年４月からの見直しが

取りざたされているため, 情勢を見た上で検

討していく必要があるとの見解を示した｡ ま

た, 医療機関名称に関する府医の考え方を医

報等で示すことについては, 来年度から標榜

科目を包括列挙する方式に改めること, 主た

る診療科目を２つ以内にするなど変更される

可能性もあることから, 従来府医で認めてい

ないものが認められるように変わる可能性も

あり, 情勢を見計らい慎重に対応していくと

した｡

在宅医療について

地区から, 地域ケア委員会の中間答申の中

で在宅医療のサポートを府医が実施するとい

うことが盛り込まれていたことに関する質問

があり, 上原府医副会長は療養病床の削減に

ついて説明, 京都府においても地域ケア対策

検討会議を立ち上げ, 地域ケア整備構想を立

てているものの, 療養病床の80％の動向が決

まっていないため目処が立っていないことを

示した｡ ただ, 在宅に帰る患者も少なからず

出てくることを見越した上での受け皿として

の在宅医療の推進を図るべく府医の在宅医療

推進事業の概要を説明した｡ 問題点として在

宅医療を行うには訪問看護等との連携が不可

欠とし, 現在の７：１看護の影響を受けての

看護師の大規模病院集中化, 訪問看護ステー

ションの崩壊, ケアマネジャーの疲弊等を挙

げた｡ 森府医会長は, 在宅医療を受ける家族,

診療所, 病院, 疾患再発の際に入所する施設

が循環されるような施策づくりを重点項目と

し, 病院との関係については地区の実情に応じ

て少しずつ制度化していく必要があるとした｡

�������

引き続き行われた保険医療懇談会では, 中

野府医理事から最近の審査に見られる誤請求

事例等, 返戻レセプトに対する記載方法, 長

期にわたる疑い病名の転帰もれ, 散見される

適応外投与, 過量投与等, 診療報酬請求上の

留意点を紹介した｡

また, 医業類似行為に関する医師の同意書

について, 施術対象疾患のない同意書, 病名

から判断して妥当とは認めがたい施術の部位

および往療の指示等実例を挙げて記載上の留

意点を解説｡ ｢保険医及び保険医療養担当規

則｣ を紹介した上で, 安易な同意を与えるこ

とが医師の責任問題に発展する危険性等につ

いて注意を喚起した｡ (詳細は６月15日号京

都医報付録保険医療部通信参照)

なお, 地区からも様々な意見が出され, 活

発な意見交換が行われた｡
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豊田弥八郎西京医師会長の挨拶に続き, 森

府医会長が挨拶を兼ねて, 医療を取り巻く中

央情勢について述べ, 特に政府・与党が検討

している高齢者医療の負担増凍結については,

選挙対策の一時しのぎの制度でなく, 継続性

のある制度改定とするために, 既存の医療費

枠外からの財源確保に向けて, 日医の強い姿

勢が必要であるとの見解を示すとともに, 後

期高齢者医療制度における総合医制度創設に

ついても, 今後再浮上しないよう厳しく見守っ

ていかなければならないと強調した｡ 次に,

会館建設問題に触れ, 会員末端までへの周知

が不十分との批判の声もあり, 今後も従来以

上に情報をオープンにするよう心がけたいと

の意向を示した｡

レセコン導入の今後の対応

地区医師会からレセプトオンライン化につ

いて, すでに右京医師会との地区懇 (10月１

日付医報参照) でテーマとなっていたが, 会

員の理解不足等による, 業者主導によるレセ

コンの導入や回線変更等の問題, また新内閣

の発足に伴い, その後の情勢に変化は見られ

ないのかとの質問が出された｡ 藤井府医理事

からレセプト電算処理については ｢既存の大

手レセコン使用の場合｣ ｢新規レセコン購入

の場合｣ ｢レセソフト使用の場合｣ における

個々の具体的な対応について説明｡ 次にオン

ライン請求については, 現在厚労省の規定で

は ｢専用パソコンの設置｣ ｢ＮＴＴのフレッ

ツ回線等の利用｣ となっているが, 今後見直

される可能性が高いため, 回線の変更等につ

いては直ぐに対応せず, しばらく様子をみて

いただく方がよいとの見解を示す一方, 電算

処理については, 変わる可能性はないため,

個々の事情に応じた対応を検討していただき

たいと言及した｡ 最後に ｢手書きレセプト提

出医療機関の対応｣ について触れ, 日医は従

来から ｢このような医療機関にペナルティは

与えさせない｡ 現行の診療の継続は妨げさせ

ない｡｣ と明言している以上, 水面下で交渉

が継続されているであろうとの見解を示す一

方, 代行入力案が今後進む可能性があるので

費用等の問題についても今後交渉が必要にな

るとの見通しを述べた｡ 地区からＯＲＣＡ普

及に対する要望が出され, 藤井府医理事から

ＯＲＣＡの医療機関導入率については近畿ブ

ロックでは京都は和歌山県に次いで２位

(7.4％) であり, 京都医報等でも積極的に

ＰＲしていると報告するとともに, 地区医師

西京医師会と府医執行部との懇談会が10月15日(月), 京都エミナースで開催され, 地区から

22名, 府医から10名が出席し, 唐原 優西京医師会副会長司会のもと, ｢レセプトオンライン化

の見通し｣ ｢健診事業 (集団健診) の動向, 特定健診について｣ ｢医療法改正｣ ｢診療報酬改定

の見通し｣ などをテーマに, 約１時間半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

���������	
���
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西京医師会との懇談会 (10.15 京都エミナース)
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会単位でＯＲＣＡ日レセ導入に対応している

ケース紹介を医報記事(10月15日号)に掲載し

ているので参考にしていただくよう依頼した｡

特定健診, 健診事業 (集団健診) の
動向について

地区医師会から特定健診に関して情報不足

であるとの指摘を受けて, 上原府医副会長か

ら, 府医の ｢特定健診｣ ｢特定保健指導｣ へ

の対応イメージについて説明した｡ ①｢府医

特定健診サービス部｣ を設置 ②協力医療機

関は従来どおりに健診を実施 ③府医サービ

ス部で問診結果・検査データの内容を解析し,

保健指導対象者の選定と階層化を実施 ④保

健指導用データを実施医療機関へ送付 ⑤保

険者への請求は全て電子媒体でないと受け付

けられないことが決まっているため, 医療機

関からのアナログデータを府医サービス部で

全てデジタル化して保険者へ請求する｡ －な

ど協力医療機関においては従来の基本健診と

ほとんど変わることなく実施できるよう考え

ていると説明した｡ また, 府医では従来から

健診は開業医と住民との最初の接触の場とし

て重要視しており, また府市民の健康を守る

という意味においても ｢医療機関が健診から

保健指導まで一環して実施することによって

質の高い安心な健診を提供できる｡｣ と主張

して保険者や京都市と折衝してきていること

を報告し, 積極的な参画を強く呼びかけた｡

次に, 集団検診については折衝中であるた

め, 確定的なことは言えないと前置きした上

で, 京都市も京都市国保も受診率を上げるた

めどうしても残したいとの意向はあるが, 健

診単価の値下げ, 会場の人員確保の問題等従

来のやり方は望めないであろうとの見通しを

述べた｡

医療法改正について

橋本府医理事から平成19年４月の医療法改

正の概要について説明｡ ｢医療の安全に関す

る事項｣ については, 京都医報７月15日号の

付録に掲載された ｢医療法改正にともなう指

針等の作成義務化について｣ を参考にまず指

針を作成していいただき, 次に委員会の設置,

また職員研修については外部研修として位置

づけられている医師会主催の研修会をご活用

いただくよう呼びかけた｡ 次に ｢医療法人に

関する事項｣ については８月23日(木) に京

都府の協力を得て説明会を開催したが, 平成

20年３月31日までに定款を変更しなければな

らないことから, 来年１月までに再度説明会

を開催したいとの意向を示した｡ また, 特に

注意すべき点として ｢残余財産の帰属先に関

する見直し｣ については, 平成19年４月まで

に設立された医療法人は従来と変更なく ｢出

資者に還元する｡｣ ことになっているので,

定款を変更されないよう注意を促した｡

診療報酬改定の見通しについて

安達府医副会長は, 診療報酬改定について

現段階で具体的なお話ができないと前置きし

た上で, 初めに後期高齢者医療制度の創設の

経緯について説明, 特に後期高齢者医療のあ

り方に関する特別部会が策定した ｢基本的考

え方｣ の中に ｢後期高齢者が受ける医療は,

74歳までの者との連続性が必要である｡｣ と

の我々にとっては当たり前の文言を最終段階

で盛り込めたことは非常に大きな意義があっ

たとの見解を示した｡ 次に日医社会保険診療

報酬検討委員会の平成20年度改定重点要望項

目について触れ, 今年度は ①急性期リハビ

リテーションの日数制限 ②７：１看護の導

入 ③療養病床区分の強引な設定 ④在宅支援

診療所の４項目を早急に検討が必要な事項と

して追加し, また日医執行部に対して, 平成

20年度改定においてゼロサム改定は断固認め

ないとの強い姿勢で交渉に当たるように申し

入れたと報告した｡
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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 2.425％ (2.425％) 2.925％ (2.925％) 2.625％ (2.625％)

５年以内 2.150％ (2.100％) 2.650％ (2.600％) 2.250％ (2.200％)

10年以内 2.250％ (2.200％) 2.750％ (2.700％) 2.350％ (2.300％)

20年以内 2.250％ (2.200％) 2.750％ (2.700％) 2.450％ (2.400％)

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20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20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
学術生涯研修課 (� 075－315－5276 融資係)
までご連絡ください
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平成19年10月13日(土), 京都府医師会館大ホールにて ｢平成19年度 医療安全講演会｣ が開

催され, 221名の会員やコメディカルの方々が参加した｡

森府医会長は, ｢医療法の改正で診療所でも医療安全対策が求められている｡ 学校の教育現

場では, モンスターペアレントや, 経済的に余裕があっても給食費を支払わない保護者がみら

れる｡ 権利ばかり主張して義務をはたそうとしない風潮が社会的に問題になっている｡ 最近医

療機関でも, 診療費を支払わない患者さんが出てきている｡ そして医療安全の視点では,“何気

ない一言で患者さんとトラブルに発展する事例”,“初期の微妙な段階にも関わらず後医の前医批判

により裁判になっている事例”が多くみられる｡ 本日の講演を,日常の診療において参考にしていた

だき,またこのような問題を少しでも減らしていくのに役立てて貰いたい｡｣ と挨拶した｡

講演会では, 医療安全対策委員会の山木委員長, 齋藤副

委員長が座長を努め, 各専門医会から症例紹介, その後質

疑応答で進行した｡ また今回の講演を受講いただいた参加

者には, 医療安全講演会受講の修了証を交付した｡

講演では各専門医会から診察にあたりポイントとなる点

がわかりやすく紹介された｡ ｢歩いて受診するくも膜下出血

の症例｣ では, 会場から実際の体験談にもとづく質問もあ

り, 参加者は熱心に聞き入っていた｡

������������������������			
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１. 京都内科医会

｢心窩部痛と嘔吐を主訴とし診断が遅延した急性心筋梗塞の１例｣

京都第一赤十字病院循環器科副部長 島 孝友氏

２. 京都小児科医会

｢当初, 急性虫垂炎を疑ったが, 最終的に家族性地中海熱と診断した症例｣

京都第一赤十字病院小児科 瀬川 藍氏

｢ふらつきを主訴として母親と救急車にて来院したが検査所見上異常を認めなかった２歳女児の症例｣

京都桂病院小児科 許澤 知代氏

３. 京都産婦人科医会

｢妊娠を確認せずにレントゲン撮影をして患者が堕胎に至った症例｣

貫戸産婦人科医院院長 貫戸 幸彦氏

������ ��	
��
�����
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４. 京都府耳鼻咽喉科専門医会

｢急性喉頭蓋炎｣ 耳鼻咽喉科豊田医院院長 豊田 弥八郎氏

５. 京都消化器医会

｢閉鎖孔ヘルニア－高齢者で見逃しやすい腹部疾患－｣

国立病院機構京都医療センター消化器科 遠藤 文司氏

｢糖尿病患者に軽度のトランスアミラーゼ異常を認める症例｣

国立病院機構京都医療センター消化器科医長 勝島 慎二氏

６. 京都整形外科医会

｢リハビリ中に脳梗塞が再発した症例｣ 澤村整形外科医院院長 澤村 弘治氏

７. 京都糖尿病医会

｢他の病気と間違われやすい糖尿病ケトアシドーシス｣

｢当初脳血管障害を疑われた薬剤性低血糖症例｣

京都桂病院内分泌・糖尿内科部長 山本 泰三氏

８. 京都脳神経外科医会

｢歩いて受診するくも膜下出血の症例｣ 大原記念病院院長 垣田 清人氏

京医選管発第12号

平成19年11月１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

京都府医師会会長ならびに京都府医師会代議員・予備代議員の選挙について(予告)

現在の京都府医師会長の任期は平成20年３月31日に, また同代議員・予備代議員の任期

は平成20年１月31日をもってそれぞれ満了となります｡

つきましては, 下記のとおり府医会長・代議員・予備代議員選挙を告示しますので, 府

医選挙規定第18条第２項により予告します｡

記

＜告 示 日＞ 平成19年11月26日(月)

＜立候補締切＞ 平成19年11月28日(水) 午後４時

※届出は文書をもって府医選管委員長宛 (担当：府医事務局 総務課)

＜投 票 日＞ 平成19年12月16日(日) 午後２時～５時

��� � � � � ���

京都府医師会主催 ｢感染予防対策講習会｣ は, 11月10日・17日両日とも定員になり

ましたので, 締め切らせていただきました｡
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現在, 多くの会員の先生方がパソコンを使用した ｢電子メール｣ を使用され, 情報交換を行っ

ておられます｡ また, インターネットの Google 等 ｢検索エンジン｣ をご利用になり, 最新の

医療情報を検索して情報を得られている方も多いかと思われます｡ 京都府医師会では, 本年８

月から府医・会員メーリングリスト (府医会員ＭＬ) を立ち上げ, すでに多くの先生方にご活

用をいただいております｡ このＭＬは電子メールを利用して多数の会員同士で意見交換や情報

交換を行うシステムです｡ ご自宅にインターネットの回線とパソコンがあれば, これらはさほ

ど難しい作業ではありません｡ 今回, 京都府医師会館において今まで意欲はあっても機会を逸

されておられた会員の先生方を対象に, 日本医師会主催の初級パソコンセミナーへの参加希望

者を募ることになりました｡ なお日程等は希望者数の調整後に改めて通知いたします｡

対 象 原則として日医会員 約40名まで

開催日時 平成20年１月26日(土) および27日(日) に同じ内容で計４回開催

開催場所 京都府医師会館

講習内容 インストラクター３名が先生方のレベルに合わせて１グループ３～４名の少人数

制で指導します

実習形式で受講者１名に１台のパソコンを用意します

開催方法 いずれかの１講習２時間 (１講習は10名以内)

１月26日(土) ①13時～15時 ②15時30分～17時30分

27日(日) ③10時～12時 ④13時～15時

参加費用 無 料

●４回の講習のそれぞれは, 同じ内容のカリキュラムになりますのでいずれかを受講ください｡

●予定では初級パソコンカリキュラムとして【インターネットを利用した検索方法】と【電子

メールの使い方】を想定しています｡

●もし希望があればその他に【Word】,【Excel】,【PowerPoint】も可能です｡

【Word】,【Excel】,【PowerPoint】は下記市販テキストを利用しての講習になりますので, 参

加される方はテキストの購入 (必須) をお願いします (領収書をご用意します)｡

富士通オフィス機器株式会社編

○｢Microsoft Office Word2003 基礎｣ (販売価格 1,600円＜税込＞)

○｢Microsoft Office Excel2003 基礎｣ (販売価格 1,600円＜税込＞)

○｢Microsoft Office Powerpoint2003 基礎｣ (販売価格 1,600円＜税込＞)

●まず先生方のご要望をお伺いした上で, 実施する講習内容と日程調整を行いたいと考えます｡

希望者数によっては【Word】,【Excel】,【PowerPoint】のカリキュラムは中止することもあ

りますので前もってご了承ください｡

●希望者は希望される講習内容と受講可能な曜日をお知らせください｡
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●締め切り：平成19年11月30日(金)

●連絡先 京都府医師会 総務課 萩永まで

ＦＡＸ 075－314－5042 Ｅメール kma26@kyoto.med.or.jp

※下記①～⑤をＦＡＸまたはＥメールにてご連絡ください｡

①希望受講内容 (いずれかひとつのみ回答)

Ａ【初級パソコンカリキュラムとして電子メールの使い方とインターネット検索】

Ｂ【Word】

Ｃ【Excel】

Ｄ【PowerPoint】

②希望される曜日 (事後の調整のためできるだけ複数回答でお願いします)

１月26日(土)

Ａ 13時～15時

Ｂ 15時30分～17時30分

１月27日(日)

Ｃ 10時～12時

Ｄ 13時～15時

③パソコンの経験

Ａ ゆっくりでもパソコンで文字の入力ができる

Ｂ パソコンでの文字入力は全くできない

④所属地区医師会

⑤氏 名

⑥連絡先 (住所・電話番号)

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

府医では, ８月より ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, ＭＬ)の試験運用を開始しました｡
登録方法は下記のとおりですが, 基本的には, 府医事務局までＭＬ登録の旨ご連絡いただき, 登録

が完了しますと ｢Welcome to kyoto -med mailing list｣ という件名で登録完了をお知らせするメール
が送信されます｡ その後, ご使用中のパソコンで指定のメールアドレスに送信していただくことで,
ＭＬに登録されたすべての会員や地区医師会に自動的にメールが送られることになります｡ 詳細は,
下記をご参照ください｡

【登録方法】
��������	
���������

●①地区医師会名 ②医療機関名 ③氏名 ④メールアドレスを記載の上, ＦＡＸまたはＥメールで府
医事務局総務課まで送信してください｡
＜宛 先＞ ＦＡＸ：075－314－5042 メール：kma26@kyoto.med.or.jp
●お申込みいただいた会員の先生方には, 府医事務局においてアドレスを登録し, 確認メール (件名：
｢Welcome to kyoto-med mailing list｣) にて, 順次, 直接通知いたします｡
●『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-kiyaku.pdf
●『京都府医師会・会員メーリングリスト運用ガイドライン』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-unyougaido.pdf
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学校保健法施行規則の一部を改正する省令の施行について

上記の件について, 文部科学省スポーツ・青少年局長からの通知が京都府教育委員会を通じ

てありましたのでお知らせいたします｡ 改正の趣旨・概要は下記のとおりです｡

なお, 当省令は平成19年10月１日に公布され, 平成20年４月１日から施行されます｡ (ただ

し, 就学時健康診断票に係る改正規定については公布の日より施行)

記

[１] 改正の趣旨

今回の改正は, 脳・心臓疾患につながる内臓脂肪症候群等の所見を有する労働者が増加

しているなどの状況にかんがみ, ①健康増進法第９条第１項に規定する健康診査等指針の

一部が改正される見込みであること, ②労働安全衛生規則等の一部が改正され, 一般健康

診断の項目の改正が行われたことを踏まえ, 学校においても, 学校保健法施行規則に規定

する職員の健康診断に係る規定について所要の改正を行うものであること｡

そのほか, 就学時健康診断票の様式について所要の改正を行うものであること｡

[２] 改正の概要

１ 職員の健康診断について

(１) 検査項目について

検査項目に ｢腹囲｣ を新たに加え, 以下の職員については検査を省略することがで

きることとしたこと｡

・ 40歳未満の職員 (35歳の職員を除く｡)

・ 妊娠中の女子職員その他の職員であって腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していない

と診断されたもの

・ ＢＭＩが20未満である職員

・ 自ら腹囲を測定し, その値を申告した職員 (ＢＭＩが22未満である職員に限る｡)

においては, これを除くことができるものであること (第10条第１項第１号及び第３

項関係)｡

(２) 方法及び技術的基準について

① ｢尿｣ の糖の検査について, 検査項目から除くことができないこととしたこと

(第11条第５項関係)｡

② ｢血中脂質検査｣ について, 血清総コレステロールに代わり, 低比重リポ蛋白コ

レステロール (ＬＤＬコレステロール) の量の検査を加えたこと (第11条第９項関

係)｡

(３) 職員健康診断票について

｢腹囲｣ の記入欄を設けるなど所要の改正を行ったこと｡ (第４号様式関係)

２ 就学時健康診断票について

麻しん及び風しんの定期の予防接種歴を記入できるよう修正したこと｡ 様式の (注)
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に記載された ｢予防接種｣ の欄の記入方法について, 結核予防法に関する記述を削除し

たこと (第１号様式関係)｡

[３] 留意事項

就学時の健康診断を行うに当たっては, ｢学校保健法施行規則の一部の改正等について｣

(平成14年３月29日付け13文科ス第489号文部科学省スポーツ・青少年局長通知) 別紙一に

定める ｢就学時の健康診断の実施について｣ において, 予防接種を受けていない者には予

防接種を受けるよう指導することとされていることを踏まえ, 予防接種歴の確認及び指導

を適切に行うこと｡

※なお, 詳細をご希望の場合は府医地域医療課 (TEL 075－315－5278) までご連絡いただけ

ばお送りいたします｡

介護保険の要介護認定について法令では申請から30日以内に認定結果を出すことになってお

ります｡ そのために主治医意見書の提出期限について京都市等は依頼日から10日以内を原則と

しております｡

ところが, 介護保険制度発足から７年目を迎えた現在でも, 依頼日から提出日までの所要期

間は下記のとおり期限内に提出いただいているのは半数以下となっております｡

主治医意見書の提出遅れはそのまま認定結果の遅れに直結し, 申請者のサービス利用が暫定

的なものになり不安定な状況におかれることから, 期限内の提出を厳守いただきますようお願

いします｡

なお, 特に提出が遅れている医療機関には, 別途京都市から依頼文書が送付されますのでご

了承ください｡

｢主治医意見書｣ の早期提出を

主治医意見書
受理件数

期限内提出件数
(10日以内)

期限超過提出件数
平均提出期間

11日～20日 21日以上

23,321件 9,883件
(42.4％)

9,922件
(42.5％)

3,516件
(15.1％) 13.8日
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府医では現在までＯＲＣＡ日レセの情報提供を継続し, 診療所の多数の会員おいて日レセを

導入していただいた｡ 日レセには無床診療所版だけでなく有床版もあることはあまり知られて

いない｡ 今回は早くからこの導入を決意され, 実績のある明治鍼灸大学付属病院・医事チーム

の高木真二氏にレポートをお願いし, ご寄稿いただいたのでまずこれをご紹介する｡

���������	
����������

平成14年の夏｡ 院内にコンピュータシステム検討委員会なるものが誕生し, 電子カルテ化と

その前段となるオルカ導入が決定された｡ かくして我々事務方は, 実績皆無の未知のシステム

に対する不安から大騒ぎとなった｡ 当時稼働していたＴ社制システムの保守終了期限まで残り

わずか８ケ月｡ また, オルカ導入ならびにメンテナンスをお願いすることとなったＪ社さんも,

病院での取り組みは全く初めての企業であった｡ 未だ完成すらしていない入院版オルカへ, ど

のように移行していくのか｡ かくして我がチームの挑戦と病院ＩＴ化計画は始まったのです｡

そして翌年の平成15年４月１日, 入院版のファーストユーザーとして運用が開始されました｡

あの日から早くも４年｡ 導入前後の苦労談も今では笑い話となり, オルカは私たちの期待ど

おり完成度の高いシステムとなっています｡

さて余談ですが, 導入の翌年から, 毎年３月の後半に私は家族旅行に行くようになりました｡

かつてのシステムでは考えられないことですが, 法改正のシステム変更対応が ｢楽｣ なのです｡

ほとんど何もしなくてよいのです｡ 保険請求業務も大幅に省力化され, 現在, 請求業務のため

の残業は少なくとも外来部門ではほとんどありません｡

オルカ導入による省力化は, 次のような点で効果が顕著です｡

①磁気レセプトの導入と, オンライン請求への参加により, 大幅な業務軽減を図れたこと｡

②新規マスター登録などのマスターメンテナンスがオンラインにより簡単に実行出来ること｡

③オンラインメンテによりシステムは常に最新の状態を維持出来ること｡

④ソフトの不具合修正が速やかであること｡

⑤法改正対応が, スムーズであること｡ (ユーザーの出る幕はほぼありません)

現在のオルカ関連システム構成は, 次のとおりです｡

①オルカサーバー正副計２台 オルカ端末８台 プリンター５台

②再来受付システム (オルカから患者情報等を取得)

③検診検査システム (オルカから患者情報を取得)

④薬剤システム (オルカから患者情報と処方情報を取得)

⑤オーダリングシステム (今年度より一部運用開始予定)
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オルカの費用抑制効果は大きいです｡ 当院では次のように分析しています｡

①導入費用自体の抑制効果は予想どおりで, メンテナンス費用にいたっては前システムの10％

程度となった｡

②既存メーカーのシステムはパッケージ化された商品で, 将来のシステム更新時に改めてパッ

ケージ購入費用が必要｡ 一方オルカは, 入れ替えが必要となったハードなどを順次更新する

ことで済む｡

③オルカはバージョンアップを逐次無償で実施してくれる｡ 既存メーカーは, 一定レベル以上

のバージョンアップは有償であることが多い｡

④既存メーカーは, システム全体をまる抱えすることがあるため, 関連システムや周辺機器の

選定に制限が生じる上, 価格競合が期待出来ない｡ しかし, オルカの他機器との接続方法は,

公開された標準企画であるため, 様々なシステムとの接続が容易である｡

⑤オルカの普及は加速度的に進む可能性があり, 従ってベンチャー企業等による様々な関連シ

ステムの開発も大いに期待出来る｡

オルカのデメリット？

①進化が速くてついていけないことがあります｡ (知らない機能が結構あります)

②オルカのコンセプトを理解しておくことが必要です｡

最後に

オルカのコンセプトを理解すること｡ メンテナンス会社を上手に選定すること｡ この点さえ

押さえておけば, これほどリーズナブルでレベルの高いシステムはないと思います｡ 医事課の

みなさん, 残業はほどほどにね｡

以上, 本稿を頂いた高木氏には会員の質問等にもお答えいただける旨承諾いただいた｡ ご質

問等がある場合は以下まで｡

明治鍼灸大学付属病院 医事チーム チームリーダー 高木 真二氏

〒629－0301 京都府南丹市日吉町保野田ヒノ谷677

TEL：0771－72－1221 FAX：0771－72－0234

��������	
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この有床版は全国ですでに多

数利用されており, 最大規模で

は400床の急性期病院ですでに

稼動している｡ 有床版は右に示

すごとく本年９月データでは700

近くの医療施設で導入されつつ

ある｡ その７割は19床以下の有

床診療所であるが200床以上の

病院での導入移行が20件ある｡

京都でも10医療機関で有床版が

導入されつつある｡

病院で導入する最大のメリッ
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配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
を
な
く
す
啓
発
期
間｣

に
つ
い
て

トはコストの削減であり, 規模が大きいほどその額も大きくなる｡ 導入, 維持費とも多くは,

メーカー製の半額以下ですむと言われている｡ ただし問題もある｡ 病院のそれまでの事務運用

システムとの相関は複雑で, これらを安心して任せるには, まず日レセ認定業者の中からそれ

なりの経験をもっているベンダーを選ぶ必要がある｡ そして病院事務方もそれなりの覚悟を持

ち業者と一体となって病院システム構築に協力する姿勢が要求される｡ 日医総研は今年よりこ

のオーダリングなどの複雑な利用を想定した日レセ外部インターフェースの開発に力をいれる

という｡ 業者任せで事を進めることは難しいと考えられるが, 病院経営におけるコストを真剣

にお考えになる場合は是非このＯＲＣＡ日レセの導入を一度ご検討いただきたい｡

診療所と病院が同じプラットフォームをもつことは将来的な医療情報ネットワークの基盤と

して大きな存在となる｡

京都府 平成19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－

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が下記の

とおり実施されます｡ 京都府医師会も昨年に引き続きこれに協賛しており, 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19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(月) から25日(日) 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：吉村氏)

TEL 075－414－4292

FAX 075－414－4293
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ざ
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ら
会 乙訓地区は向日市, 長岡京市, 大山崎町の

２市１町からなり, 京都盆地の南西部に位置

し大阪府と接しています｡ 人口は約15万人

です｡

乙訓医師会は昭和22年５月に誕生し, 平成

13年６月１日に社団法人乙訓医師会が設立さ

れ, 今年創立60周年を迎えました｡ 平成19年

10月１日現在会員数204名であり, ７つの病

院を含む114の医療機関があります｡

医師会活動は多岐にわたり, 卒後研修とし

ては学術講演会, 文化講演会, 在宅医療推進

のための研修会の他, 内科懇話会, 整形外科

懇話会, 産婦人科懇話会など各専門科の勉強

会も開催されています｡ 感染症については新

型インフルエンザ, 狂犬病などタイムリーな

テーマで乙訓保健所との連携により研修会が

開かれています｡ また, 平成３年から毎年秋

に, 病診連携の一環として開催されている

｢乙訓医学会｣ は, 今年で17回目となり, 症

例や研究発表について活発な意見交換が行わ

れ, その集大成 ｢乙訓医学会収録｣ は平成16

年から医学中央雑誌に収載されています｡

乙訓医師会では, 介護保険施行以前より在

宅医療の重要性を認識し, 医師会中心に運営

する ｢在宅療養手帳｣ を核として医師以外の

各職種との連携を深めてきました｡ 介護保険

施行時には ｢介護保険担当者交流会｣ を, 障

害者自立支援法施行時には ｢障害者介護担当

者交流会｣ を医師会が推進役となり立ち上げ

ました｡ また, 平成18年４月10日に ｢介護保

険 この問診票があれば主治医意見書が書け

る｣, 11月10日に ｢障害者程度区分認定 この

問診票があれば主治医意見書が書ける｣ を金

芳堂から発刊しています｡ 意見書記載には介

護という医療とは異なる視点が必要ですが,

この本を利用すると簡単に有意義な意見書を

記載することができます｡ 是非ご利用くだ

さい｡

現在, 地域住民や医師会員への情報発信は

ホームページなども利用して行うよう努めて

います｡ 一度, 乙訓医師会ホームページ

(http://www.otokuni.kyoto.med.or.jp/) をご覧

ください｡

乙訓医師会

広報担当理事 窪田 小弓

温暖化!! きびしい夏の暑さからやっ

と解放され, 10月となり, 天高く, 馬

肥ゆる爽やかな気候となりました｡

あちこちで, 運動会, 村祭の歓声が

聞かれ, 一方田園では, 機械化が進み

いっぺんに稲田は刈田となり, 群れな

す雀, 鳩, 鴉が遊び, 時に子供達の遊

び場となりました｡ また所々に残る秋

桜畑は今を盛りと花を咲かせ, 田園風

情をただよわせています｡ 日々移り変

わる自然, 山々もやがて彩づき, 観光

客で街は賑わうことでしょう｡

(当番 江津子)
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井上代志子
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上山 青柿
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小林 明子
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福原 宏一

01234�56789�

田村江津子

10月例会
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いつの頃からか ｢医食同源｣ という言葉

が使われるようになった｡ 調べてみると

1970年頃テレビ番組で, ある医師が使った

ことが始まりであるという｡ この医師は日

頃からバランスの取れた食事をすることに

よって健康を維持し, 病気になることを避

けようという趣旨でこの言葉を用いたそう

である｡

しかし, この言葉が繁用されるようになっ

たのはもう少し後で1990年前後からである｡

後になるにしたがって最初の趣旨とズレを

生じ, バランスの取れた食事を摂ることで

はなく, 身体に良いといわれるものを摂取

しての健康増進, あるいは疾病の治癒軽快

などの意味が強くなり現在のサプリメント

ブームにつながった｡

このようにサプリメントが健康増進・維

持の必須アイテムとしてとらえられるよう

になっていった背景には国民の健康への関

心が高まったことに加え, 医薬品による被

害の報道が相次いだことも大きく影響して

いると思われる｡ しかしサプリメントとい

われるものについてはその定義すらあいま

いで, 実際にも単なる一般食品扱いで流通

しているところに問題がある｡ しかもこの

流通ルートの約半分は通販であり, 販売店

での説明もなく購入者の判断だけで購入さ

れ摂取されているのである｡

サプリメントの需要が先に述べた健康へ

の関心と医薬品への不安・不信が原因となっ

ているとしても, 患者が自分の病気や不健

康状態を理解しないまま ｢治りたい｣ とい

う希望だけを先行させてサプリメントに飛

びつくようでは不要なものを購入するだけ

にとどまらず, 逆に健康被害に結びつく心

配さえある｡ これでは最初のバランスの取

れた食事をすることによって健康を維持し

ようという趣旨からはかけ離れてしまって

いる｡

食品については必ずしも医師が十分な知

識を持っているともいえない分野であるだ

けに適切な助言をすることに自信を持てな

い場合もあるかと思うが, 放置すれば広い

意味での医療費の浪費にもつながる問題で

あると理解し, 摂取について相談された場

合には根拠のある指導ができるようにして

おきたい｡

この文については10月８日に行われた第

40回日本薬剤師会学術大会でのシンポジウ

ムを参考にしています｡ シンポジウムの場

で個々のサプリメントについての文献的根

拠の有無を検索できるサイトとして国立健

康栄養研究所のものが紹介されていました

のでＵＲＬを付記しておきます｡

トップページ

http://www.nih.go.jp/eiken/

素材データベース

http://hfnet.nih.go.jp/contents/indiv.html

(情報企画委員会委員・山科 山田 一雄)
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はじめに, この６年間は医療制度構造改革,

｢小さな政府｣ (すでに小さな政府ではある)

路線の推進により, 恐れていた格差問題や医

療崩壊が現実化した｡ 各医療関係者の問題提

起にもかかわらず, 困ったことには, 多くの

課題が診療現場, 医師特に勤務医の病院医療

において, 負担・矛盾と不透明感が拡大し,

私達のこれらの医療政策に対しての厳しい批

判に満足に応えられることなく, 効少なくス

トレスの多い期間でもあった｡

私の協会の任期も終わる直前, ５月中頃病

院の検診にて, 全く自覚症状のない心房細動

の指摘を受けた｡ 循環器専門医のアドバイス

で治療を開始すると, ４日目には正常化した

が, その後の６月９日午前１時過ぎ, 椅子か

ら立ち上がろうとして右後頭部に違和感 (ピ

リッ) を感じたがそのまま就寝した｡ 午前６

時頃突然強いむせこみで目が覚め, 立とうと

したが強度のめまいとふらつき, 嗄声, 起立

不能, 右下肢の脱力感あり‘脳梗塞’と自己

判断した｡ 某病院救急センターに神経内科の

ドクターが当番されていることが分かり, 緊

急搬入され, 午前10時過ぎには脳卒中センター

のＩ先生による診察とＭＲＡ検査にて, ワレ

ンベルグ症候群 (右延髄外側背側梗塞) と診

断された｡ 救命救急病棟への入院時にも意識

レベルには障害なく, 問診にも何とか答えて

いたが, 右ホルネル徴候, 左向き水平眼振,

右顔面異常感, 咽頭部カーテン徴候, 嚥下障

害, 嗄声, 右下肢体幹失調と多彩な症状が認

められた｡ 入院から３日目, 症状の安定を待っ

て急性期リハビリテーションとしてベッド上

の訓練と嚥下訓練が始まり, 静脈性の抗凝固

療法, 翌日からカニュウレによる酸素吸入

(軽度の肺炎併発) を続ける中, 経口でお茶

ゼリーと間歇的食道経管栄養による栄養補給

が開始された｡ ５日目から始まったリハ訓練

室でのＰＴ・ＳＴそしてＯＴによる積極的リ

ハビリは今でも忘れられない｡ 急性期リハビ

リを担当していただいたＰＴさんＳＴさんの

励ましがあったお陰で今の自分があると思う

と感謝するばかりである｡ もちろん, 早期の

社会復帰を目指して自分のモチベーションを

維持していたからこそ厳しい訓練にもついて

いくことが出来たとは思っているが, 常日頃

から元気なときにこそ体を鍛えておくことも

リハビリの効果を一層高めるために必要なこ

とであると実感した｡

急性期治療を終えて, 回復期リハを受ける

ためＯ病院へ移り外科医になって初めてゆっ

たりした時間を過ごし, リハビリは相変わら

ず厳しいが日に日に回復する自分を確かめる

ことが出来た｡ 脳卒中が高齢者医療の中でも

要介護となる大きな原因と言われており, 少

子高齢社会では, 周りの人たち, 家族の協力,

励ましとともに, より的確な治療とリハビリ

の流れ, ゴール設定, チームによる包括的な

アプローチが欠かせないと思われた｡ 幸い発

病３ヶ月で後遺症が残るも仕事に復帰出来,

実労は半減したがそれでも主治医の先生は驚

かれているだろう｡ 梗塞部位がラッキー？

こればかりは神に感謝するほかないが, 新し

い医師会館建設も設計段階に入るとのこと,

市民への開放も必要ではあるが, 何よりも会

員のことを第一に考えたバリアフリーの會舘

であってほしいと心から願うものです｡

ワレンベルグ症候群
を自ら体験して

宇治久世 木村 敏之
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日本医薬品集 医療薬2008年版

監修：日本医薬品集フォーラム
発行：じほう ９月初旬
体裁：Ｂ５判／3,200頁

●日本医薬品集 医療薬2008年版 (書籍)

定価：13,650円 (本体13,000円)

●日本医薬品集2008セット版 (書籍：日本医薬品集医療薬

2008＋CD-ROM：日本医薬品集ＤＢ)

定価：24,150円 (本体23,000円)

●日本医薬品集ＤＢ2007年９月版 (CD-ROM)

定価：15,750円 (本体15,000円)

本書は国内で多くの医療機関の信頼を得ている定番書籍です｡ 全医家向け医薬品約

17,500品目の添付文書情報を詳細に編集｡ 効能・効果, 用法・用量, 禁忌・副作用情

報を含む使用上の注意など, 薬物治療に必要な最新情報を収録しています｡ 2007年版

と同様, 薬価情報を記載｡ 後発医薬品にはマークを付しています｡ 付録には過去１年

の新規薬価収載・効能追加品目などの一覧に加え, ユーザーの方々よりご要望のあっ

た過去２年分の経過措置品目も収載｡ お問い合わせは, ㈱じほう大阪支局 (電話06－

6231－7061), お申し込みは最寄りの書店まで｡

� 新 刊 紹 介 �

麻薬と麻薬免許の取り扱い等について

麻薬と麻薬免許の取り扱いについては, ｢麻薬及び向精神薬取締法｣ の下, 厳重に規制

されています｡ 中でも麻薬免許を所持しない医師や免許が失効した医師が, 麻薬を取り扱っ

た場合 (下記の事例参照) 等は, ｢麻薬及び向精神薬取締法｣ 違反として, 罰せられるこ

ととなりますので十分ご注意ください｡

また, 麻薬を医療機関内で保管される場合は, ｢鍵をかけた堅固な設備｣ 内に保管する

ことが同法で定められています｡ 容易に移動できない金庫で施錠のあるものが必要です｡

鍵付きの机の引き出しやロッカー等は該当しないのでご留意ください｡

なお, 同法の罰則規定には, 懲役刑等も含まれておりますので重ねてご留意ください｡

����

①麻薬と知らずに院外処方せんに記載し, 処方した場合

②麻薬免許が失効した後に, 気づかず麻薬を処方 (院外処方含む) または購入した場合

③麻薬免許が失効した後に, 麻薬の在庫があった場合
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府医図書室所蔵の下記ビデオテープをご希望の方にお譲りいたしますので, 本紙をコピーし

てご希望のビデオに○印を付け, ご住所・ご氏名明記の上, ＦＡＸ (075－314－5042) にてお

申し込みください｡ なお, 同一ビデオへのご希望が多数の場合は, 抽選とさせていただきます

のでご了承ください｡ 申し込み締切は11月30日(金) とさせていただきます｡

室室室 だ図図図 書 よよよ り

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

470 早期大腸癌の画像診断と治療
大阪医大第二内科教授

勝 健一氏
Ｈ９.１ ２

471 癌はどのようにしてできるのか？
順天堂大医学部内科教授

佐藤 信紘氏
Ｈ９.２ ２

472 骨髄移植の末梢血幹細胞移植
九州大医学部第一内科教授
(次期日本内科学会会頭)

仁保 喜之氏
Ｈ９.２ １

473 Ｃ型肝炎診断の最近の話題
東燃株式会社診断薬事業室

長谷川 明氏
Ｈ９.２ ２

474
Ｃ型肝炎ウイルスによる肝硬変・肝癌
の超音波診断～最新の研究も交え～

京大医学部消化器内科助教授
森安 史典氏

Ｈ９.２ ２

475 最前線のＣ型肝炎の治療
金沢大医学部第一内科教授

小林 健一氏
Ｈ９.２ ２

476
胆道疾患診療の進歩
～内視鏡治療と薬物療法～

京都第一赤十字病院消化器科部長
藤本荘太郎氏

Ｈ９.３ ２

477 成人喘息とステロイド吸入療法
昭和大医学部第一内科教授

足立 満氏
Ｈ９.３ ２

478 喘息治療のガイドライン
京大胸部疾患研究所教授

泉 孝英氏
Ｈ９.３ ２

479 胃粘膜防御機構をめぐるトピックス
獨協医大第二内科教授

寺野 彰氏
Ｈ９.４ ２

480 外来における内分泌疾患診療のコツ
浜松医大名誉教授

吉見 輝也氏
Ｈ９.４ ２

481
保険診療の心得
気管支喘息における抗炎症性薬と効果
的な治療

京都社保支払基金委員長
多田 寛氏

同愛記念病院アレルギー呼吸器科医長
佐野 靖之氏

Ｈ９.３ １

482
胆膵領域の超音波検査
～胆膵癌の早期発見をめざして～

日赤熊本健康管理センター健診部長
三原 修一氏

Ｈ９.５ ２

483 狭心症治療の現況と今後の展開
京大医療技術短大教授

藤田 正俊氏
Ｈ９.５ ２

484 不整脈診断へのアプローチ
弘前大医学部第二内科教授

奥村 謙氏
Ｈ９.５ ２

485 大腸ポリペクトミーはどこまで必要か
京都がん協会副所長

多田 正大氏
Ｈ９.６ ２

486
外来診療における漢方薬の使い方
～肝硬変の肝発癌予防を中心に～

大阪市立大医学部名誉教授
山本 祐夫氏

Ｈ９.６ ２

487
アルコール性肝障害の臨床
～その現状と問題点～

慶応義塾大内科教授
石井 裕正氏

Ｈ９.７ １
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整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

488 治療を要する不整脈の判断と対策
東京医科歯科大循環器病学教授

平岡 昌和氏
Ｈ９.７ １

489
ヘリコバクター・ピロリ感染と胃粘膜
障害について

府医大第一内科助教授
吉川 敏一氏

Ｈ９.８ ２

490
パーキンソン病診療における最近の話
題

広島大第三内科教授
中村 重信氏

Ｈ９.８ ２

491 肝胆膵における最近の画像診断
京大医学部放射線科助手

伊藤 享氏
Ｈ９.９ ２

492
外来診療における消化器疾患治療の基
礎知識～ヘリコバクター・ピロリをめ
ぐる最近の話題

自治医大消化器内科教授
木村 健氏 Ｈ９.９ ２

493 日本の結核の現状と対策
結核予防会 結核研究所所長

森 亨氏
Ｈ９.９ ２

494 活性酸素とその周辺の話題
府医大附属病院院長

近藤 元治氏
Ｈ９.９ ２

495
シンポジウム
ターミナルケアとインフォームドコン
セント

総括者 京大医学部前教授
森 徹氏 Ｈ９.９ ２

496 夢分析の実際
国際日本文化研究センター所長

河合 隼雄氏
Ｈ９.10 ２

497 [予測医療] の時代に備えて
府医大公衆衛生学教室教授

酒井 敏行氏
Ｈ９.10 ２

498
これからの医療制度はどうなるか
～医療費問題を軸に～

慶應義塾大医療政策管理学教授
池上 直己氏

Ｈ９.10 ２

499 抗生物質による治療とMRSA
順天堂大医学部細菌学教授

平松 啓一氏
Ｈ９.10 ２

500
苦痛・事故・見落としのない大腸内視
鏡検査の方法 ～ライブと解説～

日本医師会学術企画委員
神保消化器内科医院院長

神保 勝一氏
Ｈ９.11 ２

501
狭心症の治療に関する最近の知見
～外来における狭心症治療の心得～

日本医大第一内科教授
岸田 浩氏

Ｈ９.11 ２

502 ストレス性健康障害の診断と治療
東邦大医学部心身医学教授

筒井 末春氏
Ｈ９.11 １

503 腎障害と高血圧
埼玉医大腎臓内科学教授

鈴木 洋通氏
Ｈ９.11 １

504
大腸癌の発生・進展には主に２つの経
路がある

新潟大医学部第一病理学教室教授
渡辺 英伸氏

Ｈ９.12 ２

505 外来における腎疾患鑑別の基礎知識
京大医学部附属病院人工腎臓部
副部長兼老年科講師

土井 俊夫氏
Ｈ９.12 ２

506 開業医に必要な脂質代謝の知識
帝京大医学部第一内科教授

寺本 民生氏
Ｈ９.12 ２
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秋晴れの10月７日(日), 向島コートにおい

て府医師会, 府立医大・京大医学部学生諸君

との親善テニス大会が開催された｡

５年前より毎秋に現役のテニス部学生選手

と交流を深めるため企画されたものである｡

医師会側は平均年齢50歳以上, 学生達とは親

子ぐらいの差はあるのだが…｡

強打だけがテニスではないと信じての対戦

となった｡ 学生達のきびきびとしたプレース

タイルに励まされ, 我々も日頃の練習の成果

を出すべく, 老体にむち打ってコート内をか

けまわり, 汗をかくこととなった｡

緩急に富んだ熟練のワザに対して学生達が

手をゆるめてくれたのか, 案外試合らしくう

まく運んだようである｡ 戦績は別紙の如く医

師会の14勝, 府立医大・京大医学部の13勝と

なり, 僅差で老獪テニスの勝利することとなっ

た｡

親善大会終了後には, 府立医大・京大医学

部のベストペアー同士の対戦とか, お好みで

学生達とペアーを組んで楽しいテニスをする

ことが出来た｡

来秋にも同様の企画で大会を開催する予定

です｡ 多数のご参加をお待ちいたします｡

(平杉嘉昭 記)

����

府立医大・京大医学部
テニス部との親睦大会

医師会 14勝－13勝 府立医大・京大医学部

平杉嘉昭・平杉とよ子 ⑥－４ 府立 木元・大西

中田雅支・吉井一博 ⑥－１ 府立 井上・山本

小谷知也・佐々木健一 １－⑥ 京大 矢嶋・足立

川島市郎・佐藤智夫 ⑥－３ 京大 乾 ・遠藤

平杉嘉平太・木本秀治 ０－⑥ 府立 川本・竹脇

池村(美)・池村(光) ３－⑥ 京大 友滝・佐藤

島津 章・玉置公一 ２－⑥ 府立 岩井・桶口

冨井紘久・横山晴一 ⑥－２ 京大 平野・ 辻

榎本栄朗・平杉嘉平太 ２－⑥ 府立 西田・高田

平杉嘉昭・平杉とよ子 ⑥－３ 京大 田代・庄野

中田雅支・吉井一博 １－⑥ 京大 矢嶋・足立

小谷知也・佐々木健一 ⑥－５ 府立 西田・高田

川島市郎・佐藤智夫 ⑥－５ 府立 出口・荻野

平杉嘉平太・木本秀治 １－⑥ 京大 友滝・佐藤

池村(美)・池村(光) ⑥－２ 府立 佐藤・下村

島津 章・玉置公一 ⑥－２ 京大 乾 ・遠藤

冨井紘久・横山晴一 ⑥－５ 府立 岩井・荻野

榎本栄朗・佐藤智夫 １－⑥ 府立 出口・桶口

平杉嘉昭・平杉嘉平太 ⑥－４ 府立 井上・山本

中田雅支・吉井一博 ５－⑥ 京大 友滝・佐藤

小谷知也・佐々木健一 ０－⑥ 京大 平野・ 辻

川島市郎・佐藤智夫 ４－⑥ 京大 矢嶋・足立

榎本栄朗・木本秀治 ０－⑥ 京大 乾 ・遠藤

平杉嘉平太・平杉とよ子 ⑥－１ 府立 木元・大西

島津 章・玉置公一 ⑥－２ 府立 西田・高田

冨井紘久・横山晴一 ３－⑥ 府立 川本・竹脇

榎本栄朗・中田雅支 ⑥－５ 府立 佐藤・下村
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と き 11月25日(日)
午前９：00 スタート

ところ マリンパーク北村(オムニコート)
大阪市大正区北村３－３－70
(TEL 06－6555－6161)

試合形式 ダブルス (なるべくペアで申し込んでください)

参 加 費 3,000円 (昼食代・飲物代)

申込締切 11月16日(金)

◇申し込みおよび詳細については, 横山晴一 (TEL 075－335－3202, FAX 075－335－

3203) 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

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で行われ, シ

ニアの部は, 優勝が草場健二氏 (上東), 準

優勝に藤田邦浩氏 (北), 第３位に余 昌英氏

(北) が, グランドシニアの部は, 廣崎彰良

氏 (左京) が優勝, 準優勝に井上 進氏 (綾

部), 第３位は中部普行氏 (伏見) が獲得

した｡

プレー後は, 大会世話人の余 昌英氏 (北)

よりご挨拶のあと, 懇親会, 続いて表彰式が

行われ, 各受賞者に賞品が手渡されるたびに

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29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
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シニアの部 草場健二氏(上東),
グランドシニアの部は廣崎彰良氏(左京) が優勝

10月８日(月・体育の日), 第29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｡ 朝のうちの雨にもかかわらず, 午後まで何とか持ちこたえ, ご婦人の方も含

め８地区21名の参加のもと熱戦が展開された｡

シニアの部優勝の
草場健二氏 (上東)

グランドシニアの部
優勝の廣崎彰良氏 (左京)
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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, 学術生涯研修課までご連

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

①植込み型除細動器と抗不整脈薬との相互作用に係る ｢使用上の注意｣ の改訂指示等について

(日医常任理事)

本件は, 植込み型除細動器 (以下 ｢ＩＣＤ｣ という) が植込まれた患者に, 併用投与して

いた抗不整脈薬アミオダロン塩酸塩を増量したところ, アミオダロン塩酸塩の徐拍化作用に

より, 患者に出現した持続性頻脈発作をＩＣＤが検出できず, 除細動治療が行われなかった

事例が報告されていることにより, 当該機器を使用する関係者に注意を促すものです｡

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

中尾 暢希 Ｂ 右京
右京区嵯峨柳田町11－８
中尾クリニック

871－5450 外

訃 報

山本 光生氏／中西・梅城・９月８日ご逝去・61歳
福島 昌彦氏／下西・第３・９月21日ご逝去・69歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区

小林 昌樹 Ｂ 山科
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 新潟県中越沖地震にかかる義援金

３. 地区医師会との懇談会の状況

４. 京都私立病院協会との懇談会の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 第29回産業保健活動推進全国会議の

状況

７. 第２回全国メディカルコントロール協

議会連絡会の状況

８. 救急フェア2007 in KYOTOの状況

９. 京都府立学校総括安全衛生委員会の

状況

10. 第34回くらしと健康展の状況

11. 第12回地域ケア委員会の状況

12. スポーツ医学委員会の状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 第11回医業経済・融資斡旋委員会の

状況

15. 平成19年度第２回都道府県医師会長協

議会の状況

16. 平成19年度第５回近医連常任委員会の

状況

17. 第７回産業医部会正副幹事長会の状況

18. 府公立学校教職員の職場復帰支援策調

査研究チームの会議の状況

【議 事】

19. 会員の入会・退会２件を可決

20. 常任委員会の開催を可決

21. 社会福祉法人認可および社会福祉施設

整備補助金等審査会委員の推薦を可決

22. 京都市都心部小学校跡地活用審議会の

委員の推薦を可決

23. 医療法一部改正に伴う院内感染防止研

修会の開催を可決

24. 国際創造都市フォーラム けいはんな

光医療産業バレーシンポジウムの後援を

可決

25. 北部新規個別指導の開催を可決

26. 京都府造血幹細胞移植対策連絡協議会

委員の推薦を可決

27. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

28. 感染症発生動向調査定点医療機関の推

薦を可決

29. 地区基本健康診査担当理事連絡協議会

の開催を可決

30. ｢2007年度ピンクリボン京都｣ 事業の

後援を可決

31. 平成19年度第１期健康教室の認定を

可決

32. ｢皮膚の日｣ への共催を可決

33. 府医学術講演会の開催を可決

34. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

35. 京都医学会雑誌 (第54巻第２号, 平成

19年12月発行) の作成を可決

36. 融資斡旋を可決

37. 第７回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

第22回定例理事会 (９.20)
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 会館建設特別委員会小委員会の状況

３. 第５回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

４. 個別指導の状況

５. 基金合審の状況

６. 新規個別指導の状況

７. 国保合審の状況

８. 新規指定前講習会の状況

９. 第12回基本健康診査委員会の状況

10. 平成19年度第１回京都府地域・職域連

携推進会議の状況

11. 京都府糖尿病対策推進講習会－コメディ

カルのための療養指導－の状況

12. 第15回救急委員会の状況

13. 京都市学校医会創立100周年記念式典・

祝賀会の状況

14. 第８回産業保健委員会の状況

15. 産業医研修会の状況

16. 第３回京都市民健康づくり推進会議中

間評価等検討部会の状況

17. 府医南部学術講演会の状況

18. 第２回勤務医部会幹事会の状況

19. 第63回京都府医師会懇親ゴルフ大会の

状況

【議 事】

20. 会員の退会２件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 京都府との懇談会の開催を可決

23. 会館建設特別委員会小委員会の開催を

可決

24. 事務職員の本採用を可決

25. 第10回基金・国保審査委員会連絡会の

開催日の変更を可決

26. 京都市肺がん検診読影委員会委員の推

薦を可決

27. 平成19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

28. 第30回京都府民総合体育大会オープニ

ングフェスティバルに係る救急医療体制

への協力を可決

29. 産業医研修会の後援を可決

30. 学校心臓検診委員会精検症例検討会の

開催を可決

31. ｢第34回くらしと健康展｣ 第４回実行

委員会の開催を可決

32. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

33. 近畿ブロック日医代議員協議会への出

席を可決

34. 乳がん検診・子宮がん検診合同研修会

の開催を可決

第23回定例理事会 (９.27)

～ 11月度請求書 (10月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (土) 午後５時まで

△

国保 10日 (土) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されていま

す｡ (詳細は２月15日号および４月

15日号保険医療部通信参照)

△

労災 12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｡


