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写真／山内 知 (西京)

春らんまんの山科疎水
花のいのちは結構ながく
みなもの花びらは見られない

＜お知らせ＞

・標榜診療科名の標榜方法の見直し
・肝炎治療に対する医療費助成
・日医生涯教育申告
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・緊急サポートネットワーク事業
・予防接種講演会
・日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会

＜付 録＞

●特定健診・特定保健指導に

関する技術研修会のご案内

●学術講演会のお知らせ

●生涯教育研修プログラム

●保険だより

●保険医療部通信

●地域医療部通信
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４月１日より２期目となる森執行部がスタートしました｡ 今期は新任理事８名を加えた新体

制で, 会務の運営にあたることとなります｡ なお, 任期は平成20年４月１日～平成22年３月31

日 (代議員会議長・副議長については, 平成20年２月１日～平成22年１月31日) までです｡ な

お, 会務分掌の詳細については, 次号にて紹介します｡

数字は ①所属地区医師会 ②会員区分 ③生年月日 ④出身大学 ⑤医療機関名 ⑥診療科目

①乙訓

②Ａ

③昭和22年６月15日

④京都大学医学部

⑤森小児科医院

⑥児・内・循

＜再＞

会 長 森 洋 一

①左京

②Ａ

③昭和20年５月３日

④京都大学医学部

⑤安達消化器科・内科医院

⑥消・内

＜再＞

副会長 安 達 秀 樹

①左京

②Ａ

③昭和20年４月８日

④大阪医科大学

⑤上原医院

⑥内・児

＜再＞

副会長 上 原 春 男

①東山

②Ａ

③昭和22年２月17日

④京都府立医科大学

⑤久山眼科医院

⑥眼

＜再＞

副会長 久 山 元
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①乙訓

②Ｂ

③昭和18年１月６日

④京都府立医科大学

⑤済生会京都府病院

⑥産婦

＜再＞

理 事 岩 � 武 輝

①山科

②Ａ

③昭和24年１月31日

④兵庫医科大学

⑤藤井内科医院

⑥内・呼

＜再＞

理 事 藤 井 純 司

①宇治久世

②Ａ

③昭和31年２月21日

④金沢大学医学部

⑤宇治黄檗病院

⑥精・神

＜新＞

理 事 三 木 秀 樹

①伏見

②Ｂ

③昭和23年６月15日

④京都大学医学部

⑤医仁会武田総合病院

⑥泌

＜再＞

理 事 東 義 人

①伏見

②Ａ

③昭和26年８月13日

④京都府立医科大学

⑤藤田医院

⑥児・内

＜新＞

理 事 藤 田 克 寿

①西陣

②Ａ

③昭和31年11月９日

④京都府立医科大学

⑤濱島医院

⑥外・内

＜新＞

理 事 濱 島 高 志

①伏見

②Ａ

③昭和22年７月18日

④京都府立医科大学

⑤西村耳鼻咽喉科医院

⑥耳

＜再＞

理 事 西 村 秀 夫

①乙訓

②Ａ

③昭和26年４月12日

④京都府立医科大学

⑤橋本医院

⑥外・肛

＜再＞

理 事 橋 本 京 三

①左京

②Ｂ

③昭和31年６月27日

④新潟大学医学部

⑤北山病院

⑥精・神・内・心内

＜新＞

理 事 城 守 国 斗

①下京西部

②Ａ

③昭和32年５月17日

④関西医科大学

⑤京都四条病院

⑥外・整外

＜再＞

理 事 中 野 昌 彦

①下京西部

②Ａ

③昭和32年10月10日

④兵庫医科大学

⑤同仁会クリニック

⑥内・循

＜再＞

理 事 松 井 道 宣

①京都北

②Ａ

③昭和32年５月28日

④京都府立医科大学

⑤柏井医院

⑥眼

＜再＞

理 事 柏井真理子
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①山科

②Ａ

③昭和32年12月19日

④近畿大学医学部

⑤なぎ辻病院

⑥婦

＜新＞

理 事 桑 原 仁 美

①綾部

②Ａ

③昭和34年12月10日

④愛媛大学医学部

⑤畑内科医院

⑥内

＜再＞

理 事 畑 雅 之

①中京西部

②Ｂ

③昭和36年６月１日

④産業医科大学

⑤京都市立病院

⑥泌

＜新＞

理 事 上 田 朋 宏

①西陣

②Ａ

③昭和33年９月８日

④兵庫医科大学

⑤内田整形外科

⑥整外・リハ

＜再＞

理 事 内 田 寛 治

①右京

②Ａ

③昭和35年８月19日

④北海道大学医学部

⑤衣笠医院

⑥外・内

＜再＞

理 事 福 州 修

①山科

②Ａ

③昭和17年２月５日

④関西医科大学

⑤早川医院

⑥内・呼・消・循・放

＜再＞

監 事 早 川 道 雄

①左京

②Ａ

③昭和33年５月15日

④大阪医科大学

⑤北川内科医院

⑥内

＜再＞

理 事 北 川 靖

①西京

②Ｂ

③昭和34年12月21日

④京都大学医学部

⑤三菱京都病院

⑥循・腎内

＜新＞

理 事 小 野 晋 司

①下京西部

②Ａ

③昭和40年３月16日

④川崎医科大学

⑤武田病院

⑥整外

＜再＞

理 事 武 田 隆 司

①西京

②Ａ

③昭和17年８月14日

④京都府立医科大学

⑤たちいり整形外科医院

⑥整外・リハ・リウ・外

＜再＞

監 事 立 入 克 敏

顧問弁護士

(アクシス法律事務所)

＜再＞

監 事 置 田 文 夫

①西陣

②Ａ

③昭和34年５月20日

④大阪医科大学

⑤高橋整形外科医院

⑥整外・リハ・リウ

＜新＞

理 事 高 橋 真
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①綴喜

②Ａ

③昭和12年８月20日

④京都府立医科大学

⑤油谷医院

⑥内・児・皮・放

＜再＞

顧 問 油 谷 桂 朗

①左京

②Ａ

③昭和16年11月２日

④大阪医科大学

⑤佐藤耳鼻咽喉科

気管食道科医院

⑥耳・気食

＜再＞

代議員会議長 佐 藤 文 彦

①舞鶴

②Ａ

③昭和16年９月19日

④奈良県立医科大学

⑤岸本病院

⑥内・児・放

＜再＞

代議員会副議長 岸本良博

①伏見

②Ａ

③昭和20年10月29日

④京都府立医科大学

⑤依田医院

⑥内・胃・放

＜新＞

代議員会副議長 依田純三
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この度, 大槻秧司氏 (亀岡) が公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰を, 清
水正啓氏 (山科), 内藤和世氏 (与謝) が公衆衛生事業功労者 (財)日本公衆衛
生協会長表彰をそれぞれ受賞されました｡
先生方のご受賞を心からお喜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｡

-./0123���4��
5 6��78����

この度, 張 京氏 (舞鶴) が第36回医療功労賞(中央選考)を受賞されました｡
先生のご受賞を心からお喜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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府医では, ｢開かれた医師会｣ を目指すべく,

広報活動への取り組みの一環として昨年４月よ

り, ＫＢＳ京都ラジオ番組 ｢桂都丸のサークル

タウン｣ (毎週土曜日, ８：30～11：55 生放送)

に ｢みんなの健康きょうと｣ (８：40頃～10分

間) と題するコーナーを提供しております｡

番組では, ｢医療・介護・福祉｣ の現場で起

きている諸問題や時節にあったトピックを月ご

とにテーマを設けてわかりやすく解説するほか,

毎月のテーマに沿った質問をリスナーから受け

付け, 最終週にお答えするなどして, 府市民に医師会活動への理解を深めていただくべく情報

提供を行っていく所存です｡

会員各位におかれましても, 患者さんへのＰＲ等にご協力いただきますようお願い申し上げ

ます｡

ＫＢＳ京都ラジオ ｢桂都丸のサークルタウン・みんなの健康きょうと｣
(放送時間 毎週土曜日８：40頃～10分間)
＜放送予定(平成20年３月24日現在)＞

��������	
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４月のテーマ ｢予防接種・麻しん｣

� ! "#$ % & ' � (

)*+! , -. ��/0123 456�789:;<
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５月のテーマ ｢救急医療｣
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この事件は遺族の心情を察すると誠に遺憾

な結果であり哀悼の意を表します｡

さて, 私は府医産婦人科担当理事として,

前回, 平成18年６月15日号の京都医報に本事

件につき第１回目の掲載をおこないました｡

その後の経過についても関心をもって見守っ

ていましたが, 現場の大野病院医療事故調査

委員会報告ならびに公判記録について以下の

サイトに掲示されている傍聴記録等の要旨を

今回自分なりにまとめてみました｡

掲載サイト

①周産期医療の崩壊をくい止める会：代表

佐藤 章・福島県立医科大学医学部産科婦

人科学講座教授 http://plaza.umin.ac.jp/̃per

inate/cgi-bin/wiki/wiki.cgi

②MTpro：Medical Tribune http://mtpro.jp

③日経メディカルオンライン：日経ＢＰ社

http://medical.nikkeibp.co.jp/

④so-netm3.com：ソネット・エムスリー (ソ

ニーグループ) http://www.m3.com/index.jsp

ここに, 私見を交えず, 掲載された委員会

報告および公判記録経過を要約し報告します｡

�����：県立大野病院医療事故調査委員

会報告(平成17年３月22日)より

(斜体は筆者が加筆)

患者：20歳代女性 (29歳 )
術前診断：前回帝王切開, 部分前置胎盤,

妊娠36週

スタッフ：執刀医：産婦人科専門医(38歳)
助 手：外科医

麻酔医：麻酔科専門医

看護師：４名 (のち５名)

��：後壁付着の部分前置胎盤 (超音波検査,

カラードップラー法にて)

全前置胎盤と考えていなかった, 輸血・

子宮摘出の可能性について説明ずみ

本人は子宮温存を希望

��	
：平成16年(2004年)12月17日(金)

妊娠36週６日帝王切開術

濃厚赤血球５単位準備,

(硬膜外麻酔＋脊椎麻酔) 下に,

14：26 手術開始

14：37 児娩出

14：50 胎盤娩出 総出血量約5,000ml

濃厚赤血球５単位輸血

15：15～ 濃厚赤血球10単位発注×２回

(いわき市の血液センターに )
15：35～ 全身麻酔に移行

16：30 濃厚赤血球10単位輸血 総出血量

約12,000ml 子宮摘出術開始

17：30 濃厚赤血球10単位輸血, 子宮摘出

18：00頃 腹壁縫合開始 心室細動

19：01 死亡確認

総出血量約20,000ml(羊水含む),

濃厚赤血球25単位輸血, 新鮮凍結

血漿15単位輸血

���：子宮下部の胎盤は剥離困難のため,

クーパーを用いて鈍的に剥離した｡

胎盤剥離部の縫合, 子宮内へのガー

ゼ充填圧迫, 双手圧迫止血, 両側子

宮動脈付近のペアンによる血流遮断

操作｡ マンパワーの不足, 血液の到

着を待ってから子宮摘出術開始, 術

中の家族への説明なし｡

���：

１. 事故原因：癒着胎盤の剥離による出血

福島県立大野病院事件の経過と
公判のこれまでの内容について

理 事 (産婦人科担当) 岩� 武輝

理
事
解
説
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解
説

性ショック

２. 事故の要因：

(１) 癒着胎盤の無理な剥離

(２) 対応する医師の遅れ

(３) 輸血対応の遅れ

３. 総合判断：前置胎盤を合併した帝王切

開において, 出血多量, 出血性ショック,

循環血液量減少その結果心筋の虚血性変

化をおこし死亡に至った｡ 胎盤剥離操作

は十分な血液の到着を待ってから行うべ

きであった｡ 他科の医師の応援を要請し

輸液ルートを確保して輸液量を増やす必

要があった｡ 手術途中で, 待機している

家族に対し説明をすべきであり, 家族に

対する配慮が欠けていたと言わざるを得

ない｡

������

平成17年３月22日

県立大野病院医療事故調査委員会は, 執

刀医は有責と公表, 福島県は遺族に謝罪,

加藤医師に対し懲戒処分 (減給) を行う

平成17年４月より福島県警が捜査を開始

平成18年２月18日(土)

福島県警が①業務上過失致死容疑 ②医

師法21条違反 (異状死の届出違反) で加

藤医師を突然, 逮捕・拘留した｡

平成18年２月19日

各新聞紙にマスコミ報道

平成18年２月23日

福島県医師会会長声明

日医への連絡, 通知 ｢会員の皆さまへ｣

平成18年３月10日

福島地検が福島地裁に, 加藤医師を起訴

平成18年3月22日

記者会見を行い, 日医の見解を発表

���	
��	��：

各都道府県医師会, 日本産婦人科医会各

都道府県支部, 福島県立医科大学医師会,

日本周産期・新生児医学会, 日本小児神

経学会, 日本消化器外科学会, 日本超音

波医学会, 日本臨床外科学会, 日本消化

器病学会, 京都産婦人科医会 (声明 平

成18年４月27日, 京都産婦人科医会報平

成18年５月号掲載), 全国医学部長病院

長会議, 日本医学会など多数の医学界が

声明

福島県立大野病院事件の公判の経過

���：平成19年１月26日(金)

福島地裁で検察側と弁護側の冒頭陳述：

主な争点 (１)術前に癒着胎盤であるこ

とや, 胎盤の剥離時に大量出血の危険性

をそれぞれ予見できたか (２)用手的剥

離が困難あるいは不可能になった時点で

癒着胎盤と判断し, 直ちに子宮摘出に切

り替えるべきだったか (３)医師法21条

を問えるか など｡ 鑑定や病理検査の結

果には相違があり, 検察側の医学鑑定は

産婦人科医であるが, 腫瘍が専門｡ 弁護

側は胎盤病理や周産期医療の専門家に意

見を聞いた｡ 癒着胎盤は嵌入胎盤と診断｡

約６時間に及ぶ｡

�����：２月23日(金)

緊急時に備え, 応援要請していた近隣の

病院の産婦人科医 (32年間の臨床経験)

と手術の助手を務めていた外科医が検察

側証人として出廷｡

主な争点 (１)術前に癒着胎盤であるこ

とを予見できたか (２)用手的な胎盤剥

離が困難あるいは不可能になった時点で,

直ちに子宮摘出に切り替えるべきだった

か｡ 胎盤剥離にクーパーを使うことの妥

当性について産婦人科医は, クーパーの

刃を閉じた状態で癒着を剥がす目的で

｢そぐ｣ ように剥離したことの事実に問

題なしとした｡ 外科医は, 外科では癒着

剥離にクーパーを使うことは, よくある

ことだとした｡

�����：３月16日(金)

麻酔医と手術に関わった２人の助産師の

うちの (新生児への対応や胎盤の計測を

行った) １人に証人尋問が行われた｡ 尋



2008年(平成20年)４月１日 No.18828

理
事
解
説

問は計７時間にも及んだ｡ 加藤医師の過

失の有無を判断する決め手となる証言は

出なかった｡

�����：４月27日(金)

手術に関与した看護師と院長への尋問｡

２人とも検察側証人｡

医師法21条違反と関連して管理者である

院長からは, 届出義務違反を認定する証

言は得られなかった｡ 院長は, 患者の死

亡後約３時間半後に加藤医師から経過に

ついて説明を受け, 最終的に医療過誤が

あるとは思わないとの話を聞き, 県の病

院管理部門の責任者と電話で話し合って,

異状死の届け出をする必要はないことを

決定した｡ 検察側は, 帝王切開や前置胎

盤, 胎盤剥離に関する教科書を論拠の一

つとしているが, 弁護側は, 教科書はあ

くまで標準的なことを述べたものであり,

今回の事案には当てはまらないと主張｡

�����：５月25日(金)

１人の病理医への証人尋問, 約７時間に

わたる｡ 病理医の専門は腫瘍病理｡ 前置

胎盤かつ癒着胎盤であったが, 癒着胎盤

は非常に稀で, かつ超音波検査などによ

る事前の予測が難しい｡ 癒着胎盤は最終

的には病理検査で確定する｡ 病理医は,

病理検査では ｢子宮前壁への癒着はない｣

としていたが, 鑑定では, ｢子宮前壁へ

の癒着を認める｣ 内容に変更した｡

�����：７月20日(金)

最後の検察側証人の, 某大学産婦人科教

授への約５時間にわたる尋問のみ｡ 同教

授の専門は, 婦人科腫瘍であり周産期医

療が専門ではない｡ 証人教授の鑑定書が

裁判の証拠として採用された｡ 子宮と胎

盤の癒着は, その部位, 範囲と深さ等が

問題になり, 術前の超音波検査やＭＲＩ

検査でも容易ではない｡ 胎盤の剥離が困

難だった場合に無理に剥離せず, 子宮摘

出に切り替える臨床現場の ｢医師の判断

の妥当性｣ が問われた｡

�����：８月31日(金)

加藤被告に対する尋問, 約８時間にわた

る｡ 本人の供述調書に対するやりとりが

行われ, 被告は ｢落ち度はなかった｣ と

起訴事実を否認｡ (１)癒着胎盤への予見

性は困難 (２)クーパーの使用について,

用手剥離との併用には妥当性がある (３)

出血量について, クーパーで剥離中, 血

液で見えなくなったことはなく, 急に出

血が増えたことはない｡ (４)死因は, 弛

緩出血やＤＩＣなどが原因と考えると答

弁｡

�	���：９月28日(金)

胎盤病理を専門とする弁護側病理医への

約７時間30分にわたる尋問のみ｡ 胎盤と

子宮の癒着部位は, 検察側が起訴の根拠

とした鑑定書では, 子宮前壁から後壁ま

で及んでいたとあるが, 弁護側病理医は,

癒着は子宮後壁に限られ前壁については,

疑問視し, 病理の限界が指摘された｡

�
���：10月26日(金)

某大学医学部産婦人科教授の証言と加藤

被告への尋問｡ 周産期医療を専門とする

医師は, 弁護側証人として, ｢私の経験

では, 剥離を最後まで完了してから止血

する｣ と述べた｡ 剥離のメリットとして,

｢子宮が収縮して止血できる｡ 収縮しな

い場合でも, 出血部位を実際に見られる

ので止血しやすい｣ と説明｡ 術前の癒着

胎盤の予見可能性については, ｢まず出

来ないと思う｣ と証言した｡ また, 加藤

医師の処置の妥当性を認めた｡

������：11月30日(金)

某大学医学部産婦人科教授 (周産期医療

専門) に対して, 午前９時30分から休憩

をはさんで午後４時まで行われた｡ 証人

の教授は, 約８年間に自ら関わった分娩

3757例のうち, 前置胎盤は46例, そのう

ち超音波検査で癒着胎盤が疑われる所見

が認められたのは13例だが, 術後に病理

学的に癒着胎盤が確認されたのは７例だっ
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た｡ 超音波検査は, 癒着胎盤の診断に有

用だが, 100％の確率で診断することは

できず, ＭＲＩ検査を追加しても, 超音

波検査を凌駕するほどの所見は得られる

とは限らない, と証言した｡ そして, 加

藤医師の帝王切開手術が妥当であったと

証言した｡

������：12月21日(金)

被告加藤医師への尋問｡ ｢医療準則に反

する行為はおこなっておらず, 過誤はな

かった｣ と手術の正当性を改めて主張｡

胎盤の剥離にクーパーを使用したことに

ついて, ｢クーパーなら剥離する部位が

目視でき, 子宮を傷つけないためにも合

理的と考えた｣ と説明｡

������：平成20年１月25日(金)

遺族３人が意見陳述｡ 加藤医師の責任を

追及する厳しい遺族感情が語られた｡ 夫

(34歳) は, ｢言い訳や責任転嫁せず, 何

をミスしたかを真正面から受け止め, 責

任を取ってほしい｣ と訴えた｡

これで, 証拠調べは全て終わり, ３月21日

に検察側の論告求刑, ５月16日に弁護側が最

終弁論し, 結審する予定｡ 判決は夏ごろにな

る見通し｡ すでにご存知の情報かと思います

が, 理事として, 産婦人科医として, 全科会

員の皆様の重大な関心とご理解を仰ぎたいと

思い報告いたします｡ (平成20年３月14日 記)

『平成20年７月１日発足に向けての一人
医師医療法人の設立申請書』 の受付を下記
の要領で行います｡
＜受付要領＞
①平成20年７月１日発足の申請をされる方
は, 平成20年４月28日(月) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

つ) を京都府医療室へご提出いただくこ
ととなります｡
③一人医師医療法人の事前概要書ならびに
各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡
④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術生涯研修課まで
ご連絡ください｡

平成20年７月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成20年４月28日(月) までに ｢事前概要書｣の提出を
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京都府医師会では, ２月23日(土), 京都テルサ・テルサホールにおいて ｢第５回医療安全シ

ンポジウム｣ を開催した｡ 今回は昭和大学病院救命救急センター長の有賀氏を講師に迎え ｢医

療崩壊と救急医療｣ をメインテーマにした基調講演と, 京都の医療を支える関係者をパネリス

トに ｢救急医療｣ という切り口から, 今, 医療が置かれている現状を府市民の方々に訴え, 少

しでも理解してもらい, 崩壊寸前の医療を守るために一緒になって考えるシンポジウムを行っ

た｡ なお, 当日は約280名の一般府市民, 医療関係者が参加した｡

冒頭挨拶で森府医会長は医師の不足・偏在, 勤務医の過重労働など, 疲弊する医療の現状に

ついて言及｡ 医療の高度化, 患者の権利意識の高まりとともに, 医療を取り巻く環境は大きく

変化する一方で, ここ数年の低医療費政策や新医師臨床研修制度の発足などの要因があいまっ

て, 医療界に負の連鎖を引き起こし, 今まさに医療の現場は崩壊の危機に瀕していると指摘｡

こういった現状を一人でも多くの府市民の方々に理解していただいたうえで, この難局をどう

乗り越えていくか, 医療側と患者側が一緒になって考えていきたいと述べた｡

基調講演 ｢医療崩壊と救急医療｣

�� �� ● ������ ���	
���

第１部の基調講演では昭和大学病院救命救急センター長の有賀

徹氏より ｢医療崩壊と救急医療｣ と題して講演が行われた｡ 講演

の中で有賀氏は, 救急搬送の現状や医療訴訟の増加など, 救急医

療での悲惨な実態を報告｡ 特に軽症でも救急車を呼ぶなど ｢救急

車＝タクシー｣といった安易な行動が｢重症患者の搬送遅れ｣につながると指摘した｡ また, 東

京消防庁救急医療相談センターの活動や救急患者の診療に優先順位をつける ｢救急搬送トリアー

ジ｣ の実例を紹介しながら, ｢医師や看護師, 救急隊など限られた 『資源』 は ｢より急を要す

る患者や重篤な患者｣ のために振り分けるべきであり, 資源のより有効な活用が必要だ｣ と強

調し, 効果的で質の高い救急医療を展開すべき時期に来ているのではないかと問題提起した｡

さらに, 救急医療は社会的共通資本であると指摘｡ 小泉政権以来, 日本の医療に根付く ｢市

場原理主義｣ の中で, はたしてこの社会的共通資本が守れるのかとの疑問を投げかけ, 医療費

抑制策の見直しなど ｢医療崩壊｣ の要因を取り除くことが大切であると述べた｡

パネルディスカッション

��	�������������������	���� !"#$%&'(�

第２部のパネルディスカッションでは, 山木垂水氏 (府医 医療安全対策委員会委員長), 齋

藤信雄氏 (府医 医療安全対策委員会副委員長) を座長に, パネリストとして講師の有賀 徹氏

���������
�	
������������

第５回 京都府医師会医療安全シンポジウム
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のほか, 平野伸二氏 (舞鶴医療センター院長), 松

村淳子氏 (京都府保健福祉部健康・医療総括室長),

奥田善治氏 (京都市消防局安全救急部長) の３名に

も参加いただき, 救急医療のコンビニ化や医師不足

などを中心に意見交換を行った｡

●平野伸二氏● ��������	


平野氏は, 京都府北部地域での

医師不足によって, 舞鶴地域の医

療体制は大きなダメージを受けた

と当時を振り返った｡ 特に絶対的な医師不足と救急医療のコンビニ化が進む

中で, 地域の中核病院として救急医療を担うことの大変さを改めて訴えた｡

救急医療のコンビニ化への対処については, 早急な改善が必要との認識を

示し, 救急医療は医療の原点であり, 日常生活の中でも極めて重要な問題であることから, 疲

弊する救急医療の現状を地域住民にも理解してもらうとともに, 地域住民の方々が救急医療を

上手に活用してほしいと意識改革の必要性を訴えた｡

●奥田善治氏● ����������


奥田氏は京都市における救急出動件数などについて報告｡ ここ数年右肩上

がりに増えているが, 特に軽症患者 (比較的若年層が多い) に対する救急出

動が多い実態を明らかにした｡ ただ ｢安易な119番は避けてほしい｣ といっ

たＰＲを大々的に行うと本当に救急搬送が必要な方が利用を躊躇してしまう

可能性があるといったジレンマがあると述べ, 京都市消防局としては家庭で

できる応急手当の普及に力を入れたいと述べた｡

また, 救急搬送にかかる要請回数については, これまで京都市では要請回数20回を超えた例

はなく, １回で収容先が決まったのが80％, ５回以内を含めると99％になることを報告した｡

●松村淳子氏● ����������������


松村氏は京都府における医師不足・偏在の現状および京都府での取り組み

(医師確保対策や救急医療情報システムなど) について報告した｡ 京都府全

体で見ると医師数は充足しているものの, 地域偏在, 診療科偏在が顕著で,

特に丹後・中丹・南山城の各医療圏では地域の医療に悪影響を与えていると

指摘｡ こういった地域での救急医療を支えるためには効率的な救急医療シス

テムの構築と医師の確保が絶対的条件だと強調した｡

さらに, 診療科の偏在については, 特に産科医・小児科医の不足が大きな問題となっている

中, 地域住民自らが休診の危機に直面する病院の小児科を守ろうと立ち上がった ｢兵庫県立柏

原病院小児科を守る会｣ の例を紹介｡ ｢コンビニ受診を控えよう｣ ｢かかりつけ医を持とう｣

｢お医者さんに感謝の気持ちを伝えよう｣ の３つをスローガンに, 医療が崩壊する前に現状を

知り, 地域の医療を守るために何ができるのかを一緒に考えるといった, 医師・患者がともに

力をあわせて地域の医療を守る運動がはじまっていることを紹介した｡
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京都府医師会では, ３月１日(土), 今回初め

ての催しとなる ｢市民公開講座｣ を開催した｡

テーマを ｢メタボリックシンドロームの予防と

対策｣ とし, 医療の分野から京都府医師会の稲

掛英男氏 (府医健康日本21対策委員会委員長),

食生活の分野から京都府栄養士会の木戸康博氏

(府医健康日本21対策委員会委員), 運動の分野

から京都府体育協会の越智雅之氏 (府医健康日

本21対策委員会委員) を講師に招き ｢あなたは

大丈夫？ メタボリックシンドロームの予防と

対策｣ と題して, 府市民にわかりやすいご講演をいただいた｡

当日は90名の府市民が参加｡ 森府医会長の開会挨拶に続き, 藤村府医理事を総合司会に前半,

各分野からの講演が行われた｡ 後半では中嶋 毅氏 (府医健康日本21対策委員会副委員長) を

座長にシンポジウムが行われ, 参加者は熱心に耳を傾けていた｡

������������������ ������			
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11号 老人性白内障とその手術

12号 高齢者のドライスキン

13号 腰痛の知識

15号 女性の尿失禁

17号 薬の正しい使い方

18号 がん検診を受けよう

20号 学校と伝染病

23号 骨粗鬆症の知識

24号 知ってほしいタバコの害

25号 ストレスとうつ病

27号 脳卒中の予防とリハビリ

テーション

28号 子どもの発熱

29号 命を救う心肺蘇生法

30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療

31号 肝炎ウイルス検診を受け

ましょう！

32号 ＣＯＰＤとは何？

33号 ＳＡＲＳの基礎知識

35号 糖尿病にならないために

36号 子どもをタバコから守ろう

37号 前立腺に関する病気

38号 エイズ患者・ＨＩＶ感染者

今のままでは増え続けます

39号 春の花粉症治療のアドバ

イス

41号 食育－生涯を通して, 健

康で豊かな生活を送るた

めに－

42号 男性の更年期障害

44号 気管支ぜん息

45号 脳卒中にならないために

46号 成人麻疹

47号 一酸化炭素中毒

広報誌 『Be Well』 のバックナンバー紹介

ご好評をいただいております府医発行の府市民向け広報誌 『Be Well』 につきましては現在

47号まで発行しております｡ 下記のバックナンバーにつきましては在庫がございますので必要

な方は府医総務課 (�315－5273) までご連絡ください｡
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平成19年度京都府医師会産業医部会総会が３
月８日(土), 京都府医師会館にて開催された｡
冒頭, 森府医会長 (産業医部会長) より ｢平

成20年４月から全事業所を対象とした長時間労
働者への医師による面接指導, また, 特定健康
診査の実施にともなう特定保健指導のスタート
により, 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｡
京都労働局長の只野 祐氏 (西田労働基準部

長代読), ならびに京都労働基準連合会長の位
�光司氏 (福山事務局長代読) より祝辞が述べ
られた後, 中野府医産業保健担当理事より幹事
会・委員会・研修会等の部会活動についてなど,
平成19年度事業報告がおこなわれた｡
続いて, 藤岡府医産業保健委員会委員長より,
諮問事項 ｢かかりつけ医と産業医の連携｣ の答
申について, 説明がおこなわれた｡
総会では特別講演として, ㈱京都銀行の柏原

康夫代表取締役頭取より ｢経営者にとっての社
員(従業員)の健康管理｣, 滋賀産業保健センター
所長, 滋賀県医師会理事の杉本�治先生より
｢嘱託産業医, その役割と責任｣ と題して講演
がおこなわれた｡
柏原代表取締役頭取は, 経営者として最大の

課題は ｢まずは従業員が健康であること｡ その
ためには, 時間管理の徹底, 職場環境の向上に
努め, 従業員の健康の維持に努力すること｡ 雇
用の安定｡｣ であると考えている｡ しかしなが
ら, 従業員の定期健診の結果は年々悪くなって
おり, 要精検者は平成15年で全体の33％であっ
たものが, 平成18年には49％と２人に１人とい
う結果となった｡ 成績の悪化は生活習慣病を起
こしやすくなるような生活環境の変化, また,
社会の急激な変化にともなって各職業ともに業
務内容が複雑化し, ストレスが増していること
も影響しているものと考えている｡ 当行におい
ては, 先に述べた要精検者は当行産業医, 健診
機関などの医師と積極的に相談することを促し,
職場から離脱しないように対応させることにし

ている｡ また, 予防対策として従業員が産業医
を積極的に活用できるようにしている｡ その際,
経営者が産業医に求めることは従業員の健康状
態を見極め, 必要があれば直ちに専門医への橋
渡しを行ってもらうことである｡ 安全衛生法は
すべての条文が ｢事業主は～｣ と事業主からは
じまる｡ その事業主が健康については全くの素
人であり, 安全衛生法が求める水準を企業が維
持するには, 産業医が重要な役割を占めること
になる｡ 最後に, 産業医は職場の環境向上, 健
康増進のために積極的に企業に対して意見を伝
えるべきであると述べた｡
杉本先生は, ①作業関連疾患としての過労死,
②就業管理の決定と安全配慮義務, ③メンタル
ヘルス不調者の復帰支援の３つの安全配慮義務
の観点から産業医の役割と責任について解説｡
産業保健職には, 守秘義務の遵守および労働者
と就業内容の適合性を事業者に進言することが
望まれており, 守秘義務を守ることによってメ
ンタル疾患等の場合, その従業員の ｢健康悪化
を回避｣ することにも繋がり, また一方, 事業
者へ労働者とその就労内容の適合性を進言する
ことにより ｢事業所の安全配慮への支援｣ に繋
がり, ともに産業医の重要な役割であるとした｡
日本では企業での産業医 (産業保健部門) の独
立性・中立性は, 雇用形態から見て完全には守
られにくい状況にあるが, そんな中で労働者と
事業者の間で適切な情報のやり取りを行い, 事
業者の適切な労務管理の支援を行うことが重要
であると述べた｡
当日の参加者は211名に上り, 盛況のうちに

閉幕した｡

平成19年度京都府医師会産業医部会総会 開催
産業医活動 より一層の充実を目指して
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３月６日(木), 府医師会館にて平成19年度 (第27回) 京都府医師会学校医部会総会が開催さ

れ, 府医指定学校医を中心に91名の学校保健・学校関係者が参加した｡ 森府医会長 (学校医部

会会長) の ｢今回の診療報酬改定については憤りを感じており, 今後しっかりと発言をしてい

きたい｡ 学校保健活動に関しては, 指定学校医制度・心臓検診事業・学校検尿事業のさらなる

充実を図ること, 20年度は新たに部会内に園医協議会を設けることにしており, 園医を含めて

の一貫した活動を目指すことを軸とするが, さらに, 近医連の主務地となるので地元開催の学

校医大会への参加等, ご協力をお願いしたい｣ との挨拶のあと, 19年度の学校医部会活動事業

報告ならびに特別講演が行われた｡

事業報告に先立ち, 担当理事より, 40年の

長きにわたり学校医としてご活躍の与謝医師

会・徳山石夫先生へ感謝状を贈呈した｡

事業報告では, 畑理事が平成19年度学校医

部会の活動として, 各種学校医研修会の実施

状況や学校保健委員会, 学校検尿事業委員会

等の活動, 全国学校保健学校医大会や近医連

学校医研究協議会総会等での研究発表, 京都

府学校保健研究大会等関係団体への参加につ

いての報告を行った｡ 心臓検診事業について

は心臓検診委員会・上田 忠委員長から, ま

た, 学校検尿事業については学校検尿事業委

員会・川勝秀一委員長からそれぞれ平成19年

度検診事業について, 一次検診の受診状況か

ら要精検者の結果に至るまで, 詳細な報告が

なされた｡

特別講演では, 大阪府医師会・益田元子氏

が ｢学校医活動における 『性感染症教育』｣

と題して, 府立高校でのご自身の活動を中心

に述べた｡

まず, 内科医としての健康診断による出務

は年15回, １回の所要時間は健診に100分,

養護教諭や校長, 教頭, 学年主任等との意見

交換に30分を費やしており, 最初は養護教諭

以外との会話は稀であるが何かの拍子に水を

向けると必ず相談内容は ｢ある｣ という実情,

入学式・卒業式へ自ら希望して出席している

ことを話された｡ 入学式に出席して自己紹介

の後, 内容よりも校医の存在を知ってもらい,

生徒・父兄・学校に安心感と信頼感を持って

もらうことを目的としつつ, 偏食の解消・朝

食の徹底・携帯電話の不携行・睡眠時間の安

定確保の４つのテーマを医学的に解説してい

るが, その効果は絶大で, 校内の安心感が醸

成された結果, スクールカウンセラーの利用・

不登校・保健室登校の激変といった効果がも

たらされ, 当初, 困惑をもって迎えられた入

学式での校医の発言は今や不可欠のものとし

て歓迎されているとのことである｡

平成19年度(第27回) 京都府医師会学校医部会総会 開催

��������	
������
― 大阪府医師会：益田元子氏が特別講演 ―

与謝医師会：徳山石夫氏に学校医
永年(40年)勤続感謝状を贈呈

部会活動・心臓検診事業・学校
検尿事業活動の報告

特別講演 ｢学校医活動における
『性感染症教育』｣
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性感染症教育についての講演は, 高校にて

実際に使用しているスライドを用い, エイズ

と性感染症に関する生徒への質問を交えての

講義の再現という形で進められたが, 非常に

わかりやすい解説で ｢自分を大切にしてほし

い｣ との思いが伝わるすばらしい内容であっ

た｡ この講演は先の近医連学校医研究協議会

での氏の10分間の発表を聞いた複数の会員の

｢もう少し詳しく, また, ぜひ多くの学校医

に聞いてほしい｣ との希望を受けて実現した

ものだが, 活発な質疑応答・意見交換のあと,

舞鶴より参加の養護教諭から ｢ぜひ, 舞鶴へ

もご講演にきてほしい｣ との要望の発言がな

されるなど, 非常に有意義な講演であり, 盛

況裡に総会を終了した｡

なお, 本講演会で使用されたスライドのう

ち, 大阪府医師会学校医部会性感染症委員会

にて作成されたものについては, 現在学校保

健委員会にて作成中の ｢児童生徒の生活習慣

の確立｣ に関するスライド集に参考資料とし

て掲載して, 学校医の先生方が各学校で講義

等をされる際にご利用いただけるように準備

中である｡

第39回全国学校保健・学校医大会参加者募集

と き 11月８日(土) 午前10時～

と こ ろ 朱鷺メッセ 新潟市中央区万代島６番１号 TEL 025－246－8400

主 催 日本医師会 (担当：新潟県医師会)

メインテーマ 『みつめよう子どもの健康と未来』

分 科 会 第１：｢からだ・こころ (１)｣ 第２：｢からだ・こころ (２)｣

第３：｢耳鼻咽喉科｣ 第４：｢眼科｣

※第１分科会は主に ｢からだ｣, 第２分科会は主に ｢こころ｣ の予定です｡

シンポジウム

テーマ 『よりよい子どもの健康環境をめざして』

特別講演

演 題 『直江兼続と｢天地人｣』

居多神社 宮司 花ヶ前 盛明 先生

アトラクション

『アルビレックス チアリーダーズ』

参 加 者 日本医師会会員および学校保健に関係のある専門職の方

参加申込み方法等

１ 大会参加をご希望の方は, ①地区, ②氏名, ③医療機関名, ④ご希望される分科会名,

⑤電話番号, ⑥ＦＡＸ番号をご記入の上４月12日(土) までにＦＡＸまたはハガキにて

ご連絡ください｡

(京都府医師会地域医療課：TEL 075－315－5278 FAX 075－315－5290)

２ 参加費 (２万円の予定) については, 10名までは府医師会で負担させていただきます｡

希望者多数の場合は締切り後に抽選により10名を選ばせていただきますのでご了承くだ

さい｡ なお, 旅費および宿泊費は参加者の負担となります｡
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３月５日(水), 日本医師会館において ｢感染症危機管理対策協議会｣ が開催された｡

冒頭, 唐澤日本医師会長 (岩佐日医副会長代読) より, 昨年の麻しんの流行を振り返り, 予防接

種の重要性や新型インフルエンザに対しては万全を期することが必要であることをあげ, これらが

円滑に押し進められるよう協力を求めた｡

当日は, 飯沼雅朗日本医師会常任理事より

｢感染症対策をめぐる最近の動向について｣,

三宅 智厚生労働省健康局結核感染症課長よ

り ｢感染症法をめぐる最近の動向～感染症法

の改正, 麻しん・風しん対策～｣, 正林督章

厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室

長より ｢新しい肝炎総合対策について｣ それ

ぞれ報告があった｡

①子ども予防接種週間への取り組み, ②定

期の予防接種実施要領の改正点, ③５月に行

われた市民公開講座について, ④肝炎対策－

について報告した｡ 定期の予防接種実施要領

の改正点では, ４月から実施される, 麻しん・

風しんの予防接種を第１期, 第２期に加え,

第３期 (中１), ４期 (高３) が追加される

こと, 既罹患者への混合ワクチン (ＤＰＴ・

ＭＲ対象) 使用を可能とすること, 接種間隔

(ＤＰＴ・日本脳炎対象) の表示を週単位か

ら日単位にすること, 接種期間 (ＤＰＴ・日

本脳炎対象) 内に医学的な要因により接種で

きなかった者を定期接種と認めることなどが

報告された｡

フェーズ４以降の新型インフルエンザ対策

ガイドラインにおける水際対策の重要性と社

会機能を維持しながらパンデミックワクチン

の生産, 接種に繋げることの重要性を主張,

医療体制を維持するためには段階的に適切な

医療の提供を行うものであるとした｡ また,

現在, 備蓄されているプレパンデミックワク

チン1000万人分は, 医療従事者を含む生活ラ

イン従事者用であることに触れ, 医療従事者

はリスクにさらされており, 新型インフルエ

ンザの正しい理解や正確な情報提供が必要で

あるとしたうえで, 協力を求めた｡

鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)は二類感染症に

指定感染症としてＨ５Ｎ１を定めていたが,

本年６月11日で２年の経過措置も切れること

にともない, ｢感染症の予防および感染症の

患者に対する医療に関する法律及び検疫法の

一部を改正する法律案｣ の概要について, ①

鳥インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) を感染症法二

類感染症に位置づけ, 入院措置等の法的根拠

を整備すること, ②新型インフルエンザにつ

������������������������			



～～～感感感染染染症症症法法法改改改正正正,,, 麻麻麻しししんんん風風風しししんんん対対対策策策なななどどど～～～

感染症対策をめぐる
最近の動向について

感染症法をめぐる最近の動向
～感染症法の改正, 麻しん・風しん対策～

感染症危機管理対策協議会開催
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いては, 感染症法および検疫法に新たな感染

症類型として位置づけ, 検疫措置, 入院措置

等の規定を整備することを示した｡

４月からＭＲワクチン３期・４期の接種開始

平成24年までに麻しん排除を達成, その後

も維持することを目標とし, 本年４月から,

５年間, 中学１年生 (３期), 高校３年生

(４期) に相当する年齢の者に対して予防接

種を実施, 麻しん排除と同時に風しん予防と

いうことで, ＭＲを原則として使用すること

としていることを報告｡

厚労省は, 製造販売業者と連携しワクチン

確保に努め, ４月からの実施に向けて充分確

保できている状況であり, 文部科学省とも連

携をとりながら, ３期・４期のワクチン接種

を進めているところであるとした｡

平成14年度から検査を中心に, 治療に結び

つけることを主眼において総合計画が開始さ

れ, 対象者が増えるよう検査体制の利便性の

強化を図り, 平成14年度～18年度は保健所の

みで無料とされていた検査は, 平成19年度よ

り医療機関委託も可能となり, 本年１月から

来年３月まで委託医療機関における肝炎ウイ

ルス検査の無料化が拡大されたことを報告｡

また, 治療水準の向上をめざして, 肝疾患

診療連携拠点病院がかかりつけ医と専門医療

機関の診療支援を担い, かかりつけ医を中心

とする都道府県における肝炎診療体制に関す

る診療ネットワークを構築し, かかりつけ医

を支えていくことを明らかにした｡

肝疾患診療に関する医療機関に求められる

役割として, 専門医療機関 (２次医療圏１箇

所以上) は, ①専門的な知識を持つ医師によ

る診断と治療方針の決定, ②インターフェロ

ンなどの抗ウイルス療法, ③肝がんの高危険

群の同定と早期診断を担い, 肝疾患診療連携

拠点病院 (都道府県に１箇所) は, ①肝疾患

に係る一般的な医療情報の提供, ②都道府県

内の医療機関等に関する情報の収集や提供,

③医療従事者や地域住民を対象とした研修会

や講演会の開催や肝疾患に関する情報支援,

④肝疾患に関する専門医療機関と協議の場の

設定を担うこととしている｡ 肝疾患診療連携

拠点病院はすでに６県が指定済み, 20年４月

に１県指定予定, 申請が２県あり, 計９県が

20年度中に指定される｡

また, 平成20年度には, 全国レベルの情報

の共有や肝疾患医療水準の向上などを担う肝

炎情報センター (仮) に予算を計上, 肝炎対

策の推進ということで, インターフェロン療

法の促進のための環境整備, 肝炎ウイルス検

査の促進等に207億円の予算を組んでいるこ

と, さらに, ４月からインターフェロン治療

の医療費助成が始まることを受け, 実施主体

である都道府県に円滑な実施を要請した｡ こ

れは, Ｂ・Ｃ型肝炎の患者を対象に７年間

(平成20年度～27年度) で年間256億円 (７年

間で1800億円) の予算で実施されるもので

ある｡

また, 老健法の改正内容についても説明し,

特定健診と連携を組むことにより, 健康増進

法の肝炎検査が特定健診と連携がとれないか

前向きに検討中であるとした｡

最後に, 肝炎は, キャリアも入れると国内

で最大の感染症であり, 検査や治療体制の整

備, 正しい知識の普及, 研究の促進, 相談事

業など, 総合的な対策の強化が必要であり,

現場の協力を求めた｡

以上の報告のあと, 都道府県医師会からの

質問・要望をもとに, 新型インフルエンザ関

係, 疑似症定点, はしか対策, 肝炎対策など

について, 活発な協議が行われた｡ 京都から

は, 柏井府医感染症担当理事より, 新型イン

フルエンザ対策の充実として, プレパンデミッ

クワクチン, タミフルの全国民分の備蓄を要

望｡ 三宅課長より, 現在の備蓄状況と今後さ

らに有効な方法を検討していくとの回答を

得た｡

新しい肝炎総合対策について
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日本医師会は３月６日(木), ｢新たな死因究明制度等｣ に関する都道府県医師会担当理事連絡協議

会を開催｡ 木下日医常任理事より診療行為に係る死因究明制度等についてのこれまでの経過報告が

行われたほか, 事前に各都道府県医師会に行ったアンケート調査の結果もあわせて説明された｡

木下日医常任理事は, 診療行為に係る死因究

明制度等についてこれまでの経過を報告した｡

まず, 医師法21条＊１の問題点について, 診療

関連死が異常死に含まれることから, 警察へ届

け出なければならない｡ この医師法21条の届出

義務が医療関連死の刑事訴追の端緒となってい

ると指摘するとともに, 2006年３月の福島県立

大野病院での刑事事件を例に挙げ, 日常の診療

行為に起因する死亡事例でも業務上過失致死傷

罪容疑で逮捕・拘置・起訴されるようになった

と説明した｡

そのうえで, 医師法21条による警察への届出

義務を端緒とする診療関連死に対する刑事訴追

の誤った方向性を正さなければ, 今後もこの流

れは断ち切れないと指摘した｡

木下日医常任理事は, 日医 ｢医療事故責任問

題検討委員会｣ での検討状況を報告｡ 医療機関

や医師が事故を報告するのは警察ではなく, 医

療の担当官庁である厚労省とすべきで, その傘

下に事故の真相究明と再発防止を図るための中

立的第三者機関を作るべき, との認識のもと,

検察庁や警察庁とも意見調整を図ってきた経過

を報告し, 新制度の概要 (図１) および ｢医療

安全調査委員会(仮称)｣ (以下, 調査委員会)

の意義について説明した｡

新制度下での調査委員会については, ①事故

発生時の届け出先は警察ではなく, 第三者機関

としての調査委員会となり, 警察への届出は要

しない ②調査委員会は ｢故意や重大な過失の

ある事例, その他悪質な事例｣ に限り捜査機関

へ通知し, 警察へ通知されなかった事例は刑事

訴追の対象とはならない ③重大な過失かどう

かは医療の専門家に判断を任せる－などの設置

意義を説明｡ 特に, 調査委員会から捜査機関に

届け出る事案の ｢重大な過失｣ については,

｢死亡｣ という結果の重大性に着目したもので

はなく, 今の水準からどれだけ逸脱しているか

を医療の専門家が判断することになり, 刑事訴

追される範囲は当然狭くなるとし, 新制度下で

は業務上過失致死傷罪容疑で逮捕・拘置・起訴

されるようなことはなく, 刑事訴追という誤っ

た方向性を変えることができると強調した｡ ま

た,行政処分についても,医療機関のシステムエ

ラーの改善や医師の再教育といった ｢医療安全｣

に資するためのものであり, 決して責任追及や

制裁で処分することではないことを強調した｡

松井府医理事が拙速な制度創設に警笛鳴らす

事前に行われた ｢新しい医療安全調査委員会

設置に関するアンケート調査｣ では, ｢制度創

設を行うべきである｣ が16医師会 (34％) ｢今

｢新たな死因究明制度等｣に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会

��������	
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診療関連死に対する ｢刑事訴追｣
は誤った方向性

��������	
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�+,-./01,23453675859:

新制度の概要と医療安全調査委員
会(仮称)設置の意義を説明

90％以上の医師会が｢制度創設｣に
理解示すも, クリアにすべき課題
は山積み
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後, 明らかにしなければならない点はあるが,

創設すべき｣ が27医師会 (57％) ｢この制度は

創設すべきでない｣ が４医師会 (９％) と, 90

％以上の医師会が ｢制度創設｣ に理解を示した｡

ただ, 質疑応答では各都道府県医師会から, 調

査委員会の構成メンバーや調査報告書の公表な

ど, クリアにすべき課題は多いとして, 制度創

設に批判的な意見があがった｡

松井府医理事は, 本協議会においてこれだけ

の議論が出されたのは, 十分な議論が尽くされ

ていない証拠とし, このような状況の中で拙速

に制度を創設することに疑問を投げかけるとと

もに, 日医は今回のアンケート結果をどう捉え,

今後どのように取り組んでいくのか, 日医の見

解を問いただした｡ これに対し, 木下日医常任

理事は ｢これからも医師法21条は残る｡ 今, 新

制度を創設しなければ, 今後も 『刑事訴追』 と

いう誤った方向性は変わらない｣ ことを改めて

強調し, 制度創設への理解を求めた｡

質疑応答では, 調査委員会の構成メンバーや

設置場所, 調査報告書の利用について意見が相

次いだ｡ 特に, 構成メンバーに ｢患者・遺族を

代表するメンバー｣

が入っていることに

疑問の声があがった｡

これに対し, 木下日

医常任理事は, 第三

者機関ということか

ら透明性を担保する

ことが必要という意

味でメンバーになっ

ているが, 当然, 利

害関係のある患者・

遺族は入らず, 調査

に直接関与すること

もないと説明した｡

また, 調査報告書

の利用に関する ｢刑

事手続に使用することを妨げない｣ という文言

については, 対象は故意や重大な過失が明らか

な, 限られた事例のみであり, 一般的事例は対

象としていないと述べた｡

その他,医師法21条の廃止を求める声には,廃

止は不可能とし, この21条を死文化させるため

にも新制度の創設が必要であることを強調した｡

木下日医常任理事はこれまでの議論を踏まえ,

｢厚労省に第３次試案として明文化するよう求

めており, ３月中には方針が示されるのでは｣

と今後の動きを見通した｡

最後に, 新制度の創設は外科, 産婦人科, 救

急医療等のリスクの高い診療科の医師が安心し

て診療を行うために必要不可欠と強調｡ 実現の

ためには ｢医療安全調査委員会設置法案(仮称)｣

を政府が国会に提出し, 可決されることが必要

で, 今国会の会期内での法案提出, 成立をめざ

し, ｢すべての医師が一致団結を｣ と呼びか

けた｡

調査委員会のメンバー構成や調査
報告書の利用等で議論

日医, 第３次試案の策定を厚労省
に求める

図１ 新制度の概要 (現行との比較)
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平成20年３月６日, 日本医師会において開催された都道府県医師会情報システム担当理事連

絡協議会の要旨を報告する｡ 当日は全国47都道府県の担当理事がＴＶ会議を含め全員出席した｡

会に先立ち唐澤日医会長挨拶が岩佐日医副会長により代読され, その後中川日医常任理事に

よる趣旨説明があった｡

(１) 平成18・19年度日医ＩＴ化推進検討委員会答申について

本委員会の大橋委員長より答申要旨の説明がなされた｡

��������	
�

現在まで改良が進み実用的なものとなっており, 全国の医師会においても是非活用していた

だきたい旨の要望があった｡ (京都府医師会では毎月の庶務担当理事連絡協議会において本シ

ステムを使用)

���������������

これまで順調に全国普及が進んでいる｡ ただ地域によってはサポート事業所の数や技術レベ

ルに格差があり, この平準化が課題｡ 今後とも従来以上の種類の電子カルテ等との接続性の向

上を日医総研に要望する｡

���������

今後とも社会からの要望が強くなることが予測されるため, この方面におけるＩＴの活用が

重要とした｡ その他委員会で医療データの共有や交換について議論された内容の紹介があった｡

� !"#$%&'()*

医療情報を個人の健康手帳 (PHR：Personal Health Record), 電子カルテ情報 (EMR：Electric

Medical Record), 全国レベルの広域での医療情報 (EHR：Electric Health Record) に大別し,

個人の医療情報は個人の管理下におくべきであるとの本委員会の結論を説明した｡

���+,-

この後の (６) で解説するとした｡

(本答申書の全文は日医メンバーズルームＨ20.３.５付けでＰＤＦ掲載されている)

(２) 厚労省・レセプト情報等の活用に関する検討報告について

(日医総研・上野主任研究員)

平成20年４月から施行される ｢高齢者の医療の確保に関する法律｣ において, 医療費適正化

計画の作成, 実施および評価のための調査及び分析に必要な情報を, 保険者等が厚労大臣に提

出することとされている｡ すなわちこの national database によって国家による国民医療管理が

開始される｡ これに先立ち厚労省保険局長は19名の委員を選任し (日医からは中川常任理事な

��� ��
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らびに日医総研主任研究員・弁護士の尾崎氏が参加), 平成19年７月からこれまで５回の ｢医

療サービスの質の向上等のためのレセプト情報等の活用に関する研究会｣ を開催し, 今回その

とりまとめの報告書が提出された｡

本法施行後は国民の全例のレセプト情報や特定健診・特定保健指導情報は保険者に収集・蓄

積され, その後このデータから個人情報を匿名化した形で保険者から国に報告される｡ この際

に, 国は特定の患者等の識別は不要であるが同一人物の時系列データの集積と分析が必要と考

えており, このためこの紐つけにハッシュ値等の特定個人が識別されない方法をとるとされて

いる｡ しかしこのハッシュ値では100％本人特定不可能ともいえないとの指摘 (尾崎氏) もな

された｡ またレセプトは診療報酬の請求のために作成されるものであるからして ｢レセプト病

名｣ 等の問題もあり, 現実とは離れた database の構築がなされ, ここからの誤った分析が行わ

れてしまうことの危惧を指摘する意見 (支払基金理事) もあった｡ また国以外の主体が公益目

的でこの国の収集データの提供を受けて分析・研究する活用方法も国側は提示しているが, 日

医・中川常任理事からはこのデータ提供の可否の審査において, 公平・中立な観点からデータ

利用の目的や必要性等について審査して提供の可否を決定する仕組みが必要なことを指摘し,

これら国民のデータが安易に一般企業等で利用されないよう充分な制御を求めた｡
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(３) 厚労省保健局発 ｢レセプトオンライン請求に係るセキュリティに関する
ガイドライン｣ 等の改定について

(日医総研・上野主任研究員)

本年２月に, このガイドラインにつき, 大きく２点の変更が行われた｡

※本件に関しては社会保険診療報酬支払基金のホームページ (http://www.ssk.or.jp) の ｢試行

的オンライン請求システム｣ の中の ｢セキュリティ｣ をご参照いただきたい｡

①従来, 送信機器には専用のパソコンと限られていたが, 今回医事会計システム (たとえば

日レセのパソコン) から送信することも可能

②これまで使用回線は閉域網であるＮＴＴ１社のダイアルアップ ISDN あるいは IP-VPN フ

レッツのみとされていたが, 今回は一般インターネット回線においても IPsec ＋ IKE サー

ビス提供事業者 (オンデマンドVPN接続) を利用するならばこれを認める方向

※これについては同じ社会保険診療報酬支払基金のホームページ (http://www.ssk.or.jp) の

｢試行的オンライン請求システム｣ の ｢お知らせ・インターネットによるオンライン請求

について｣ の ｢事業者の適合性評価結果｣ をご参照いただきたい｡

ISDN やフレッツ回線は一般のインターネット回線ではない閉域回線網も使用するため,

セキュリティが担保されている｡ 今回のオンデマンド VPN とは, 一般のインターネット

回線で暗号化した通信経路を構築し, 電子的な鍵をやり取りして閉域回線と同等の機密性

の高いデータ通信を可能とする技術である｡ 現実には今利用しているインターネット回線

プロバイダー契約に追加してこれらの業者と契約する必要があり, コスト的な問題がある

といえる｡

オンデマンドVPN接続提供事業者は現在４社｡

ＮＴＴデータ オンデマンドVPN構築サービス

ＮＴＴ ＰＣコミュニケーションズ IP-Members

富士通 グループネットソリューション

三菱電機情報ネットワーク セキュアネットワーク

(４) 日医標準レセプトソフト・ＯＲＣＡについて (日医総研・上野主任研究員)

�� �

現在の大きな目標は, ＯＲＣＡ日レセで日医独自の医療データベースを構築し, 国に対抗で

きる数字を持つこと, そしてこのために2011年までに日レセ10,000ユーザーを達成することで

ある｡ 本年２月には全国導入医療機関数は5,453となり目標より１ヶ月早いペースで増加して

いる｡ レセコン業界における日レセのシェアは７％となり, 第４位グループに入った｡ 平成18

年度にリプレースされたレセコンに占める割合は11％で９軒に１件が日レセを選択したことに

なる｡ 年間100本程度の日レセプログラム改良を行い, ユーザーに提供している｡

������	
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日レセユーザーを対象として今回本格的な定点調査研究事業の参加募集を開始する｡ 目的は

日医側からの正確な診療データをもって国に対峙することにある｡ 参加医療機関からレセプト

の個人情報を削除したデータを頂戴し, これを収集分析して公正な医療政策を国に提言する｡

参加していただいた医療機関にはこのフィードバックとして個別に自院の位置づけが分析でき

医療機関経営に有用となる分析資料を提供する｡ 今後, ユーザーに個別で案内がゆくのでぜひ
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協力をお願いしたい｡
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オンライン請求するためには厚労省マスタに準拠する必要があるため, 大手メーカー製のレ

セコンではメーカー独自のマスタを厚労省マスタに変換する必要があり, 自社メンテに多大な

時間・作業が必要である｡ 一方, 日レセは最初から厚労省マスタで動作する唯一のレセコンで

あり, レセコン情報がそのままレセプト電算となる｡ オンライン請求もこの日レセ用パソコン

から直接可能となった｡

�����������

３月中に可能となる｡ (なお京都府医師会においては府医で一括処理)

(５) 厚労省・社会保障カード (仮称) に関する見解について

(日医総研・矢野主任研究員)

厚労省は平成19年９月に有識者ら (座長：大山永昭 東京工大教授, 日医からは委員なし)

による ｢社会保障カード (仮称) の在り方に関する検討会｣ を設置し, これまで６回の委員会

を開催し, 本年１月25日に報告書を発表した｡ 以下はこの報告書の要旨ならびに日医の ｢社会

保障カード (仮称) に対する見解｣ である｡
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社会保障カード (仮称) に対する見解
2008年１月 日本医師会

����

日本医師会では, 社会保障カード (仮称) の検討の発端が国民不安を招いた年金記録問題で

あり, その解決策の一環として検討が開始されたものであると認識している｡

一方, 社会保障番号やそれを活用した社会保障個人会計のような議論は, 以前から ｢骨太の

方針2006｣ にも盛り込まれており, 医療費抑制や管理医療を目的とした財政論と密接に関連し

ているように見受けられる｡

したがって, 年金記録問題を発端とした現在の社会保障カード (仮称) の検討と, 社会保障

番号や社会保障個人会計のような医療費抑制, 管理医療施策とは峻別して検討すべきであり,

その区別を明確にしつつ, 本会の見解を述べる｡

����	
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社会保障カード (仮称) に対する見解の前に, ｢骨太の方針2006｣ に盛り込まれていた ｢社

会保障番号・社会保障個人会計｣ に対する本会の対応を述べておく｡ 本件については, 2006年

６月14日の記者会見において, 次のように見解を表明している｡

①社会保障番号の導入は, 住民基本台帳とネットワーク化され, 国家が個人情報を管理する

“国民総背番号制”の実施につながり, 医療分野では, 財政的な目的で医療の内容に制限を

加える“管理医療”を導入しやすくなる｡

②社会保障個人会計の導入のねらいは, 公的保険給付範囲の縮小と, 縮小部分の民間保険への

移行にあるのは明白｡ これを容認すれば, 国民皆保険制度が崩壊する恐れがある｡

③セキュリティおよび個人情報の保護が, ＩＴ化の最大の課題であり, 同時に, 国民が最も懸
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念するところである｡ ＩＴ化推進に異論はないが, 環境整備のないままに, 拙速に社会保障

番号制度の議論を進めるべきではない｡

このことから, 本会として社会保障番号および社会保障個人会計を用いた医療費抑制や管理

医療については, すでに明確な態度を表明しており, 今後も変わることはない｡

現在の検討会では, 社会保障番号の導入については明確な方針が出ていないが, 仮に社会保

障番号の導入の検討が行われ, 番号を用いた管理医療等の危険性が想定されるならば, 断固反

対の立場であることを明らかにしておく｡

��������	
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本会の社会保障カード (仮称) に対する現状の認識を述べる｡

①社会保障カード (仮称) の発端は年金記録問題である｡

②年金, 医療, 介護の各制度を一体的に取り扱うカードとすることを既定路線として検討会

では取り扱っているが, いまのところ社会保障番号の導入は検討課題として先送りされて

いる｡

③健康保険証については, 医療機関等においてネットワークを活用することで即時被保険者

資格確認が可能になるとされている｡

④社会保障カード (仮称) の所有者が本人であることを確認する手段として, 公的個人認証

サービスを活用する方向性が出されているが, 具体的方法は示されていない｡ 住民基本台

帳 (カード) との関係も不明である｡

⑤一枚のカードで複数のサービス (年金記録, 医療や介護の保険資格等) へのアクセスを重

複せず可能とするならば, 何らかの方法による ｢名寄せ｣ は行われるものと認識している｡

これらの認識を踏まえて, 以下, 見解を述べる｡
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①社会保障カード (仮称) の発端は年金記録問題

年金記録問題は, 国民全体の共助の精神でなりたつ年金制度の根幹を揺るがし, 国民の

老後の生活に対して不安を与えた由々しき問題である｡

そのため, 国民の不安に真摯に応え, その解決策の一環として年金記録管理のための社

会保障カード (仮称) の導入が検討されることは政府として当然の責務であると考える｡

②年金, 医療, 介護の一体的カードの導入について

年金記録問題に端を発した社会保障カード (仮称) の検討に, 医療, 介護の被保険者証

の機能を付与する, としたのは, 2007年７月26日にＩＴ戦略本部より出された ｢重点計画－

2007｣ であった｡

年金記録問題の解決にあたっては, 本検討会の開催趣旨にもあるとおり, 基本となるの

は2007年７月５日に政府・与党で合意された ｢年金記録に対する信頼の回復と新たな年金

記録管理体制の確立について｣ のはずである｡

そこから2007年９月27日に第１回が開催された本検討会において, 年金, 医療, 介護の

三者を一体的に取り扱うカードの導入について, 2008年１月時点でも継続的に検討すると

されたものの, 当初は, 2007年内を目途にとりまとめを実施するとされていた｡ 医療, 介

護を巻きこむことは日本の社会保障システムを大きく変える内容であるにも関わらず, 拙

速に過ぎる対応である｡

現に, 社会保障カード (仮称) の検討に医療が巻き込まれたことによって, 施行直前に
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までなっていた被保険者証への二次元バーコード搭載が急遽廃止となり, 医療機関のみな

らず保険者までを含め, 準備を進めていた現場が大いに混乱したことは記憶に新しい｡

さらに別途, 厚生労働省において一時 ｢健康ＩＴカード｣ の検討が進められようとした

ことは認識しており, その中で被保険者証も全て個人カード化するとされていた｡ それで

あればなおさらのこと, 被保険者証を取り扱う側の医療, 介護関係者が検討に加わること

なく議論されていることは極めて疑問である｡

第２回検討会においては ｢社会保障カード (仮称) 導入により目指す効果の例｣ として

医療機関, 保険者等の利便性向上が謳われたが, こういった検討には充分なニーズを調査

した上, 医療, 介護の実務者も加えて議論がなされるべきと考える｡

なお, 社会保障番号については, 別途, この後述べる｡

③即時被保険者資格確認について

被保険者証を用いたレセプトソフト等への自動転記や被保険者資格確認の実現について

は, 医療のＩＴ化の環境整備の一環として, かねてから本会が要望でしているものである｡

ただし, 現在の社会保障カード (仮称) の検討の方向性では, 個人情報に配慮して券面

印刷を極力少なくするとのことであるが, 現在の被保険者証は券面を見れば内容が分かる

ようになっているため, 医療機関の窓口において目視で確認することができる｡ しかし,

券面印刷を少なくすれば, 目視による確認ができなくなるため, 機械による読み取りおよ

びオンラインによる確認が必須となることが想定される｡ また一方で, 機械による読み取

りおよびオンラインへの対応が困難な医療機関, また回線や機械のトラブル時においては,

保険内容そのものが確認できない事態が発生することも想定される｡

本会の要望は, オンラインを全ての医療機関に必須とするような仕組みを求めているの

ではない｡ 希望する医療機関がオンラインを通じて即時被保険者資格確認ができる環境を

整備することを求めているのである｡ したがって, 必須であったり, オンラインレセプト

請求の義務化を前提としているというようなことがあれば, 断じて受け入れ難い｡

④公的個人認証サービスの活用について

公的個人認証サービスを使うために必要な, 住民基本台帳カードの普及率や署名検証者

が限定されていることを鑑みると, 現実的ではない｡

具体的な活用方策が不明であるため深く言及はできないが, 少なくとも, 各種の制度間

との整合性を明確に示してもらいたい｡

⑤名寄せについて

現段階で制度横断的な番号 (社会保障番号) の付番に関する議論は行われていないが,

一枚のカードで複数の制度, サービスを横断的に利用するのであれば, いずれかの方法で

個人を連結する ｢名寄せ｣ は行われると考える方が自然な考えである｡

ただし, ｢名寄せ｣ については, 年金, 医療, 介護等のデータベースを統合 (大規模な

一元化データベースを構築) するのか, カード内に複数の番号を保有 (年金や医療・介護

保険番号等をそれぞれ格納) するのか, 新しい番号 (社会保障番号) を導入するのか等の

具体的方法が不明であることが問題である｡

冒頭で社会保障番号および社会保障個人会計に言及したとおり, 管理医療へ誘導される

ような施策は許されるものではない｡ したがって, まず, この ｢名寄せ｣ の方法が明確に

されない限り, 適正な議論ができない｡

厚生労働省として, この ｢名寄せ｣ の方策について明確な答えを示すべきである｡
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社会保障番号の怖さは, 社会保障番号自体が ｢本人の保証｣ を担保するものに変質すること

である｡ つまり, 被保険者番号や基礎年金番号は, それぞれの給付サービスを受けるための

｢申請番号｣ であるのに対し, 社会保障番号が, ｢本人の保証｣ を担保するということは, 番号

が個人の代理をすることになり, その番号で借入をしたり, 商取引ができたりする可能性があ

るという意味である｡

社会保障個人会計などは, その最たる例であり, 番号で個人を追跡し, 限度額で社会保障の

給付を抑制するなど, 国が管理しようとする目的が垣間見えるからこそ本会として受け入れら

れない｡

したがって, 仮に社会保障番号を導入するのであれば, 制度として, あくまで ｢申請番号｣

に閉じ込め ｢本人の保証｣ の担保に使われることがないようにする必要がある｡ 簡単にいえば,

利用目的を限定し, 目的外には厳に使わせないという制度設計が必要である｡

ところが, 残念ながら検討会においても, 政府全体においても, それらのことを明確に表明

はしていない｡ 表明していない限り, 本会として社会保障番号の検討が検討会でなされた場合,

反対の意見を申し述べる｡

政府は住民基本台帳番号の議論の際の反省も踏まえ, 謙虚な態度で対応してもらいたい｡

��

これまで述べてきたとおり, 年金記録問題の解消や, 医療機関にとって, 即時被保険者資格

確認が実現すること自体は, 意義のあるものということができる｡

一方で, 社会保障カード (仮称) の検討に医療実務者が加わっていないことに強い疑問を禁

じえない｡ また, 社会保障カード (仮称) の導入によって ｢名寄せ｣ の可能性はあるが, どの

ような ｢仕組み｣ および ｢制度｣ が成り立つのか不明な限り, 日本医師会としてそもそも議論

の土台に乗ることはできない｡

したがって, 我々は厚生労働省に対して検討の場ですみやかに医療実務者を加え, どのよう

な ｢仕組み｣ および ｢制度｣ を構築しようとしているのかを明確に示すことを要求する｡

次に, 医療機関に関わる内容を検討する際, 例えば即時被保険者資格確認のように ｢券面｣

を目視によって確認する運用ですむ現行の仕組みを, オンラインによる即時確認が可能な仕組

みへ変更する場合, その変更が強引に必須条件となるようであれば, 医療現場は混乱し患者に

も不利益となるであろう｡

また, 今後, 社会保障番号の検討が行われるような場合は, 当然, 国民的な議論を踏まえ,

慎重に対応すべきである｡ 制度の設計においても, 社会保障カード (仮称) の利用目的を限定

すべきであり, アメリカの社会保障番号のように民間でも利用できるような方策は取るべきで

ない｡

以上のような観点から, 社会保障カード (仮称) の導入にあたっては将来的に社会保障番号

も検討されることを見据え, 本会の見解としては, 国民・患者視点から目的外利用の禁止, 管

理医療の可能性排除を明確にした法律等を含めた制度面の整備が前提であり, それができない

限りは社会保障カード (仮称) の導入は時期尚早と考える｡

最後に, いかに社会保障カード (仮称) 導入の環境が整ったとしても, 社会保障カード (仮

称) を用いた管理医療施策 (受療動向の監視, 保険給付の縮小, 抑制等) への誘導については,

国民医療を守る立場から受け入れられず, 断固として反対であることを申し述べ, 本会の見解
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とする｡

(６) 日医認証局について (日医総研・矢野主任研究員)

(省略)

※注記：認証局については内容が専門的であり, また今後我々一般会員にどのように関連し

てくるか等の問題もわかりにくい点が多い｡ このため現在, 日医総研に対して府医会員用

への理解の一助となる寄稿を依頼している｡ 近々に京都医報に掲載予定でこれをご参照い

ただきたい｡

(７) 質疑応答

質疑応答45分は時間内の８割が各地区からのレセプトオンライン提出義務化の問題提言であっ

た｡ 以下はその代表的な質問である｡

○レセプトオンライン提出が政府のペースで着々と進行しているが, 日医は現実にこれにどう

対応するのか｡

○なぜオンライン提出が義務化なのか, 義務化は撤廃させるべきではないのか｡

○オンライン提出できない場合にはペナルティが科せられるのか｡

○レセコン導入さえできない医療機関は今後廃院するとの考えが多く寄せられているが, 日医

はこれら会員を放置するのか｡ 日医はこのような会員を守る責務がある｡

○オンライン対応不能機関も今後紙レセで存続できると日医は明確に会員に示してほしい｡

○レセコンをすでに導入している医療機関は２年後, 平成22年４月からオンライン提出となっ

ている｡ 現在のレセコンが電算処理未対応の機種で, まだ今後リースが数年残っている場合,

平成22年４月にはリースが終了しないがこのような場合でも２重のリースを組ませるという

ことか, 特例で開始期間を順延できないのか｡

これらの多数の質問に対し中川日医常任理事の回答要旨｡

●日医はこれまで, 高齢やレセプト枚数の少ない小医療規模の理由でレセコンを導入できない

医療機関が地域医療の現場から撤退するようなことは絶対させないと何度も明言してきて

いる｡

●これに関しては国と交渉を水面下で継続しており, 交渉ごとだけに今明らかにはできない｡

●これら医療機関に対する現実的な解決策として代行入力・代行請求であると認識しているが,

最大の交渉点はこのコストに関して医療機関の負担なしで行うということである｡

●レセコンに対応できない医療機関も従来どおり紙レセ提出で存続できることを確約する｡

●医療のＩＴ化は日医の重要な課題でもあり, レセコンに対応している医療機関は電算処理な

らびにオンライン提出を今後進めてほしい｡

��������

○ＴＶ会議システムを利用した講習会受講者に単位取得を認定してよいか｡

●これはこの講習会を開催する主体者の制度としての問題であるからして, そこで決定いただ

きたい｡ (回答：日医事務局)

○社会保障カードは今回の日医の指摘どおりに今後の医療・介護への国の管理統制の布石であ
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ることは間違いない｡ しかしこのような国民にとって重要な点をなぜ広く国民にＰＲしない

のか｡

●ご指摘通りにＰＲ不足であった, 今後力を入れてゆく｡ (回答：中川日医常任理事)

○個人健康手帳 (ＰＨＲ) やＥＨＲの話が出たが, 社会に広く門戸を広げるのは危険である｡

最小限の個人基本情報はある意味そうであってもよいかも知れないが, 医療等の患者と医師

間のような深い部分の情報はその範囲を限定すべきではないか｡

●ご指摘のお考えも理解するが米国等ではすでに個人医療情報がインターネットを使用したや

りとりも始まっており, これらの動きも考慮する必要がある｡ (回答：大橋委員長)

(８) 総 括 (中川常任理事)

ご要望の多くがレセプトオンライン提出問題であったことを銘記したい｡ 近々に各都道府県

医師会に対して ｢レセプトオンライン請求義務化に関するアンケート｣ を送付する｡ 全会員に

お配りいただき回収のご協力をお願いしたい｡ 日医として集計し, 国との今後の交渉の具とし

たい｡

(後記)
今回, 日医が国の ｢医療サービスの質の向上等のためのレセプト情報等の活用に関する研究

会｣ ならびに ｢社会保障カード (仮称) の在り方に関する検討会｣ の動きを取り上げ, 全国都

道府県医師会に周知して警鐘を鳴らした点, またこれに対する日医としての見解も明らかにし

た点は大きく評価できる｡ レセプトオンライン化, 特定健診事業, 社会保障カード等はすべて

連動した国の医療統制であり, 目的は決して国民の健康ではなく, 医療費の削減と考えられる｡

なお, これらの研究会, 検討会の議事録はすべてインターネットで公開されている｡

先般, 住基ネット合憲について最高裁が初の判断を示したが, その判断根拠は ｢システムや

制度に欠陥はない｣ との結論であった｡ しかし, 今後ともデータの目的外使用や漏えいがおこ

らないと保証できるのか各界から疑問の声が寄せられている｡ 住基カード発行から４年半でそ

の普及率がわずか1.5％, 制度導入に約400億円, 年間維持経費140～190億円も使用している｡

社会保障カードは年金・医療・介護そしてこの住基カード, 納税者番号を連動する国民総背番

号制を目的として設定されており, 今後とも国民を守る医師会として継続して注視する必要が

ある｡

レセプトオンライン請求義務化は全国の医師会の大きな問題であることが再確認された｡ 本

来これを扱うＩＴ化推進検討委員会答申にはそれほど大きく頁をさかれていなないことに当委

員会の委員でもある私には不満を残す結果であった｡ 今回改めて日医から, 地域のレセコンも

導入できない小医療機関が紙レセのままで今後とも存続可能との明言がなされたのは朗報であ

る｡ ただし, これはあくまでレセコンを導入できないような規模の医療機関のことであって,

すでにレセコンを使用されているような医療機関は対象ではなく, このまま紙レセ提出でよい

ということでないことは銘記いただきたい｡

レセ導入されている診療所のオンライン提出期限は２年後, 平成22年４月であり, この１年

でオンライン提出まではいかずとも, そろそろレセ電算処理の方だけは準備をすすめる時期に

さしかかってきていると考えられる｡
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【この検査の背景(基礎)】

プロカルシトニン (Procalcitonin：ＰＣＴ)

は分子量約13kDa のポリペプチドであり,

生体の主要なカルシウム調節ホルモンのひと

つであるカルシトニンの前駆物質です｡ ＰＣＴ

は健常人では甲状腺の傍濾胞細胞 (Ｃ細胞)

で生成され, 細胞内代謝を受けてカルシトニ

ン, カタカルシン, Ｎ末端領域に分解されま

す｡ ＰＣＴ自体はホルモン活性を有しておら

ず, 健常人ではＰＣＴが細胞外に放出される

こともありません｡ 従って健常人の血中ＰＣＴ

濃度は極めて低値ですが, 1993年に敗血症患

者で血中ＰＣＴ濃度が上昇することが報告さ

れて以来, 多数の臨床研究により細菌感染症

患者における血中ＰＣＴ濃度測定の有用性が

示されています｡

感染症発症時のＰＣＴの動態については,

インターロイキン－６ (IL-6) や腫瘍壊死因

子 (TNFα) 等の炎症性サイトカインのピー

クには遅れるものの, 発症約３時間後から血

中濃度が上昇し, ＣＲＰよりも早期の時点で

立ち上がりが認められます｡ 一方, ＰＣＴの

半減期は20－30時間とＣＲＰ (半減期：６時

間) よりも長く, 血中で長時間高濃度を維持

します｡ なお, 甲状腺摘出後であっても重症

細菌感染症罹患時には血中ＰＣＴ高値となる

ことから, 感染症で誘導されるＰＣＴは甲状

腺以外の肺・腎臓・肝臓等の全身臓器で産生・

分泌されるといわれています｡

【検査方法と内容】

ＰＣＴは主に化学発光免疫測定法 (Chemi-

luminescent immunoassay：CLIA) あるいは

化学発光酵素免疫測定法 (Chemiluminescent

enzyme immunoassay：CLEIA) により測定

されます｡ すなわち, ＰＣＴのＣ末端構造

(カタカルシン) を認識する抗体に検体 (血

清または血漿) と発光物質あるいは酵素標識

抗カルシトニン抗体を加え, 形成された“抗

カタカルシン抗体－ＰＣＴ－抗カルシトニン

抗体”複合体を化学発光の原理を用いて定量

するものであり, 原法では結果判定までに２－

４時間を要します｡ 一方, 最近では金コロイ

ド標識抗体によるイムノクロマト法を用いた

迅速測定キット (所要時間：約30分) も市販

されています｡

【臨床データー】

細菌感染症におけるＰＣＴの有用性に関す

るAssicotらの論文 (Lancet 341：515-8, 1993)

では, 重症細菌感染症ではＰＣＴが上昇 (6-

53 ng / mL) するが治療により速やかに低下

することや, ウイルス感染単独ではＰＣＴ＞

1.4 ng / mL にならないこと等が報告されてい

ます｡ また各種炎症マーカーとの比較検討で

は, ＰＣＴは細菌感染症の鑑別診断や重症度

評価においてエンドトキシン, IL-6, ＣＲＰ

等よりも有用なマーカーとされています (図

１)｡ 現在, 細菌性敗血症の鑑別診断および
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重症度判定においては, 一般的にＰＣＴ：0.5

ng / mL および2.0 ng / mL が cut -off 値として

用いられています｡ 抗癌剤やステロイド投与

中の患者でも細菌感染合併時には血中ＰＣＴ

高値となるため, これら医原性免疫低下状態

における細菌感染症の診断においても血中

ＰＣＴ測定は有用と考えられます｡

【利用する際の注意点】

血中ＰＣＴは細菌感染症以外でも熱帯熱マ

ラリアや全身性真菌感染症 (カンジダ, アス

ペルギルス等), 重症の外傷や熱傷等で高値

を示す場合があります｡ 一方, 細菌感染症で

あっても病初期あるいは軽症感染・局所感染

等ではＰＣＴが偽陰性となりうることが知ら

れています｡

なお, 現状では血中ＰＣＴ濃度測定は一部

の検査センターのみ受託可能です｡

【保険収載内容】

保険収載：平成18年２月１日

保険区分：生化学的検査 (Ⅰ) Ｄ007 ｢43｣

保険点数：320点

検査目的：細菌感染症 (特に敗血症) の診断

および重症度判定

※感染症免疫学的検査のエンドトキシン定量

検査 (Ｄ012｢28｣) を併せて実施した場合

は主たるもののみ算定する｡

(京都府立医科大学附属病院臨床検査部：

稲葉 亨, 藤田直久)

図１：細菌感染症鑑別診断におけるＰＣＴ,

IL-6およびＣＲＰのＲＯＣ分析

(Aikawa et al. J Infect Chemother

11：152-159, 2005より改変)

註：ROC (receiver -operating characteristic)

分析

複数の臨床検査項目間でその相対的有用

性を比較する際にしばしば利用される分析

方法である｡ 対象となる検査項目毎に様々

な cut -off 値における感度 (真陽性率) を

縦軸, １－特異度 (偽陽性率) を横軸にプ

ロットしたＲＯＣ曲線を作成してその曲線

パターンを比較した場合, 最も左上に偏位

し曲線下面積が最大となる検査が最も診断

効率の優れた検査とされる｡

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, 原稿は府医総務課 ｢京都医報｣ 係までお届けください｡
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３月より, 府医のホームペー

ジをリニューアルしました｡

一般 (府市民) 向けサイトに

は今回新たに ｢府内ＡＥＤ設置

場所｣ を追加したほか, 今後,

｢特定健診・特定保健指導｣ や

｢府医在宅医療サポートセンター｣

などの情報提供も行う予定です｡

会員向けのページでは, 今回新

たに ｢地区庶務担当理事連絡協議

会・抄録｣ や ｢京都府医師会・月

間日程｣ など, 府医の活動を会員

に迅速に伝達するコンテンツを用

意しています｡

また, 今回のリニューアルにより, 一部, 学術講演会の動画配信などを除き, 全てＩＤやパスワード
等による認証をかけないオープンなサイトとし, ｢開かれた医師会｣ を目指す府医会員と府市民の情報
共有のためのツールの一つとして, 今後も内容の充実を図っていく所存です｡

※会員向けサイトを閲覧中に一般向けサイトへ移動する場合は, 上部の ｢HOME｣ より一般向けサイトの
ＴＯＰページへとお進みください｡

｢お知らせ｣ 欄にブログシ

ステムを導入し, 時節に

あったＴＯＰＩＣを提供
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京都府医師会では, 昨年よりホームページ ｢会員専用サイト｣ において, 学術講演会の動画

配信をスタートさせました｡ 今回, ホームページのリニューアルにともない, あらためて視聴

方法を説明いたします｡

なお, 本サイトより講演会を視聴し, その後, 講演会の簡単な要旨と感想を回答いただく

ことにより, 日医生涯教育制度の単位として１単位認められますので, お忘れなくご回答くだ

さい｡

� � � �

��������	
�����

まず, 京都府医師会のホームページにアクセスしてください｡ 京都府医師会のホームページ

が開きましたら, このページの右段の上に というアイコンがあ

りますのでこれをクリックします｡

��������������	
�����

｢京都府医師会員のみなさまへ｣ ページの中央に というアイコンがありますの

でこれをクリックすると, ｢各種講演会ビデオ視聴｣ ページとなります｡

学術講演会の動画配信
ぜひご利用ください
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◆各種講演会ビデオ視聴ページにはパスワードが必要です

｢各種講演会ビデオ視聴｣ というアイコンをクリックしますと, 以下のようなユーザー名と

パスワードを入力する小窓が開きますので, 入力してください｡

※ユーザー名, パスワードがご不明な方は京都府医師会 総務課 (TEL 075－312－3671) まで

お問い合わせください｡
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開いた ｢各種講演会ビデオ視聴｣ ページに, 現在, 視聴できる講演会が一覧で表示されます｡

見たい学術講演会が決まりましたら, その講演会の下にある のアイコンを

クリックします｡ すると, 別ウィンドウでWindows Media Player が立ち上がり, ビデオが再

生されますので, そのままご視聴ください

※ビデオをご覧になるにはWindows Media Player が必要です｡ お持ちでない方は 左 の

アイコンをクリックしてWindows Media のページからダウンロードをしてください｡

(無償でダウンロードできます)

次回以降のユーザー名, パスワード入力の手間を省く

何度もユーザー名, パスワードの入力をせずに, 会員専用ページにアクセスするこ

とができます｡ 方法は, ユーザー名, パスワードを入力したあとに, その下にある

｢パスワードを記憶する｣ の前にある□をクリックするとチェックマークが付きます｡

こうすると次回アクセス時にはユーザー名とパスワードを入力する小窓が開いても

ＯＫをクリックするだけでユーザー名やパスワードを再度入力しなくても次のステッ

プに進むことができます｡

���

�����	
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視聴後, 講演の要旨と感想を回答いただくと日医生涯教育講座１単位を認定します｡

回答方法は, 以下の視聴した講演会の下部に記載されている ｢日医生涯教育単位取得に関す

る, 講演会要旨の入力はこちらから｣ の ｢こちら｣ をクリックします｡ するとメールソフトが

自動的に起動しますので, 本文に①氏名②地区医師会③講演会要旨と感想 (150字程度) をご

記入のうえ, 送信してください｡ ※宛先, 件名は自動的に入力されます｡
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｢｢｢健健健康康康診診診断断断結結結果果果ににに基基基づづづききき事事事業業業者者者ががが講講講ずずずべべべききき措措措置置置ににに関関関すすするるる
指指指針針針ののの一一一部部部ををを改改改正正正すすするるる指指指針針針｣｣｣ ののの一一一部部部改改改正正正にににつつついいいててて

産産産産産業業業業業保保保保保健健健健健ニニニニニュュュュューーーーーススススス

この度, 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (平成19年厚生労働省令第96号) の施行に

ともない, ｢健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針｣

が定めら, 平成20年４月１日から適用となります｡

なお, 改正の主な内容は下記のとおりです｡

記

１. 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同して選任することとする小規模

事業場産業保健活動支援促進事業の見直しにともなう下線部の削除

２. 就業上の措置の決定等

労働者の健康状態を把握し, 適切に評価するためには, 今般の健康診断項目の追加に関わ

らず, 健康診断の結果を総合的に考慮することが基本である旨を下線部で明記

２就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(１) ～ (２) (略)
(３) 健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取

事業者は, 労働安全衛生法第66条の４の規定に基づき, 健康診断の結果 (当該健康診断の項目に異
常の所見があると診断された労働者に係るものに限る｡) について, 医師等の意見を聴かなければな
らない｡
イ 意見を聴く医師等

事業者は産業医の選任義務のある事業場においては, 産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業
内容, 作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから, 産業医から意見を聴くことが
適当である｡
なお, 産業医の選任義務のない事業場においては, 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に

関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり, こうした医師が労働者の健康管理等
に関する相談等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図るほか, 小規模事業場の事業者が産
業医の要件を備えた医師を共同して選任する小規模事業場産業保健活動支援促進事業により選任さ
れた医師を活用すること等が適当である｡

(４) 就業上の措置の決定等
イ・ロ (略)
ハ 就業上の措置の実施に当たっての留意事項

事業者は, 就業上の措置を実施し, 又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするに当たって
は, 医師等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと, 当該事業場の健康管理部門と人事
労務管理部門との連携にも十分留意する必要がある｡ また, 就業上の措置の実施に当たっては, 特
に労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから, プライバシーに
配慮しつつ事業者は, 当該管理監督者に対し, 就業上の措置の目的, 内容等について理解が得られ
るよう必要な説明を行うことが適当である｡
また, 労働者の健康状態を把握し, 適切に評価するためには, 健康診断の結果を総合的に考慮す

ることが基本であり, 例えば, 平成19年の労働安全衛生規則の改正により新たに追加された腹囲等
の項目もこの総合的考慮の対象とすることが適当と考えられる｡ しかし, この項目の追加によって,
事業者に対して, 従来とは異なる責任が求められるものではない｡
(以下略)
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３. その他の留意事項

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定保健指導が新たに設けられたことに

ともなう文言の追加

今般, 厚生労働省より事業場における産業医活動の活性化を図るため, 産業医の活動に関し,

作業場等の巡視, 衛生委員会への出席についての認識が不足している事業者に対して, 当該産

業医により事業者に対して, 下記のとおり産業医活動の重要性に関して必要な助言を産業医に

要請したいとの依頼がありましたのでお知らせいたします｡

記

産業医による作業場等の巡視については, 労働者の健康管理上, 事業場における作業環境,

作業条件等を平素から把握しておく等のため不可欠であり, また, 産業医の衛生委員会への出

席については, 審議における医学的な観点からの助言等を得るために不可欠であることについ

て, 事業者に対しご助言いただきたいこと｡

本ＤＶＤ ｢石綿アスベスト健康被害と救済｣ は, 石綿健候補被害救済制度の周知を目的とし

て作成され, 石綿の性質や, それによりどのような健康被害が生じるのか, また, 石綿健康被

害救済制度等について具体的に紹介してあるものであり, 石綿による健康被害を受けた方や疑

われる方への情報提供ツールとしても, 大変効果的なものであります｡

環境再生保全機構より各地区医師会あて送付されておりますので, ご活用ください｡

また, 環境再生保全機構ホームページサイト (http://www.erca.go.jp/asbeslos/index.html) で石

綿アスベストに関する情報をご覧いただけますのであわせてご活用ください｡

(５) その他の留意事項
イ (略)
ロ 保健指導

(前略)
また, 労働者災害補償保険法第26条第２項第２号の規定に基づく特定保健指導及び高齢者の医療

の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号) 第24条の規定に基づく特定保健指導を受けた労働者に
ついては, 労働安全衛生法第66条の７第１項の規定に基づく保健指導を行う医師又は保健師にこれ
らの特定保健指導の内容を伝えるよう働きかけることが適当である｡
なお, 産業医の選任義務のある事業場においては, 個々の労働者ごとの健康状態や作業内容, 作

業環境等についてより詳細に把握し得る立場にある産業医が中心となり実施されることが適当で
ある｡

産産産業業業医医医活活活動動動ののの活活活性性性化化化ににに係係係るるる産産産業業業医医医へへへののの要要要請請請にににつつついいいててて

環環環境境境再再再生生生保保保全全全機機機構構構作作作成成成
｢｢｢石石石綿綿綿健健健康康康被被被害害害救救救済済済制制制度度度等等等ににに関関関すすするるる

広広広報報報媒媒媒体体体(((DDDVVVDDD)))｣｣｣ にににつつついいいててて
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労労労働働働安安安全全全衛衛衛生生生法法法施施施行行行令令令ののの一一一部部部ををを改改改正正正すすするるる政政政令令令及及及びびび特特特定定定化化化学学学物物物質質質障障障害害害
予予予防防防規規規則則則等等等ののの一一一部部部ををを改改改正正正すすするるる省省省令令令等等等ののの施施施行行行等等等にににつつついいいててて

(((ホホホルルルムムムアアアルルルデデデヒヒヒドドド,,, １１１...３３３－－－ブブブタタタジジジエエエンンン及及及びびび硫硫硫酸酸酸ジジジエエエチチチルルルににに係係係るるる健健健康康康障障障害害害防防防止止止対対対策策策関関関係係係)))

有害な化学物質による労働者の健康障害の予防対策については, 従来から特定化学物質障害

予防規則 (昭和47年労働省令第39号) 等により規制を行ってきたところですが, 今般, ホルム

アルデヒド, １.３－ブタジエンおよび硫酸ジエチルについて労働者の健康障害防止対策の徹底

を図るため, 労働安全衛生法施行令, 特定化学物質障害予防規則等の改正が行われました｡

つきましては, 産業医活動を行われる際にはこの趣旨をご理解いただくとともに, 本改正の

周知徹底にご協力ください｡

関係情報については, 次のホームページに掲載されております｡

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/index.html

各物質の主な規定の適用 (一覧)

□ 今回新たに義務付けられた規定.
※ ｢安衛則｣ は労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号)
※ ｢安衛法｣ は労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)
※ ｢派遣｣ の列の欄は, 派遣労働者の場合に義務を負う事業者の区分を示す｡ ｢先｣ が派遣先事業者, ｢元｣ が
派遣元事業者を表す｡

※ 安衛法第57条 (表示) 及び第57条の２ (文書の交付) の規定に関しては, 譲渡・提供者に義務がある｡
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・
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―
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特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

(

特
化
則)

４ 先 特定第２類物質等
の製造に係る設備

密閉式 ○

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

(

特
化
則)

36の２ 先
測定結果の評価 ○

局排 ○ 管理濃度(ppm) 0.1

プッシュプル ○ 36の３ 先 評価の結果に
基づく措置 ○

５ 先
特定第２類物質ま
たは管理第２類物
質に係る設備

密閉式 ○ 特別
規定
(38の
17)

特別
規定
(38の
18)

37 先 休憩室 ○

局排 ○ 38 先 洗浄設備 ○

プッシュプル ○ 38の２ 先 飲食等の禁止 ○

７ 先 局排の性能 0.1
ppm

0.5
ｍ/sec

0.5
ｍ/sec 38の３ 先 掲示 ○ ○ ○

８ 先 局排等の稼働時の要件 ○ ○ ○ 38の４ 先 作業記録 ○ ○ ○

12の２ 先 ぼろ等の処理 ○ 38の17 先
特別規定

○

第４章 先 漏えいの防止 ○ 38の18 先 ○

27 先 作業主任者の選任 ○ 39,40 先 特殊健康診断

36 先 作業環境
の測定

実施 ○ 42 先 緊急診断 ○

記録の保存 30年 53 先 記録の報告 ○ ○ ○

安
衛
則

45 元 特定業務従事者の健康診断 ○
安
衛
法

57 － 表示 ○ ○

57の２ － 文書の交付 ○ ○ ○

法
令

条
文

派
遣

規
制
内
容

物質名

法
令

条
文

派
遣 規制内容

物質名
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三寒四温の中, 好天に恵まれた３月４日(火) 本校の卒業式が体育ホールで挙行され, ３年

課程22名, ２年課程74名, 准看護科86名, 合計182名が伝統の看護の制服・戴帽姿で晴れやか

に巣立ちました｡

式典は校歌斉唱に続き, 森 洋一校長から各課程・科の卒業生代表に卒業証書が授与され,

校長式辞では ｢皆さんは学校生活の中で, 多くのことを体験されました｡ また, 多くの人々と

のふれあいは, 今後の皆さんの大きな支えとなり, 自信となって様々な困難を乗り越える大き

な力になることと思います｡ これからは, これまで身につけた力をさらに伸ばして, 看護職と

して感謝の気持ちを持って社会に還元されることを望んでいます｣ とはなむけの言葉が贈られ

ました｡

引き続いてご出席いただいた御来賓を代表して, 京都府知事(代理), 京都市長(代理), 実習

施設代表として京都大学医学部附属病院の看護部長 任 和子様から心温かいご祝辞をいただく

など, 厳かな中にも盛大に, 華やかに行われました｡

式場には多くの御来賓, 講師の先生方, 実習施設や保護者の皆様のご臨席を賜り, また, 多

数のご祝電をいただくなど卒業生の門出を祝福していただきました｡

３月６日(木) には下京区のホテルで卒業生主催の ｢送別パーティー｣ があり, 森校長, 久

山校長代理をはじめ教職員, 実習施設指導者, 講師等多くの本校関係者が招待を受ける中, 苦

楽を共有した思い出話に花が咲き, 担任をはじめ指導に当たった教師やクラスメイトと互いに

学校生活を語り合う姿が見受けられました｡

卒業生は, これからの人生に大きな希望と夢をもって, 看護の道や進学の道に進むことにな

りますが, 今後お世話になります医療機関関係者の皆様に, 患者さんをはじめ誰からも慕われ,

愛される専門職としての准看護師・看護師としてさらに大きく育てていただくことを願ってい

ます｡

京京京京都都都都府府府府医医医医師師師師会会会会看看看看護護護護専専専専門門門門学学学学校校校校

平平平成成成111999年年年度度度卒卒卒業業業式式式

卒卒卒業業業生生生 111888222名名名

TOPICS
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京都市内から西へ, 老ノ坂を越えると, 豊か
な緑に囲まれた亀岡盆地が広がり, ここに, 人
口約10万人弱の亀岡市があります｡ この地域で
活動する亀岡市医師会は, 現在, 会員数99名
(Ａ会員47名,Ｂ会員37名,ＣおよびＤ会員15名),
施設数は54 (診療所が47,病院が５施設で亀岡
市立病院,亀岡病院,亀岡シミズ病院,ムツミ病
院,花ノ木医療福祉センター,老健が２施設) で
構成されています｡当医師会はこれまで,亀岡市
と密に連携しながら, 南丹保健所および京都府
南丹医療圏の中核病院である公立南丹病院の強
力な支援を受けて, 地域医療を担ってきました｡
さて, 最近, 医療問題に関して新聞やテレビ

を賑わすキーワードといえば, 救急のたらいま
わし, 産科小児科の医師不足などですが, ここ
亀岡市でも救急医療については同様の問題が迫
りつつあります｡ 亀岡市役所の近くにある亀岡
市休日急病診療所は ｢緊急に医療を必要とする
市民に対して応急的な診療を行う｣ ことを目的
に昭和56年に開設され, これまで亀岡市医師会
員が出務してきました｡ 平成18年度実績でみる
と, 出務医師会員18名で, 診療日数70日, 受診
総数1809人 (１日平均26人,多い日は100人を越
える日も), その95％が亀岡市民, 年齢構成は
６歳未満が48％でした｡ 内科小児科以外の標榜
科の会員の増加と会員の高年齢化, また, 出務
忌避する会員などで出務可能な会員数が年々減っ
ており, 医師会のかかわり方自体が問題となっ
ています｡ 各地の公立病院存続の危機が取りざ
たされる中, 平成16年６月に急性期・救急医療,
高度医療に取り組み地域医療に貢献することを
掲げて亀岡市立病院が開設されました｡ 上田和
茂院長を先頭に常勤医12名でその理念に果敢に
取り組んでおられますが, 開設３年間病床利
用率70％以下となっています｡ 救急については,
平成18年度で救急時間外患者数3091人 (うち救
急車搬送522人) ですが, 何といっても全科的
に医師不足が恒常化しており, 対応しきれてい
ません｡ 二次医療圏 (南丹医療圏) の拠点病院

である公立南丹病院は, 梶田芳弘院長が ｢救急
診療の依頼は原則として全例受け入れる｣ をモッ
トーとしてこれまで内科, 外科､ 産科, 小児科
の１次から2.5次までの救急地域医療を担って
こられました｡ 平成18年度の救急患者数は18102
人 (うち救急車搬送1748人), このうち亀岡市
民が9256人でした｡ 重症の救急が重なるために,
月に２, ３回は救急搬送を受け入れられないこ
ともあるようです｡ 特に, 産科は常勤医師３人
が３日に１回の当直をこなす激務で, 助産師の
不足も重なって厳しい状況となっています｡
これまでは, 限られた施設, 医師数で独自に

奮闘努力して, 多様化する救急ニーズにかろう
じて対応してきたものと思われます｡ このよう
な現状の中で, 昨年急逝された戸澤睦彦前亀岡
市医師会長は, 公立南丹病院に集中する救急医
療を少しでも改善すると同時に, 地域の医療資
源を効率的に活用していくために, できるだけ
医師会としての役割を果していこうと提唱され
てきました｡ そのひとつとして, 戸澤先生のご
尽力で, 亀岡市の救急医療を円滑に機能させる
ための亀岡独自の救急医療情報システムを構築
されました｡ これは, 公立南丹病院, 亀岡シミ
ズ病院, 亀岡市立病院の３病院が連携調整して,
当直や空床状況を亀岡市医師会のホームページ
に情報提供し, 亀岡市医師会ならびに船井医師
会員と京都中部広域消防救急隊がこれを速やか
に利用できるようにする, というもので, 平成
19年４月より実施され, とくに救急搬送時には
威力を発揮しています｡ しかし, まだまだ多く
の課題が亀岡市医師会に残されています｡ 第一
に, 亀岡市休日急病診療所のあり方について,
地域医療に責任を負うべき医師会が如何に関わっ
ていくのかを再検討する時期と思われます｡ ま
た, 医師会として個々の会員の救急 (内科小児
科) 診療の勉強会を継続して開催していく必要
があります｡ さらに, 亀岡市, 市立病院, 公立
南丹病院などとともに, 当該地域の当面の医師
不足時代における救急医療の協力体制のとり方
を検討していく必要があります｡ また同時に,
行政とともに地域の救急医療の実態を市民に理
解してもらい, 救急のかかり方を啓蒙していく
活動も重要と思われます｡ 今後も府医師会や関
係各方面のご支援をいただいて, 亀岡市医師会
として, このような課題に少しずつ地道に取り
組んでいきたいと考えています｡

亀岡市医師会

庶務担当理事 藤原 史博
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①｢科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン改訂第２版｣

社団法人日本糖尿病学会編 3,990円 南江堂

②｢肥満研究－肥満症治療ガイドライン2006｣

肥満症治療ガイドライン作成委員会編 2,500円 日本肥満学会

③｢動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版｣

日本動脈硬化学会編 2,100円 日本動脈硬化学会

④｢ＣＫＤ診療ガイド｣

社団法人日本腎臓学会編著 1,050円 東京医学社

⑤｢バセドウ病薬物治療のガイドライン2006｣

日本甲状腺学会編 3,150円 南江堂

糖尿病医会の推薦図書の第２回目は生活習慣病関連のガイドラインを中心にとりあげました｡

対象患者が多く今後も増加が予想される疾病について, 次々とガイドラインが作成されかつ適

宜改定されるのは, 引き続いてもたらされる‘真の疾病’を予防するためにも必要な作業と思

います｡ ただし, これらにも一定の限界があることを理解して, 日常臨床の現場で上手に使い

こなしていただきたいと思います｡

１冊目は科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン (改定第２版) です｡ 初版 (2004) の

小規模な改定版です｡ このため今回の購入を当初見送ろうとしたのですが, 以下のような変更

点や新規の情報もあるため購入していただきました｡ まず各章の新たなエビデンスが追加され

ています｡ 新たな項目としては, 糖尿病における急性代謝異常, 糖尿病と膵臓・膵島移植, メ

タボリックシンドロームが設けられています｡ 手前味噌かもしれませんが, たとえ批判的な見

方をしようとしても, バイアスが少なくバランスのとれた記載がされたガイドラインと思いま

す｡ これに準拠して糖尿病治療ガイド, 糖尿病のエッセンスなどより実践的なガイドなどが作

成されていますので, これらもぜひご活用ください｡

２冊目は, 肥満症治療ガイドライン2006です｡ 医学的な見地で減量治療の必要な ｢肥満症｣

を判別し, 疾病単位として捉える考え方を推進してきた日本肥満学会の編集です｡ 肥満症を脂

肪細胞の質的異常 (耐糖能異常, 冠動脈疾患など) と量的異常 (骨, 関節疾患, 睡眠時無呼吸

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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症など) に分けて病態別治療をすべきであると記載されており, 病態と治療法の関係が理解し

やすい構成となっています｡ 治療内容とその意義, 治療目標, 薬物療法の位置づけ等について

も記載されていますので, ご一読ください｡

３冊目は, 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007です｡ 日本動脈硬化学会の５年ぶりの改訂

版です｡ 主な変更点は, すでにご存知の方が多いと思いますが,‘高脂血症の診断基準’の表

が‘脂質異常症の診断基準’に変更されたこと, 高コレステロール血症の基準を総コレステロー

ル値からＬＤＬコレステロール値に変更されたことです｡ 患者カテゴリーも, 修正されました｡

最近の日本の新しいエビデンスも盛り込まれています｡

４冊目は, ＣＫＤ診療ガイドです｡ 慢性腎臓病 (ＣＫＤ) 対策は透析患者数の減少, 心血管

疾患の減少の観点から緊急の課題となっています｡ このため, 日本腎臓病学会などで組織され

たＣＫＤ対策協議会が編集し, 一般医 (かかりつけ医) 向けに概念, 定義, 重要性, 診断法,

治療法などをわかりやすく記載しました｡ ガイドラインというよりも, 糖尿病治療ガイドと同

様にガイドブック的なポジショニングの好著です｡

５冊目は, バセドウ病薬物治療のガイドライン2006です｡ 日本甲状腺学会により, 甲状腺中

毒症の基礎疾患として最多であり, 一般医の診療機会も比較的多い疾患について現時点での見

解が要領よくまとめられています｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 山本 泰三)

��������� �������	
���� ���������

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｡ 申込締切は４月30日(水) とさせていただきます｡

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

576 肝腫瘍の血流と画像
近畿大学医学部消化器内科教授

工藤 正俊氏
Ｈ12・１ ２

577
ＣＰＣ
肝内多発性ＳＯＬ, 閉塞性黄疸の一例
(認定内科医資格更新講座)

出題
京都府立医科大学第３内科学教室
京都府立医科大学第２病理学教室

Ｈ12・１ ２

578
肝発癌抑制を目指したウイルス性肝炎
の最新の治療 (認定内科医資格更新講
座)

京都府立医科大学第三内科助教授
岡上 武氏

Ｈ12・１ ２

579
わが国の肝疾患の現状と課題
(認定内科医資格更新講座)

慶應義塾大学消化器内科教授
石井 裕正氏

Ｈ12・１ １

580 逆流性食道炎とピロリ感染
広島大学医学部第一内科講師

春間 賢氏
Ｈ12・２ ２

581
高血圧の新しいガイドラインを考慮し
た高血圧治療

慶應義塾大学医学部内科教授
次期日本内科学会会頭

猿田 享男氏
Ｈ12・２ ２

582 心不全の一次予防と二次予防
京都大学医学研究科循環病態学

木原 康樹氏
Ｈ12・３ １

583 炎症性腸疾患診断のこつ
大阪市立総合医療センター消化器内
科副部長 大川 清孝氏

Ｈ12・３ ２
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594
アトピー性皮膚炎の病体と治療
(認定内科医資格更新講座)

広島大学医学部皮膚科学教授
山本 昇壮氏

Ｈ12・８ ３

595
喘息診療の実際
(認定内科医資格更新講座)

国立療養所南福岡病院長
西間 三馨氏

Ｈ12・８ ３

596 睡眠障害とその対策について
滋賀医科大学精神医学講座教授

大川 匡子氏
Ｈ12・８ ２

597
H.pylori 感染胃粘膜の発癌リスク
－H.pylori は除菌すべきか－

大阪府立成人病センター消化器内科
診療局長 竜田 正晴氏

Ｈ12・９ ２

598
介護保険におけるかかりつけ医の役割
(認定内科医資格更新講座)

名古屋大学大学院医学系研究科老年
医学教授 井口 昭久氏

Ｈ12・９ ２

599

エビデンスにみる高齢者の泌尿器疾患
－前立腺肥大症の最新診療－
エビデンスにみる高齢者の脂質代謝異常
－高脂血症の最新診療－
(認定内科医資格更新講座)

鳥取大学医学部泌尿器科教授
宮川 征男氏

東京都多摩老人医療センター副院長
井藤 英喜氏

Ｈ12・９ ２

600
新しい臨床医学の展開に向けて
－基礎医学の立場から－
(認定内科医資格更新講座)

京都大学大学院医学研究科分子生体
統御学講座分子生物学教授

本庶 佑氏
Ｈ12・10 １

601
無症候癌発見の新しいアプローチ
(FDG - PET 検査)
(認定内科医資格更新講座)

群馬大学医学部核医学教室教授
遠藤 啓吾氏

Ｈ12・10 ２

602 消化器領域における超音波診断の進歩
奈良県立医科大学腫瘍放射線科教授

大石 元氏
Ｈ12・10 ２

603
超高齢社会を支える医療システムとは
(認定内科医資格更新講座)

慶應義塾大学経営大学院教授
田中 滋氏

Ｈ12・10 ２

604
高脂血症治療の新しい考え方
(認定内科医資格更新講座)

東京都国民健康保険団体連合会
福生病院院長 中谷 短章氏

Ｈ12・10 ２

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

584
脳血管障害における高血圧治療の問題
点－事例報告を中心に－
(認定内科医資格更新講座)

京都市立病院
立岡 良久氏

Ｈ12・３ ２

585 H.pilori 感染症の病態と治療
大分医科大学第二内科助教授

藤岡 利生氏
Ｈ12・４ ２

586
各種リスクファクターと高脂血症の治
療意義

日本医科大学第三内科助教授
及川 眞一氏

Ｈ12・４ ２

587
私の診たGroupⅢの問題点
－生検の病理診断の難しさ－

国立京都病院消化器内科医長
梶谷 幸夫氏

Ｈ12・５ ２

588 消化器癌免疫療法の臨床
京都府立医科大学消化器外科学教室
教授 山岸 久一氏

Ｈ12・５ ２

589
Ｂ型慢性肝炎の臨床について
－最近のトピックス－

新潟大学医学部第三内科講師
市田 隆文氏

Ｈ12・６ ２

590
糖尿病の薬物療法 －最近の進歩－
(認定内科医資格更新講座)

東京女子医科大学糖尿病センター所長
岩本 安彦氏

Ｈ12・６ ２

591
腎障害を合併する高血圧治療
(認定内科医資格更新講座)

東北大学大学院医学系研究科病態制
御学講座分子血管病態学分野教授

伊藤 貞嘉氏
Ｈ12・６ ２

592
肝癌に対する桂皮的局所療法
－ PEIT, PMCT から RFAへ－

東京大学消化器内科助手
椎名秀一朗氏

Ｈ12・７ ２

593
肝炎・肝硬変・肝癌の流れを阻止する
には

金沢大学医学部第一内科教授
小林 健一氏

Ｈ12・７ ２
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整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

605
社会変革期における内視鏡診療のあり
方

京都大学医学部光学医療診療部助教授
岡崎 和一氏

Ｈ12・11 ２

606
痛風・高尿酸血症の合併症とその対策
(認定内科医資格更新講座)

東京慈恵会医科大学内科
(腎臓・高血圧内科) 教授

細谷 龍男氏
Ｈ12・11 ２

607
消化性腫瘍治療の新しい考え方
(認定内科医資格更新講座)

熊本大学医学部臨床検査医学講座助
教授 岡崎 研二氏

Ｈ12・11 ２

608
心不全治療最新の知見
“ナトリウム利尿ペプチドを用いた心
不全医療”

京都大学臨床病態医科学・第二内科
助教授 齋藤 能彦氏

Ｈ12・11 ２

609
我が国の医療制度改革と診療報酬体系
(認定内科医資格更新講座)

日本大学医学部医療管理学教授
大道 久氏

Ｈ12・11 ２

610
高脂血症の治療と動脈硬化の是正
(認定内科医資格更新講座)

財団法人三越厚生事業団常務理事
防衛医科大学校名誉教授

中村 治雄氏
Ｈ12・11 ２

611 胃癌スクリーニングの現状と問題点
和歌山県立医科大学第二内科教授

一瀬 雅夫氏
Ｈ12・12 ２

612
産婦人科領域におけるクラミジア感染症
(認定内科医資格更新講座)

愛媛労災病院産婦人科部長
勤労女性メディカルセンター長

宮内 文久氏
Ｈ12・12 ２

613
呼吸器感染症の治療
(認定内科医資格更新講座)

国立療養所西新潟中央病院内科医長
和田 光一氏

Ｈ12・12 ２

札幌から枚方に転居したオイルショック

の昭和48年の夏, 大阪の酷暑に東京生れの

私も参った｡ 札幌生活12年で寒冷地仕様に

体も自動変換？ その冬のこと, 小学１年

の次男が ｢いつ冬になるの｣ あれ！ とう

に冬｡ ｢いつ雪降るの｣ 道
ド

産
サン

子
コ

には雪イコー

ル冬｡ 札幌雪まつりを代表に雪のない冬は

ありえない｡ 雪の少ない久御山町でも今年

は積もる日もあった｡

句会の９日は京都の気温, 最低0.2度,

最高16.5度, 今冬一番の暖かさ｡ では一番

寒かったのは２月24日, 最低－2.2度, 最

高4.3度｡ 昨年の全国最高は, 1933年７月

40.8度の山形市を74年振りに更新した多治

見市, 熊谷市が40.9度, 京都は五山の送り

火の８月16日, 38.6度｡ 地球の温暖化現象,

異常気象｡ 名医の先生方, どうぞ地球に解

熱剤を治療薬を｡ 地球こそかけがえのない

生き物｡ 救ってあげねば!! (当番 明子)

��������	
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井上代志子
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上山 青柿

�������� �!

田村江津子
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西村妃佐子

+,-�.�/012�34

福原 宏一
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小林 明子

３月例会
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内視鏡をしながらのヒヤリハットは枚

挙にいとまがない｡ 喉頭蓋ひだを確認,

左の梨状窩へ先端をもぐりこませたとこ

ろで, ゲホッと言って, スコープが喉頭

へ入った｡ 途端, ヒー, ヒーと喉頭痙攣｡

サッと抜いて, 大丈夫, 大丈夫, ゆっく

り息をして, ハイッ吸って, 吐いてー｡

ようやく治まってきた｡ やれやれ｡

アクティブな十二指腸潰瘍病変がある｡

最初からゲーゲー言いぱなっしの患者｡

十二指腸を見るのに相当苦労した｡ 萎縮

性胃炎もシビアーで, 陥凹をともなう低

い隆起病変もある｡ 生検を３箇所した｡

検査後画像を見せながら説明したが, し

ばらくして心窩部激痛を訴える｡ 腹部所

見としては, 筋性防御もなくソフトでは

ある｡ しかし身体を九の字にして痛がる｡

てっきり, 十二指腸潰瘍の穿孔を疑わせ

た｡ 腹部単純ＸＰ上は結腸に多量のガス

像を認めるのみ, ＣＴでも同様であった｡

腹部温罨法をして, 排ガスを待った｡ 11

時過ぎの検査から, 治まるのに16時まで

かかった｡ 検査料の請求はどうしたらよ

いのだろう？ 内視鏡も患者との共同作

業であるが, 夢中になって送気のしすぎ

に, 気をつけなければ｡

◆

����

���������� ｢他山の石｣ 投稿募集

重大な医療事故の発生の背景には, 類似の要因を持つ事故に至らなかった事例 (ヒヤリ・
ハット事例) が存在することから, 医療事故につながり得る要因を把握・分析するにあたっ
ては, ヒヤリ・ハット事例の収集が有効となります｡
本誌では, ｢他山の石｣ コーナーを設け, 会員からのヒヤリ・ハット事例を匿名で掲載

いたしております｡
各医療機関において, 医療事故につながり得る様々な要因を客観的に把握・分析し, 効

果的な医療事故防止対策を講じていただくためにも, 会員各位のご体験を投稿いただきた
く, ご協力のほどお願い申し上げます｡
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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, 府医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ヘパリンナトリウム製剤等の品質の確保の徹底について (京都府薬務室)

今般, 米国ＦＤＡ等により, 米国において, 昨年12月以降, 米国バクスター社製ヘパリン

製剤投与後にアレルギー等の重篤な副作用の発生の増加が認められ, 順次, 自主回収が進め

られていること, また, 当該事象の原因は調査中であるものの, ヘパリンナトリウム製剤に

使用される原薬 (以下｢ヘパリン原薬｣という) 中に, 通常ヘパリン原薬に含まれていない不

純物としてヘパリン様物質の混入 (５～20％) が確認されたこと等が公表されました｡ また,

ドイツにおいても同様な状況により, 回収が進められているところです｡

厚生労働省は, このような状況を考慮し, ヘパリンナトリウム製剤, ヘパリンカルシウム

製剤, ダルテパリンナトリウム製剤, パルナパリンナトリウム製剤およびレビパリンナトリ

ウム製剤 (以下｢ヘパリン製剤等｣という) の製造販売業者に対してヘパリン製剤等の品質確

保および安全性に関する情報の収集・提供の徹底を指示しましたので, 関係医療機関にその

内容を周知するものです｡

②医療機関等からの医薬品または医療機器に係る副作用等報告の電子報告の方法の変更について

(日医常任理事)

本件は, 平成20年２月１日より, 厚生労働省の所管する手続の案内や電子申請の受付等の

窓口が電子政府の総合窓口 (ｅ－Ｇｏｖ) へ移行されたことにともない, 副作用等報告につ

いても電子報告の方法が変更されましたので, 医療機関及び薬局に周知するものです｡

※電子政府の総合窓口 (ｅ－Ｇｏｖ) [http://www.e-gov.go.jp/index.html]

医師国家試験問題の公募について

日本医師会では医師国家試験問題の作成を日医生涯教育制度の一環として行うこととし, 会

員からの公募をしておりますが, 今年度も一括して厚生労働省Ｗｅｂサイトに登録するため４

月25日を締め切りとしております｡ 会員各位の積極的なご応募をお願いいたします｡ なお, 間

に合わなくても次回の公募分といたしますのでいつでもご応募ください｡ 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)
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平成20年２月 医療界を巡る動き
京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

２. ２ 新型インフルエンザ対策医療機関研修会を開
催－450名が参加

２. ９ 参与会を開催
２. ９ 特定健診等実施説明会を開催
２. ９ 研修医のための研修と交流会を開催－114名

が参加
２. ９ 介護予防推進講演会・シンポジウムを開催－

97名が参加
２. 10 指導医のための教育ワークショップを開催－

16名が参加 (～11日)

２. 13 乳がん検診委員会および地区乳がん検診担当
者連絡会を開催

２. 13 都道府県医師会廃棄物担当理事連絡協議会に
出席

２. 13 厚労省の ｢医道審議会医道分科会診療科名標
榜部会｣ に森府医会長が参考人として出席－
｢総合医の中身が固まらない中で標榜科にすれ
ば混乱を招く｣ と意見

２. １ 中医協総会開催－外来管理加算の要件見直し
等について協議

２. ４ 日本医療機能評価機構・産科医療補償制度運
営組織準備委員会が産科無過失補償で最終報告
書－患者への補償は一時金と分割金で

２. ６ 赤血球を無限に作成－理化学研究所のチーム
がＥＳ細胞を使い, マウス実験で実現にめど

２. ６ 70～74歳の医療費窓口負担増凍結で審査支払
機関に基金を設立し, 公費負担医療を創設－後
期高齢者は広域連合が基金設立

２. ７ 大阪府医師会長選挙で現職の酒井國男会長と
前日医常任理事の伯井俊明氏が立候補

２. 12 超党派の国会議員らが ｢医療現場の危機打開
と再建をめざす国会議員連盟｣ を設立・初会合－
会長に尾辻秀久元厚労相

２. 12 政府が ｢医師数は総数としても充足している
状況にはない｣ との答弁書を閣議で了承

２. 12 厚労省の ｢麻しん対策推進会議｣ が初会合－
国の麻しん対策の進捗状況を検証

２. 12 2007年のＨＩＶ感染者とエイズ患者の合計が
過去最高－厚労省がエイズ動向委員会に年間報
告

２. 13 中医協総会開催－2008年度診療報酬改定を答
申

２. １ 米マイクロソフトが米ヤフーへ買収提案

２. ６ 2007年度補正予算が成立－高齢者負担増凍結
に1719億円

２. ７ 前時津風親方を逮捕－稽古中の力士急死事件

２. 10 韓国の ｢南大門｣ が焼失－警察は69歳男を放
火容疑で逮捕

２. 11 在沖縄米海兵隊の２等軍曹による少女暴行事
件

２. 13 ｢18歳成人｣ 諮問－鳩山法相が法制審議会に
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※ ｢京都府医師会・会務｣：定例理事会, 常任委員会等は省略

京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

２. 14 医療政策懇談会を開催－権丈善一慶應義塾大
学商学部教授を招き ｢日本の社会保障と医療～
小さすぎる政府の医療政策｣ と題する講演

２. 15 京都府ならびに京都府薬剤師会等関係団体,
関係企業と後発医薬品に係る意見交換会を開催

２. 16 第176回臨時代議員会を開催
２. 16 2007年度日医医療情報システム協議会に出席

(～17日)

２. 22 女性医師の勤務環境の整備に関する講習会を
開催－28名が参加

２. 23 京都府糖尿病対策推進講習会－コメディカル
のための療養指導を開催－216名が参加

２. 23 かかりつけ医認知症対応力向上研修を京田辺
市で開催－144名が参加

２. 23 第５回医療安全シンポジウムを開催－280名
が参加

２. 23 平成19年度学校医講習会に出席
２. 24 平成19年度母子保健講習会に出席

２. 26 京都府医師会看護専門学校戴帽式を開催

２. 14 大阪府医会長選挙で現職の酒井國男氏が当選－
135票対134票 (白票１) の１票差で

２. 15 大阪府医会長選の ｢問題の１票｣ めぐり大阪
府医が紛糾－伯井氏側, 選挙の無効求め提訴も

２. 20 日本医学会会長に現職の�久史麿会長が３選

２. 22 ｢予防接種法施行令の一部を改正する政令案｣
が閣議決定－2008年度から現在の対象者に加え,
13歳と18歳の男女に５年間かけ定期接種

２. 26 社会保障国民会議・サービス保障分科会が初
会合－｢公的給付の範囲｣ が議題に浮上

２. 27 日医第Ⅹ次生命倫理懇談会が ｢終末期医療に
関するガイドライン｣ を答申

２. 28 民主, 共産, 社民, 国民新の野党４党が後期
高齢者医療制度の廃止などを盛り込んだ法案を
衆院に提出

２. 14 2007年10～12月の国内総生産 (ＧＤＰ) が実
質0.9％増, 年率換算3.7％増で２四半期連続の
プラス成長

２. 17 コソボが独立－セルビアの自治州から独立を
宣言

２. 18 パキスタン総選挙－ムシャラフ大統領派の与
党が敗北

２. 19 海上自衛隊のイージス艦 ｢あたご｣ が千葉県
房総沖でマグロはえ縄漁船と衝突－漁船の親子
が行方不明に

２. 19 東芝がＨＤ－ＤＶＤ事業撤退

２. 23 三浦和義元社長を逮捕－米ロサンゼルス市警
が発表

２. 23 ネット衛星 ｢きずな｣ 打ち上げ－国産Ｈ２Ａ
ロケット14号機で
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本年４月１日より, 標榜診療科名の見直しが行われます｡ 今回の見直しは, 一つひとつの診

療科名を決めていた従来の考え方を大きく変更し, 一定の性質を有する事項を包括的に規定す

る方式を改めることによって, 医療機関が標榜できる診療科名を相当程度拡大するものです｡

今般日医より, 一般向けホームページに診療科名の標榜方法の見直しの説明ページを ｢ドク

ターのみなさまへ｣ のコーナーに開設したとの報告がありましたのでお知らせいたします｡

ＵＲＬ：http://www.med.or.jp/doctor/iryohou/hyoubou.html
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下表のいずれの方法でも, 標榜することができます｡

また例えば, ｢内科, 外科, 胸部外科, 大腸内科, アレルギー科, リウマチ科｣ というよう

に, 複数の診療科や１と２と３の方法の併用も可能です｡

１. ｢内科｣ または ｢外科｣
２. ｢内科｣ または ｢外科｣ と, 下記ａ,ｂ,ｃ,ｄとの組み合わせ
ａ,ｂ,ｃ,ｄのうち, 同じ分類に属する事項でなければ, ２つ以上の事項の組み合わせも可能です｡
例えば, ｢内科｣ ＋ ｢老人｣ (ｃ) ＋ ｢心療｣ (ｄ) ＝ ｢老人心療内科｣ など｡
ただし, 同じ分類に属する事項同士を組み合わせることはできません｡
例えば, ｢内科｣ ＋ ｢男性｣ (ｃ) ＋ ｢女性｣ (ｃ) ＝ ｢男性女性内科｣ は不可｡

ａ) 部位, 器官, 臓器, 組織
またはこれらの果たす機能

頭頸部

＋ ｢外科｣ または ｢内科｣

頭部
頸部
胸部
腹部
呼吸器
気管食道
気管
気管支
肺
消化器
食道
胃腸
十二指腸
小腸
大腸
循環器
肛門
血管
心臓血管
心臓
腎臓
脳神経
脳
神経
血液
乳腺
内分泌
代謝

標榜診療科名の標榜方法の見直しについて
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またはこれらの果たす機能

脂質代謝

＋ ｢外科｣ または ｢内科｣肝臓
胆のう
膵臓

ｂ) 疾病, 病態の名称

感染症

＋ ｢外科｣ または ｢内科｣

性感染症
腫瘍
がん
糖尿病
アレルギー疾患

ｃ) 患者の特性

男性

＋ ｢外科｣ または ｢内科｣

女性
小児
周産期
新生児
児童
思春期
老人
老年
高齢者

ｄ) 医学的処置

整形 (内科との組合せは不可)

＋ ｢外科｣ または ｢内科｣

形成 (内科との組合せは不可)
美容
心療 (外科との組合せは不可)
薬物療法
透析
移植
光学医療
生殖医療
不妊治療
疼痛緩和
緩和ケア
ペインクリニック
漢方
化学療法
人工透析
臓器移植
骨髄移植
内視鏡

３. 単独の名称をもって診療科名とするもの｡
さらに, 上記２のａ～ｄの各事項との組み合わせも可能｡ ただし, 不合理な組み合わせとな

るものとして, 認められない診療科名があります｡

精神科, アレルギー科, リウマチ科, 小児科, 皮膚科, 泌尿器科, 産婦人科, 産科, 婦人科, 眼
科, 耳鼻いんこう科, リハビリテーション科, 放射線科, 放射線診断科, 放射線治療科, 病理診
断科, 臨床検査科, 救急科

上記３の診療科 ＋２のａ,ｂ,ｃ,ｄ

��������	
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以下の診療科名は, 平成20年４月１日以後, 単独の診療科名として標榜することはできなく

なります｡

ただし, 平成20年４月１日よりも前に標榜している場合は経過措置が適用されるので, 引き

続き標榜することができます｡ 看板や広告の付け替えなどをする必要はありません｡

神経科, 呼吸器科, 消化器科, 循環器科, 皮膚泌尿器科, 性病科, こう門科,

気管食道科, 胃腸科
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上記のとおり, 内科または外科と２のａ,ｂ,ｃ,ｄとの組み合わせ, あるいは３と２のａ,ｂ,

ｃ,ｄとの組み合わせの中で, 医学的知見および社会通念に照らし, 不合理な組み合わせとな

るものとして, 厚生労働省令で定める診療科名は, 標榜することができません｡

診療科名 不合理な組み合わせとなる事項

内科 整形または形成

外科 心療

アレルギー科 アレルギー疾患 (｢アレルギー疾患アレルギー科｣)

小児科 小児, 老人, 老年または高齢者 (例：｢高齢者小児科｣ など)

皮膚科
呼吸器, 消化器, 循環器, 気管食道, 心臓血管, 腎臓, 脳神経, 気管, 気管
支, 肺, 食道, 胃腸, 十二指腸, 小腸, 大腸, 肝臓, 胆のう, 膵臓, 心臓ま
たは脳 (例：｢呼吸器皮膚科｣ など)

泌尿器科
頭頸部, 胸部, 腹部, 呼吸器, 消化器, 循環器, 気管食道, 心臓血管, 脳神
経, 乳腺, 頭部, 頸部, 気管, 気管支, 肺, 食道, 胃腸, 十二指腸, 小腸,
大腸, 肝臓, 胆のう, 膵臓, 心臓または脳 (例：｢頭頸部泌尿器科｣ など)

産婦人科 男性, 小児または児童 (例：｢男性産婦人科｣ など)

眼科
胸部, 腹部, 呼吸器, 消化器, 循環器, 気管食道, 肛門, 心臓血管, 腎臓,
乳腺, 内分泌, 頸部, 気管, 気管支, 肺, 食道, 胃腸, 十二指腸, 小腸, 大
腸, 肝臓, 胆のう, 膵臓または心臓 (例：｢腹部眼科｣ など)

耳鼻いんこう科
胸部, 腹部, 消化器, 循環器, 肛門, 心臓血管, 腎臓, 乳腺, 内分泌, 胃腸,
十二指腸, 小腸, 大腸, 肝臓, 胆のう, 膵臓または心臓 (例：｢消化器耳鼻い
んこう科｣ など)

���������

上記の今回の見直しで標榜することができなくなる診療科名であっても, 本年４月１日より

も前に標榜している場合は経過措置が適用されます｡

ただし, その場合であっても, 病院・診療所の看板を取り替える時や新たに広告する時など

は, 新しい診療科名でなければなりません｡

したがって, そのときは, 医療法, 健保法に基づき, 診療科名の変更手続が必要となります｡

変更手続届出先

変更手続等, お問い合わせは府医総務課 (075－315－5273) まで

医 療 法 健 保 法

京都市内 → 市地域医療課
京都市外 → 管轄保健所 京都社会保険事務局
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平成20年４月から, Ｂ型およびＣ型ウイルス性肝炎の方に対するインターフェロン治療に係

る医療費の助成を開始する予定です｡

国の要綱 (申請書の様式, 自己限度額など) がまだ確定していないため, 一部変更の可能性

もありますが, 現時点での情報をベースに, その概要をお知らせします｡

４月１日からのインターフェロン治療はその対象となりますので, 要綱の通知以降申請いた

だきますようお願いします｡ なお, 要綱が決まり次第改めてお知らせします｡

記

１ 実施主体

京都府

２ 対象となる方

京都府に住所があり, Ｂ型およびＣ型肝炎のインターフェロン治療を要すると診断された方

３ 公費負担の対象となる医療費等

Ｂ型およびＣ型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療およびこれに

ともなう副作用のうちインターフェロン治療継続のための副作用治療で, 保険適用となって

いるもの

４ 対象期間

同一患者につき１年間 (更新および再申請はできません)

なお, 医療費助成は, 原則として保健所が書類を受理した月の初日から開始 (制度開始直

後は, 遡及期間を別に定める予定)

５ 申請手続きについて

要綱 (申請書の様式, 自己限度額など) 決定以降 (４月中旬目途)

手続きについては, 保健所等の窓口等, 府ホームページによりご確認ください｡

６ お問い合わせ先

各保健所または京都府健康対策課 (疾病対策担当 TEL 075－414－4736)

肝炎治療に対する医療費助成について (平成20年３月20日現在)

上記の件につきましては, 昨年同様, 府医・地区医・専門医会・府医承認の各種研究会への

出席状況を把握し, 会員各位あてにそれぞれの出席単位数を記したハガキを送付, 追加・訂正

があればそのハガキをご返送いただく方法で一括申告をすべく準備を進めており, ５月末まで

に全会員あてに文書を発送する予定ですのでご協力をお願いいたします｡ (なお, ３月１日発

行の日医雑誌付録としてお手元に届けられている ｢生涯教育申告書｣ は, 提出不要です｡)

平成19年度日医生涯教育申告について
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一定の条件の下で医療機関が常時診療に従事する医師について広告することができる, いわ

ゆる ｢専門医資格｣ について, 今般, 新たに, 日本熱傷学会, 日本脳神経血管内治療学会およ

び日本臨床腫瘍学会からの届出が厚生労働大臣に受理されておりますのでお知らせいたします｡

なお, これらの専門医資格について広告する際には, ｢○○学会認定｣ という文言を資格名

の前に付けることとされております｡ 会員各位におかれましてもご注意くださいますようお願

いいたします｡

◇現在までに届出が受理された学会一覧

団 体 名 資 格 名 広告できる
資格者 届出受理年月日 連 絡 先

(社) 日本整形外科学会 整形外科専門医 医師 平成14年７月17日 (03) 3816－3671

(社) 日本皮膚科学会 皮膚科専門医 医師 平成14年７月17日 (03) 3811－5099

(社) 日本麻酔科学会 麻酔科専門医 医師 平成14年７月17日 (03) 3815－0590

(社) 日本医学放射線学会 放射線科専門医 医師 平成14年10月１日 (03) 3814－3077

(財) 日本眼科学会 眼科専門医 医師 平成14年10月１日 (03) 3295－2360

(社) 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 医師 平成14年10月１日 (03) 5842－5452

(社) 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 医師 平成14年12月16日 (03) 3443－3085

(社) 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 医師 平成14年12月16日 (03) 3814－7921

(社) 日本形成外科学会 形成外科専門医 医師 平成15年２月24日 (03) 5287－6773

(社) 日本病理学会 病理専門医 医師 平成15年２月24日 (03) 5684－6886

(社) 日本内科学会 内科専門医 医師 平成15年２月24日 (03) 3813－5991

(社) 日本外科学会 外科専門医 医師 平成15年４月25日 (03) 5733－4094

(社) 日本糖尿病学会 糖尿病専門医 医師 平成15年４月25日 (03) 3815－4364

(社) 日本肝臓学会 肝臓専門医 医師 平成15年４月25日 (03) 3812－1567

(社) 日本感染症学会 感染症専門医 医師 平成15年４月25日 (03) 5842－5845

有限責任中間法人 日本救急医学会 救急科専門医 医師 平成15年６月25日 (03) 5840－9870

(社) 日本血液学会 血液専門医 医師 平成15年６月25日 (075) 752－2844

(社) 日本循環器学会 循環器専門医 医師 平成15年６月25日 (075) 257－5830

(社) 日本呼吸器学会 呼吸器専門医 医師 平成15年８月25日 (03) 5805－3553

(財) 日本消化器病学会 消化器病専門医 医師 平成15年８月25日 (03) 3573－4297

(社) 日本腎臓学会 腎臓専門医 医師 平成15年８月25日 (03) 5842－4131

(社) 日本小児科学会 小児科専門医 医師 平成15年８月25日 (03) 3818－0091

(社) 日本口腔外科学会 口腔外科専門医 歯科医師 平成15年11月19日 (03) 5791－1791

(社) 日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 医師 平成15年11月19日 (075) 752－2955

有限責任中間法人 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 医師 平成15年11月19日 (03) 5641－3500

広告が可能な医師の専門性に関する資格名等について
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資格者 届出受理年月日 連 絡 先

(社) 日本超音波医学会 超音波専門医 医師 平成15年12月３日 (03) 6380－3711

特定非営利活動法人 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 医師 平成15年12月３日 (03) 3915－1198

(社) 日本透析医学会 透析専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 5689－0260

(社) 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 3812－6226

(社) 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 5966－2031

(社) 日本老年医学会 老年病専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 3814－8104

特定非営利活動法人 日本胸部外科学会 心臓血管外科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 3812－4253

特定非営利活動法人 日本血管外科学会 心臓血管外科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 3239－7264

特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会 心臓血管外科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 5842－2301

特定非営利活動法人 日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 3812－4253

特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医 医師 平成16年６月29日 (075) 254－0545

(社) 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 3291－4111

特定非営利活動法人 日本小児外科学会 小児外科専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 5206－6009

有限責任中間法人 日本神経学会 神経内科専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 3815－1080

有限責任中間法人 日本リウマチ学会 リウマチ専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 5251－5353

特定非営利活動法人 日本歯周病学会 歯周病専門医 歯科医師 平成16年10月５日 (03) 3947－8891

有限責任中間法人 日本乳癌学会 乳腺専門医 医師 平成16年10月５日 (03) 3918－0111

有限責任中間法人 日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医 医師 平成17年８月９日 (022) 717－8141

(社) 日本東洋医学会 漢方専門医 医師 平成17年８月９日 (03) 5733－5060

特定非営利活動法人 日本レーザー医学会 レーザー専門医 医師 平成17年８月９日 (03) 3219－3571

特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 医師 平成18年３月24日 (03) 3238－3011

有限責任中間法人 日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医 歯科医師 平成18年３月24日 (03) 3947－8891

有限責任中間法人 日本小児歯科学会 小児歯科専門医 歯科医師 平成18年３月24日 (03) 3947－8891

(社) 日本アレルギー学会 アレルギー専門医 医師 平成19年３月７日 (03) 3816－0280

有限責任中間法人 日本核医学会 核医学専門医 医師 平成19年３月７日 (03) 3947－0976

特定非営利活動法人 日本気管食道科学会 気管食道科専門医 医師 平成19年３月７日 (03) 3818－3030

有限責任中間法人 日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医 医師 平成19年８月２日 (03) 3762－4151

特定非営利活動法人 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 医師 平成19年８月２日 (03) 3288－1033

有限責任中間法人 日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 医師 平成19年８月２日 (03) 5282－8808

※有限責任中間法人 日本熱傷学会 熱傷専門医 医師 平成20年２月19日 (03) 5291－6246

※特定非営利活動法人 日本脳神経血管内治療学会 脳血管内治療専門医 医師 平成20年２月19日 (03) 3239－7264

※特定非営利活動法人 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 医師 平成20年２月19日 (03) 5361－7079

※今回届出が受理された学会
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｢依頼会員(保護者)｣ の子どもが, 親の急な用事や, 病気で保育所などに預けられない等の

緊急時に, 事前講習を受けた ｢サポート会員｣ が保護者の帰宅まで子どもを預かる事業です｡

京都府では, 厚生労働省からの委託で宇治病院 ｢子どもすくすくケア・京都｣ が行っています｡

そこで, ｢サポート会員｣ (登録者数76名) が, 医療機関に ｢依頼会員｣ (登録者数103名) の

子どもに付き添って受診させることがあります｡

保護者が同伴しない受診となりますが, 医療機関におかれましては, 上記事業をご理解のう

え, 対応いただきますようお願いいたします｡

＜お問い合わせ先＞

社会福祉法人宇治病院内 ｢子どもすくすくケア京都｣

TEL／FAX 0774－32－6311

厚生労働省委託 ｢緊急サポートネットワーク事業｣ について

本年４月より, 中学１年生および高校３年生に相当する年齢の者に対し, 予防接種法に基づ

き定期の予防接種を実施する等, 予防接種法施行令, 予防接種実施規則および定期の予防接種

実施要領の改正が実施されます｡ 定期の予防接種実施要領の改正点につきましては, ３月15日

号でお知らせしましたが, 実際にご協力いただきます医療機関への周知も兼ね, 下記のとおり

｢安全な予防接種の実施について｣ と題し, 平山宗宏日本子ども家庭総合研究所名誉所長にご

講演いただきます｡

つきましては, 予防接種実施医療機関関係者にはご理解を深めていただき日頃の予防接種業

務に生かしていただきますようご案内いたします｡

記

と き ４月12日(土) 午後２時～４時
ところ 京都府医師会館

講 演 ｢安全な予防接種の実施について｣
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所名誉所長 平山 宗宏氏

共 催 京都府医師会・京都府・京都市

��������	
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訂正とお詫び

３月15日号にて上記講演会の予告を掲載いたしましたが, 開催場所が抜けておりました｡ お詫びし訂正
いたします｡
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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

20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 地域医療課 (TEL：075－315－5278) 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７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
(カリキュラム№)

開 催 期 日 会 場 定員 備考

基礎科目Ⅰ
(１～11)

10月11日 (土) 10：00～19：00
12日 (日) ９：20～17：00 ｢コクヨホール｣

〒108－8710
東京都港区港南１－８－35
TEL 03－3450－3712

200名
基礎科目Ⅱ
(12～21)

平成21年
１月24日 (土) 10：10～17：50
25日 (日) ９：20～16：30

応用科目Ⅰ
(22,23,28,31,36,37)

９月13日 (土) 12：45～17：50
14日 (日) ９：30～15：20

｢コクヨホール｣
〒108－8710
東京都港区港南１－８－35
TEL 03－3450－3712

300名

基礎科目
修了者
・

基礎科目
免除者

応用科目Ⅱ
(24,26,29,32,34,38,40)

12月20日 (土) 12：50～17：50
21日 (日) ９：10～16：40

応用科目Ⅲ
(25,27,30,33,35,39,41)

平成21年
２月21日 (土) 12：50～17：50
22日 (日) ９：10～16：40

��������	
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京都府医師会では, 会員を対象に低利の融資斡旋制度を設けております｡ これまで指定金融

機関は京都中央信用金庫, 京都北都信用金庫のみでしたが, 2008年４月１日より会員の利便性

を図るため, 京都信用金庫とも融資制度に関する協定を締結することとなりました｡

以下に本制度の概要をご紹介しますので, ぜひ, ご利用ください｡
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融資斡旋制度の概要

Ａ会員融資

過去３ヶ月の診療報酬平均月額の25倍以

内とし, かつ最高限度額１億3,000万円

20年以内

固定金利型および変動金利型

＜資金使途＞
★運転資金
★病院・診療所の増改築資金
★医療機器などの購入資金
★子弟教育資金
★生活関連資金

融資限度額

融 資 期 間

金 利

Ｂ・Ｃ会員融資

年収の５倍以内とし, かつ最高限度額5,000

万円

20年以内

固定金利型および変動金利型

＜資金使途＞
★居住用土地建物購入資金
★生活関連資金
(子弟教育資金含む)

融資限度額

融 資 期 間

金 利

新規開業融資

7,000万円

20年以内

固定金利型および変動金利型

＜資金使途＞
★新規開業資金

融資対象者

融資限度額

融 資 期 間

金 利

医療機器ローン

Ａ会員

1,000万円

３年以内

変動金利型

＜資金使途＞
★医療機関に必要な機器等の
購入資金 (乗用車の購入費
は含まない)

融資対象者

融資限度額

特別フリーローン

京都府医師会員

事業性資金：5,000万円

消費性資金：2,000万円

＜資金使途＞
★事業性 運転・設備資金
★消費性 消費性資金

������ ��	
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ぜひ ご利用ください



2008年(平成20年)４月１日 No.188260

｢固定金利型｣ と ｢変動金利型｣ があります｡

利率については京都府医師会：事務局までお問い合わせください｡

金 利

京都中央信用金庫・京都信用金庫・京都北都信用金庫

取扱金融機関

不 要

手数料

詳しくは下記までお問い合わせください

京都府医師会：事務局 学術生涯研修課
〒604－8585 京都市中京区壬生東高田町１－９
TEL：075－315－5276 FAX：075－314－5042

と き ５月11日(日) 午前９時スタート

と こ ろ 向島ニュータウン・西テニスコート

参 加 費 ３,０００円 (昼食代含む)

参加資格 京都府医師会員ならびにご夫人

参加申込 ４月16日(水) までに各地区医師会福祉担当理事または, 地区医師会事務局へ

お申し込みください｡

第56回京都府医師会
地区対抗テニス大会のご案内

｢融資斡旋申込書｣ に関係書類を添付のうえお申し込みください｡

申込書は京都府医師会事務局にございます｡

融資ご希望の先生は…
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訃 報

山本 苑子氏／中西・乾・教・２月７日ご逝去・83歳
藤山 幸夫氏／左京・下鴨・２月９日ご逝去・87歳
中野 進氏／下西・第１・２月９日ご逝去・84歳
飯田 瞳氏／舞鶴・西部・２月11日ご逝去・79歳
船坂 修氏／左京・葵２・２月17日ご逝去・81歳
益本 昭氏／左京・修第一・２月19日ご逝去・77歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区

石上 文隆 Ａ 相楽 川合 寛治 Ｂ 中西

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 京都府・京都市への予算要望にかかる

回答の状況

３. 参与会の状況

４. 第14回基金・国保審査委員会連絡会の

第43回定例理事会 (２.14)

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

遠藤 裕 Ｂ→Ａ
京都北→
京都北

北区大宮西小野堀町25
遠藤医院

491－2680 内

児玉 芳重 Ｂ→Ａ
京都北→
相楽

相楽郡精華町祝園西１－10－15
第二寺島クリニック

(0774)
98－3500

整外

大槻 弘右 Ａ→Ｄ
福知山→
福知山

－ － －

松田 和男 Ｂ→Ｄ
宇治→
宇治

－ － －

※Ｄ会員は住所・電話番号はご自宅となるため, 掲載しておりません｡

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

上田 朋宏 Ｂ 中西
中京区壬生東高田町１－２
京都市立病院

311－5311 泌

井上 純雄 Ｂ 宇治
宇治市宇治里尻36－26
宇治武田病院

(0774)
25－2500

外

大路 康隆 Ｂ 相楽
相楽郡精華町祝園砂子田７
精華町国民健康保険病院

(0774)
94－2076

内



2008年(平成20年)４月１日 No.188262

理
事
会
だ
よ
り

状況

５. 産業医研修会の状況

６. 平成19年度近医連産業保健担当理事連

絡協議会の状況

７. 第17回基本健康診査委員会の状況

８. 特定健診等実施説明会の状況

９. 介護予防推進講演会・シンポジウムの

状況

10. 近医連救急担当理事連絡協議会の状況

11. 第11回乳幼児保健委員会の状況

12. 平成19年度児童虐待防止保健・福祉合

同研修の状況

13. 第11回乳がん検診委員会および地区乳

がん検診担当者連絡会の状況

14. 第11回健康日本21対策委員会の状況

15. 府医学術講演会の状況

16. 研修医のための研修と交流会の状況

17. 指導医のための教育ワークショップの

状況

18. 第７回医療事故処理室の状況

19. 看護専門学校准看護科入学試験の結果

20. 日医健康スポーツ医学委員会の状況

21. 平成19年度都道府県医師会廃棄物担当

理事連絡協議会の状況

22. 厚生労働省医道審議会医道分科会診療

科名標榜部会の状況

【議 事】

23. 会員の入会・異動・退会６件を可決

24. 会館使用規定の改正を可決

25. 京都府特定疾患等対策協議会委員の推

薦を可決

26. 医療政策懇談会の開催を可決

27. 都道府県医師会社会保険担当理事連絡

協議会の出席を可決

28. 第15回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

29. 平成20年度京都府立学校学校医の推薦

を可決

30. 京都府歯科医師会 ｢要介護者 (有病者)

における口腔管理シンポジウム・研修会｣

におけるパネリスト派遣依頼を可決

31. 医業経済・融資斡旋委員会の休会を

可決

32. 府医学術講演会の開催を可決

33. 看護専門学校専任教員の定年退職なら

びに退職給与金の支給を可決

34. 平成19年度都道府県医師会医療関係者

担当理事連絡協議会への出席を可決

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 京都府医師会第176回臨時代議員会の

状況

３. 第９回情報・企画・広報委員会の状況

４. 医療政策懇談会の状況

５. 後発医薬品に係る意見交換会の状況

６. 平成19年度第３回京都市国保運営協議

会の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第20回救急委員会の状況

９. 第３回災害対策小委員会の状況

10. 第15回地域ケア委員会の状況

11. 京都府介護支援専門員会第８回理事会

の状況

12. 第17回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 平成19年度日医医療情報システム協議

会の状況

15. 平成19年度第10回近医連常任委員会の

状況

第44回定例理事会 (２.21)
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【議 事】

16. 会員の入会・異動・退会９件を可決

17. 京都府医師会諸会費の免除を可決

18. 常任委員会の開催を可決

19. 平成20年度京都拘置所視察委員会委員

候補者推薦の変更を可決

20. 平成20年度京都刑務所視察委員会委員

候補者の推薦を可決

21. 京都市男女共同参画審議会委員候補者

の推薦を可決

22. 府医第177回定時代議員会議案書並び

に平成20 (2008) 年度事業計画・諸会計

予算の作成を可決

23. 京都府社協福祉サービス運営適正化委

員会委員の推薦を可決

24. 京都府社協契約締結審査会委員の推薦

を可決

25. 京都市結核・感染症発生動向調査委員

会委員の推薦を可決

26. 京都府地域リハビリテーション連携推

進会議委員の推薦を可決

27. 京都府地方障害者施策推進協議会委員

の推薦を可決

28. 京都府国民健康保険団体連合会介護給

付費審査委員会委員の推薦を可決

29. 京都府国民健康保険団体連合会介護サー

ビス苦情処理委員会委員の推薦を可決

30. 第33回腎臓病の総合対策の確立をめざ

すシンポジウムの共催を可決

31. 市民公開講座の後援を可決

32. 産業医研修会の共催を可決

33. ｢運動器の10年｣ 日本委員会：学校に

おける運動器検診体制の整備・充実モデ

ル事業, 平成19年度第３回研究協議会・

学校保健委員会合同会議への出席を可決

34. 第18回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

35. 平成19年度特定健診・特定保健指導に

関する技術研修会の開催を可決

36. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

37. 府医学術講演会の開催を可決

38. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

39. 平成19年度京都市結核指定医療機関等

研修事業の委託契約の締結並びに研修会

の開催を可決

40. 看護専門学校第２回学校運営会議の開

催を可決

～ ４月度請求書 (３月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(木) 午後５時まで

△

国保 10日(木) 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４月15日号保険医療部通信参照)

△

労災 14日(月) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡
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府医では, ｢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｡

ＭＬは府医のすべての会員ならびに地区医師会名での利用が可能で, 府医会員同士が

情報・意見交換を行う場を提供します｡ 今や医療崩壊が着実に進む中にあって, 私達は

開業医のみでなく勤務医を含め医師全体が患者である国民との情報を共有し, 意見交換

することが喫緊の課題となっています｡ 勤務医のＢ会員の先生方にもぜひご参加いただ

きたく, 病院管理者の先生方におかれましては, 府医へ入会されているＢ会員の先生方

への周知もお願いいたします｡

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, 『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』 ならびに 『京都府医師会・

会員メーリングリスト運用ガイドライン』 をお読みいただき, これを遵守いただくよう

お願い申し上げます｡

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

������

●｢府医会員ＭＬ登録申請｣ を件名としていただき, 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, ＥメールまたはＦＡＸ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｣ にご登録ください


