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吐龍の滝
写真／谷口 浩也 (中西)

夏休みにリゾートにお出かけの先生も多いと思いま
す｡ 医師国保の提携施設八ヶ岳ワンワンパラダイスに
お盆に宿泊したときの撮影です｡ 小雨の降る中, オタ
カラコウの黄色がしっとりした滝に映え, 清涼感あふ
れる清里の名瀑でした｡ 最近夏は愛犬 (ラブラドール)
と滝めぐりを楽しんでいます｡

＜お知らせ＞

・府医代議員・予備代議員補欠選挙の実施
・医療貸付事業融資制度利用希望者に対する個別
融資相談会
・裁判員制度説明会の開催
・京都府医師会医師無料職業紹介所情報
・予防接種による事故防止
・臨床検査精度管理調査の実施
・ＣＤ ｢生活習慣の確立について－健康教育活動に
活用できるスライド教材－｣

＜付 録＞

●第11回京都マンモグラフィ
講習会開催のお知らせ
●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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平成20年度第１回都道府県医師会長協議会が７月15日(火), 日本医師会館で開催され,

京都府医師会からは安達府医副会長が出席した (森府医会長は日医監事として出席)｡

協議では, 各都道府県ならびに日医より18項目にわたる議題が提出され, それぞれ議論

がなされた｡

安達府医副会長は, 現在の日医執行部の医

療制度に関する議論について, ｢財政に踏み

込んだ政策論を展開されている｡ 政策論を主

張するには覚悟がいることであり, 日医の大

きな変化である｣ と述べ, 日医執行部の活動

を評価した上で, ｢今, 日医として一歩進ん

で, 脱フリードマン (脱小泉政策) を図り,

日本にふさわしい, 社会保障の充実した社会

の構築へ向けた政策提言を我々の責任で行う

べき｣ と提言した｡

具体的には, ①基本的に人的集約分野であ

る医療, 介護等, 社会保障分野の拡充による

経済効果 (現在の政策議論では意図的に触れ

られていない側面) ②特別会計も含めた連結

決算による国家予算の透明化 ③社会保障の

拡充のための国民負担のあり方－などを中心

とする 『社会保障立国論』 の策定と展開を今

後の日医の進むべき方向として確固たるもの

にすることを提言した｡

また, 安達府医副会長は, 日本の２大政党

の有り様についてふれ, ｢現在の日本の２大

政党は, 国のあり方を決める大きな要因であ

る社会保障について, 双方に 『小さな政府』

『大きな政府』 を支持する考えがあり, 選挙

においても社会保障のあり方についての選択

肢が全くない｡ これは国民にとって大変不幸

なことである｣ と述べるとともに, 『社会保

障立国論』 という政策を日医が示すことが,

日本の国家としての将来について国民に選択

肢を提供することにつながり, それを与野党

が採択するか否かが政界再編の基準となって

もよいとの考えを示した上で, ｢開業医寄り

の利益擁護団体という社会的な認知により,

評価を低くしてきた日医の本当の意味での社

会的な復権という意味でも今はチャンス｡ こ

ういう政策論を出すことが, 日医が社会的に

大きな, 強い日医として復権していくために

も大変必要だ｣ と提言した｡

徳島県より, 微量採血用穿刺器具の使用状

況に関する調査について, ｢感染の危険性の

説明が十分に行われず, 結果だけが公表され

ることにより, 国民の間に過大な不安感をあ

おる恐れが非常に大きいのではないかと危惧

する｣ との意見が示された｡ これに対し木下

日医常任理事は, ①わが国では感染の例がな

いことの周知 ②針を交換していないケース

と針は交換したが周辺器具は交換していない

ケースの整理 ③周辺器具は未交換だが消毒

して使用したことの公表 ④ペナルティは課

さない ⑤消毒したかどうかの再調査はしな

い－ことを厚労省と折衝し確約を得たと説明

するとともに, 公表については, ｢添付文書

������������������������			


������������������

日医による 『社会保障立国論』 の
策定を提言

－京都府医・安達副会長

微量採血用穿刺器具と真空採血管
ホルダーの取り扱いについて

平成20年度第１回都道府県医師会長協議会
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の注意事項を遵守しなかった事実がある以上,

やむを得ない｣ とし, 各府県からの報告がま

とまった時点で, 整理の上, ７月末に厚労省

より公表すると説明した｡ また, ｢今後の検

査・治療にかかる費用は公的機関で対応して

ほしい｣ との要望に対しては, ｢検査につい

ては, 各保健所での対応ということで厚労省

も了解している｣ と回答した｡

三重県は真空採血管ホルダーの取り扱いに

ついて, ｢今回, 厚労省が発出したＱ＆Ａが

社会的に説明責任を果たせるか甚だ疑問であ

る｣ との考えを示すとともに, 徳島県と同様,

安易な公表がかえって国民の不安を招いたと

し, 日医の見解と今後の対応を問いただした｡

これに対して木下日医常任理事は, 真空採血

管ホルダーを再使用禁止・使い捨てにすると

全体量が不足し, 交換時の針刺し事故も圧倒

的に増加するとの懸念を示した上で, ｢添付

文書の記載と厚労省Ｑ＆Ａの内容は明らかに

矛盾しているので, 今後, 実状に即した取り

扱いを示す添付文書となるよう検討したい｣

と述べるとともに, 近々, 感染症学会から取

り扱いの指針が示される予定であることを報

告した｡

長崎県から外来管理加算の 『５分要件』 の

撤廃を求める要望が出され, 藤原日医常任理

事は本年６月４日ならびに７月９日の中医協

総会における議論の経過を説明｡ 特に７月９

日の中医協総会において, 昨年７月に厚労省

が実施した ｢時間外診療に関する実態調査｣

に基づき外来管理加算の議論のための資料を

作成したことに対し ｢調査結果の不適正使用｣

と指摘したこと, ならびに 『５分要件』 のエ

ビデンスに疑問を投げかけたことを報告しつ

つも, ５分要件について ｢早期見直し｣ とい

うところには議論が進んでいないことから,

｢日医として引き続き中医協で５分要件の早

期撤廃を求めていく｣ と述べ, 理解を求めた｡

これに対し安達府医副会長は ｢中医協にお

けるエビデンスの議論は必要｣ と前置きしつ

つも, ｢この要件だけで (５分要件の) 撤廃

が実現するとは思えない｣ とし, 『５分要件』

撤廃の突破口ともなる矛盾点についての持論

を展開した｡

安達府医副会長は, 今回の 『５分要件』 に

対し, ｢外来管理加算を算定しない形で 『お

薬受診』 というものがあってもいいとしたこ

とが根本的におかしい｣ と指摘, 具体的には,

｢従来は (お薬受診を) 医師法第20条【無診

察治療等の禁止】の例外解釈とすることで,

法文との整合性がとれていたものを, 課長通

知１本で 『５分要件』 を導入することにより,

医師法第20条とは全く整合性のとれない診療

形態を事実上認めたことになる｣ と述べ, 本

来は 『５分要件』 の導入を議論する中医協審

議の際にこれを主張すべきであったとの考え

を示すも ｢まだ遅くはない｡ この点が 『５分

要件』 撤廃の突破口になるので, ぜひ, 中医

協においてご議論いただきたい｣ と要請した｡

協議会では上記のほか, ｢保険免責制の導

入阻止｣ ｢地域産業保健センター委託事業の

税務申告｣ ｢高齢者医療制度の公費負担割合

のあり方｣ ｢医療特区｣ ｢タバコ対策委員会の

設置｣ ｢レセプトオンライン化｣ ｢特定健診・

特定保健指導｣ ｢女性医師登用推進｣ ｢医療費

抑制政策の方向転換｣ ｢“総合診療医”日医

認定制度｣ ｢緊急医師確保対策｣ ｢集団的個別

指導｣ ｢地方厚生(支)局に設置する地方社会

保険医療協議会｣ ｢地域医療崩壊阻止のため

の国民運動｣ ｢公益法人制度改革｣ などにつ

いて意見・要望が出され, 協議が行われた｡

外来管理加算 『５分要件』 の廃止
について
撤廃にむけた突破口を提言

－京都府医・安達副会長
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岸田伏見医師会会長の挨拶に引き続き, 森

府医会長が挨拶に立ち, 最近の医療情勢につ

いて報告した｡

森府医会長は, 洞爺湖で開催されているサ

ミットを話題に挙げ ｢８年前にブッシュ政権

が誕生して以来, グローバリゼーションとい

う名の下に市場原理主義が暴走し, 金儲けの

ためなら何をやってもよいという風潮が世界

に蔓延している｣ と述べ, わが国も小泉首相

により市場原理主義が導入されたことにより

｢日本の医療制度についても大変厳しい状況

におかれている｣ との現状認識を示した｡

また, ｢骨太方針2006で毎年2,200億円の社

会保障費の削減が求められている｡ ５月に京

都で開催された近畿医師会連合定時委員総会

の特別講演で尾辻元厚生労働大臣が, 『乾い

たタオルを絞っても水の一滴も出ない』 と表

現されていたが, 現状がまさにそれで, 2006

年から５年間示されているため, あと３年残っ

ているが, これが進められると日本の医療は

間違いなく崩壊に進むといっても過言ではな

い｡ この崩壊を食い止めるべく尽力している

が, 経済優先の社会から日本らしい伝統文化

に基づいた政策への方針転換を訴えることが

我々に唯一提言できるもの｣ との見解を示し

た｡

最後に, ｢４月から近畿・中部を代表して

日本医師会監事に就任し, 日医理事会に入っ

ているが, 強い日本医師会を構築していくに

はどうすればいいかなど色々課題は多く, 地

区からもご意見を頂戴したい｡ 活発な意見交

換を期待している｣ として挨拶を締めくくった｡

西村府医理事は, 本年５月に開催された近

畿医師会連合定時委員総会第１分科会におい

て議論した, ｢１.早急に改定を要望する事項｣

｢２.次期改定で変更要望する事項｣ ｢３.中医

協における日医のスタンスに対する意見・要

望｣ の大きな３つのテーマについて報告を行っ

た｡

｢１. 早急に改定を要望する事項｣ として,

①外来管理加算の５分要件の撤廃, ②後期高

齢者診療料の撤廃, ③90日超入院の後期高齢

者の取り扱いの見直し (平成20年10月１日施

行) の撤廃, ④入院時医学管理加算等の算定

基準の緩和, の４項目がまとめられた｡

①は ｢・必要な説明, 指導, 治療が行われ

たかどうかが重要であり, 診療報酬に時間の

概念は馴染まない ・診療現場での無用なト

ラブルを避けるためにも早急な見直しが必要

伏見医師会と府医執行部との懇談会が７月８日(火), 伏見医師会館で開催され, 地区から22

名, 府医から７名が出席, 吉田昭和伏見医師会副会長の司会のもと, ｢今期診療報酬改定｣,

｢外来管理加算算定要件｣, ｢後期高齢者問題｣, ｢特定健診・特定保健指導｣ ｢日医改革｣ につい

て, 約２時間にわたり活発な意見交換が繰り広げられた｡

伏伏 見見
医師会との懇談会

��������	
���
������

伏見医師会との懇談会 (７.８ 伏見医師会館)

今期診療報酬改定について
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である ・『お薬受診』 を誘導する結果とな

り, 無診投薬を認めることは医師法や健康保

険法の理念に反する｣ として, ②は ｢・将来

的に, 人頭払制への移行が危惧され, フリー

アクセスの制限に繋がりかねない ・75歳で

医療内容を区切ることがあってはならない

・医療機関間, 患者・医療機関間のトラブル

となり, 診診連携を崩壊させ地域医療を崩壊

させる｣ として, ③は ｢平成20年10月１日以

降, 脳卒中の後遺症患者および認知症患者の

90日超入院は特定入院基本料を算定する取り

扱いとなるが, 受け皿がない状況で退院を迫

られる可能性が強い｣ として, ④は ｢算定要

件が非常に厳しい上, それに見合った点数と

は言えず, 病院は, 加算を算定するための整

備費用の負担が多くメリットがない｡ また,

負担軽減に必要な増員をするにも医師, 看護

師ともに不足している状況では無理である｣

としてそれぞれ要望を行った｡ また, ④につ

いては, 京都では施設基準をクリアして算定

しているのは１機関だけであり, 開業医から

の400億円と合わせた1,500億円の勤務医対策

は反映されていないとの懸念が示された｡

｢２. 次期改定で変更要望する事項｣ とし

て, ①初・再診料の夜間・早朝等加算の見直

し, ②療養病棟入院基本料の評価見直し, ③

軽微な処置の初・再診料への包括化の撤廃,

④後発医薬品の使用促進の取り扱いの見直し,

の４項目がまとめられた｡

①は ｢窓口負担増により夜間の受診抑制を

引き起こし, 結果として病状急変患者が病院

の救急外来を受診し, 逆に勤務医の負担を増

やすことになりかねない等｣ として, ②は

｢『医療区分１・ＡＤＬ区分３』 以外の点数が

引き下げは, 政策的に療養病床を廃止するの

が目的であり, コストに見合わない点数が設

定されている｡ このままでは医療を必要とす

る患者の受け皿がなくなり, 行き場のない患

者が増えることになるため, 療養病床の役割

を見直すべきである｣ として, ③は ｢もとも

と外来管理加算より低い点数の処置の引き上

げを要求していたにもかかわらず, 算定頻度

の高い処置を包括された｡ これは, 基本診療

料の実質的な引き下げであり, 本来, 包括に

するなら基本診療料が引き上げられるべきで

ある｣ として, ④は ｢後発医薬品は主作用・

副作用について公的治験を経ての安全性が担

保されるべきで, 処方医があずかり知らぬ後

発医薬品処方は責任の所在も明確でなく認め

るべきでない等｣ としてそれぞれ要望を行っ

た｡

｢３. 中医協における日医のスタンスに対

する意見・要望｣ として, ①今期, 中医協審

議の前提として, 前期の ｢勤務医大変, 開業

医楽｣ という考え方をまず取り除くことが必

要｡ 再度の日医実態調査のデータ提示も含め

て｡ ②基本的に財政論以前に譲ってはならな

いものと交渉の余地のあるものとの峻別をま

ずしておくべき｡ ③医療技術料等, 基本的に

譲れないものについては, その理論構築をよ

り密に行って審議にあたっていきたい－など

が主な意見要望として報告がなされるととも

に, 分科会での内容は, 要望書として日医に

提出したことも併せて報告がなされた｡

続いて西村府医理事から, 外来管理加算に

ついて ｢『５分間要件』 が, 会員からの不満

が強い, 一番大きな問題である｣ との見解を

示した｡ また, それに伴って算定を認めない

代わりに, いわゆる ｢お薬受診｣ を容認して

しまうという非常におかしな状況が起こって

いるという認識を示す一方で, 外来管理加算

はそもそも算定根拠が脆弱で, 外科系が処置

料を算定する代わりに, 内科系は外来管理加

算を算定するという政策的に出来てきたもの

であって, そこにターゲットを絞られて今回

の事態に至ったと経過が報告された｡

また, 昨年７月末から行われた厚労省委託

事業である ｢時間外診療に関する実態調査｣

の結果の外来管理加算算定要件への目的外使

用の可能性について言及した｡

外来管理加算算定要件について
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安達府医副会長は, この制度は厚労省社会

保障審議会 ｢後期高齢者医療の在り方に関す

る特別部会｣ において２年以上かけて制度設

計が行われたものだが, この最終答申で一番

大切なのは, ｢すなわち, 医療の基本的な内

容は, 74歳以下の者に対する医療と連続して

いるもので, 75歳以上であることをもって大

きく変わることはない｡｣ という部分であり,

これが大前提であるとの見解を示した｡ また,

最終答申の中で気になるところは, 留意すべ

き事項の中に ｢さらに, 新たに制度の被保険

者である後期高齢者の負担を考慮し, 制度の

持続可能性に留意した, 効果的・効率的な医

療提供の視点が必要である｡｣ との文言があ

り, これは現在の政策論からすると中立的に

見ても ｢制度運営が厳しくなったら給付制限

もあり得る｣ ということを言っているとしか

読めないとの認識を明らかにし, このことが

この制度の問題であると指摘した｡

また, 今後, この制度は, 団塊の世代が75

歳に達し, 後期高齢者となると必然的に医療

費の総額は増えるが, 財源となる公費５割,

支援金４割, 加入者保険料１割の配分をどう

変えていくかが, 安定的に運営するための選

択肢となると付け加えた｡

福州府医理事は, 今年度から始まった特定

健診・特定保健指導について, ｢従来の健診

より良くなったとは考えていないが, 府市民

の健康を守る立場としては特定健診にも積極

的に関わっていく意向であり, 府医に特定健

診サービス部を設置し, 健診結果の電子デー

タ化から指導対象の階層化までを行っており,

全国的に見てもあまり例のない進んだシステ

ムと自負している｣ と述べた｡

集団健診の現状については, 京都市におけ

る５, ６月の２か月間の受診者数が前年比50

％程度であり, この原因として京都市のＰＲ

がかなり不足している現状が報告された｡

また, もうひとつの原因として腹囲測定が

関係していると指摘, 昨年と比較してＢＭＩ

数値の高い方の受診が大幅に減っていること

が併せて報告され, 今後の対策としては, 京

都市国保が発行する ｢国保だより｣ への掲載

や受診率向上のためのチラシの作成や配布,

京都市国保による対象者への電話での直接的

な勧奨が行われる予定であるとした｡

個別健診の現状については, 京都市におけ

る５, ６月の２か月間の受診者数が, 血液デー

タから約10,300件であり, 昨年のデータがな

いため増減比は不明であるが, 大きく減って

いる様子はないとの認識を示した｡

集合契約分については, ｢被用者保険の被

扶養者分について, 代表保険者である京都社

会保険事務局と契約を行い, ７月22日から健

診が開始されることが報告されたが, 集合契

約に全ての保険者が加入しているわけではな

いので, 窓口での確認をお願いしたい｡ また,

京都市国保と健診内容が相違しているので気

をつけてほしい｣ と注意を促した｡

さらに, 京都市が実施している単独型生活

機能評価の大まかな流れと注意点について説

明｡ 実施の流れについて, まず, 京都市から

対象者にチェックリスト (白色) が送付され,

京都市において回収した基本チェックリスト

から特定高齢者候補者の判定を行い, 特定高

齢者候補者と判定された者に対してクリーム

色の生活機能検査受診票が送付される｡ 生活

機能検査受診票を受け取った者のうち, 受診

希望者が受診票を持参し, 医療機関で受診す

ることとなる｡ 注意点としては, ①単独型生

活機能評価を受けられるのはクリーム色の受

診票を持参した方のみ｡ ②ピンクの受診票を

持参した方は, 健診と同時実施となる｡ ③チェッ

クリスト (白色) は京都市が候補者を判定す

るためのものであり, 医療機関では実施しな

い｡ などが説明された｡

最後に, 事業がスタートしたばかりなので

色々ご迷惑をおかけしているが, 事務局も必

後期高齢者問題について

特定健診・特定保健指導について
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死になって対応しているので, 地区の先生方

も温かい目で見守ってほしいとして報告を締

めくくった｡

森府医会長は, 日医改革について現状と今

後の見通しについて次のとおり見解を示した｡

｢前期の日医は, 会員の先生が思っておら

れるとおり, 非常に弱く, 厚労省の言いなり

といっても過言ではない状況である｡ 要因と

しては, 厚労省が強くなってきたこともある

が, 一番の問題は会長選挙のシステムがキャ

ビネット制であるため, 会長が代わるとそれ

に伴って役員が総入れ替えになるということ

だ｡ この激動の社会状況, 医療状況の中で,

２年ごとに役員が代わって, 一から厚労省と

交渉すれば, 当然のごとく一方的に押し切ら

れるのは当たり前で, 我々の考える強い日本

医師会は出来ないであろうと思われる｡ 本来

なら今回の選挙では何らかの対応が必要であ

ると考えていたが, また会長が代わると厚労

省や財務省の思うつぼとなる恐れがあり, そ

れは良くないとして近医連として候補を出さ

ない対応を取った｡ 今期は, 近畿ブロックと

中・四国ブロックから常任理事が出ているた

め, オールジャパンの体制が整い, 継続性の

ある日本医師会に一歩近づいたと思っている

し, それを実現するために監事に立候補した｡

また, 勤務医を中心とした全国医師連盟が

発足したが, 開業医と勤務医が別々の道を歩

むのは良くないとして, ｢医師の団結を目指

す委員会｣ というプロジェクト委員会が日医

に設置される｡ 日医勤務医委員会や四病院団

体協議会, 全国医学部長病院長会議, 全国大

学医師会連絡協議会の代表らで構成され, 様々

な立場の意見を聞きながら日医はどう対応し

ていけばよいのか検討していくもので, その

委員に就任することとなったが, 強い日医構

築に向けて皆さんの意見も伺っていきたい｡｣

と現状を報告した｡

また, ｢今年12月に公益法人制度が施行さ

れるが, 日医は公益法人を選択する方向で進

んでいる｡ ただそれで本当に良いのかという

ことで, それに合わせて定款諸規定委員会が

発足した｡ スケジュールとしては, 来年10月

の代議員会で移行が決まる予定であるが, 一

番の問題は, 会員が社員で, 社員総会で理事

を決める｡ 理事の互選で会長を選ぶことにな

る｡ 日医は社員を代議員にして, 各県から社

員を選出し, 理事を決めるときに理事長候補

も併せて決める方法を採ることを検討してい

る｡｣ と今後の見通しを明らかにするととも

に, ｢そのあたりも含めて, 今後１年間しっ

かりと日医の改革に取り組んでいきたい｣ と

して報告を締めくくった｡

その他, 地区からは下記の内容の意見・要

望が出され, それぞれ意見交換が行われた｡

・ある程度まで病状が落ち着き退院した在宅

の患者が再び入院を要する病態になったと

き受け皿となる病院がない｡

・後期高齢者の給付制限には反対だ｡

・特定健診について, 赤字が続くようであれ

ば今後の運営が心配｡ 単価や方向の見直し

をお願いしたい｡

・日医としては国民からどう見られるかが問

題｡ 私利私欲と思われないためにも勤務医

を取り込んでいく必要がある｡

・会館建設について｡

日医改革について

地区からの意見・要望
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高橋権也宇治久世医師会長の挨拶の後, 森

府医会長が挨拶を兼ねて, 最近の医療を取り

まく中央情勢について述べた｡

森府医会長は, ６月27日に閣議決定された

｢骨太の方針2008｣ において, 政府は昨年度

に引き続き社会保障費2200億円抑制政策を堅

持する方針を示したが, 府医としては断固阻

止していく構えであることを強調した｡ また,

日医では国民医療推進協議会が中心となり

｢社会保障費2200億円抑制撤廃｣ に向けて,

７月24日に総決起集会が開催されると報告す

るとともに, ｢京都府においても医療推進協

を通じて, 決起集会など抑制撤廃運動の展開

を計画中である｡｣ と述べ, 地区への協力を

求めた｡

次に, ｢医療安全調査委員会設置法案 (仮

称) 大綱案｣ について触れ, 現段階の内容で

は不十分であり, まだまだ議論の余地がある

とし, ｢今後は医療現場の病院勤務医等の意

向を十分反映した法案が作成されるよう, 日

医を通じて働きかけていかなければならない｡｣

との見解を示した｡

最後に ｢昨今の厳しい医療情勢を乗り越え

ていくには, 開業医, 勤務医, の差なく医師

全体が１つになり, 力強く政府と闘える, 強

い指導力のある日医を構築しなければならな

い｡｣ と強く訴えるとともに, ｢府医としても

会長, 副会長始め執行部を日医の９委員会に

委員として送り出し, われわれの意見が反映

されるよう積極的に会務運営に参画している｡｣

と報告し, 会員の理解と協力を求めた｡

西村府医理事から後期高齢者医療制度に関

連する諸問題について説明があった｡

まず後期高齢者診療料については, すでに

周知しているように, ｢主病は１つ, 主治医

は１人｣ とされていることが人頭払いとフリー

アクセス制限へと誘導しかねないこと, 医療

の内容を75歳で区切ること, 医療機関の間で

の算定にトラブルが起こること等, 問題が多

い点を指摘した｡ 加えて５月に開催された近

医連では, 日医に対し本診療料の撤廃を求め

たと報告した｡

また, 後期高齢者医療制度に対する日医の

考え方はグランドデザインで主張していると

宇治久世医師会と府医執行部との懇談会が７月９日(水), うじ安心館 (宇治市保健消防セン

ター) で開催され, 地区から24名, 府医から６名が出席, 礒部博子宇治久世医師会庶務担当理

事司会のもと, ｢後期高齢者医療制度｣ ｢医師不足問題｣ ｢救急医療体制(ＤＭＡＴ)｣ 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｡

宇宇治治久久世世
医師会との懇談会

��������	
����������������

宇治久世医師会との懇談会 (７.９ うじ安心館)

社会保障費2200億円抑制撤廃に向けて
－医療推進協への協力依頼－

後期高齢者医療制度の問題点について
－脳卒中・認知症入院患者の重度障害者
の受け皿に懸念－
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おり, 75歳以上を手厚くすること, 今までと

同じ医療を提供すること, 医療費の９割を公

費で負担すること, 保険料と窓口負担は１割

までとすることとしている｡ 一方, 民主党を

はじめ野党からは制度を廃止する法案が出て

いるものの賛否両論の部分があるとした｡

一般病床, 障害者施設等入院基本料におけ

る90日超入院時の後期高齢者特定入院料 (928

点) においては, これまでは重度障害者とし

て除外扱いされていた脳卒中後遺症・認知症

患者が10月以降は本入院基本料に含まれる

(928点となる) こととなった｡ 平成17年度以

降の療養病床削減策により障害者施設入院基

本料の病床へ転床を余儀なくされていた患者

の受け皿がなくなることを懸念した｡

後期高齢者終末期相談支援料の算定は舛添

厚労相の意向で６月にて終了, 中医協での検

証を無視することになり, 大きな反発があっ

たが政況に鑑み凍結された｡

続いて, 資格証明書の発行については, 老

人保健法の場合とは異なり, 保険料の滞納者

に対し実施されることが ｢高齢者の医療の確

保に関する法律｣ により行われることとなる

として, 後期高齢者医療制度の問題点も含め

て順に説明があった｡

地区からは, 後期高齢者診療料と総合医や

総合科は表裏一体のものとして厚労省が推進

するものであるが, 日医のいう総合医との違

いが非常にわかりづらいとの意見が上がった｡

西村府医理事は, ｢総合科の創設を厚労省

が主張するのは将来的にゲートキーパーとし

て機能させるためであるが, 日医はそれに先

がけて日医認定の総合医 (総合診療医) を推

奨している｡ ただこれまでのアンケート調査

によると賛同しているのは20都道府県医師会

との結果で, 厚労省に利用される可能性が高

いことも否めない｣ と指摘｡ 森府医会長は,

｢総合医 (総合診療医) は幅広い診療を可能

にすることおよび社会的な認知度を目的に日

医は推奨してきた経緯がある｡ 病院と連携で

きる高度な在宅医も同様であるが, 厚労省が

推奨したい在宅医療施策と国保中央会が求め

る人頭割り制度とリンクできそうだというこ

とで利用されてしまった｡ とはいえ後期高齢

者診療料の要件となっている 『主治医は１人』

という考え方は日医も強く反対している｡ 他

方, 国保中央会の後期高齢者診療料について

検討する会議に医師が参画しているようで,

日医はどのように対応するつもりかを確認し

たい｡｣ と述べた｡

久山府医副会長は冒頭, ｢1997年６月の医

師数を抑制する旨の閣議決定が, 長期にわた

る医師の需給体制を見誤った根源である｡｣

と強調した上で, 医師不足問題の全国および

京都府の現状と対策, 府医としての対応につ

いて述べた｡

厚労省は, これまで, 医師不足ではなく医

師の偏在であるとの見解を示していたが, 日

医の ｢グランドデザイン2007総論｣ にも示さ

れたとおり, 日本の医師数は OECD諸国の
中では最下位であり, 日本の高齢化に対応し

た医師の供給体制も整っていないのが現状で

ある｡ さらに, 小児科, 産科領域の医師数が

激減しており, また外科領域も減少傾向にあ

る｡ こうした医師の偏在・不足の直接的要因

は新医師臨床研修制度下におけるマッチング

システムの導入による研修医の都市部集中と

医療訴訟の増加であるが, 本質的な要因は長

年にわたる医療費抑制政策にあると述べた｡

また, 京都府においては, 府医が京大と府立

医大との連絡調整をはかり, 充実した内容の

研修カリキュラムを作成することによって,

研修医の人気は東京, 沖縄に次いで３位, 医

師数は全国で４番目となっているが, 北部の

医師不足は深刻化を増しているのが現状であ

ると報告した｡

次に, 国における医師不足対策として, 平

成18年に各都道府県に対して ｢医師確保の強

化対策｣ を立てるよう指示が出され, 京都府

医師不足問題について
－京都府医師会ドクターバンク稼働－
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では平成18年８月に ｢地域医療対策協議会｣

が設置され, 府医からは森府医会長が委員に

就任し, 全国的に見ても先進的な対策が立て

られた｡ 府立医大が中心となって, 北部の公

的病院を援助するもので, ６億8000万円の予

算が計上されたことを報告｡ 国の医師不足対

策予算90億円から見ても, 高く評価できる額

であると強調した｡

最後に, 府医においても北部地域の医師不

足対策として, 本年６月から ｢京都府医師会

ドクターバンク｣ (京都府医師会医師無料職

業紹介所) を稼働させたことを報告するとと

もに, リタイアされた医師等の求職情報提供

また本事業のＰＲ等につき, 地区からの協力

を求めた｡

地区から, 夕張市の例などを挙げ, 医師の

意欲, モチベーションを上げる方策, また女

性医師の支援等, 府医としての具体的対策に

ついて意見が出された｡

森府医会長は, 医師不足問題については多

岐にわたる取り組みが必要であり, そのため

には, 国レベルのトータル的システムづくり,

各地域のニーズにあった有機的なシステムづ

くりが重要であるとした上で, 府医としては

両大学, また地域の各病院との連絡調整をは

かり, 京都方式としてバランスの取れたシス

テムづくりを目指したいとの意向を示した｡

高橋宇治久世地区会長から ｢宇治久世地区

では, 地区医と２市１町が協定を結び, 小規

模災害時には９カ所の避難所を設け, 最低限

の医療を行うことになっているが, 大規模災

害における協定を病院等とは結んでいないこ

とを危惧して本日のテーマに上げた｡｣ との

事情説明があり, 中野府医理事から, 京都府

における ｢災害発生時の医療活動｣ ｢災害派

遣医療チーム (ＤＭＡＴ)｣ ｢災害発生時の連

絡体制｣ について説明した｡

府医は, 京都府, 京都市と ｢災害発生時の

医療活動に関する協定｣ を締結しており, 集

団災害 (15人以上) の際は, 災害対策本部を

設置し, 近隣の地区医に医療救護班 (医師１

名, 看護師２名, 連絡員１名) の編成, 派遣

を依頼することになっていることを説明｡

次に, 災害派遣医療チームいわゆるＤＭＡＴ

は京都府直轄であり, ２次医療圏に１機関ず

つ設置されている ｢地域災害医療センター｣,

府立与謝の海病院, 福知山市民病院, 公立南

丹病院, 京都市立病院, 済生会京都府病院,

公立山城病院の６機関がＤＭＡＴ指定医療機

関 (山城北の関西医大男山は指定を辞退),

その他協力ＤＭＡＴ機関は, 第一日赤, 京大

病院, 京都医療センターの３機関, ＤＭＡＴ

登録の医師数は19名である｡ 京都のＤＭＡＴ

に対しても, 今回の秋葉原での事件, 先に発

生した岩手, 宮城県地震の際には待機命令が

出されていたと報告｡

最後に, 集団災害が発生した際の受け入れ

側のシステムについて説明｡ 京都府において

は府民向け救急医療情報のサイトとして ｢京

都府健康医療よろずネット｣ が開設されてお

り, 今年から京都府救急医療情報システムも

包括されたと報告｡ 救急告示医療機関であれ

ば, 大半が加入し, 空きベッド数等を入力し

ているので, 関係者登録をしていただければ

災害情報や医療機関の受け入れ状況が把握で

きると紹介した｡京都府における緊急医療体制
(DMATも含めて) について
－｢京都健康医療よろずネット｣ を紹介－
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６月27日, 政府は臨時閣議を開き, 経済財政諮問会議が同日まとめた ｢骨太の方針2008｣ を

決定した｡

同方針では, 平成21年度予算の方向について, ｢歳出全般にわたって, これまで行ってきた

歳出改革の努力を決して緩めることなく, 国, 地方を通じ, 引き続き 『基本方針06』, 『基本方

針07』に則り,最大限の削減を行う｣と明記し,実質上,財政再建路線が堅持された格好となった｡

その上で, 社会保障制度については, ｢社会保障サービスや供給体制について, ムダや非効

率がないか全般にわたる見直しを行いつつ, 医師不足への対応, 少子化対策, 長寿医療制度の

運用改善などの重要課題に対しては必要な取組を行い, 国民の安心を確保する｣ と指摘｡ 具体

的には, 昨年策定された ｢医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム｣ に沿って, 供給

コストを最大限低減する努力を行うこととし, 後発医薬品の使用促進, 検査等の適正化, 不正・

不適切な保険請求の是正, 医療のＩＴ化 (レセプトオンライン化等) の推進, 社会保障カード

(仮称) の導入, 公立病院改革等を掲げた｡

これを受けて, 日医は７月２日の定例記者会見で, ｢事実上, 社会保障費の年2,200億円の機

械的抑制が撤回されていないため, 09年度予算のシーリングに2,200億円の伸びの抑制が明記さ

れる可能性がある｣ と指摘｡ ７月24日には国民医療推進協議会主催で ｢地域医療崩壊阻止のた

めの総決起大会｣ を開催し, ｢社会保障費の年2,200億円削減撤廃｣ を決議するなど, 徹底抗戦

の構えを見せている｡

以下は, ｢骨太の方針2008｣ の社会保障関連部分抜粋を掲載｡ 全文については経済財政諮問

会議のホームページ, 日医の見解については日本医師会ホームページを参照されたい｡

第５章 安心できる社会保障制度, 質の高い国民生活の構築

１. 国民生活を支える社会保障制度の在り方等

社会保障は, 国民生活を支えるセーフティネットである｡ 少子高齢化等の課題に対処するため, 2000

年代に入り次々に制度改革が行われてきた｡ その中で, 十分対処できなかった問題や改革の過程で新た

に生じた問題もある｡ すべての人が安心して暮らせるよう, 社会保障国民会議における議論も踏まえ,

制度の持続可能性を高めるとともに, 社会保障の機能を強化し, 国民に信頼される制度とする｡

��������	

社会保障サービスや供給体制について, ムダや非効率がないか全般にわたる見直しを行いつつ, 医師不

足への対応, 少子化対策, 長寿医療制度の運用改善などの重要課題に対しては必要な取組を行い, 国民

の安心を確保する｡

｢骨太の方針2008｣ を閣議決定
－ ｢基本方針06,07に則り,最大限の削減を行う｣と明記－

��������	
������
������������
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(１) 現行制度の効率化と持続可能で信頼できる社会保障制度の再確立

・現行制度について, サービスの質の維持・向上を図りつつ, 効率化に徹底して取り組む｡ 具体的に

は, 昨年策定された ｢医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム｣41に沿って, 供給コストを

最大限低減する努力を行うこととし, 後発医薬品の使用促進, 検査等の適正化, 不正・不適切な保

険請求の是正, 医療のＩＴ化 (レセプト・オンライン化等) の推進, 社会保障カード (仮称) の導

入42, 公立病院改革等を行う｡

・社会保障全体にわたって制度を点検し, 必要な改革を行う｡

・上記の効率化の努力を行いつつ, 将来にわたり持続可能で信頼できる社会保障制度の再確立に向け

取り組んでいく｡

(２) 重要課題への対応

①質の高い医療・介護サービスの確保

・ドクターヘリを含む救急医療体制の一層の整備を行う｡ また, 産科・小児科を始めとする医師不

足の解消や病院勤務医の就労環境の改善のため, 女性医師の就労支援, 関係職種間の役割分担の

見直し, メディカルクラークの配置等を進めるほか, 診療科間, 地域間の配置の適正化について

現行の仕組みにとらわれない効果的な方策を講ずる｡ その際, これまでの閣議決定に代わる新し

い医師養成の在り方43を確立する｡ さらに, 今後は, 在宅医療等地域で支える医療の推進, 医療

者と患者・家族の協働の推進など, 国民皆で支える医療を目指して, 改革を進める｡

・長寿医療制度について, その創設の趣旨を踏まえつつ, 低所得者の負担軽減など政府・与党協議

会の決定44に沿って, 対策を講ずる｡

・介護・福祉サービスを支える人材の確保のため, 介護従事者等について, キャリアアップの仕組

みの導入や資格・経験を踏まえた適切な評価などにより, 処遇の改善に取り組む｡

②持続可能な年金制度の構築

・年金記録問題について, ｢ねんきん特別便｣ の送付などの取組を着実に進め, 信頼を確立する｡

・社会保険庁を廃止して ｢日本年金機構｣ を設立し, 意欲と能力のある人材による国民に信頼され

る組織を構築する｡

・被用者年金制度の一元化やパート労働者への社会保険適用拡大を実現する｡

・基礎年金国庫負担割合については, ｢平成16年改正法｣45に基づき, 所要の安定的な財源を確保す

る税制の抜本的な改革を行った上で, 平成21年度までに２分の１に引き上げる｡

③総合的な少子化対策の推進

・｢子どもと家族を応援する日本｣ 重点戦略等46に基づき, 保育サービスや放課後対策等の子育て支

援の拡充及び仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス) 実現を車の両輪として, 少子化対

策を行う｡

・税制の抜本的な改革と併せ, 保育サービスの提供の仕組みを含む包括的な次世代育成支援の枠組

みを構築する｡

④福祉施策や健康対策等の推進

・障害者の生活支援や就労支援・雇用促進等を進めるとともに, 障害者自立支援法について, 障害

児支援の在り方など制度全般にわたる抜本的な見直しを行う｡ また, 発達障害児・者に対する支

援や精神障害者の地域移行を推進する｡

・｢がん対策推進基本計画｣47に基づき, がんの総合的な対策を講ずる｡ 難病対策や肝炎対策を一層

推進する｡ 原爆被爆者対策を総合的に推進する｡

・薬害再発防止のため, 医薬品行政を見直す｡

・｢自殺総合対策大綱｣48に基づき, 10年間で自殺率を20％以上減少させる｡ また, 最近の自殺の動
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向を踏まえ, 同大綱を見直す｡

⑤ ｢健康現役社会｣ への挑戦

・高齢者の雇用・社会参画の機会拡大のため, ｢新雇用戦略｣ を推進する｡

・企業ＯＢを始めとする高齢者の豊かな知恵と経験を, 中小企業や地域社会, 海外にいかすための

取組を進める｡

・安心できる長寿生活の実現に向けて, 家族や地域社会における支え合いを強化するとともに, リ

バースモーゲージの普及など老後の資産活用を図る｡

・革新的医薬品・医療機器, 福祉機器及び高齢者等を支援するロボット技術の開発・普及を進める｡

上記の課題のうち, 重要政策として平成21年度に取り組む必要のあるものについては, 財政健全化

と両立させる観点から, まずは, 一般会計や特別会計を通じたムダ・ゼロと政策の棚卸しによって財

源をねん出し, それに充てることとする｡

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

41 ｢医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム｣ (平成19年５月15日)
42 ｢ＩＴ政策ロードマップ｣ (平成20年６月11日) において, ｢2011年度中を目途に社会保障カード (仮称) を実現するため,

2008年度中を目途に, 当該カードの発行等に係るシステムの基本計画等を検討する｣ とされている｡
43 ｢財政構造改革の推進について｣ (平成９年６月３日閣議決定) において, ｢大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ,

引き続き, 医学部定員の削減に取り組む｡｣ とされているが, 早急に過去最大程度まで増員するとともに, さらに今後の
必要な医師養成について検討する｡

44 ｢高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について｣ (平成20年６月12日)
45 ｢国民年金法等の一部を改正する法律｣ (平成16年法律第104号)
46 ｢子どもと家族を応援する日本｣ 重点戦略 (平成19年12月27日), ｢新しい少子化対策について｣ (平成18年６月20日) 等
47 ｢がん対策推進基本計画｣ (平成19年６月15日閣議決定)
48 ｢自殺総合対策大綱｣ (平成19年６月８日閣議決定)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜以下略＞

第６章 平成21年度予算の基本的考え方

１. ＜略＞

２. 平成21年度予算の方向

平成21年度予算は, ｢基本方針2006｣ で示した５年間の歳出改革の３年目に当たる｡ 歳出全般にわたっ
て, これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく, 国, 地方を通じ, 引き続き ｢基本方
針2006｣, ｢基本方針2007｣ に則り, 最大限の削減を行う｡ 予算編成の原則を引き続き遵守するとともに,
ムダ・ゼロに向けた見直しを断行し, 真に必要なニーズにこたえるための財源の重点配分を行う｡
(１) メリハリの効いた予算編成
・上記の基本姿勢に沿って, 改革努力を継続する厳しい概算要求基準を設定し, メリハリの効いた歳
出の見直しを行う｡
・重要課題実現のために, 必要不可欠となる政策経費については, まずは, これまで以上にムダ・ゼ
ロ, 政策の棚卸し等を徹底し, 一般会計, 特別会計の歳出経費の削減を通じて対応する｡
・ ｢第２章 成長力の強化｣ (別紙を含む), ｢第３章 低炭素社会の構築｣, ｢第４章 国民本位の行財政
改革｣, ｢第５章 安心できる社会保障制度, 質の高い国民生活の構築｣ に述べた取組を推進する｡
そのため, 予算面において所要の対応を行うことを含め, 予算配分の重点化・効率化を行う｡

(２) 予算における PDCAの強化
・各府省の予算要求に当たっては, 成果目標を掲げ, 事後評価を十分行い得る基盤を整備するととも
に, その必要性, 効率性, 有効性等を吟味する｡
・実績が事前の評価を下回った事例等を十分に把握し, 予算の重点化に活用するなど, 適切に対応
する｡

・平成21年度予算が財政健全化の中期目標の確実な達成と整合的であるかどうかについて点検を行う｡
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第１回がん登録事業委員会が, ６月20日(金) に開催された｡

冒頭, 上原府医副会長より, まず委員就任へのお礼が述べられ, ｢がんは死亡率第１位であ

り国もがん対策基本法を策定し, 対策に力を入れてきている｡ 本委員会からは毎年, 貴重な質

の高い報告書を出していただいており, さらなる登録数の増加, 精度の向上を目指し, がん対

策の根幹を担うような委員会となるよう期待する｣ との挨拶があった｡ 今期委員会は10名の委

員で構成, 委員長には小笹晃太郎氏, 副委員長には向原純雄氏が選出され, 小笹委員長より

｢今期はさらなる登録数の増加, 精度の向上, 地域がん登録情報の利用 (それぞれの病院にお

けるがん治療の評価に利用する) を目指したい｣ と挨拶があった｡

引き続き, 2007年度調査状況等報告の後, 協議に入り今期委員会の進め方等について検討し

た｡ 登録数に関してはがん対策基本法を追い風にし, 院内がん登録が必須の拠点病院中心に登

録数の増加が見込まれるとの見解が示された｡

その他, 今夏, 長崎市で開催予定の地域がん登録全国協議会総会研究会への委員の参加, ポ

スター作成等についても検討を行った｡

��������	

���

がん登録事業のさらなる充実・発展に向けて

委�員�会�だ�よ�り�

＜がん登録事業委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

伊谷 賢次 (西陣) 下間 正隆 (第二日赤) ○向原 純雄 (京都市立)

平岡 範也 (第一日赤) 野口 雅滋 (京都桂) 兼子 裕人 (愛生会山科)

枡本 博文 (医仁会武田) 光森 通英 (京大) ◎小笹晃太郎 (府医大)

大塚 弘友 (消化器医会)

担当副会長 上原 春男 担当理事 高橋 真・橋本 京三
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６月27日(金) 第１回消化器がん検診委員会が開催された｡

森府医会長は, あいさつで ｢がん対策基本法により, 今まで以上に受診率向上が望まれてい

る｡ しかし, がん検診は問題が山積しており, 以前より問題となっている 『検診の限界』 につ

いて, 府・市民への周知およびその対応が必要である｡ 今期委員会においては, がん検診のあ

り方について議論をいただき, 今後にどう生かすのか, また, 行政は施策に生かせているのか

まで検討いただきたい｡ 府・市民のために, がん検診事業を５～10年生かすべく努力をお願い

したい｣ と述べるとともに, 胃がん・大腸がん検診の円滑な運営に向けてご協力をお願いした｡

当日は, 委員長に福光眞二氏, 副委員長に小川欽治氏と下山恵司氏を選出し, 平成19・20年

度京都市胃・大腸がん検診実施状況等の報告の後, 今期委員会の進め方と具体的な取り組みに

ついて協議した｡

今期委員会では,

① 胃がん検診の読影精度および体制については将来的に継続困難な状況であるが, その中で

現在の体制を最大限生かせる努力をし, 受診率の向上を目指す｡

② 新しい検診方法 (ペプシノゲン値とピロリ菌抗体価測定) については前期委員会での検討

内容を再確認し, 行政に意見を具申していく｡

③ 胃がん・大腸がんともに二次精検機関の選定基準を部分的に見直し, より精度の高い体制

を目指す｡

を目途とする｡
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＜消化器がん検診委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

上羽 毅 (上京東部) 竹内 一実 (下京西部) 井田 一夫 (西京)

魚住 玄通 (東山) 蘆原 亨 (山科) 古家 敬三 (伏見)

菊岡 範一 (乙訓) 丸山 恭平 (宇治久世) ○下山 恵司 (福知山)

○小川 欽治 (消化器医会) 松本 恒司 (消化器医会) ◎福光 眞二 (消化器医会)

担当副会長 上原 春男 担当理事 松井 道宣・中野 昌彦(副)
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６月27日(金), 第１回目の臨床研修制度検討委員会を開催した｡

冒頭, 森府医会長は, 京都府の医師数の水準は, 人口10万人あたりでみても全国的には高い

水準にあるが, 地域の偏在は大きく, 特に北部地域での医師不足は深刻な問題であると述べ,

今期の本委員会では ｢京都に相応しい医療提供体制｣ について検討いただく中で, 両大学, 行

政, 地域の各病院との連携を強化しながら ｢バランスのとれた研修制度｣ ｢研修医にとって魅

力ある制度｣ の創設を目指し議論いただきたいと挨拶した｡

協議に先立ち正副委員長を選出｡ 委員長には池田栄人氏 (京都第一赤十字病院) を, 副委員

長には川勝秀一氏 (京都市立病院), 伊藤俊之氏 (京都大学病院) を選出｡ その後, 今期の委

員会運営についてフリーディスカッションした｡

今期も例年どおり臨床研修制度の円滑な運営のために ｢指導医のための教育ワークショップ｣

｢研修医のための研修と交流会｣ ｢研修医・指導医のための講演会｣ を開催｡ 指導医や研修医が

参加しやすいよう, 内容や形式, 開催場所など工夫を凝らした企画を立案し, いずれの事業も

より実のあるものとすべく鋭意検討していくこととした｡

また, 本委員会は ｢京都府臨床研修指定病院協議会｣ という性格も持っており, 行政との密

接な連携のもとスムーズな制度運営に努めるとともに, カリキュラムの統一, 研修医への情報

提供などについても議論していきたい｡

��������	
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＜臨床研修制度検討委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎池田 栄人 (京都第一赤十字病院) ○伊藤 俊之 (京都大学病院)

岩井 眞樹 (京都府立医科大学病院) ○川勝 秀一 (京都市立病院)

神田益太郎 (医仁会武田総合病院) 木戸岡 実 (第二岡本総合病院)

清澤 伸幸 (京都第二赤十字病院) 小山 弘 (京都医療センター)

酒見 英太 (洛和会音羽病院) 白方 秀二 (綾部市立病院)

若園 吉裕 (京都桂病院) 齋藤 信雄 (京都府病院協会)

中野 博美 (京都私立病院協会) 和田 成雄 (東山医師会)

中山 治樹 (伏見医師会) 成瀬 昭二 (京都府)

西川 幸夫 (京都市消防局)

担当副会長 久山 元 担当理事 上田 朋宏・城守 国斗
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６月30日(月) 第１回社会保険研究委員会が開催された｡

冒頭の挨拶で森府医会長は, ６月27日の経済財政諮問会議で ｢骨太の方針2008｣ が閣議決定

され2200億円の削減が引き続き実施されることが決定し, 医療や福祉の財源確保としての増税

議論が二極化しながら本格化するだろうと言及｡ 今後は, 国民が望む医療をどの程度まで提供

していくべきかを慎重に議論していかなければならない｡ 前期の委員会に続いて, わが国の医

療のあるべき姿を追求していただきたいと述べた｡

今期の委員長には渡邊能行氏(府医大), 副委員長には岡林秀興氏 (下西) が選出され, 諮問

事項 ｢医療における第三の道はあるのか｣ が森府医会長から渡邊委員長へ手渡された｡ また,

安達府医副会長からは, 小泉政権が進めてきた ｢小さな政府｣ は社会保障としての医療を甚大

に圧迫し崩壊へと近づけており, 一方で大きな政府はスウェーデンのように国民負担率が非常

に大きく実現という意味では国民レベルのコンセンサスが大きな課題となると述べ, それらを

踏まえて医療制度はどうあるべきかを答申してもらいたいと付け加えた｡

協議に入り, 各委員からは, 医療崩壊を防ぐような施策が必要, 財政的な議論と併せて消費

税増税を検討すべき, 患者による無駄な部分は当然であるが提供側の無駄も改めるべき, 道州

制のようなブロックごとの医療費も見据える必要がある, マスコミ対策を戦略的に展開すべき

等の意見や, 旧厚生省の ｢医療費亡国論｣ に始まった医療費削減策は臨床現場とその患者を無

視したものであると批判した｡

今期の本委員会では, ますます悪化していく医療現場の状況をどう解消するのか, 安全性を

どう確保するのかを念頭におき, 社会保障としての日本の医療を財政論を含めてさらに深く検

討していくこととなった｡

���������
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医療における第三の道はあるのか

＜社会保険研究委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長) 順不同・敬称略

大森 浩二 (下西) ○岡林 秀興 (下西) 河端 博也 (右京)

松井 亮好 (右京) 名和 正訓 (東山) 東前 隆司 (伏見)

古家 敬三 (伏見) ◎渡邊 能行 (府医大) 東田 文男 (京都新聞)

担当副会長 安達 秀樹・上原 春男・久山 元

担当理事 西村 秀夫・内田 寛治・城守 国斗・松井 道宣
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平成20年７月15日, 京都府医師会館において 第１回の医療安全対策委員会が開催された｡

本委員会は各専門医会の委員, 病院関係委員, 京都府看護協会, 京都府薬剤師会, 弁護士の22

名の委員, オブザーバーとして京都府・京都市で構成されている｡

冒頭, 久山府医副会長より, ｢医療安全への取り組みは, 医療への信頼回復にとって重要で

あり, 患者・医療者・マスコミの相互理解・意思疎通を図っていくことが最重要課題である｡

また医療安全の諸問題の一つである先の医療事故調査委員会設置法案に関しても議論をお願い

したい｡｣ と挨拶があった｡

委員の自己紹介のあと, 正副委員長選出が行われ, 委員長には齋藤信雄氏 (京都府病院協会),

副委員長には山内 知氏 (京都内科医会) が選出された｡

齋藤委員長は, 医療は間違いをしないものから ｢TO ERR IS HUMAN｣ の著書が出て人は
間違いをするものであるとの概念に変わってきた｡ それに伴い, 医療サイド・患者サイドが医

療安全を一緒になって考えていくことを目的に ｢新しい医療安全文化｣ を提唱してきたもので

ある｡ 前期の委員会での会員向けの ｢医療安全講演会｣, 府民・市民向けの ｢医療安全シンポ

ジウム｣ は, 今期の委員会でも引き続き行っていきたいと述べられた｡ さらに今期は医療安全

に関しての諸問題についても取り上げたい｡ 具体的には, ｢医療事故の裁判事例｣ をこの委員

会で議論し, その結果を会員へフィードバックしていきたいと説明された｡ 続いて講演・シン

ポジウムの開催案の意見を求められた｡

検討の結果, ｢医療安全講演会｣・｢医療安全シンポジウム｣ は委員に講演者等の意見を出し

てもらいながら引き続き検討していくことになった｡

最後に齋藤委員長から, ｢新しい医療文化の確立｣・｢患者本位の医療の実現｣ のためには,

社会的合意を得ながら医師会・病院・医療関係者がリーダーシップを発揮し自浄作用を実現し

ていかなければならない｡ この委員会の取り組みを会員に役立ててもらえるよう尽力したいと

締めくくられた｡
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＜医療安全対策委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

○山内 知 (京都内科医会) 原 洋 (京都胸部医会)
木� 善郎 (京都小児科医会) 曽我部俊大 (京都外科医会)
大嶋 一也 (京都産婦人科医会) 百々由加利 (京都府眼科医会)
大前 隆 (京都府耳鼻咽喉科専門医会) 池田 佳弘 (京都皮膚科医会)
野々村光生 (京都泌尿器科医会) 東原 繁樹 (京都精神科医会)
田中 義文 (京都府麻酔科医会) 澤 美彦 (京都消化器医会)
澤村 弘治 (京都整形外科医会) 日下部素子 (京都形成外科医会)
鍵本 伸二 (京都糖尿病医会) 深津 敦司 (京都透析医会)
上田 聖 (京都脳神経外科医会) ◎齋藤 信雄 (京都府病院協会)
武田 隆久 (京都私立病院協会) 杉田 鈴子 (京都府看護協会)
砂川 雅之 (京都府薬剤師会) 服部 達夫 (弁護士)
京都府・京都市 (オブザーバー)

担当副会長 久山 元 担当理事 橋本 京三・岩� 武輝・松井 道宣
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京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構の平成20年度総会が６月30日(月) に開かれ,

平成19年度事業報告, 決算報告, 平成20年度事業計画, 予算案, 並びに会費規程の制定につい

て諮られ, いずれも原案通り承認された｡

介護サービスの第三者評価は平成13年度に京都府が検討会を設置したところから始まり, 平

成15年度から京都府が実施主体となってモデル事業を開始した｡ 当初から医療系サービスも含

めた全サービスを対象としており, 全国でも例を見ない先進的な取り組みである｡

障害者施設や児童施設といった福祉系サービスにおいても第三者評価事業が始まるのを契機

に, 平成17年度, 医療・介護・福祉等の職能団体, 事業者団体, 利用者団体等の関係団体によ

り構成する ｢京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構｣ が設立され, 介護サービスの第

三者評価事業を京都府から移管し, 福祉サービスとともに実施主体となって運営している｡

設立時, 会費を徴収すべきとの意見があったが, とりあえず軌道に乗るまで見合わせること

となっていた｡ 今般, 財政的に状況が厳しいこともあり, 会員である各団体から年会費として

関係事業者団体は10,000円, その他職能団体等は5,000円で任意を徴収することにした｡

長年の懸案だった介護サービスの第三者評価共通項目について, より実際の現場でのサービ

スの質を評価できる内容へと修正された｡ 項目数は50→38と大幅に少なくなったが実に中身の

濃い内容となっている｡ 具体的には,

・これまでの共通評価項目は京都府が作ったものであり, 指定基準レベルの項目が多く実地

指導をイメージさせると, 第三者評価の調査項目として不満の声が大きかった｡

・同時に18年度から始まった ｢介護サービス情報の公表｣ の項目とも重なる部分が多かった｡

・このため, より現場に即したもので, かつ, 質のレベルの高いものを求めるという観点か

ら検討した｡

というコンセプトで作成された｡

支援機構の財政的な問題で評価料金は10万円→12万円に引き上げられた｡

一方, 訪問介護, 訪問看護, 福祉用具貸与, 居宅介護支援などの訪問系の事業所については,

通所・入所系と一体でない場合, 見学やヒアリングも少なくて済むことから, 訪問する調査員

も３名→２名に減らすことが可能となり, 評価料金は逆に引き下げることとし, ９万円になっ

た｡

第三者評価・調査項目と評価料金を変更
介護・福祉サービス第三者評価支援機構総会

共通評価項目をより現場に即したものに修正

評価料金も改正 訪問系サービスは減額に
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介護サービス第三者評価事業は, さらなるサービスの質向上と利用者等の事業所選択に資す

ることが目的で実施されている｡ これまでの受診事業者アンケートでも, ｢新たな気づきがあっ

た｣ ｢改善すべきポイントがわかった｣ ｢より一層, 質を向上させようという気持ちになった｣

など, 概ね好評である｡ 評価項目そのものもさらに質が向上した第三者評価を, 会員医療機関

併設の介護サービス事業所 (みなし指定のみの事業所は除く) は, ぜひ一度, 受診していただ

きたい｡

なお, 京都府もこの第三者評価を受ける事業所は, ｢自らサービスの質の向上に努めようと

いう姿勢を持つ事業所｣ との認識を持っているところであるとし, 居宅介護支援の特定事業所

集中減算対象事業所には該当しないとする｡ また, 実地指導は３年に１回を目安に実施されて

いるが, 第三者評価を定期的に受診している事業所については, ６年に１回を目安にするとし

ている｡

■京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構

事務局：社会福祉法人京都府社会福祉協議会

TEL 075－252－6291 FAX 075－252－6310

〒604－0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375

府立総合社会福祉会館 (ハートピア京都) ５Ｆ

京都市営地下鉄烏丸線 ｢丸太町｣ 駅下車⑤番出口すぐ

ＵＲＬ：http://www.kyoto-hyoka.net

介護サービス事業所はサービスの質の向上のために是非一度, 受診を

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

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｡



2008年(平成20年)８月１日 No.189020

日
常
診
療
に
役
立
つ
新
し
い
講
座

【この検査の背景(基礎)】

昨今の腎臓病診療においては, 透析導入や

心血管系イベントを防ぐため, より早期から

の治療的介入が重視されています｡ 慢性腎臓

病 (chronic kidney disease：CKD) の概念
はこの考えに基づいて提唱され, CKDの定
義や病期分類では糸球体濾過量 (glomerular
filtration rate：GFR) が重要な検査項目とし
て挙げられています｡ GFRを最も正しく測
定出来る外因性イヌリンクリアランスは平成

18年７月に保険収載されましたが, 手技が複
雑なために普及しておらず, GFRを簡便に
推測する日常検査としては血清クレアチニン

(Cr) 測定が従来から繁用されています｡ 本
年には血清 Cr を用いた日本人の GFR 推算
式が発表されましたが, 血清 Crは筋肉量の
影響を受けるため, 検査結果の解釈時には年

令, 性別, 体重等の因子を考慮しなければな

りません｡ また血清 Crには“blind range”
が存在し, 早期の腎障害では血中濃度が上昇

しません｡ 一方, 血中シスタチンＣ (Cystatin
C：Cys-C) は既知の内因性物質の中では最
良の GFRマーカーと考えられ, 平成17年10
月に保険収載されました｡

Cys-Cは分子量約13kDaの塩基性低分子蛋
白であり, 生体内では cysteine protease
inhibitorとして細胞損傷を防御する機能を有
しています｡ Cys-Cは細胞内外の環境変化の
影響をほとんど受けずに一定の割合で全身の

有核細胞から産生・分泌され, 血中で複合体

を形成せず自由に糸球体を通過し, 近位尿細

管で99％再吸収後に代謝され, 血中再循環は
認めません｡ また Cys-Cは Crより分子量が
約130倍大きいため, 早期の腎障害において
も血中濃度が上昇しやすいと考えられます｡

【検査方法と内容】

Cys-Cの測定方法としては, ネフェロメト
リー法, ラテックス凝集比濁法および金コロ

イド凝集法の３種類が現在保険で認められて

います｡ いずれも患者検体 (血清または血漿)

中の Cys-C と測定試薬に含まれる担体 (ポ

リスチレン粒子, ラテックス, または金コロ

イド粒子) 上の抗ヒト Cys-C 抗体との抗原
抗体反応によって生じる凝集を定量的に測定

するものです｡ 検査所要時間はいずれも約10
分ですが, 基準値は測定方法によって若干異

なります (参考基準範囲：0.5－1.0mg/L)｡

【臨床データ】

Newmanらは GFRと血清 Cys-Cおよび Cr
との関係を検討し, 1/Cys-C は1/Cr よりも
GFR と強く相関することを示しました
(Kidney Int 47：312,1995)｡ また Crは GFR
≦40ml/minで漸く血清濃度が上昇し始める
のに対し, Cys-Cは GFR≦70ml/minですで
に上昇することから, Cys-Cは CrよりもGFR
低下の早期診断に有用であり,“Cr blind

������

��	
������������

���������� !�"#$�

%&�'()	*����+,- 

%.�/012�3

4�56� �789:;�<=->

?

@�	
A�BC�DEFEGHIJ�

KLMNOPQR�)ST<=-%

&+UVWLXY)@Z[)�\]

T^_1`�3

�����

���	
����



2008年(平成20年)８月１日 No.1890 21

日
常
診
療
に
役
立
つ
新
し
い
講
座

range”をカバー出来ることも示されました
(図１)｡ Cr以外のマーカー (β２－ミクロ

グロブリン等) と比較した場合も同様であり,

Cys-Cが最も優れた GFRマーカーであるこ
とが示されています｡

なお男性は女性より Cys-C が若干高値と
なりますが, Crほど大きな男女差はありま
せん｡ また高齢者では加齢に伴う GFR低下
を反映して Cys-C が高値傾向を示します｡
喫煙, 飲酒, 喘息でも高値傾向を示し得るこ

とが報告されています｡

【保険収載内容】

保険収載：平成17年10月１日
保険区分：生化学的検査(Ⅰ)

／血液化学検査Ｄ007 ｢23｣
保険点数：130点
検査目的：腎機能低下の評価

※尿素窒素 (BUN) またはクレアチニンに
より腎機能低下が疑われた場合に３ヶ月に

１回限り算定できる｡ ただし, ペントシジ

ン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：血清シスタチンＣ (Cys-C) 値と血清クレアチニン (Cr) 値との有用性の比較
(｢下条文武他. 検査と技術29：1119-1121,2001｣ を改変)

血清Cys-C (mg/L)

Cys-C blind range
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平成23年４月より, 全ての保険医療機関において, レセプトオンライン請求が原則義務化さ

れる｡ 日本医師会では, レセプトオンライン請求は義務化ではなく, できるところから手挙げ

方式で移行し, ＩＴ化に対応できない医療機関にも十分配慮する必要があることを主張して

きた｡

そこで, 日医では, レセプトオンライン請求義務化により予測される影響を把握するため,

都道府県医師会を通じ, 病院・診療所の開設者を対象にアンケート調査を実施した｡

京都府における対象施設は2,284件で1,484件 (回答率65.0％) から回答をいただいた｡ ご協力

に感謝申し上げる (京都府のみの結果については28～29ページの ｢参考｣ を参照)｡

全国ならびに京都府の調査報告によると, レセコンの使用率は全国平均では90％近い数字で

あるが, 京都府においては83％であった｡ 京都府の今回の調査回答の詳細を見ると, 年齢構成

が上がるに従って回答率が低い｡ これを考慮すると現実のレセコン使用率は80％以下の可能性

が高く, ５軒に１軒の診療所ではレセコンは使用していないことになる｡ また70歳以上の年齢

層においてレセコンを使用していない比率は急激に増加している｡

次にレセプト提出方法であるが, 紙レセプト：磁気メディア：オンライン提出が, 全国では

80％：18％：２％で, 京都府では91％：８％：１％との結果であった｡

その他, 日医報告ではレセプトオンライン請求義務化について, ｢時期に間に合うように対

応を考えている｣ と回答した施設が49.6％で最も多く, 次いで, ｢厚労省が行う環境整備待ち｣

と回答した施設が24.3％であった｡

しかし, ｢オンライン化に対応できないため廃院を考えている｣ と答えた施設が8.6％ (3,611

施設) にのぼり, その内訳として, 80歳以上が35.0％を占め, 70代も23.2％だった｡ この結果

は重く受け止めるべきで, 日医は, ｢オンライン請求はあくまで希望する医療機関が手挙げで

移行する方式とすべきで, 完全義務化には無理があり, 地域の医療機関が廃院することのない

よう配慮すべき｣ と主張している｡

このような現状で, 再来年の４月にはレセコン現使用診療所のオンライン提出義務化, ３年

後の４月にはすべての診療所のオンライン提出は非現実的な状況にあるといえる｡ この年齢構

成の報告を見れば, 義務化せずとも５年, 10年もすれば自然に大半の医療機関がレセコンを使

用し, レセ電算処理データ出力でのレセ提出は増加してゆくものと予想される｡

よって, ひとつに, レセコンを有していない医療機関からの紙レセプトは, 国の負担で代行

入力させるのが当然の今回の解決処理方策である｡ そしてもう一点, レセコンの突然の事故に

はすでにそれなりの安全管理対策が設定されているが, オンライン請求に関しては全く無防備
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｢オンライン請求に対応できないため廃院検討｣ が8.6％
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な状態にある｡ 即ちネットが何らかの原因で接続不能状態になることは充分予測され, レセプ

ト請求不能状態に陥った場合の担保はどのように, 誰がとるのであろうか｡ この安全弁として,

電算処理したデジタル化レセプトデータ提出方法も決してオンライン一本やりの方法だけでは

なく, 現状の磁気メディアでの提出方法も認めるのが医療機関側も了解できる最低限のライン

と考える｡ 今後とも私が出席する日医・医療ＩＴ委員会においてこれらを強く主張してゆき

たい｡

なお, レセプトオンライン化請求の具体的な工程については京都医報・平成19年11月15日号

｢情報企画レポート｣, レセプトオンライン化のデータ利用における諸問題については京都医報・

平成19年１月15日号 ｢理事解説｣, この問題の先にある社会保障ＩＣカード導入問題について

は京都医報・平成19年12月１日号 ｢医界寸言｣ をご参照いただきたい｡

調査の概要
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結果の概要
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参考：京都府における集計

レセプトオンライン請求義務化に関するアンケート集計表 (京都府医師会)

開設者年齢 年齢不明 40 歳未満 40～49 歳 50～59 歳 60～69 歳 70～79 歳 80 歳以上 計
対象施設 53 2.3％ 370 16.2％ 697 30.5％ 539 23.6％ 421 18.4％ 204 8.9％ 2284
回答施設 (33) 38 2.6％ 247 16.6％ 449 30.3％ 335 22.6％ 253 17.0％ 129 8.7％ 1484 65.0％
病院 (14) 2 5.3％ 12 4.9％ 14 3.1％ 31 9.3％ 14 5.5％ 7 5.4％ 94 6.3％
診療所 (19) 36 94.7％ 235 95.1％ 435 96.9％ 304 90.7％ 239 94.5％ 122 94.6％ 1390 93.7％
(無床診療所) (16) 33 91.7％ 225 95.7％ 412 94.7％ 281 92.4％ 227 95.0％ 116 95.1％ 1310 94.2％
(有床診療所) (3) 3 8.3％ 10 4.3％ 23 5.3％ 23 7.6％ 12 5.0％ 6 4.9％ 80 5.8％

回答率 71.7％ 66.8％ 64.4％ 62.2％ 60.1％ 63.2％ 65.0％

１. 平成23年４月から全ての保険医療機関において, レセプトのオンライン提出が原則義務化される省令が出ていることをご存知でしたか？

ａ 知っている (30) 37 94.9％ 243 96.4％ 436 94.8％ 338 97.1％ 249 95.0％ 127 95.5％ 1460 95.6％
ｂ 知らなかった (3) 2 5.1％ 9 3.6％ 24 5.2％ 10 2.9％ 13 5.0％ 6 4.5％ 67 4.4％

計 (33) 39 100.0％ 252 100.0％ 460 100.0％ 348 100.0％ 262 100.0％ 133 100.0％ 1527 100.0％

２. 貴院ではレセコンを使用していますか｡

ａ 使用している (30) 35 94.6％ 239 94.5％ 437 94.8％ 305 87.6％ 169 64.3％ 57 42.9％ 1272 83.2％
ｂ 使用していない (3) 2 5.4％ 14 5.5％ 24 5.2％ 43 12.4％ 94 35.7％ 76 57.1％ 256 16.8％

計 (33) 37 100.0％ 253 100.0％ 461 100.0％ 348 100.0％ 263 100.0％ 133 100.0％ 1528 100.0％

３. 貴院でのレセプトの提出方法を教えてください｡

ａ 紙レセプト用紙 (26) 31 81.6％ 220 87.6％ 407 88.5％ 319 91.7％ 250 96.2％ 128 97.7％ 1381 90.7％
ｂ 磁気メディア (5) 7 18.4％ 26 10.4％ 47 10.2％ 23 6.6％ 10 3.8％ 3 2.3％ 121 7.9％
ｃ オンライン (4) 0 0.0％ 5 2.0％ 6 1.3％ 6 1.7％ 0 0.0％ 0 0.0％ 21 1.4％

計 (35) 38 100.0％ 251 100.0％ 460 100.0％ 348 100.0％ 260 100.0％ 131 100.0％ 1523 100.0％

４. 貴院の１ヶ月の平均レセプト枚数を教えてください｡

ａ 100枚以下 (4) 1 2.6％ 14 5.5％ 18 4.0％ 15 4.4％ 43 16.5％ 52 39.4％ 147 9.7％
ｂ 101－300枚 (9) 8 21.1％ 55 21.6％ 70 15.5％ 84 24.4％ 108 41.5％ 45 34.1％ 379 25.0％
ｃ 301－500枚 (4) 10 26.3％ 57 22.4％ 120 26.6％ 81 23.5％ 54 20.8％ 16 12.1％ 342 22.6％
ｄ 501－700枚 (3) 6 15.8％ 54 21.2％ 92 20.4％ 54 15.7％ 22 8.5％ 11 8.3％ 242 16.0％
ｅ 701－900枚 (2) 5 13.2％ 35 13.7％ 69 15.3％ 55 16.0％ 11 4.2％ 2 1.5％ 179 11.8％
ｆ 900枚以上 (11) 8 21.1％ 40 15.7％ 82 18.2％ 55 16.0％ 22 8.5％ 6 4.5％ 224 14.8％

計 (33) 38 100.0％ 255 100.0％ 451 100.0％ 344 100.0％ 260 100.0％ 132 100.0％ 1513 100.0％
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５. 貴院ではレセプトオンライン請求義務化にどう対応されますか？ (複数回答可)

ａ 時期に間に合うように対応を考えている｡ (12) 14 20.3％ 82 19.5％ 153 18.7％ 129 19.6％ 60 11.8％ 21 8.1％ 471 16.9％
(ａ－１) 整備を業者に依頼 (17) 22 31.9％ 143 34.0％ 236 28.9％ 175 26.6％ 80 15.8％ 24 9.3％ 697 25.1％
(ａ－２) 事務代行を考慮 (0) 2 2.9％ 3 0.7％ 14 1.7％ 14 2.1％ 17 3.4％ 7 2.7％ 57 2.0％
(ａ－３) その他 (6) 7 10.1％ 35 8.3％ 89 10.9％ 55 8.3％ 31 6.1％ 21 8.1％ 244 8.8％

ｂ 厚労省が行う環境整備を待って対応 (5) 11 15.9％ 74 17.6％ 150 18.4％ 90 13.7％ 56 11.0％ 14 5.4％ 400 14.4％

ｃ
導入費用やコンピューター操作の問題か
ら導入に躊躇している｡

(3) 5 7.2％ 30 7.1％ 74 9.1％ 71 10.8％ 64 12.6％ 29 11.2％ 276 9.9％

ｄ
医療機関の規模が小さく, レセプトオン
ライン化の必要性はないと考えている｡

(2) 3 4.3％ 17 4.0％ 24 2.9％ 46 7.0％ 61 12.0％ 43 16.6％ 196 7.0％

ｅ
対応できないので保険診療を止めるか,
あるいは廃院を考えている｡

(1) 0 0.0％ 5 1.2％ 19 2.3％ 38 5.8％ 94 18.5％ 73 28.2％ 230 8.3％

ｆ 医師会へ対応を相談したい｡ (2) 4 5.8％ 20 4.8％ 49 6.0％ 33 5.0％ 33 6.5％ 24 9.3％ 165 5.9％
ｇ その他 (2) 1 1.4％ 12 2.9％ 9 1.1％ 8 1.2％％ 11 2.2％ 3 1.2％ 46 1.7％

計 (50) 69 100.0％ 421 100.0％ 817 100.0％ 659 100.0％ 507 100.0％ 259 100.0％ 2782 100.0％

６. レセプトオンライン請求義務化において, 特に問題とすべき項目を３つ選んで回答してください｡

ａ
環境が整備されないままの義務化は問題
である｡

(16) 19 16.1％ 143 17.7％ 286 19.9％ 210 20.0％ 166 21.5％ 83 24.3％ 923 20.0％

ｂ 医療機関の費用負担はおかしい｡ (17) 26 22.0％ 150 18.6％ 266 18.5％ 195 18.6％ 168 21.7％ 84 24.6％ 906 19.6％
ｃ セキュリティ確保が心配｡ (16) 16 13.6％ 142 17.6％ 252 17.6％ 148 14.1％ 98 12.7％ 26 7.6％ 698 15.1％
ｄ 機械審査拡大への懸念｡ (3) 6 5.1％ 46 5.7％ 89 6.2％ 89 8.5％ 68 8.8％ 34 10.0％ 335 7.3％
ｅ 画一的審査の問題｡ (8) 10 8.5％ 74 9.2％ 137 9.5％ 118 11.2％ 79 10.2％ 35 10.3％ 461 10.0％
ｆ レセプトチェックソフトを公開すべき｡ (7) 11 9.3％ 45 5.6％ 69 4.8％ 43 4.1％ 35 4.5％ 12 3.5％ 222 4.8％
ｇ データーの目的外使用の問題｡ (9) 9 7.6％ 72 8.9％ 108 7.5％ 88 8.4％ 46 6.0％ 12 3.5％ 344 7.5％
ｈ 保険証の有効期限認証を促進すべき｡ (3) 6 5.1％ 24 3.0％ 33 2.3％ 25 2.4％ 16 2.1％ 6 1.8％ 113 2.4％

ｉ
不合理な医療費削減政策に利用されるこ
とを懸念｡

(11) 15 12.7％ 112 13.9％ 195 13.6％ 134 12.8％ 97 12.5％ 49 14.4％ 613 13.3％

計 (90) 118 100.0％ 808 100.0％ 1435 100.0％ 1050 100.0％ 773 100.0％ 341 100.0％ 4615 100.0％
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｢後期高齢者医療制度｣ をめぐって大騒動

である｡ ｢大騒動｣ という表現は必ずしも適

切ではないが, 政府・与党, 野党, またマス

コミをも含めて, 理解のできない話が多すぎ

るので, あえて ｢大騒動｣ という言葉を使う

ことにした｡

まず, 75歳以上の高齢者を対象として,

｢後期高齢者医療制度｣ という75歳未満の人

達とは別の健康保険制度を作ったことに私は

反対である｡

理由は, ｢健康保険｣ とは, 本来, 国民み

んながお金を出し合って, お互いの健康を守

ろうという制度であるはずだからである｡ 高

齢者の医療費が多額になる, 次世代の負担増

になるということを理由に, 別枠にして ｢悪

者扱い｣ にして医療費を抑制しようとするの

は, 健保制度の根幹を無視する話である｡ 高

齢になれば病気がちになり, 多額の医療費が

必要になる｡ これは当たり前のことで, 次世

代, 若い人達も, いずれは高齢者になる｡ 医

療費の増加を自分たちが担わねばならないこ

とは承知のはずである｡ ｢高齢者医療の適正

化｣ は, 健康保険の運用面で議論されるべき

ことである｡

野党の言い分は, ｢後期高齢者医療制度を

廃止して老人保健制度に戻す｣ であるが, そ

れよりも, 野党は ｢健康保険一元化｣ を強く

主張すべきだと考える｡ 老健制度のように

｢政管健保, 健保組合, 共済組合, 国保から

の拠出金プラス公費(税)｣ といった誰がいく

ら負担しているのか了解困難な話は ｢健康保

険一元化｣ によって直ちに解消されることで

ある｡

英国, スウェーデンのような ｢国民皆保険｣

の国々は, 原則, ｢国民健康保険だけ｣ であ

る｡ わが国で, 国民皆保険が実施されたのは

1961年, 47年前のことで, 国民皆保険以前は,

｢共済組合｣, ｢健康保険組合｣ はお互いに同

じ職場の人間が助け合って健康を守ろうとい

うことから意味のあったことである｡ しかし,

国民皆保険の実施とともに, 狭い仲間だけの

相互扶助ではなく, 国民みんなの相互扶助の

時代になったはずであるが, 半世紀経過して

も ｢共済組合｣, ｢健康保険組合｣ は温存, 改

革の対象になっていない｡ 健康保険の一元化

は話題にもなっていない｡

野党はなぜ ｢健康保険の一元化｣ を主張し

ないのか｡ 正直なところ, 全国には約1500の

健保組合があり, 役員の多くは政界, 官界,

企業のＯＢだけでなく労働組合のＯＢでも占

められている｡ このこととは無縁ではないの

ではないかと疑うのは私だけではないと思う｡

一方, 今回の ｢後期高齢者医療制度｣ も悪

いところだけではない｡ 良いところ, 私が評

価していることが３つある｡

第１は, 保険料の支払いが世帯 (家族) 単

位から個人単位になり, ひとりひとりが被保

険者証を持つようになったことである｡ ひと

りひとりの収入に応じて保険料を支払うこと

は, 年金の場合と同様, 個人個人の権利と義

務を明確にする上で大切なことであり, 広く

社会保険料負担の原則である｡ 実際, 国民皆

保険の実施されている世界の国々で, 世帯単

位というのはわが国だけである｡ 原則として

｢扶養家族なし｣ も ｢扶養家族多数｣ も大き

な差がない健康保険料は不公平なことで, 健

康保険料は, すべて, 年金と同様, 個人単位

にすべきことである｡

第２は, 後期高齢者のなかでも働いている

人達だけの問題であるが, 年金に加えて, 他

の職場なりに収入源のある場合, 今までは国

保に加入しないで, 職場の健康保険に加入し

ていた｡ 職場の健康保険の場合, 職場だけの

所得に応じた健康保険料を支払うだけで済ん

でいたわけだが, 今年からは, 府民税, 市民

税と同様, 所得に応じた保険料となった｡ 大

後期高齢者医療制度
－私の言い分－

中京東部 泉 孝英
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変な保険料の増額となった人達も少なくない

はずである｡ しかし, この問題は ｢収入に比

較して安い保険料で済ませていた｣ という矛

盾点が解決され, 前進しただけのことである｡

後期高齢者医療制度に反対する理由にはなら

ない｡ この点は, 私は, 以前から現行健康保

険制度の不備な点として指摘してきたところ

である｡ ｢健康保険の一元化｣ を行って, ｢所

得に応じた健康保険料にする｣, 負担すべき

保険料の適正化を図れば, 健康保険の財源に

は大きな増加が予想される｡ このように, 健

康保険一元化は, 理念的なことだけではなく,

保険財政の上からも必要である｡ また, ｢健

康保険の一元化｣ を行えば, 現行の多種類の

健康保険制度維持のための事務経費の大幅な

削減も期待され, 本当の ｢行政改革｣ になる｡

｢保険料負担の増加を根拠に, 後期高齢者医

療制度に反対する｣ というのは, 野党, マス

コミの主張に多いことであるが, これは反対

の理由にはならず, 政府・与党は大いに反論

すべきである｡

第３に ｢年金からの天引き｣ 反対論がある

が, 保険料徴収経費の大幅な減少に反対する

のは理解のつかないことである｡ 後期高齢者

だけに限らず, すべての年金受給者に拡大す

べきである｡ さらには, 早く ｢国民背番号制

度｣ を実施し, 税金, 保険料などは, 年金あ

るいは個人の口座からの天引きとすれば, 国

家, 地方を含めて行政の簡素化, ｢本当の行

政改革｣ ができる｡ 加えて, 現在, 税金, 保

険料の徴収義務を背負わされている企業にとっ

ては大変な負担軽減になる｡

｢後期高齢者医療制度｣ は, ただ, ｢オジイ

チャン, オバアチャンは怒っている｣ だけで

済む問題ではなく, ｢健康保険一元化｣ を

｢年金一元化｣ と同じように, 活発に議論す

るべき機会, ｢行政の簡素化｣ を図る機会に

すべきであることを指摘しておきたい｡

猛暑の中７月13日, 豊元ビルで句会を開

きました｡ 12日は鉾の曳き初めで, 稚児の

舞も一きわ｡ 街は祇園祭一色に盛り上がっ

てきました｡ その中, ビル９階では, 和や

かに, 静かに句会が行われ, 多くの佳句に

ふれ, 一句一句味わって句評も楽しく, 話

題は環境問題, 医療問題, 介護問題へと発

展して, 時のたつのも忘れるほどでした｡

(当番 代志子)
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井上代志子

７月例会
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携帯電話の機種変更をした｡ 元来新し物

好きの性格であるが, 今回は新機種にした

かったからではなく, そうせざるを得なく

なったための結果である｡ 尾籠な話ながら,

トイレで用を足そうとしたときに, 携帯電

話がケースごと便器に落下したのである｡

慌てて拾い上げたので, 水没とまではいか

なかったが, 水気を拭いてから開いてみる

とちゃんと液晶画面が表示された｡ やれや

れ用を足す前で良かった, などと安堵した

のは甘かった｡ 翌日, 電池表示が減ってい

るので, 後で充電しようと思っていたら,

１時間ほど経つとすでに液晶画面が消えて

いる｡ おかしいな, と思いつつ充電すると

ちゃんと表示された｡ ふといやな予感がし

たが, 翌日も同じことが起きた｡ 水没で即

死状態ではなかったにせよ, どうやら重症

かもしれないと思い, 携帯電話に詳しい

(というより専門家) 友人に PORよろしく
現病歴と現症および考察についてメールを

送ると, 予想どおりの結論の返信が来た｡

その指示に従って休日に携帯電話ショップ

に足を運んだ訳である｡

ショップであれこれと見ていると, そそ

くさと店員が近寄ってきて ｢どのようなも

のをお探しでしょうか｣と｡ ｢お財布携帯と

モバイル Suicaを使っている, ワンセグは
不要,カメラも滅多に使わない,電池の持ち

が良いのを｣ と一気に言うと, 間髪を入れ

ず ｢今は, ほとんどの新機種にカメラがつ

いていてワンセグを搭載しています｡ ワン

セグがないのは薄型ですが, 電池も薄い分,

以前よりも電池が長持ちとは言えません｣

との説明｡ 結局, ずっと使っているＰ社の

出した新製品に機種変更することになった｡

実はスケジュール管理を携帯電話で済ま

せている｡ 以前は, 電子手帳を使っていた

が, これも10年くらい前に突然壊れて (雨

の中で水溜まりに水没) ひどい目に遭った｡

電子手帳の中に１年くらい先までのスケジュー

ルや, 住所・電話番号などの管理をしてい

た｡ バックアップを取っていたが, 搭載し

ていたメモリーも一緒にダウンしていたの

で, それらのデータが突然消失すると大げ

さな言い方だが茫然自失であった｡ 家人に

言わせると, 普通の手帳に手書きする方が

よっぽど良いのに, とのことだが, 確かに

アナログの方が確実だろうが, 悪筆故のデ

ジタル選択である｡ 電子手帳後は, 携帯電

話と医院のパソコンでの二重のスケジュー

ル管理を行っている｡

さて, お財布携帯などの機能をいったん

停止してから機種変更手続きも済ませ, ショッ

プで電話帳も移行してもらったので, あと

はスケジュールデータの移行だけである｡

近くの喫茶店でコーヒーでも飲みながら携

帯電話のメモリを交換すれば事は簡単, と

思っていたが, これも甘かった｡ 旧機種の

メモリーは miniSDで, 新機種は microSD
であった｡ 喫茶店を出てすぐに microSD
を購入したのは良かったが, microSD に
附属しているアダプターは SD用のアダプ
ターである｡ 何のことはない, 喫茶店でコー

ヒーを飲みながら, 旧機種の画面を見つつ

新機種に一つひとつ入力し直した｡ 帰りに

パソコンショップで携帯電話とパソコンと

でデータ交換ができるソフトを買って帰っ

た｡ 携帯電話, メモリー, そしてパソコン

ソフト‥‥デジタルとは, 実に高くつく代

物である｡

(情報・企画・広報委員会委員, 西陣 禹 満)
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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｢使用上の注意の改訂｣ について

(日医常任理事)

【対象医薬品名】

｢臭化チオトロピウム水和物｣ ｢ブシラミン｣ ｢ダルナビルエタノール付加物｣ ｢酒石酸バレ

ニクリン｣ ｢一般用医薬品；かぜ薬 (内用) ２歳未満の用法を有する製剤 (１歳未満の用法

を有する／有しない製剤), 鎮咳去痰薬 (内用) ２歳未満の用法を有する製剤 (１歳未満の

用法を有する／有しない製剤), 鼻炎用内服薬 (内用) ２歳未満の用法を有する製剤 (１歳

未満の用法を有する／有しない製剤)｣

｢使用上の注意の改訂指示｣ については医薬品医療機器情報提供ホームページ ( http://
www.info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html ) にも掲載されています｡

②医薬品・医療機器等安全性情報第248号の速報について

(日医常任理事)

｢１. 使用上の注意の改訂について (その198)｣ は ｢塩酸ベプリジル他 (１件)｣ の情報,

｢２. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載されています｡

なお, 日本医師会雑誌の平成20年９月号に掲載される予定です｡

インシデントレポート ｢他山の石｣ 投稿募集
内 容：これまでに体験した ｢ヒヤリ・ハット｣

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

資 格：本会会員のみ｡ 掲載に関しては原則
｢匿名｣ とさせていただき, 関係者など
が特定できない形での掲載となります｡

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 総務課 ｢京都医報｣係

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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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８月29日(金) とさせていただきます｡

譲渡希望に○をお付けください

室室室 だ図図図 書 よよよ り

整理番号 演 題 講 師 撮影年月

653 胃Ｘ線撮影法の基本：スクリーニング
ならびに精密検査において

社会保険京都病院消化器科部長
粉川 隆文氏 Ｈ14・１

654
CPC
低酸素血症精査中に咽頭痛を来した26
歳女性の一例

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 Ｈ14・１

655
在宅ケアと病診連携・チーム医療
老年医学的総合機能評価を用いた地域
介入研究の取り組み

京都大学東南アジア研究センター教授
松林 公蔵氏 Ｈ14・１

656

エビデンスにみる高齢者の呼吸器感染
症－肺炎・結核の最新診療－
エビデンスにみる高齢者の循環器疾患
－高血圧の最新診療－

長崎大学熱帯医学研究所感染症予防治
療分野教授

永武 毅氏
東京都老人医療センター循環器科部長

桑島 巌氏

Ｈ14・１

657 骨粗鬆症の病態と診断基準
骨粗鬆症の早期リスクと対策

川崎医科大学放射線医学教授
福永 仁夫氏

東京女子医科大学産婦人科教授
太田 博明氏

Ｈ13・10

658 骨粗鬆症の治療 (薬物療法) の最前線 東京都多摩老人医療センター院長
林 泰史氏 Ｈ13・10

659 炎症性腸疾患診療の現況と将来 京都大学医学部消化器内科助手
河南 智晴氏 Ｈ14・２

660
新世紀の内科医学の展望
－生活習慣病：予防医学から戦略医療
まで－

九州大学大学院医学研究院病態制御内
科学教授 (次期内科学会会頭)

名和田 新氏
Ｈ14・２

661

－腎臓と生活習慣病フォーラム2002－
腎と薬物動態
非糖尿病性腎症・糖尿病性腎症による
腎不全の治療戦略

京都大学薬剤部教授
乾 賢一氏

助手協同病院院長
椎貝 達夫氏

Ｈ14・２

662 主要臓器障害と降圧薬治療
－特に腎障害を伴う場合－

横浜船員保険病院院長
石井 當男氏 Ｈ14・２

663 消化器疾患：21世紀での診療・研究 順天堂大学医学部消化器内科教授
佐藤 信紘氏 Ｈ14・３

664 －日常診療における脳梗塞と不整脈－
脳梗塞・最近の話題

東京都済生会中央病院神経内科医長
高木 誠氏 Ｈ14・３

665 －日常診療における脳梗塞と不整脈－
心房細動の薬物治療

日本医科大学附属多摩永山病院内科学
第一助教授

新 博次氏
Ｈ14・３
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整理番号 演 題 講 師 撮影年月

666

実地医家のための高血圧治療ガイドラ
インの概要
レニン・アンジオテンシン系抑制薬の
臓器保護

京都府立医科大学第二内科助教授
武田 和夫氏

獨協医科大学循環器内科学教授
松岡 博昭氏

Ｈ14・３

667 胆・膵疾患の内視鏡治療
－近年の目覚ましい進歩－

京都第二赤十字病院副院長(消化器科)
中島 正継氏 Ｈ14・４

668 21世紀の循環器治療
－薬物療法から遺伝子治療まで－

大阪大学大学院遺伝子治療学・加齢医
学助教授

森下 竜一氏
Ｈ14・４

669
遺伝性腫瘍および大腸癌の自然史
－世界初の画像データーベースの公開
を含む－

国立病院九州がんセンター副院長
牛尾 恭輔氏 Ｈ14・５

670 －第一回肝炎の診断と管理・治療－
肝炎の診断と治療

京都府立医科大学第三内科助教授
岡上 武氏 Ｈ14・５

671 かゆみのある皮膚疾患 京都大学大学院医学研究科皮膚病態学教授
宮地 良樹氏 Ｈ14・５

672 アトピー性皮膚炎の成因について 京都府立医科大学皮膚科講師
加藤 則人氏 Ｈ14・５

673 肝発癌進展機序とその予防・診断 京都大学医療技術短期大学部教授
福田 善弘氏 Ｈ14・６

674
プライマリでみるうつ・不安
臨床最前線でのうつ・不安の実際
－疫学と診断を中心に－

東邦大学医学部心療内科教授
坪井 康次氏 Ｈ14・６

675
プライマリでみるうつ・不安
実地診療でのうつ・不安の診断と治療
－症例提示と薬物療法について－

医療法人明和会札幌明和病院院長
奥瀬 哲氏 Ｈ14・６

676 逆流性食道炎の診断と治療
～Ｈ２ブロッカーとＰＰＩの選択～

京都第一赤十字病院消化器科部長
藤本荘太郎氏 Ｈ14・７

677
アレルギー治療の最前線
アトピー性皮膚炎医療の混乱と標準治
療の確立

金沢大学医学部附属病院皮膚科学教授
竹原 和彦氏 Ｈ14・７

678 アレルギー治療の最前線
喘息の最新診療の実際

京都大学呼吸器内科教授
三嶋 理晃氏 Ｈ14・７

679
今次診療報酬改定に対する府医の基本
的スタンス
生活習慣病指導管理科－運用のポイント

京都府医師会保険担当理事
安達 秀樹氏 Ｈ14・８

680 不整脈治療の病診連携 京都市立病院副院長
古川 啓三氏 Ｈ14・８

681 上部消化管出血の診断と治療方針 康生会武田病院消化器センター長
竹村 俊樹氏 Ｈ14・８

682 ウイルス性肝炎の診断と治療の問題点 京都府立医科大学第三内科助教授
岡上 武氏 Ｈ14・８

683 消化器癌の診断と治療における日米欧
の差異

福ビルクリニック院長
ロナルド シュンベル氏 Ｈ14・９

684 COPD治療の考え方 久留米大学第一内科教授
相澤 久道氏 Ｈ14・９

685
第28回京都医学会 ＜特別講演＞
生活習慣病は一つの病気？
－糖尿病の立場から－

順天堂大学医学部内科学教授
カナダ・トロント大学医学部教授

河盛 隆造氏
Ｈ14・９
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686
第28回京都医学会
＜ランチョンシンポジウム＞
骨粗鬆症, 新しい治療戦略

シンポジスト
京都大学医療技術短期大学部教授

坪山 直生氏
京都府立医科大学産婦人科学内講師

大久保智治氏

Ｈ14・９

687 肝細胞癌治療の最近
京都大学大学院医学研究科消化器外科
教授

山岡 義生氏
Ｈ14・10

688 前立腺肥大症, その病態と診療ガイド
ライン

福井医科大学泌尿器科学教授
横山 修氏 Ｈ14・10

689 降圧薬のエビデンスと外来高血圧診療 駿河台日本大学病院循環器科助教授
久代登志男氏 Ｈ14・10

690 Helicobacter 感染症の新たな展開
北海道大学大学院医学研究科
消化器病態内科学分野教授

朝香 正博氏
Ｈ14・11

691
家庭血圧と高血圧診療
－実地医家の参加する高血圧大規模介
入試験－

東北大学大学院臨床薬学講座教授
今井 潤氏 Ｈ14・11

692 炎症性腸疾患診療の最近の話題 滋賀医科大学消化器内科教授
藤山 佳秀氏 Ｈ14・12

693 虚血性心疾患の診断と治療
－最近の動向－

順天堂大学医学部循環器内科教授
代川 浩之氏 Ｈ14・12

恒例の京都府医師会懇親ゴルフ大会を下記の

とおり開催いたしますので, 奮ってご参加いた

だきますようご案内申し上げます｡

８月22日(金) までに地区福祉担当理事まで

お申込みください｡ なお, 先着120名にて締切

らせていただきますのでご了承ください｡

記

と き 平成20年９月23日(火・秋分の日)

受付各自スタート時間の30分前

スタート 午前８時予定

(アウト・インの第１組のスタート時間)

と こ ろ 亀岡カントリークラブ

亀岡市東別院町神原

℡ 0771－27－2326

参 加 費 １名 4,000円

参加資格 京都府医師会会員

試合方法 (予定)

★個人戦 ダブルペリア方式・同ネットの場

合はハンディキャップ・年令優先

★団体戦 １チームを６名とし, 上位４名の

合計グロスで順位決定｡ ただし, １地区,

１病院より出場は２チームまでといたし

ます｡ なお, 地区, 病院より個人戦へ参

加される方の人数制限はございません｡

賞 品 ★参加賞 (全員)

★個人戦 １位～20位まで以下５位

毎に飛び賞, ＢＢ, ＢＧ

★団体戦 １位

※１. 試合方法, 賞品は変更する場合があります｡

※２. スタート表等, 詳細は後日出席者宛ご連

絡いたします｡

第第第第第第666666555555回回回回回回

京京京京京京都都都都都都府府府府府府医医医医医医師師師師師師会会会会会会懇懇懇懇懇懇親親親親親親ゴゴゴゴゴゴルルルルルルフフフフフフ大大大大大大会会会会会会参参参参参参加加加加加加者者者者者者募募募募募募集集集集集集



第10回 『生命
い の ち

を見つめる』フォトコンテスト
－ 作品募集のお知らせ －
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日本医師会と読売新聞社は, 生命の尊さ, 大切さを考えてほしいとの願いを込め, ｢生命

(いのち) を見つめる｣ フォトコンテストを開催しています｡ 周囲の生きとし生けるものすべ

てが被写体です｡ レンズを通して ｢生命｣ を感じた作品をご応募ください｡

��

・最優秀賞 １点：30万円
・優 秀 賞 ３点：10万円
・入 選 ５点：５万円
・佳 作 20点：図書カード５千円分

�����

●応募作品 (プリント) は, 本人が撮影したフィ
ルムの未発表作品に限ります｡
※デジタルカメラで撮影したもの, およびデジタルプリントま
たは320万画素以上のデジタルデータも応募可能です｡
※320万画素以上であれば携帯電話での撮影も可能です｡
※画像処理等の加工, 合成および組み写真は不可｡

●作品のプリントサイズは, キャビネ判 (または
２Ｌ) とします｡
●１人３点までに限ります｡
●二重応募や類似作品の応募を禁じます｡
●肖像権やプライバシーの侵害には十分ご注意く
ださい｡ 主催者では責任を負いかねます｡
●作品は返却いたしません｡
●入賞作品の著作・使用権は１年間, 主催者に帰属します｡ (ネガ, データは１年間当方で
保管し, その後返却いたします)
●上記規定に違反した場合は, 受賞を取り消します｡

���	


平成20年11月14日(金) 必着 �������� �		
�����������������
�����	����	��	�

�����

平成21年２月中旬の読売新聞紙上

����������

〒104－8325 東京都中央区京橋２－９－２
読売新聞東京本社 事業開発部 ｢フォトコン｣係 TEL 03－5159－5895

※応募作品の裏に, 画題, 名前, 男女別, 年齢, 住所, 電話番号, 職業または学校名, 撮影
年月日を明記した紙を貼ってください｡
※ご記入いただいた個人情報は, 受賞した場合の連絡, 作品に関する問い合わせ, 取材のみ
に使用し, それ以外の目的での使用や, 第三者に譲渡することはありません｡

����������� !"#
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医療界を巡る動き

平成20年６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

６. ５ 都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協
議会に出席

６. ９ 保険医療協議会を開催－専門医会, 病院
団体と2008年度診療報酬改定の問題点につ
いて協議

６. 10 日医役員就任披露パーティーに出席

６. ３ 財務省・財政制度等審議会が2009年度予
算編成に関する建議をまとめる－社会保障
費５年間で1.1兆円の削減を堅持

６. ３ 日医執行部と自民・厚労議員が懇談－2200
億円抑制政策の撤回を求める

６. ４ 中医協・診療報酬基本問題小委員会で基
本診療料のあり方に関する議論がスタート

６. ５ 群馬県内の医療関係団体が ｢2,200億円の
撤回｣ を首相に直訴

６. ５ 日本医学会が死因究明制度創設にかかる
厚労省第３次試案について ｢基本的方向性
に賛成で一致｣ との見解を公表

６. ５ 京大病院が肺移植を再開－事故以来２年
３ヶ月ぶり

６. ６ 舛添厚労相が ｢中医協は不透明｣ 発言を
撤回

６. ６ 後期高齢者廃止法案が参院本会議で可決－
与党は衆院で廃止法案を否決する方針

６. ６ 日本病院団体協議会が社会保障費2200億
円削減の撤廃を求める声明を発表

６. ６ 日医・唐澤会長が社会保障国民会議に
｢社会保障費の自然増に対する機械的抑制の
撤回を明確にすべき｣ とする意見書を提出

６. ８ 全国医師連盟が設立－会員数740名, うち
勤務医が74％, 平均年齢45歳

６. ９ 四病院団体協議会が年間2200億円に上る
社会保障費削減の撤廃を求める要望書を町
村官房長官と舛添厚労相らに提出

６. 10 経済財政諮問会議の民間議員が社会保障
費2200億円の削減に向けて具体的項目を提
示－雇用保険の国庫負担見直しで1600億円,
後発医薬品の使用促進で700億円を圧縮

６. 10 生活保護の通院移送費で解釈通知－ ｢支
給打ち切り｣ の指摘受け厚労省

６. ２ レギュラーガソリン平均店頭価格が1987
年の調査開始以来, 初めて1㍑＝170円を超
える

６. ３ 米大統領選の民主党候補がバラク・オバ
マで確定

６. ４ 最高裁, 父母の婚姻を国籍取得の要件と
する国籍法の規定を違憲と判決

６. ５ 政府, タクシー接待を受けた職員が17省
庁で計1402人とする調査結果を発表

６. ６ 国家公務員制度改革基本法が参院本会議
で可決, 成立－国家公務員の幹部人事一元
管理導入など

６. ８ 秋葉原で無差別殺傷－７人死亡
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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 ※敬称略

京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

６. 13 京都府医療推進協議会第12回代表者会議
に出席

６. 14 地区在宅医療担当理事連絡協議会を開催

６. 14 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京田辺市で開催

６. 14 近医連常任委員会に出席

６. 14 関医連常任委員会に出席

６. 15 産業医研修会集中講座を府医で開催

６. 17 京都府・京都市生活保護連絡協議会を開催

６. 25 地区庶務担当理事連絡協議会を開催

６. 11 日医, 社会保障費の抑制撤廃を ｢強く要
求｣－財政制度等審議会の2009年度予算に関
する建議に対する日医の見解

６. 11 ｢療養病床問題を考える国会議員の会｣
(自民党・国会議員有志) が介護療養病床の
廃止・転換の見直しを求める提言を取りま
とめる

６. 11 日医, ｢がん性疼痛治療のエッセンス｣ を
刊行

６. 12 政府・与党, 後期高齢者医療制度の運用
改善策を正式決定

６. 13 厚労省, 診療関連死の原因究明制度に向
けた ｢医療安全調査委員会設置法案(仮称)｣
の大綱案を公表

６. 13 超党派の国会議員による ｢たばこと健康
を考える議員連盟｣ が発足

６. 17 政府, 医学部定員数の削減をうたった1997
年の閣議決定の見直しを了承

６. 18 舛添厚労相の私的諮問機関 ｢安心と希望
の医療確保ビジョン会議｣ がビジョンを取
りまとめる－医師養成数を増加させる方針
打ち出す

６. 18 超党派による ｢医療現場の危機打開と再
建をめざす議員連盟｣ が ｢2200億円｣ 見直
しの決議文を厚労省らに提出

６. 18 社会保障審議会介護給付費分科会で2009
年４月の介護報酬改定に向けた議論開始

６. 19 社会保障国民会議が中間報告を取りまと
める－｢社会保障の機能強化｣ に取り組む必
要性を強調

６. 23 経済財政諮問会議が ｢骨太の方針2008｣
の原案を了承－｢最大限の削減｣ の標記残る

６. 25 中医協総会, ｢後期高齢者終末期相談支援
料｣ の算定を７月以降凍結することを了承－
検証を経ない諮問・答申は極めて異例

６. 27 ｢骨太の方針2008｣ が閣議決定－｢最大限
の削減｣ は削除できず

６. 11 民主, 社民, 国民新３党が参院に共同提
出した福田首相に対する問責決議案が本会
議で可決

６. 12 衆院本会議で内閣信任決議を可決

６. 12 米グーグルと米ヤフーがネット広告事業
で提携

６. 13 アイルランド国民投票, ＥＵ条約を否決

６. 14 岩手県内陸部を震源とするマグニチュー
ド7.2の地震発生－宮城県奥州市と宮城県栗
原市で震度６強を記録

６. 17 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の宮崎
勤死刑囚に刑執行

６. 18 政府, 東シナ海のガス田共同開発に関す
る中国政府との合意内容を正式発表

６. 23 ｢ダビング10｣ の解禁日時が７月４日午前
４時に決定

６. 25 ウナギの産地偽装問題が発覚

６. 27 京都市内でＧ８外相会議開催－北朝鮮に
核兵器の全廃と拉致問題解決へ ｢速やかな
行動｣ を求める議長声明を発表
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京医選管発第３号

平成20年８月５日

中京東部, 下京東部, 西京

伏見, 乙訓, 京大地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 若泉 悟

府医代議員・予備代議員補欠選挙の実施について (告示)

前号にて予告のとおり, 中京東部, 下京東部, 西京, 伏見, 乙訓, 京大地区におきまし

て, 代議員・予備代議員の補欠選挙を実施します｡ 選挙人各位には自ら立候補あるいは適

任候補者をご推薦いただきますようお知らせします｡

記

＜投 票 日＞ 平成20年８月25日(月) 午後２時～５時

＜投 票 所＞

中京東部：中京区富小路二条下ル京都教会内302 中京東部医師会事務所

下京東部：南区東九条東御霊町17 小山内科循環器科

西 京：西京区上桂前川町116 インペリアル上桂202号 西京医師会事務所

伏 見：伏見区深草大亀谷八島町13 伏見医師会事務所

乙 訓：長岡京市今里北ノ町39－４ 乙訓休日応急診療所内 乙訓医師会事務所

京 大：左京区聖護院川原町54 京都大学医学部附属病院 総務課秘書・広報掛

＜定 数＞ 中京東部 代議員２・予備代議員２

下京東部 代議員１・予備代議員１

西 京 代議員３・予備代議員６

伏 見 代議員１・予備代議員１

乙 訓 代議員４・予備代議員２

京 大 代議員１

＜立候補締切＞ 平成20年８月７日(木) 午後４時

(立候補の届出は文書にて府医選管委員長宛)
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独立行政法人福祉医療機構では, 病院および介護老人保健施設等 (直接貸付の取り扱い範囲

にかかるもの) の医療関係施設整備等の事業に, 本機構の融資制度を利用希望される方の利便

を図るとともに, 本機構の医療貸付業務のより円滑・迅速な運営を行うことを目的に, 個別融

資相談会を開催されています｡

近畿ブロック (大阪市) の相談会は

日 時 ８月13日(水)・14日(木) 10：00～17：00

会 場 独立行政法人福祉医療機構大阪支店

大阪市中央区南本町３－６－14 イトウビル内 TEL 06－6252－0219

会場・時間の都合があるため, 個別融資相談会に参加を希望される方は, あらかじめ申し込

みが必要となりますので, 上記支店までお申し出ください｡

��������	
�������������������

平成21年にスタートする裁判員制度について, 会員を対象とした制度説明会を京都地方検察

庁の担当官を講師にお招きして開催することになりました｡

つきましては, 下記のとおり開催いたしますので, 多数ご出席いただきますようよろしくお

願いいたします｡

なお, 会場準備の都合上, ８月14日(木) までに, 医療機関名, 出席人数, 担当者・連絡先

を明記の上, ＦＡＸにて下記担当課までお送りください｡ (様式不問)

また, 制度に関する質問も併せて受け付けています｡

記

１. 日 時 平成20年８月23日(土) 午後２時30分から

２. 場 所 京都府医師会館

３. 内 容 裁判員制度の概要について

※当日は, 駐車場の混雑が予想されますので公共の交通機関をご利用ください｡

お問い合わせ・送付先：府医総務課

(TEL 075－315－5273・FAX 075－314－5042)

���	
� �!"#����
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現在の登録状況は以下のとおりです｡ 詳細につきましては, 京都府医師会ドクターバンク事

務局までご連絡ください｡

なお, 求人登録票・求職登録票 (医業継承用含む) は京都府医師会ドクターバンクのホーム

ページからダウンロードしていただくか, あるいは直接, 京都府医師会ドクターバンク事務局

へお問い合わせください｡

また, 京都府医師会ドクターバンクホームページにおいて最新の求人登録医療機関を見るこ

とができます｡

◆求人情報 (平成20年７月22日現在)

※求人に関するお問合せにつきましては, 京都府医師会ドクターバンクまでご連絡ください｡

直接, 医療機関へ連絡することはご遠慮ください｡

◆医業継承 (平成20年７月22日現在)

＜問い合わせ先＞

京都府医師会医師無料職業紹介所

〒604－8585 京都市中京区壬生東高田町１－９ (TEL：075－312－3671)

ホームページ http://www.kyoto.med.or.jp/member/bank/index.html

京都府医師会医師無料職業紹介所情報
(京都府医師会ドクターバンク)

受付番号 行政区 医療機関名 常勤／非常勤 診 療 科 名

１ 京都市 京都府赤十字血液セン
ター

常勤・
非常勤

２ 福知山市 国保新大江病院 常勤 内科

３ 舞鶴市 独)国立病院機構舞鶴
医療センター 常勤

内・呼・消・児・循・精・神内・外・
整・脳外・児外・心血外・眼・耳・
皮・泌・リハ・放・麻

４ 福知山市 医)医誠会京都ルネス
病院 常勤 内・消・外・整・脳外・泌

５ 京丹後市 京丹後市立弥栄病院 常勤 内・消・循・児・産・麻・人工透析

６ 京丹後市 京丹後市立久美浜病院 常勤 内・整・眼

種別 行政区 診療科目 土地・建物等

医院 向日市 内・胃・放 土地 (214㎡) 建物 (270㎡) 築40年
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京都府の一部の地域では医師の不足, 診療科の偏在によって, 産科・小児科などの診療科や

救急医療の現場ではすでに ｢医療崩壊｣ がはじまっています｡

京都府医師会では, この危機的状況を打開すべく, 厚生労働省の認可を受け, 2008年６月か

ら ｢京都府医師会医師無料職業紹介所｣ (京都府医師会ドクターバンク) を稼動させました｡

この京都府医師会ドクターバンクは社団法人京都府医師会が独自に行う事業で, 営利を目的

とせず, 適切な医療供給体制を担うための ｢医師無料職業紹介事業｣ です｡ より多くの先生方

にご登録いただきますようご案内いたします｡ なお, 詳細は京都府医師会ドクターバンクのホー

ムページをご覧ください｡

地域医療を支える新しいネットワーク
京都府医師会ドクターバンク開設
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平素より京都市保健福祉行政の推進に格別のご協力ならびに予防接種協力医療機関におかれ

ましては, 予防接種業務に携わりいただきまして厚く御礼申し上げます｡

さて, 今般, 京都市にてワクチンの誤接種等の事故報告がありました｡

今一度医療機関におかれましては, 個別の予防接種を行う際には, 接種すべきワクチンの種

類や接種量, 有効期限の確認を行うなど, 事故防止に向けてご留意いただきますよう, よろし

くお願いいたします｡

また, 『予防接種間違い防止の手引き』 が厚生労働省のホームページ (http://www.mhlw.go.jp/

topics/bcg/tp1107-1k.html) にて紹介されておりますので, ご参照ください｡

京都市保健福祉局保健衛生推進室 保健医療課 (075－222－3421)

京都市からのお知らせ

予防接種による事故防止について

実施時期：平成20年10月

参加費用：55,000円 (試料・集計費・報告書作成費・送付料金含む｡)

申込方法：参加を希望される場合は, 所定の申込書を７月18日(金) から８月４日(月) までに

日本医師会地域医療第２課へ郵送してください｡

※検査項目は施設で日常実施している項目についてのみ参加していただき, 施設外に委託して

いる外注項目は除外してください｡ ただし, 検体検査院内委託 (いわゆるブランチラボ) の

場合は精度管理が重要ですのでぜひ参加してください｡

問合せ先：日本医師会地域医療第２課 (TEL 03－3942－6138)

日 本 医 師 会
平成20年度(第42回) 臨床検査精度管理調査の実施について

８月15日・16日は事務局休務

８月15日(金)・16日(土)はお盆休みとして事務局を休務とさせていただきますのでご了

承ください｡
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府医学校保健委員会で標記スライドＣＤを作成し, 本年５月に学校医各位に配付させていた

だきましたが, このＣＤの閲覧に関して, 以下のような問題点が判明しました｡ ご活用いただ

く際には, 以下の点に十分ご留意くださいますよう, お願い申し上げます｡

１. マッキントッシュ (以下マック) ではＣＤそのものが読めない場合がある｡

→府医にはマック機がないため, ウインドウズ機以外での利用は想定しておりませんでした｡

ちなみに制作を依頼した業者のマック機では正常に読めましたので, ＯＳのバージョンに依

存するものと思われます｡

２. パワーポイントのデータとして読めないスライドがある｡

→ファイル番号２ ｢スポーツと食事で骨づくり｣ ～５ ｢小児の腰痛｣ が読めない場合がありま

す｡ パワーポイント2007では読めないと思われます｡ また, パワーポイントが2003以前のバー

ジョンでも, マイクロソフトオフィス2007がインストールされている場合や, パワーポイン

ト2007ビュワーがインストールされている場合も同様です｡ 使用されるパソコンのソフトウェ

アを事前に確認した上でご利用ください｡

ＣＤ ｢生活習慣の確立について－健康教育活動に
活用できるスライド教材－｣ について

曜 日 業 務 時 間

月 ～ 金 ９時30分～17時30分

土
９時30分～13時30分
※午後は会議等の終了時 (おおむね17時) まで事務所当番がおります｡
※第一土曜日は休館日です｡

日 ・ 祝 休館日

� �������	
��	����� �

京都府医師会事務局の業務時間は以下のとおりです｡

下記時間帯以降は駐車場も閉鎖いたしますので, ご利用・ご来館の際はご留意ください｡
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【報 告】

１. 第１回保険医療協議会の状況

２. 第２回基金・国保審査委員会連絡会の状況

３. 京都市生活保護個別指導 (懇談) の状況

４. 産業医研修会の状況

５. ６月度地域医療担当部会の状況

６. 第１回全国メディカルコントロール協議

会連絡会の状況

７. 発達障害児早期発見・早期療育支援事業

連絡会の状況

８. 第１回乳幼児保健委員会の状況

９. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第２回脳卒中地域連携パス検討会の状況

10. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第３回地域連携パス運営会議の状況

11. 第１回肺がん対策委員会の状況

12. 第18回京都市救急救命士に関する懇話会

の状況

13. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会部会の状況

14. 第１回乳がん検診委員会の状況

15. 府医学術講演会の状況

16. 第１回生涯教育検討小委員会の状況

17. 第１回医療事故処理室の状況

18. 日医第１回裁定委員会の状況

19. 平成20年度都道府県医師会生涯教育担当

理事連絡協議会の状況

20. 日医第４回理事会の状況

21. 日医役員就任披露パーティーの状況

【議 事】

22. 会員の入会・異動・退会９件を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 京都市との懇談会を可決

25. 京都府精神医療審査会委員の推薦を可決

26. 第３回基金・国保審査委員会連絡会の開

催を可決

27. 平成20年度京都府立学校総括安全衛生委

員会委員の推薦を可決

28. 京都市障害程度区分判定等審査会委員の

推薦の変更を可決

29. 平成20年度京都府学校保健会第１回理事

会への出席を可決

30. 学校保健委員会委員の委嘱と第１回委員

会の開催を可決

31. 平成20年度近医連学校医研究協議会第１

回理事会への出席を可決

32. 第30回近畿学校保健連絡協議会への出席

を可決

33. 特定非営利活動法人在宅ケアを支える診

療所・市民全国ネットワーク第14回全国の

集い in 京都 2008 への後援を可決

34. 特定非営利活動法人快適な排尿をめざす全

国ネットの会市民公開講座への後援を可決

35. 第19回日本老年医学会近畿地方会市民公

開講座への後援ならびに講師派遣を可決

36. 救急救命士指示医師傷害保険の契約更新

を可決

37. 第２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合同開催を可決

38. 京都府社会福祉協議会介護支援専門員受

験対策講座への講師の派遣を可決

39. 京都府介護支援専門員専門研修(課程Ⅰ)

への講師の派遣を可決

40. 京都府女性薬剤師会勉強会への講師の派

遣を可決

41. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

脳卒中リハビリ懇談会の開催を可決

42. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第４回地域連携パス運営会議の開催を可決

43. 特定健診等委託契約書の締結を可決

44. 第７回アクアスロン京都大会への医師の

派遣を可決

45. 京都医学会雑誌に関する著者抄録利用許

諾を可決

第11回定例理事会 (６.12)

理
事
会
だ
よ
り
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46. 平成20年 ｢母子保健功労者表彰｣ 候補者

の推薦を可決

47. 乳がん検診委員会正副委員長会の開催を

可決

48. 医業経済・融資斡旋委員会委員の辞任を

可決

49. 第２回生涯教育検討小委員会の開催を可決

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 病院長会議の状況

３. 府民の健康確保のための医療・介護シス

テム研究会の状況

４. 中期的医療費の推移に関する計画 (仮称)

策定懇話会の状況

５. 平成20年度京都府・京都市生活保護連絡

協議会の状況

６. 産業医研修会の状況

７. 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

８. 平成20年度産業医研修会集中講座の状況

９. (社)京都労働基準連合会平成19年度通常

総会の状況

10. 第２回特定健康診査委員会の状況

11. 地区在宅医療担当理事連絡協議会の状況

12. 第２回地域ケア委員会の状況

13. 京都介護・福祉サービス第三者評価支援

機構理事会の状況

14. 京都府介護支援専門員会第２回理事会の

状況

15. 京都府介護保険審査会の状況

16. 第186回京都市急病診療所運営委員会の

状況

17. ｢第35回くらしと健康展｣ 第２回実行委

員会の状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 京都医学会小委員会の状況

20. 第２回医業経済・融資斡旋委員会の状況

21. 平成20年度第３回近医連常任委員会の状況

22. 平成20年度関西医師会連合常任委員会の

状況

23. 京都府医療推進協議会第12回代表者会議

の状況

24. 平成20年度救急医療功労者・厚生労働大

臣表彰候補者の推薦の状況

25. 國保新聞 ｢総合医体制の確立へ｣ の記事

について

26. ｢医療安全調査委員会設置法案 (仮称)

大綱案｣ について

【議 事】

27. 会員の入会・退会５件を可決

28. 常任委員会の開催を可決

29. 第21回循環器病チャリティーゴルフへの

後援を可決

30. ｢アニメーション 『ジュノー』｣ 制作・上

映への後援を可決

31. 府医ホームページ・メンテナンス契約の

締結を可決

32. 学術講演会の動画配信を可決

33. 平成19年度法人事業税等の申告納付を可決

34. きょうと健康長寿日本一プラン改定政策

検討委員の推薦を可決

35. 綾部市予防接種健康被害調査委員会委員

の推薦を可決

36. 京都府防災会議専門部会委員の推薦を可決

37. 児童虐待防止医療従事者研修会の開催を

可決

38. 第17回てんかん医学連続講座の後援を可決

39. ｢北部地域三療学術研修会｣ および ｢中部

第12回定例理事会 (６.19)
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地域三療学術研修会｣ への講師派遣を可決

40. ｢第35回くらしと健康展｣ 第３回実行委

員会の開催を可決

41. 府医居宅介護支援事業所出張所連絡会の

開催を可決

42. 派遣社員の採用を可決

43. 特定健診システムの追加クライアント発

注を可決

44. 特定健診等委託契約書の締結を可決

45. 融資斡旋を可決

46. 医療安全対策委員会委員の委嘱ならびに

第１回委員会の開催を可決

47. 府医学術講演会の開催を可決

48. 京都医学会小委員会の開催を可決

49. 臨床研修制度検討委員会委員の追加委嘱

を可決

50. 看護専門学校第２回学校運営会議の開催

を可決

51. 学術・生涯教育委員会委員の追加委嘱を

可決

◆◆ ���������	
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府医では, ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, ＭＬ)の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】

��������	
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●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/member/maillist/rules.html

●『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/member/maillist/guideline.html

～ ８月度請求書 (７月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(日) 午後５時まで

△

国保 10日(日) 午後５時まで

△

労災 12日(火) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡




