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一抹の不安
写真／今井 重昭 (中東)

草津市立水生植物公園は, 蓮の花にかけては, その
種類の多さといい, 広さといいとても素晴らしく, ７
～８月にはよく撮影に参ります｡
公園内の ｢花影の池｣ には, パラグアイオニバスが

大きな葉を拡げています｡ このオニバスの葉の上にハ
ンドバックを置く方が時々あるのですが, 大方は茶色
のローマ字の入ったようなバッグで, 絵になりません｡
あるとき, 娘さんがこんなまっ赤な, 立派なバッグ

を置いてくれました｡ しかもおそるおそる｡
感謝, 感謝！と思いつつ何枚か撮影したなかの一枚

です｡ ニコンＦ100 Fuji プロビア100Ｆ

＜お知らせ＞

・インフルエンザ予防接種
・｢医療施設静態調査｣ ｢患者調査｣ ｢受療行動調査｣
・管理者の募集
・死体検案研修会
・京都府医師会ドクターバンク

＜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
●地域医療部通信

■ 地区庶務担当理事連絡協議会 ■

今号より地区庶務担当理事連絡協議会の報告
を掲載いたします｡ ぜひお目通しください｡
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府医では８月２日(土), 京都ブライトンホテルにおいて, 毎年恒例の夏の参与会を開催

し, 参与21名, 府医から26名が出席｡ 森府医会長の挨拶に続き報告・協議が行われ, 府医

からのテーマとして①京都府医師会館建設について②京都府医師会選挙規定について③

京都府医師会連携メーリングリストについて④京都府医療推進協議会について詳細な説明

を行うとともに, 参与からの意見・要望をうかがう形で約２時間半にわたり活発な意見交

換が繰り広げられた｡

森府医会長は, 冒頭の挨拶で今期４月から

府医執行部が従来より理事を３名増員して日

夜会務運営にあたっていることを報告し, 参

与各位に対し地区からの理事者の推薦に謝辞

を述べた｡

また４月からスタートした特定健診・特定

保健指導や後期高齢者医療制度が連日社会を

混乱に陥れている現状を示した上で, 後期高

齢者医療制度については, ｢現行の制度は日

医が提言してきた９割を公費とし, 高齢者に

手厚く, 医療だけでなく福祉の面を押し出す

ものとは質を異にする｣ と指摘した｡ さらに,

現状の大きな課題として, 不公平な保険料の

問題, 後期高齢者診療料がもたらす登録医制

度や包括化から人頭払いへの波及などをあげ,

制度と診療報酬を分けて議論することで後期

高齢者の医療費の増加について国の負担や現

役世代の負担を見極める必要があるとし, 府

医として人頭払いによるフリーアクセスの制

限には断固反対していくとの姿勢を示した｡

保険料の問題については厚労省の巧妙な手法

が多くの矛盾を生んでいると前置きした上で,

保険料の算定は個人資格で行い, 減免分につ

いては所帯単位となることから最大10倍もの

差が生じること, 天引きと払い込みの違いに

よる控除の対象の有無等を示し, ｢図らずも

国が負担軽減策を講じれば講じるほど比例し

て格差が生じている｣ とした｡ これらの原因

として, 2008年骨太の方針にも明記されてい

る ｢社会保障費2200億円の削減の堅持｣ を示

し, 現状, 日医をはじめ多くの医療関係団体

がシーリングの段階で覆そうと尽力している

としつつも2200億円削減が決められている中

では覆すことは困難で, 削減が続けば医療崩

壊は免れられないこと, 医師不足・医師の偏

在の問題等が切実な問題であることが政治家

にも浸透しつつあるとし, 医師不足対策につ

いては3000億円程度の財源を求めて対策が講

じられる可能性を示唆した｡ また, ８月１日

に急遽示された内閣改造について触れ, 京都

府選出の伊吹議員が財務大臣に就任したこと

からも福田首相と伊吹議員との強固な関係が

うかがえるが, 与謝野経済財政規制改革担当

相と伊吹財務相が財政を担うことから小泉元

首相の影は薄れているとしつつも, ｢完全に

払拭できるかは疑問である｣ との見方を示

した｡

府医の活動としては, 今期から近畿医師会



2008年(平成20年)９月１日 No.18922

夏
の
参
与
会

連合の主務地として様々な活動に携わってい

ることや日医の委員会においても安達府医副

会長が社会保険診療報酬検討委員会の委員長,

上原府医副会長が地域医療委員会副委員長,

久山府医副会長が広報委員会委員, 藤井府医

理事が医療ＩＴ委員会副委員長, 立入府医監

事が健康スポーツ医学委員会委員, 森府医会

長自身も近畿ブロック・中部ブロックを代表

し日医監事として積極的に参画していること

を報告した｡ また, 勤務医の日医離れを解消

し, 勤務医の取り込みや日医と勤務医とが一

丸となって難局に立ち向かうことを目的に１

年間限定で ｢医師の団結を目指す委員会｣ と

称するプロジェクト委員会が設置され, 森府

医会長自身が委員長に就任したことを報告

した｡

公益法人制度改革については, 日医が公益

法人を目指すことで理事会決定しているとし

た上で, 少々早計であった感は否めないとの

見解を示すとともに, 府医としては取り急ぎ

一般法人として将来をじっくり見据えた形で

検討したいとした｡

最後に現状の医療を取り巻く環境に多くの

問題が山積する中, 府医・日医として着実に

ステップアップを図り, 信念と使命感を持っ

て今後も会務に邁進するとの意気込みを示

した｡

森府医会長は新会館の進捗状況について,

昨年２月の参与会において業者選定に係るプ

ロポーザルコンペ実施の報告を行い, 建設の

大枠を３月の代議員会で示した経緯を示し,

会館建設特別委員会や小委員会の日程や協議

内容を説明することで会館建設の進捗状況を

報告した｡ 委員会では, 予想外の原油高から

建築資材の高騰が予想されるため代議員会の

決議を上回る建設費を準備するか, 承認の建

設費の範囲内で建設を進めるかが議論された

結果, 社会状況や医療状況を鑑み多少建設面

積を縮小することはやむを得ないとされたと

し, 基本設計から１割程度の建設面積縮小に

修正されたことを報告した｡ また, 会館の概

要としては１階から７階までの各部屋の使用

目的の構想を説明, 急病診療所の設置, 会議

室・ホール, 事務局, 駐車場等の説明をする

とともに, とりわけ新会館の最大の特徴であ

る医療研修センターの設置を紹介, 現状, 患

者急変トレーニング室, ＡＬＳ・ＢＬＳのト

レーニング室, 在宅医療のトレーニング室等

の導入を考えているとし, コンピューターを

設置した講義室やシミュレーションラボ, カ

ンファレンスルームの構想を報告した｡ また,

新会館建設に当たり, 10年20年後の先を見据

え, 会議室不足や時代の進歩に追いつかない

状況に陥らないよう慎重に吟味し, 今後とも

機会があるごとに逐一報告していくとの姿勢

を示した｡

中野府医理事から, 現状の選挙規定は府医

会長, 代議員・予備代議員, 監事, 裁定委員

選挙の運営を定めるものと前置きした上で,

選挙規定第19条第２項 ｢投票は各選挙につき

１人１票とし単記無記名投票｣ ９項目に言及,

複数当選者が出る選挙に関する問題点として

最低得票ラインが設けられているため, 特定

の候補に票が偏った場合には最低得票ライン

を超えず当選者が定数に満たなくなる可能性

があることから, ｢単記無記名投票｣ から

｢定数内連記方式｣ に変更したいとの考えを

示した｡

また, 府医選挙規定第29条第１項 ｢各選挙

の候補者になろうとする者は, 当該選挙の告

示後３日以内に文書をもって府医選管委員長

に届け出なければならない｣ について, 立候

補の届出期間３日以内に日・祝日等医師会の

休務日が入ってしまった場合, 医師会館を解

放することは人件費上, 防犯上の観点からも

京都府医師会館建設の進捗状況

京都府医師会選挙規定の改正に
ついて
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不都合な点が多いことから, 立候補の届出期

間３日間に日・祝日等医師会の休務日を除く

ように変更する案を示した｡

さらに, 会長選挙にかかる府医選挙規定第

29条第１項 ｢各選挙の候補者になろうとする

者は, 当該選挙の告示後３日以内に文書をもっ

て府医選管委員長に届け出なければならない｣

との規定について, 会長職の公共性や重責を

鑑みて幾人かの推薦人が必要であると府医選

挙管理委員会において議論されたことを報告,

９月に行われる定款諸規定検討特別委員会に

おいて検討し, 10月の代議員会に上程したい

との意向を示した｡

藤井府医理事から現在稼動中の京都府医師

会・会員メーリングリストについて, 昨年８

月２日に稼働し始めてから１年が経過し, 現

在約1800通のメールが送られていること, 登

録会員数は概ね700名弱までに達しているこ

とを報告した｡

本会員メーリングリストは府医会員のみで

運用しているが, 今後の勤務医の取り込みの

重要性を鑑み, 新たに京都府医師会・連携メー

リングリストを病院は病院単位の窓口で, 会

員は会員単位で申込いただき運用開始する構

想であることを報告するとともに, 病・病連

携, 病・診連携への活用に役立てられるとの

利点を述べ, 希望があった場合には府医非会

員の勤務医でも参加できる形にすることを説

明した｡ ただ, 注意点として病院から在宅医

療が提供できる医療機関の紹介等の要請には,

京都府医師会・在宅医療サポートセンターを

利用するよう呼びかけ, 患者等が特定される

個人情報に関してはインターネット, 電子メー

ルの使用を控えていただきたいと促した｡

安達府医副会長は, 昨年, 京都府内４地区

医師会の協力のもと開催された京都府医療推

進協議会主催の府医集会について多大なご尽

力に謝辞を述べた上で, 医療推進協議会の本

来の目的として, 医療関係者だけでなく患者

やその家族と一緒になって医療の問題を考え,

一丸となって大きな力を発揮するべく, 植松

日医執行部で全国的に展開されるようになり,

昨年も日医が全都道府県に要請する形で行わ

れ, 府医として本来の目的に則った形で４地

区での開催となったと説明した｡ 一方で昨年,

日医が全国的な国民医療推進協議会を開催し

たものの, 政治色がつぶさにかいま見られ,

あたかも自民党の総決起大会のような状況で

あったことから, 現在の唐澤日医執行部が考

える国民医療推進協議会は府医が考えるもの

と大きくかけ離れたものになったとの懸念を

示した｡

今年の６月には日医から各都道府県に対し,

2200億円削減のシーリングが出される前に開

催することを目的として医療推進協議会によ

る集会の開催要請があったことを報告, 全国

で数医師会が開催したものの, 府医ではあま

りにも急な要請であることと秋に京都府医療

推進協議会のイベント, シンポジウムの開催

を予定していることから, 各構成団体からの

了承を得た決議文だけを提出することに留め,

集会の開催を見合わせたとした｡ また, ７月

24日に行われた日医・国民医療推進協議会主

催の ｢地域医療崩壊阻止のための総決起大会｣

の状況についても, 府医がイメージしたもの

との差は大きいとの見解を示した｡

秋に開催予定の京都府医療推進協議会イベ

ントについては, 10月19日(日) に ｢みやこ

めっせ｣ において開催することを報告, テー

マとしては ｢みんなで老後を考えよう～社会

保障が約束する安心の将来を目指して｣ とし,

後期高齢者医療制度の問題点を取り上げるこ

新たな京都府医師会・連携メー
リングリスト稼動予定について

京都府医療推進協議会について
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とを明らかにするとともに, 11月１日にはシ

ルクホールにおいてシンポジウムを開催,

｢アメリカ医療の光と影｣ の執筆者でアメリ

カの医療制度が日本に導入されることに危機

感を抱いている李啓充氏と経済学の立場から

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授の田

中滋氏に講演いただき, 我々から日本の医療

提供体制のあり方, アメリカ型医療制度の問

題点等を挙げた上で開催することを報告, 動

員等地区に対し協力を呼びかけた｡

・勤務医問題について
地区医師会から事前に集めたご意見・ご要

望について府医の担当役員が回答に応じた｡

地区から地区医師会において研修医とのコミュ

ニケーションを図っている事業が説明された

上で, 医師会会費負担の問題と勤務医の帰属

意識の薄弱化から勤務医の入会の勧奨に非常

に苦慮している現状が示された｡ これに対し

中野府医理事は全国の勤務医の入会状況の資

料を示し, 京都は日医会員における勤務医会

員の構成比率が27％, 京都府医師会内での勤

務医会員の比率は40.8％で全国的に見ても低

い数字であるが, これに対して即効性のある

対策を講じることは困難との見解を示した｡

その要因として, 都道府県医師会と地区医師

会とは別団体であるものの, 都道府県医師会

の会員は地区医師会の会員でなければならな

いと規定されていることが勤務医の入会の一

つの大きなハードルとなっているとし, ｢会

員区分の変更や異動の手続きが簡易なものに

するのも方策｣ との考えを示した｡ また, 医

師会活動に少しでも興味のある勤務医の入会

促進に努め, 広報においてもより一層のＰＲ

を行うことが重要との見解も示した｡ 森府医

会長は, 日医を始め都道府県医師会は, ｢開

業医の団体｣ という側面がぬぐえていないこ

とが勤務医の入会を妨げる要因となっている

とし, 勤務医としても自分自身の医療のスキ

ルアップに尽力するがために医師会に入会す

ることを考えていない者が多いとした｡ また,

日医としてもようやく勤務医の入会や病・診

連携, 地域連携あり方を考え始めたことから,

今まで放置してきたものをいかに払拭できる

かどうかに尽きるとした｡

・後期高齢者診療料について
また, 後期高齢者診療料について, 患者と

医療機関との関係を１対１に縛り一元管理す

ることでフリーアクセスを奪うことに繋がる

との強い危機感が示され, 府医の対策に質問

が挙がった｡ 西村府医理事は, これまでの状

況を鑑みた結果, 府医として現時点では後期

高齢者診療料の算定を見合わせるような積極

的なキャンペーンは行わないことにし, 各医

療機関に慎重に検討いただくよう求めている

ことを報告するとともに, 算定する場合にお

いての留意事項も併せて説明した｡ また, ５

月に行われた近医連定時委員総会第１分科会

において協議された事項を報告, 後期高齢者

診療料の撤廃が盛り込まれていることを説明

するとともに日医においても本来は反対であっ

たものの認めざるを得ない状況に陥ったこと

を明らかにした｡

・在宅医療に係る問題点
さらに, 地区から在宅医療に係る問題点と

して①ケアマネとの対応 ②バックアップ病

院の確保 ③行政区や地区医師会の境界住民

への対応について挙げられた｡ 北川府医理事

はこれに対し, 福祉系のケアマネの中には医

師とのコンタクトの仕方が解らず, 医療に理

解が乏しい傾向にあるとした｡ このような問

題が今後も増加の一途をたどるとの見解を示

した上で, それに比例して在宅での重度患者

が増加していくとの見方を示し, 認知症や緩

和ケア等医療だけでは賄いきれないことから,

介護との連携の重要性を訴えた｡ 対策として

はケアマネの中には医療への敷居を高く考え

るものも多いことから, 医療へのアクセスを

地区医師会からの意見要望
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確保することが必要とし, 医療機関に対して

もケアマネに対するきめの細かい手厚い指導

を求めた｡ また, バックアップ病院の問題に

ついては, 在宅医療の推進に最も必要な条件

として病院との連携が挙げられるとし, 今は

個人的なつながりで辛うじて回っているもの

の, いずれは崩壊する可能性が高いことから

病院団体との折衝や京都府に対しても病床を

確保するよう要望していくとした｡ その上で,

地区医師会においても病院との話し合いを続

けていただきたいと要望するとともに, 境界

住民の対応については府医において主治医紹

介を試みていることを説明, 積極的に働きか

けていきたいとの姿勢を示し協力を呼びか

けた｡

・特定健診・特定保健指導について
特定健診については多くの地区医師会から

の質問が寄せられた｡ ある地区においては集

団健診の受診者数35名～40名が損益分岐点で

あるが, ２会場で20名を下回ったという事例

が紹介され, 来期の集団健診受託が危ぶまれ

ていることが報告された｡ 福州府医理事は,

特定健診に様変わりしたことから被用者保険

の被扶養者が集団健診から外れたことで前年

の半数程度となっている現状を説明した｡ 受

診者数については個別と集団の比率において,

個別では74歳以下と75歳以上の比率は大きな

差はないとしながらも集団では74歳以下が

7,103人に対し75歳以上が3,239人と半数以下

であるとのデータを示した上で, 京都市国保

としても集団が全くなくなってしまうと受診

率が大幅に低下し, 保険者に対する後期高齢

者支援金等のペナルティも課せられているこ

とから継続意向はあると説明した｡ また, 費

用の問題については実施会場の統合等も一つ

の方策としながらも, 遠方からの受診者にとっ

ては統合することでより一層遠くなることも

ケースとして考えられ, それが受診率の低下

を招き悪循環に陥るとの危険性を示した｡

また, 地区からの意見で, 地区での健診を

行うにあたり, 健診項目や自己負担額など地

区の市町村国保との差が非常に大きいとされ,

市町村国保に近づけるべく交渉するよう要請

があった｡ 福州府医理事は集合契約について

は全国一律で最低限の項目となっているとし,

京都府の集合契約についても府医としても市

民健診に準ずる形で要請を行ったものの議論

がかみ合わない状況を説明し, 方針として市

町村国保と併せるように持っていきたいが,

京都府だけではなく日医に働きかけ, 全国的

な規模での対応が必要との見解を示した｡ さ

らに, 地区から医療機関として健診はできる

ものの保健指導ができない状況が示され, 福

州府医理事は一つの医療機関で健診から保健

指導まで一貫して行うことが望ましいとの府

医のスタンスを示した上で, 京都市内と市外

で医療機関数に大きな差があり, 市外では保

健指導はおろか健診すらできない状況に陥る

可能性もあることから, 京都市内は健診から

保健指導を一括で, 京都市外においては地区

の状況を鑑み健診のみでも可としていると

した｡

さらに地区から, 特定健診の健診判定値に

ついて, 空腹時血糖や HbA1c等の数値に関
して不可解な部分が多く散見される現状が示

された上で, 受診者への説明等で現場が混乱

を来てしていることが報告がなされ, ｢数値

は府医で決定されたものか｣ との質問があっ

た｡ 福州府医理事は数値に関しては厚労省か

ら示されたものと回答, 森府医会長からは愚

かな厚労省の役人が勝手に標準値として決定

してしまったと説明, 見直しの対象になるべ

きものとの見解を示した上で, 腹囲に関して

も見直されるべきものとして中央から是正を

するよう要望するとの意向を示した｡
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今回で５回目を迎える ｢新入会員と府医執行

部との懇談会｣ が８月８日(金) に府医会館で

開催された｡ 地区医師会に参加者の取りまとめ

をお願いし, ８名の新入会員の参加を得, 府医

からは森府医会長はじめ７名の執行部が出席し,

中野府医理事の司会のもと約１時間半にわたり

活発な意見交換が行われた｡

森府医会長が遅参のため, 安達副会長から開

会の挨拶があり, ｢最近の医療を取り巻く情勢

は, 平成14年度改定以降の相次ぐマイナス改定

により, 非常に厳しい状況にあり問題は山積している｡ 府医では, こうした状況に対応すべく

『京都医報』 『府医ＦＡＸ情報』 等で会員への情報提供をはかっており, 会員の権利として府医

師会機能を十分ご活用いただき, 日々の診療に役立てていただきたい｡｣ と述べた｡

中野府医理事から府医の事業概要を総務部,

保険医療部, 地域医療部, 学術会員業務部,

養成部の各部ごとに説明し, 引き続き府医の

福利厚生事業として, ｢府医融資斡旋制度｣,

｢日医医師賠償責任保険制度｣, ｢府医医師賠

償保険制度｣, ｢日医年金制度｣ の各制度の利

便性, 有利性を具体的に示すとともに積極的

な制度の活用および加入を呼びかけた｡ 最後

に, ｢医療廃棄物の取り扱いに関する留意点｣

について説明し, 医療機関の責任者として適

正に処理していただくようお願いした｡

安達府医副会長は, 保険請求とは法律に基

づいた契約の上での請求であり, 医師の保険

医登録および医療機関の保険医療機関指定の

二重指定であると説明するとともに, 特定疾

患療養管理料の算定要件等の具体的な事例を

上げ, カルテ記載の重要性を強調した｡ また,

保険請求のルールについては ｢医科点数表の

解釈｣ の中に網羅されており, すべて知って

おく必要はないが, 関係のある項目について

はぜひ目を通していただくようお願いした｡

会員から個別の専門領域の審査が理不尽と

の指摘があり, 日医社会保険診療報酬検討委

員会の委員長でもある安達府医副会長から

｢全般的に影響のある診療料については, 基

本を構築し会員の意見を取りまとめて中医協

へ要望するが, 各科の特掲診療料については,

各々の学会から強力に働きかけていただくの

が, 基本的スタンスである｡｣ と説明した｡

藤井府医理事よりＯＲＣＡ・日医標準レセ

プトソフトの全国および京都府における稼働

件数が増加傾向にあると報告するとともに,

①安価 (100万円以下のところもでてきてい

る, 保守料月額１万円前後), ②安心, ③デー

タの更新が全国で一番早い等の優位性を紹介

��������	
����������

京都府医師会の概要等について説明

保険請求ルールについて
ＯＲＣＡ・日医標準レセプトソフトに
ついて
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し, ＯＲＣＡ・日医標準レセプトソフトの導

入を呼びかけた｡

藤井府医理事より ｢府医会員メーリングリ

スト｣ は現在約700名の会員が登録し, うち

勤務医は120名で, 内容は多岐にわたり, 活

発な情報交換が行われ, 有効に活用されてい

るとの状況を報告するとともに, 未登録の会

員へ参加を呼びかけた｡ 次に, 現在の厳しい

医療情勢を考えると開業医と勤務医との情報

の共有, 意見交換が重要課題であり, その環

境作りとして会員・非会員関係なく参加でき

る ｢連携メーリングリスト｣ を創設し, 京都

府下の全医療機関に登録を呼びかけていると

の状況を報告した｡

北川府医理事は今後の地域医療にとって在

宅医療は必要不可欠であるとの見解を示した

上で, 本年４月に ｢需要の高まる在宅医療を

推進するため, 住民, 患者, 家族および医師

会員, 地区医師会を多面的に支援する｡｣ こ

とを目的として設立した ｢京都府医師会在宅

医療サポートセンター｣ の事業内容について

説明し, システム構築の基礎資料作成のため

のデータベースへの登録を依頼するとともに,

本事業のへの協力を呼びかけた｡ 最後に介護

保険主治医意見書における ｢生活機能低下｣

項目記載の重要性を強調し, 理解を求めた｡

北川府医理事より平成20年度から実施され

た ｢特定健康診査｣ ｢特定保健指導｣ の概要

を説明し, 府医の取り組み状況について報告｡

特にこれから始まる ｢特定保健指導｣ の流れ

について説明するとともに, 不明な点につい

ては ｢府医特定健診サービス部｣ へお問い合

わせいただくよう付け加えた｡

新入会員からは, ｢在宅医療機関公表に係

る経費｣, ｢特定保健指導対象者への治療につ

いて｣ 等質問があり, 各担当理事が対応した｡

最後に, 森府医会長は, ｢非常に厳しい医

療状況の中, 社会も住民の意識も変化してき

ており, これからの地域医療を支えていくに

は, 開業医も勤務医も 『住民のために』 とい

う一点で, 手を携えて頑張っていかなければ

ならない時代が到来した｡ こうした状況を踏

まえ, 日医においても 『医師の団結をめざす

委員会』 が設置され, 私が委員長に拝命され

た｡ 全会員が一致団結し, 国民により良い医

療を提供できる環境作りのため邁進していく

決意である｡ 是非とも新入会員の先生方も医

師会活動の重要性をご理解いただき, 積極的

にご参加いただきたい｡｣ と強く訴え, 閉会

の挨拶とした｡

府医会員メーリングリストならびに連
携メーリングリストについて

京都府医師会在宅医療サポートセンター
について

｢特定健康診査｣ ｢特定保健指導｣ への
府医の取り組み状況について
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日本医師会は ｢地域医療, 保健, 福祉を担う幅広い能力を有する医師｣ 認定制度(案) をと

りまとめた｡

本制度は, 日医が日本プライマリ・ケア学会, 日本家庭医療学会, 日本総合診療医学会の関

連３学会をはじめ各医学会・医会の協力を得ながら, 認定制度を主導的に行うものである｡

制度創設に際し, 日医は ｢国に先駆け, これまでの生涯教育制度を底上げして, 認定制度を

主導的に創設することこそが, ｢フリーアクセスの制限, 人頭割り, 定額払い, 総枠規制｣ に

結び付かない唯一の方策である｣ ことを改めて強調し, 制度創設に理解を求めている｡

詳細については, 以下の認定制度案の概要および本件に関するＱ＆Ａをご参照願いたい｡ な

お, 次号にて, 本件に関する府医の見解を掲載する予定なので, あわせてご覧いただきたい｡

平成20年８月

日本医師会

尊い人命を預かる医師にとって, 質の高い医療を国民に提供していくためには, 医師のプロフェッ

ショナル・オートノミーと職業的自己規律の重要性を探求し, 最新の医学的知識と技術を絶えず身

につけておく責務がある｡ このため, 医師の生涯学習が幅広く, かつ効果的に行われるように支援

していくのが日本医師会生涯教育制度の役割である｡

日本医師会では, 国民の皆様に理解され, 支持される内容の生涯教育制度を確立し, そのうえで

それに相応しい医師を養成するため, 学術推進会議と生涯教育推進委員会との連携の下で, 認定制

度を含めたシステムやカリキュラムについて検討を行ってきた｡

それを踏まえ, これまでの生涯教育制度のバージョンアップとして, ｢なんでも相談できるうえ,

最新の医療を熟知して, 必要な時には専門医, 専門医療機関を紹介でき, 身近で頼りになる 『地域

医療, 保健, 福祉を担う幅広い能力を有する医師』｣ について, 日本医師会が, 関連３学会 (日本プ

ライマリ・ケア学会, 日本家庭医療学会, 日本総合診療医学会), 各医学会・医会等の協力を得て,

主導的に認定を行う｡

１. 名称

名称については, ｢地域医療, 保健, 福祉を担う幅広い能力を有する医師｣ の内容を的確に表現

できるものとして, 以下の12案を候補とする｡

１) 地域医療医 ２) 地域医療認定医 ３) 地域医療担当医 ４) 地域医療相談医

５) 日医認定地域医療医 ６) 日医認定地域医療担当医 ７) 日医認定地域医療相談医

８) 日医認定地域医療総合医 ９) 日医認定地域総合診療医

10) 日医認定地域医療連携医 11) 日医認定総合医 12) 日医認定総合診療医

｢｢｢地地地域域域医医医療療療,,,保保保健健健,,,福福福祉祉祉ををを担担担ううう幅幅幅広広広いいい能能能力力力ををを有有有すすするるる医医医師師師｣｣｣認認認定定定制制制度度度
������������������������			
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｢地域医療,保健,福祉を担う幅広い能力を有する医師｣認定制度 (案)
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２ . 認定コース

１) コースⅠ

対象：２年間の卒後臨床研修を修了した医師

プログラム：研修プログラムに則って,行動目標を達成するための３年間以上の実務研修 (OJT)

評価：プログラム責任者の修了認定を踏まえて, 認定機構 (仮称) が評価を行い, 認定する｡

２) コースⅡ

対象：臨床経験７年以上, 15年未満の医師

プログラム：50単位 (１単位は１時間の講義・実技の受講に相当)

カリキュラムの７カテゴリから定められた単位を受講者が選択

評価：受講後の評価結果を踏まえて, 認定機構 (仮称) が認定する｡

３) コースⅢ

対象：臨床経験15年以上, 45年未満の医師

プログラム：20単位 (１単位は１時間の講義・実技の受講に相当)

カリキュラムの７カテゴリから定められた単位を受講者が選択

評価：受講後の評価結果を踏まえて, 認定機構 (仮称) が認定する｡

４) コースⅣ

対象：臨床経験45年以上の医師

プログラム：必要に応じて今後検討

評価：必要に応じて今後検討

３. 制度開始時期

平成22年４月までに開始する｡

なお,カリキュラムについてのみ,平成21年４月から移行することもできるが,今後検討を行う｡

４. 認 定

日本医師会に, 認定機構 (仮称) を設置する｡

認定機構 (仮称) には幹事として, 日本プライマリ・ケア学会, 日本家庭医療学会, 日本総合

診療医学会の３学会が参加する｡ さらに必要に応じて, 学会, 医会等も参加する｡

５. カリキュラム

生涯教育推進委員会が関連３学会 (日本プライマリ・ケア学会, 日本家庭医療学会, 日本総合

診療医学会) およびオブザーバーとして参加した日本老年医学会, 日本臨床内科医会, 日本小児

科医会, 日本専門医評価・認定制機構の協力を得て作成した ｢生涯教育カリキュラム～総合診療

医の養成をめざして～(案)｣ をさらにブラッシュアップしたものをカリキュラムとする｡

カリキュラム(案) は, 47都道府県医師会, 日本医学会加盟105学会, 全国医学部長病院長会議

(各80) に意見をいただいており, その意見を反映させたうえで, 今秋完成予定としている｡ 完成

次第, 日医雑誌に同封して全会員に配布する｡

改定カリキュラムは, 現行のカリキュラムをバージョンアップしたものであることから, 現在

の生涯教育カリキュラム (平成13年改定) は改定される｡

６. 履修方法 (単位の修得方法)

カリキュラムの履修方法として, 講習会, ｅ－ラーニング, アセスメント付日医雑誌読後回答

などが考えられるが, 単位互換等も含めて具体的履修方法 (単位換算等) については生涯教育推
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進委員会に検討を委託する｡

＊平成20・21年度生涯教育推進委員会

(年４回程度, 小委員会は頻回開催)

諮問 カリキュラム履修にあたっての具体的環境整備

７. 認定手続

｢①受講→②修了→③申請→④認定｣ の手順で行い, 受講シール・受講スタンプ形式とする｡

受講・修了にあたって試験は行わないが, 国民に理解される仕組みとするため, (セルフ) アセ

スメントを行う｡

８. 更新・再認定

５年ごとに更新を行う｡ 必要単位数等は今後検討する｡

９. 制度の見直し

制度の見直しは制度発足後５年を目途に行う｡

10. 認定料等

会員・非会員の区別を含めて, 今後検討する｡

11. 学会認定医・専門医との整合性

平成20・21年度学術推進会議において, 本認定制度と学会認定医・専門医との整合性について

検討を行う｡

平成20年６月

日本医師会

Ｑ１ 認定制度が, フリーアクセスの制限, 人頭割り, 定額払い, 総枠規制に結びつく可能性

があるのではないか｡

Ａ１ このご意見は学術推進会議でもご指摘されており, 最も懸念がある点かと思います｡

厚労省は, ｢日本医師会の取り組みを見守りつつ, 状況に応じて検討する｣ とはっきりと

言っており, 日本医師会がこの問題に取り組まなければ, 厚労省が必ず認定制度を立ち上

げることになると思われます｡

厚労省が認定を行った場合は, それこそフリーアクセスの制限, 人頭割り, 定額払い,

総枠規制に結びつく可能性があります｡

日本医師会がこれまでの生涯教育制度の底上げとして, 国に先駆けて認定制度を主導的

に創設することこそが, ｢フリーアクセスの制限, 人頭割り, 定額払い, 総枠規制｣ に結び

つかない唯一の方策であると考えております｡

Ｑ２ 厚労省が作ろうとしても, 無視をしたり, 反対すればいいのではないか｡

Ａ２ 総合医・総合診療医＜仮称＞の認定は, 国民の目から見える形での質の担保であり, そ

｢地域医療,保健,福祉を担う総合的な能力を有する医師 (いわゆる
総合医・総合診療医＜仮称＞)の認定制度｣に関するＱ＆Ａ
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れにより, 安心して受診できるという国民からの要請でもあります｡

日本医師会は学術専門団体として, 国民の期待に応える必要があると考えております｡

Ｑ３ 認定制度は, 厚労省と話し合いをして, ともに進めていくべきではないか｡

Ａ３ 医師の研修, 医師の医療水準を支えていくシステムは, 行政が関与するものではなく,

学術専門団体である日本医師会が担うべきであると考えております｡

厚労省が認定を行うと, フリーアクセスの制限, 人頭割り, 定額払い, 総枠規制に結び

つく可能性があることから, 日本医師会が主導的に行っていきたいと考えております｡

Ｑ４ 日々, 地域医療を行っている医師は総合診療を実践しているのではないか｡

Ａ４ まさにその通りであるからこそ, 日本医師会が学術専門団体としてそれを担保し, ｢総合

診療を実践している｣ ことを国民に示す必要があると考えております｡

Ｑ５ 日医生涯教育制度による ｢修了証｣ をもって総合医・総合診療医＜仮称＞と認めるべき

ではないか｡

Ａ５ ｢日医生涯教育制度による修了証｣ が国民に評価されるためにはどうしたらよいか, とい

うことからこの議論が始まったものであり, まさにご意見のとおりであります｡

ただし, これまでの自己申告による制度では, 達成度が客観的に評価されておらず, 残

念ながら国民の信頼を得にくい現状があります｡ そこで, 客観的に質を担保し, 社会から

評価されるものに変えていく必要があると考えているのです｡

Ｑ６ 医師免許さえあれば十分ではないか｡

Ａ６ 学術推進会議報告書においては, ｢認定制を設け, 認定医の更新を医師の集団が自発的に

行うことによって, この問題をクリアすることができる｣ とされております｡

日本医師会は医師免許更新制には当然反対ですが, 平成21年４月から教員免許更新制が

導入されることもあり, 現在の国民感情からしますと, 医師免許更新制の声が上がること

も十分考えられます｡

そうした更新制論議を無実化するためにも, 現在の自己申告制ではなく, 学習時間等を

明確にし, 客観的に社会に示す必要があると考えております｡

Ｑ７ 総合医・総合診療医＜仮称＞の定義とは｡

Ａ７ 日本医師会グランドデザイン2007各論においても, ｢最新の医療情報を熟知して, 必要な

時には専門医も紹介できる 『地域医療, 保健, 福祉を担う総合的な能力を有する医師』 が

求められる｡｣ としております｡

それを受けた養成カリキュラム(案) においては, 一般目標を ｢頻度の高い疾病と傷害,

それらの予防, 保健と福祉など, 健康にかかわる幅広い問題について, わが国の医療体制

の中で, 適切な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的視点から提供できる総合診療医

としての態度, 知識, 技能を身につける｡｣ としております｡ それを身につけるため, ｢医

療専門職としての使命, 全人的視点, 医療の制度と管理, 予防・保健, 地域医療・福祉,
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臨床問題への対応, 継続的なケア｣ の７項目の行動目標が定められております｡

Ｑ８ 地域により医療資源の差が厳然と存在する中で, 全国一律の画一的な総合医・総合診療

医＜仮称＞認定制度を進めることが, 地域の実情にあった適切な医療の提供にとって有効

な方策となりえるのか疑問である｡

Ａ８ 同一のカリキュラムに基づいた生涯教育を行うことで, ｢いつでも, どこでも, 誰もが｣

平等に医療を受けることができるという国民皆保険制度の精神を体現できると考えており

ます｡

その履修課程においては, 当然, 地域の実情に応じた学習がされることになると考えて

おります｡

Ｑ９ 養成カリキュラム作成作業に, 日医は３学会 (日本プライマリ・ケア学会, 日本家庭医

療学会, 日本総合診療医学会) と共同で検討しているが, 日本医学会に加盟している会員

数の多い学会を相手に考えた方が良いのではないか｡

Ａ９ 日本プライマリ・ケア学会, 日本家庭医療学会, 日本総合診療医学会への協力につきま

しては, 学術推進会議において, ｢日本医師会が中心となるが日本医師会だけでなく, 日本

プライマリ・ケア学会, 日本家庭医療学会, 日本総合診療医学会と共同して総合医認定の

ためのカリキュラムを作り, 認定の実務を担う方がよいのではないかという意見が出され

た｡ 上記の３学会が合同で総合医認定のための教育プログラムの作成に取り組んできたこ

とも上記のような意見の根拠となっている｡｣ との提言を受け, 平成19年４月27日の学術推

進会議作業部会において, ｢日医認定総合 (診療) 医構想については日本医師会が中心とな

り, 関連３学会 (日本プライマリ・ケア学会, 日本総合診療医学会, 日本家庭医療学会)

との協力で行う｡｣ とされたものであります｡

カリキュラム(案) 作成にあたっては, 日本老年医学会, 日本臨床内科医会, 日本小児科

医会, 日本専門医認定制機構 (平成20年４月より日本専門医制評価・認定機構) もオブザー

バーとして加わり, 積極的にご意見をいただいております｡

さらに, そこで作成されましたカリキュラム(案) につきましては, 都道府県医師会, 日

本医学会傘下105学会, 医学部長・病院長 (各80) にも意見を求めたところであり, そこで

のご意見を踏まえて, カリキュラムを作成することとしております｡

なお, 日本プライマリ・ケア学会, 日本家庭医療学会, 日本総合診療学会の３学会は,

現在, 合併協議中であり, 合併がなされれば, 日本医学会に加盟することになると思われ

ます｡

Ｑ10 専門医にも経済的なメリットをつくっていない現状で, 新たな総合医・総合診療医＜仮

称＞資格をつくる必要はないのではないか｡

Ａ10 認定制度の創設は, 質の向上が目的であり, 診療報酬と結びつけることは全く考えてお

りません｡

地域の住民が安心して受診できるよう, さらには医師としてより良い医療を国民に提供

することが大切だと考えております｡
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Ｑ11 過去の ｢総合診療｣ 的な制度の試みは, 専門医志向の強い風潮の中, 国民の信頼を必ず

しも得るに至らなかった経緯がある｡ 今回の制度創設は, 同様の結果をまねき, 却って医

療システムの担い手としての医師会への信頼感を損なう危惧があるのではないか｡

Ａ11 そうならないよう対処する所存であります｡

医師が使命感を持って参加できるようなシステムを作ること, そしてカリキュラムを履

修した医師なら, 地域の住民が安心して受診できるという信頼に繋がる制度にしたいと考

えております｡

Ｑ12 どのように履修, 認定するのかについて, 実務上の問題点はないか｡

Ａ12 履修方法については, 現在, 行っている生涯教育を基本として, 今後さらに議論重ねる

こととしております｡

例えば, すでに日本医師会で認定している認定産業医や, 認定健康スポーツ医のような

履修方法をはじめ, アセスメントを伴った日医雑誌の回答や, ｅ－ラーニングを活用する

等, より履修しやすい方法を考えております｡

Ｑ13 現在, 主流である専門医制度との関連, あるいは総合医・総合診療医＜仮称＞と想定さ

れる内科医と他の診療科との関連, あるいは総合医・総合診療医＜仮称＞の守備範囲など,

周辺との議論が全くされないままでの制度創設は時期尚早ではないか｡

Ａ13 カリキュラム策定の際, オブザーバーとして参加した日本専門医制評価・認定機構も今

春, 社団法人化されたこともあり, 専門医制度のあり方も変わっていくことと思います｡

いただいたご意見を踏まえて, 今後, 認定制度創設を前提として, さらに議論を重ね,

よりわかりやすく, より具体的にお示ししたいと考えております｡

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｡
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平成19年８月から運用開始した府医会員メーリングリスト (以下, 会員ＭＬ) につきまして

は, 会員各位のご協力により, 現在まで順調に稼動しております｡ 本年８月15日時点での会員

ＭＬ会員数はＡ会員547名, Ｂ会員118名, ＣとＤ会員は17名, 地区医師会12地区で総計694件,

月に投稿される数は150～200通となっています｡ この会員ＭＬは府医会員に限定されたもので

あり, 投稿内容は, 迅速な医療関連ニュース, 自院患者の疾患動向の報告, 医政問題, 保険情

報, 執行部への要望, 等々非常に多岐にわたった情報が掲載され, 共有されています｡ 基本的

には投稿者も投稿内容も診療所会員を中心としたものであり, ともすれば孤立しがちな診療所

医師にとっての有用性は高いものと考えられます｡

しかしながら, 今後の地域医療や将来の在宅医療を考えた場合, 病院ならびに勤務医師と診

療所医師との連携は必須のものとなります｡ 現在, 京都府にはグロスで約7000名あまりの医師

が登録されていますが, 実働する府医会員数は約4000名で内訳は開業医約2100名, 勤務医約

1900名, 即ち約3000名の府医非会員の勤務医がおられ, 同じく京都府民市民の医療に携わって

おられます｡ そのため, 同じ医師として病院の勤務医と開業医の意見交換の場の存在が医療連

携の将来の命運を担っています｡ また, このような連携目的の一方で, 医師同士として自らの

枠を超えて情報交換, 協議, 討議も望まれます｡

これらを踏まえ, 府医では情報・企画・広報委員会ならびに地域ケア委員会を中心に, 現在

の ｢会員ＭＬ｣ とは別の新たな ｢連携メーリングリスト(以下, 連携ＭＬ)｣ の運用開始に向け

てこれまで協議を進めてきました｡ この ｢連携ＭＬ｣ が従来の ｢会員ＭＬ｣ と最も異なる点は,

病院勤務医師が府医非会員であっても参加可能とした点であります｡ ただ, 運用開始直後より

勤務医師が本ＭＬに多数参入してくることは考えにくく, まず各病院には病診連携室等を代表

窓口としていただいた上で, 病院や診療所間における双方向性の情報のやり取りの中で勤務医

師も抵抗なく, あるいは興味を持って参入していただき, 勤務医師にもメリットが得られるよ

うな方向性をさぐりたいと考えております｡

��������	
�

◎京都府医師会員

◎京都府内の勤務医 (京都府医師会非会員も含む)

◎地区医師会

◎京都府内の病院窓口 (病診連携室等, 事務部門でも可)

��������

名称は連携ＭＬであるが, 投稿内容には特に制限なし

京京京都都都府府府医医医師師師会会会・・・連連連携携携メメメーーーリリリンンングググリリリススストトトををを新新新たたたににに運運運用用用開開開始始始 是是是非非非ごごご登登登録録録くくくだだださささいいい

111000月月月１１１日日日かかかららら
～～～ 府府府医医医非非非会会会員員員ののの勤勤勤務務務医医医ももも参参参加加加可可可能能能 ～～～

������������������������������			
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なお, 現在もすでに需要のある病院側からの在宅での診療所主治医探しについては, 内容が

個別案件であるとともに, 時として機微情報も含むため, 本件に関しては, 現在業務を開始し

つつある京都府医師会・在宅医療サポートセンターにお申込みいただき, ここで調整作業を進

める方式を考えております｡ また, ケースによってはその後, 在宅医療サポートセンター発で

連携ＭＬを利用した主治医募集を行うこともありえます｡

本年７月に, 府病協ならびに私病協の理事会のご承諾をいただき, 府内全域の病院に対しこ

の連携ＭＬ参加を呼びかけるアンケート用紙を発送しました｡ その結果, 現在まで返答のあっ

た59病院中の54の病院が本連携ＭＬへの参加の意向を示していただいています｡

当面は府医会員のみの 『会員ＭＬ』, 府医会員に病院窓口＋府医非会員の勤務医を加えたも

のが 『連携ＭＬ』 とお考えください｡

今後の経過をみつつ, また会員の先生方のご意見も聞きつつ, 場合によってはこれらの一元

化運営も考慮いたします｡ また将来的には医療機関のみでなく歯科医師, 訪問看護師, 薬剤師,

介護福祉士, 介護支援専門員等の本ＭＬの参入も視野にいれて検討いたします｡

以上, 会員ならびに病院代表窓口, 地区医師会等からのこの連携ＭＬへの登録申請を受け付

けたく, 各位におかれましては以下の手順で府医まで多数お申込いただくようお願いいたし

ます｡

また勤務医会員の先生におかれましては府医非会員の勤務医の先生方の参加もお勧めいただ

くようお願いいたします｡ なお今後, 初期登録調整等にお時間を頂戴したく, 連携ＭＬ稼動開

始時期は改めて会員ＭＬ等で通知いたします (現在のところ, 10月１日を予定)｡

【連携ＭＬ登録方法】
●｢府医・連携ＭＬ登録申請｣ を件名としていただき, ①地区医師会名 ②｢個人登録｣・｢病院

代表(窓口)登録｣ の別 ③医療機関名 (部署名等含む) ④氏名 ⑤メールアドレス ⑥電話番

号 ⑦ＦＡＸ番号を記載の上, 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

※｢病院代表者(窓口)｣ としてご登録いただく場合, 登録申請時にご記入いただいた上記①

～⑦の情報につきましては, 月１回程度, 連携ＭＬ内にて掲載いたしますので,ご了承く

ださい｡

開業医, 勤務医等, ｢個人登録｣ 会員の登録情報につきましては, 掲載いたしません｡

●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 renkei-kyoto mailing list｣) にて, 順次, 直接通知いたします｡
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[名称ならびに運営方針]

第１条

京都府医師会・連携メーリングリスト (以下, 連携ＭＬ) は府医会員と京都府内の医療機関 (診

療所・病院) が情報交換と情報を共有することにより, 両者の円滑な交流を目的として運営する｡

[運営者]

第２条

連携ＭＬの運営は京都府医師会情報・企画・委員会ならびに地域ケア委員会がこれを担当する｡

[利用資格ならびに手続き]

第３条

希望する京都府医師会員すべてが連携ＭＬを利用する資格を有する｡ 府医Ａ会員が関わるすべて

の病院は団体として登録することができる｡ なお連携ＭＬ登録病院に所属する非府医会員である勤

務医も連携ＭＬに参加することができる｡ 地区医師会ならびに京都府医師会は団体として登録する

ことができる｡

第４条

利用希望者は京都府医師会事務局に会員のメールアドレスを書面にて届けるものとする｡ 利用を

停止する場合は同じく京都府医師会事務局に書面にて届けるものとする｡ なお京都府医師会ホーム

ページ・会員のページからの利用受付・停止手続きも可能とする｡

[投稿内容ならびに禁止事項]

第５条

投稿内容は基本的に診療所, 病院間における連携を目的とした情報交換と情報共有とする｡

投稿者は所属する医療機関ならびに氏名を投稿文に記載することとし, 匿名での投稿は禁止する｡

患者等個人が特定される情報内容の投稿は禁止する｡

第６条

連携ＭＬ内に投稿された文章を投稿者の承諾なく医療機関外へ持ち出しすることを禁止する｡

第７条

入会者として著しく品位を毀損する投稿, 著しく秩序を乱す投稿等があった場合は情報・企画・

広報委員会ならびに地域ケア委員会権限においてこれを審議の上, 理事会において裁定し, 投稿者

に注意勧告あるいはそれ以降の連携ＭＬの利用中止を裁定する｡

[その他]

第８条

本利用規約は理事会において改定する｡

京都府医師会・連携メーリングリスト利用規約
平成20年７月24日 京都府医師会理事会制定
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メーリングリスト (以下ＭＬ) は, １回発信することでこれに登録されたすべての医療機関

等にゆきわたるメールサービスで, 京都府医師会・情報・企画・広報委員会ならびに地域ケア

委員会が実際の運用を担当します｡ 多数の医療機関が同時性, 即時性, 双方向性をもって伝達

できる手段です｡ 診療所と病院において医療機関同士の情報交換を主体として運用を開始しま

す｡ またこのＭＬでは府医会員の有無にかかわらず府内の病院勤務医の先生方の登録もお願い

しております｡

【登録者の範囲】

府医会員の希望者｡

府内の病院の医療機関診療連携室 等｡

府内の病院勤務医の希望者｡

京都府医師会, 地区医師会｡

【投稿内容について】

①セキュリティには配慮していますが, 外部からの覗き見等を完全にブロックすることは不可

能です｡ よって患者さんが特定されるような投稿内容は避けていただくようお願いします｡

②本ＭＬでの投稿内容を投稿者の承諾なく医療機関外に持ち出すことはご遠慮ください｡

③在宅患者さんの主治医探しに関する案件に関しては京都府医師会・在宅医療サポートセンター

がこれを直接担当しますので本ＭＬではなく, 府医在宅医療サポートセンターに直接お申込

ください｡ なお在宅医療サポートセンターで調整のうえ, 本サポートセンターからこのＭＬ

を通じて主治医依頼を募集する場合があります｡

【メールの発信】

発信したい場合はメールソフトを開け, ｢件名｣ にメールの内容が充分把握できるような簡

潔で適切なタイトルをお付けいただき, メール本文を書いたあとに ｢宛先｣ を指定の府医・連

携ＭＬのアドレスにして ｢送信｣ をクリックしてください｡

【メールの返信】

投稿されたメールに対して返信したい場合は, そのメールにある ｢返信ボタン｣ をクリック

すると返信メールが用意されます｡ 文章作成後に ｢送信ボタン｣ をクリックすると, これもす

べての登録者に向かって発信されます｡ この場合, ｢宛先｣ や ｢件名｣ は自動で記入されます｡

｢件名｣ の内容を変更したい場合はその部分を修正してください｡

【所属・記名投稿】

本文に必ず所属と氏名をご記入ください｡

【メール形式】

メール作成形式はリッチテキスト (HTML形式) とテキスト形式があります｡ 前者はメール

京都府医師会・連携メーリングリスト運用ガイドライン
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文字の色変更等の操作ができますが, 後者のテキスト形式の方がウイルス感染の可能性がない

という安全性やメール自体の容量が軽いこと, どのメールソフトでも確実に読める等の利点が

あり, メール社会の一般通念としてはこれが推奨されています｡ 従って本ＭＬではテキスト形

式のメールしか受け付けない設定となっています｡

(参考)

メールでのウイルス感染は添付ファイルを介するものがほとんどですが, 中にはメールの

HTML形式の中に仕込まれるスクリプトというプログラムを介する種類のものがあります｡

【メールのテキスト形式への変更方法】

■ Outlook Express
Outlook Expressを起動し ｢メールの作成｣ をクリック｡
メッセージの作成ウインドウが開きます｡

この中で上部の ｢書式｣ をクリック｡

｢テキスト形式｣ になっておればそれで問題ありません｡

もし ｢リッチ テキスト(HTML)｣ になっておれば ｢テキスト形式｣ をクリックして変更し

てください｡

■Mac OS
｢Mail ｣ の ｢環境設定｣ を開く｡
｢作成アイコン｣ を選び, ｢フォーマット｣ を ｢標準テキスト｣ に設定｡

【添付ファイルについて】

本ＭＬでは安全のため添付ファイルは受け付けない設定になっています｡

【サーバのウイルスプロテクション・会員の抗ウイルスソフトやプロバイダのウイルスチェッ

クサービス】

本ＭＬのサーバはウイルスプロテクションが設定されており, 会員同報通知されるメールは

ウイルスチェックがかかります｡ ただ自らの安全のため, また知らぬ間に会員へウイルス配布

をしてしまわないためにもご自分で使用されるパソコンに必ず抗ウイルスソフトをインストー

ルされ日々の更新 (最近のものは自動的に連日更新されます) をお願いします｡ ご使用されて

いる回線プロバイダ側で前もってメールのウイルスチェックをしてくれるサービスもあります

のでこのご利用でも結構です｡

【本ＭＬ外での医療機関の情報連携について】

月１回程度の予定で, このＭＬに登録された病院リストを地域別に掲載予定しています｡ そ

のため, 各病院の医療機関診療連携室等との個別の情報交換につきましては, ここに掲載され

た病院メールアドレス・担当者に対して一般の電子メール, 電話, ＦＡＸ, 書類等をご利用い

ただくようお願いいたします｡ なお, インターネットや電子メールの第三者からの覗き見はそ

の可能性を否定できません｡ したがいまして患者さんが特定されるような情報についてのイン

ターネット, 電子メールでの使用はお控えいただき, 患者特定個人情報の交換には従来の書類

での交換をお願いいたします｡
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連携ＭＬイメージ

個別案件

会 員 病院・会員等

電話, ＦＡＸ, 書類, メール等の利用

患者特定情報

会 員 病院・会員等

電話, ＦＡＸ, 書類の利用

主治医探し

会員, 病院 府医在宅医療サポートセンター

電話, ＦＡＸ, 書類の利用

平成20年７月24日
京都府医師会 理事会

診療所会員 府医連携ＭＬ
病院連携室
勤務医

地区医師会
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第第第333444回回回京京京都都都医医医学学学会会会 全全全容容容決決決まままるるる
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このほど第34回京都医学会の全容が下記のと
おりほぼ決定しました｡
京都医学会は会員の生涯研修と会員相互の交

流をはかる場として昭和50年来毎年開催され,
生涯教育充実の面からも欠かせないものとして
定着してきています｡
午後のシンポジウム・特別講演は会員の日常

診療に役立つ内容を主眼にお話しいただきます｡
一方, 午前中の一般演題については, 会員の

先生方の積極的なご応募により５会場に分かれ
て発表が行われます｡ 今回の応募は75題で,
｢医療連携｣ に関する発表もあり, 充実した内
容となりそうです｡
また, 今回も, 経験された珍しい症例等を気

軽にご発表いただく場を提供することを目的と
したポスターサロンを開設いたします｡ なお,
11時からの50分間を質問時間といたします｡

１. 口演演題・ビデオ演題・ポスターサロン ＜午前中＞

２. 学術賞・学術研鑽賞表彰 ＜12：00～12：30＞

３. 特別講演 ＜12：30～13：30＞

[座長] 京都大学医学部附属病院探索医療センター探索医療臨床部教授 横出 正之先生
｢メタボリックシンドロームと脂肪細胞｣

財団法人住友病院院長 大阪大学名誉教授 松澤 佑次先生
４. シンポジウム ＜13：30～15：30＞

｢メタボリックシンドロームの予防を目指して｣ ～地域医療と産業衛生の立場から～

総括者／ 京都大学医学部附属病院探索医療センター探索医療臨床部教授 横出 正之先生
｢メタボリックシンドロームの分子メカニズムと地域医療｣

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学准教授(病院教授) 船橋 徹先生
｢特定健診・特定保健指導を考慮したメタボリックシンドロームの食事療法｣

東京慈恵会医科大学大学院医学研究科代謝・栄養内科学教授 多田 紀夫先生
指定発言 ｢特定健診に関する話題｣ 京都府医師会理事 福州 修先生

※ご参加の先生には下記の研修単位を取得していただけます｡
・日本医師会生涯教育講座 (５単位) ・日本内科学会総合内科専門医資格更新講座 (２単位)
・日本医師会認定産業医制度 (基礎研修後期２単位) (生涯研修専門２単位)
・日本臨床内科医会認定制度 (４単位) ・日本産婦人科学会・日本産婦人科医会研修シール
・日本小児科学会認定医 (３単位) ・日本耳鼻咽喉科学会専門医 (５単位)
・日本整形外科学会教育研修会 (１単位) ・日本糖尿病学会糖尿病専門医 (２単位)
・日本老年医学会認定老年病専門医更新研修会 (２単位) (申請中)

と き ９月28日(日) 午前９時～午後３時半
ところ 京都府医師会館
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平平平成成成222000年年年度度度全全全国国国労労労働働働衛衛衛生生生週週週間間間 (((111000月月月１１１日日日～～～111000月月月７７７日日日)))

あああなななたたたががが主主主役役役 明明明るるるいいい職職職場場場ととと健健健康康康づづづくくくりりり

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

厚生労働省では, 国民の労働衛生意識の高揚および産業界における自主的な労働衛生管理活

動の促進を図るため, 毎年全国労働衛生週間を主唱しています｡

本年度は ｢あなたが主役 明るい職場と健康づくり｣ をスローガンとし, 10月１日から10月

７日 (準備期間：９月１日から９月30日) まで展開されます｡

産業医におかれましては, それぞれの事業場において労働者の健康の確保, 増進が図られる

よう, 改正労働安全衛生法の着実な実施に産業保健スタッフの中核となって積極的に取り組ん

でください｡

第第第第第第333333000000回回回回回回

府府府府府府医医医医医医懇懇懇懇懇懇親親親親親親シシシシシシニニニニニニアアアアアア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 出出出出出出場場場場場場者者者者者者募募募募募募集集集集集集

と き 10月13日(月・祝日体育の日) 受付 各自スタート時間の30分前

午前10時スタート (予定)

と こ ろ 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース

北区上賀茂本山 TEL 075－791－2161

定 員 10組 40名

参 加 費 １人 4,000円 (プレー費, 昼食代, 飲み物代は別)

競 技 18ホールズ, ストロークプレー, ノータッチ, ダブルペリア方式

※大会当日60歳以上の会員およびその配偶者 (年齢は問いません) の多数のご参加を

お待ちしております｡

参加ご希望の方は９月18日までに地区福祉担当理事あてにお申し込みください｡
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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】

｢ペグインターフェロンアルファ－２ａ(遺伝子組み換え)｣ ｢サリチルアミド・アセトアミ

ノフェン・無水カフェイン・メチレンジサリチル酸プロメタジン｣ ｢アラセプリル, 塩酸イ

ミダプリル, カプトプリル, 塩酸キナプリル, シラザプリル, 塩酸テモカプリル, 塩酸デラ

プリル, トランドラプリル, ペリンドプリルエルブミン, リシノプリル｣ ｢マレイン酸エナ

ラプリル｣ ｢マレイン酸エナラプリル｣ ｢塩酸ベナゼプリル｣ ｢タクロリムス水和物(成人用軟

膏剤)｣ ｢タクロリムス水和物(小児用軟膏剤)｣ ｢アモキシシリン水和物｣ ｢ランソプラゾール・

アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン｣ ｢メシル酸ガレノキサシン水和物｣ ｢インター

フェロンアルファ(BALL-1), インターフェロンアルファ(NAMALWA), インターフェロン
アルファ－２ｂ(遺伝子組換え), インターフェロンアルファコン－１(遺伝子組換え), イン

ターフェロンベータ, ペグインターフェロンアルファ－２ｂ(遺伝子組換え)｣

｢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平成20年度第２回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会における検討

結果に基づく対応について (日医常任理事)

本件は, ゲフィチニブ (販売名：イレッサ錠250) の使用等について, 標記委員会におい

て意見がとりまとめられ, アストラゼネカ株式会社代表取締役社長宛て通知した旨を周知す

るものです｡

アストラゼネカに対する通知内容は, ゲフィチニブに関して ｢使用上の注意｣ を改訂する

こと, 医薬関係者に引き続き情報提供を行うこととなっています｡

調査会当日に配布された資料一覧につきましては, 以下ＵＲＬの厚生労働省ホームページ

に掲載されています｡

厚生労働省ホームページＵＲＬ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/08/s0801-4.html

③医薬品・医療機器等安全性情報第249号の速報について

｢１.重篤な副作用等に関する情報｣ は ｢臭化チオトロピウム水和物｣ の情報, ｢２.使用上

の注意の改訂について(その199)｣ は ｢塩酸ベプリジル他(５件)｣ の情報, ｢３.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10月号に掲載される予定です｡
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与謝医師会は, 宮津市, 与謝野町および伊

根町の１市２町を活動圏としており, ８月現

在, 会員数51名, 医療機関数34です｡ 班別で

は, 宮津班27名18医療機関, 与謝野班17名13

医療機関, 与謝の海病院班５名, 伊根班２名

２医療機関の４班で構成されています｡ 規模

は大きくありませんが活動圏は広く (交通の

不便もあり), 忙しい仕事があり, また, 医

療を取り巻く環境はますます厳しくなってい

ますが, 会議や事業に多くの会員が参加でき

るように医療機関および会員間のコミュニケー

ションを図り, 地域医療に貢献できるための

医師会と自覚し, 会長以下汗を流しています｡

医師不足が社会問題になり, 特に田舎では

深刻な状況ですが, ６月10日に小児科医院の

新規開業があり, 住民, 会員の期待を集めて

います｡ さらに, 平成17年以来無医地区となっ

ていた由良地区 (宮津市) に公設民営の診療

所が12月開設される予定となりました｡ ＣＴ

スキャンも備えられ充実した施設との事にて

住民の皆様も大きな期待を持って見守ってお

られます｡

病診連携を目的とした与謝病診懇談会が今

年も６月５日に開催されました｡ 平成６年以

来毎年行われ, 15回を数えました｡ 中核病院

である与謝の海病院の若い Dr.も多く参加し,
情報交換や親睦を深める有意義な１日となり

ました｡

与謝医師会学術講演会は, ９月で第164回

となります｡ 年10回定期的に開催され, 常に

多くの会員および関係者に参加いただき, 医

師会の中核をなす事業となっています｡

医師会の活動は, 将来を見据えてより良い

医療を提供できる環境整備の一助となること

と考えられますが, 社会環境の変化は大きく,

これからも多くの問題が起こると考えられま

す｡ 産科医の減少, 分娩施設の閉鎖はすでに

多くの地区で現実となっています｡ 助産所を

活用するなどの意見や報道もありますが, 医

療機関との連携は不可欠であり, 医師と助産

師の協力関係のシステム化が必要と考えられ

ます｡ 医療訴訟も大きな問題です｡ 医療者側

と社会一般の意識にはかなりの隔たりが見ら

れます｡ このような問題に医師会がどこまで

対応できるか, どのように対応すべきか考え

なければならない時代になっています｡ 簡単

に解決できる問題は一つもありませんが, 諦

めずに仕事を続ける毎日です｡

与謝医師会

理 事 佐藤 昌平

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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５年という歳月をかけて争われた薬害肝炎訴

訟は本年１月の ｢薬害肝炎救済法｣ の制定で解

決への道筋がついた｡ この訴訟の報道に接する

たびに, 色々な事を考えさせられた｡ そのこと

をまとめておきたい｡

凝固因子製剤による HIV感染は男性のみ,

今回の凝固因子製剤 (フィブリノーゲン, クリ

スマシン等) による肝炎患者は凝固因子欠乏の

ない女性が主｡ 出産時の大量出血に汚染した血

液製剤が投与されたことによる感染らしい｡ そ

して被告は製薬会社と厚労省｡ この両者の誤判

断による薬害ということで一件落着した｡ 私は

かっては臨床輸血学に携わっていたので, 汚染

した血液製剤を処方した医師にも一端の責任が

あるのではとこの訴訟の成り行きを見ていた｡

そう考える理由を２点指摘しておきたい｡

出産時 (あるいは外科手術の時) はフィブリ

ノーゲンをはじめ凝固因子は過剰に産生されて,

過凝固状態になっていることは医学的な常識で

ある (寮 隆吉 ベッドサイドの新輸血学－効果

的な輸血・輸液の実際 メジカルビュー社)｡ 果

たして出産等の出血時に凝固因子の投与が必要

であったのかどうか, そして凝固因子投与によっ

て止血という臨床的効果が得られたのかどうか,

かなり問題があるように思う｡ 実際, 現在は以

前使われていたような形で凝固因子製剤が出血

に対する治療薬として使われていない｡ 投与し

なかったために, 大量出血による死亡事故が起

こったという話も聞かない｡ 先天的な凝固因子

欠乏症を除いて, 凝固因子補給の必要な場合は,

大量出血で凝固因子が希釈された時と, 異常に

消費された時だけである (厚労省 血液製剤の

使用指針)｡

今回の健康な女性が血液製剤で肝炎になった

事件は, 出血にフィブリノーゲン製剤や第Ⅸ因

子製剤が止血に有効であるとの治験データが揃っ

たことを発端として始まったということができ

るであろう｡ 凝固因子製剤が止血剤として臨床

的に有用であるとの判断がなければ, この製剤

は医療の現場に提供されることはなかった｡ 効

果があるとのお墨付きをもらって市場に出さな

い企業はない｡ そして市販されて医療現場で安

易に止血剤として使われて, 正常なご婦人方に

Ｃ型肝炎を感染させた｡ 事件を招いた原因は適

応が極めて限られている凝固因子製剤を止血剤

として使ってよいというデータを出した医師た

ちに一部あると考えてもいいのではないだろう

か｡ 医師の責任について余り論じられなかった｡

凝固因子製剤が正常なご婦人方に投与された

経緯について我々はもっと真剣に議論するべき

であろう｡

もう一つ指摘しておきたいことは, 止血剤と

して凝固因子製剤が保険適用になっても, 実際

投与をするのは現場の医師の裁量に任される｡

処方する医師がその血液製剤の安全性, 言葉を

変えて言えば副作用について理解しないで処方

したことも, 健康なご婦人方に肝炎という重荷

を負わせた原因の一つであろう｡ 副作用につい

てもっと注意深く学んでいれば, これほどの被

害の広がりはなかった｡ 実際クリオ製剤を使っ

て HIV患者を出さなかった医師がいる (内田

立身 真実を直視する－薬害エイズ訴訟の証人

医師として)｡ この歳になっても同僚に指摘さ

れて冷や汗をかくことを度々経験している｡ 命

を預かる医師は最新の情報を集めて医療に取り

組むべきであることは今回の事件は教えている

ように思う｡ 薬害は, 製薬企業の倫理に則った

販売, 患者を主役とする医療行政の徹底, 医師

の責任の明確化などあらゆる方向からのアプロー

チがなければこれからも起こると思う｡ 薬害が

起こった場合には, 医師にも責任があるとの発

想を持つことも大切ではないかと思い問題提起

をさせていただいた｡

薬害肝炎訴訟雑感

西 京 寮 隆吉
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ストレスで起こる心の病気 (精神障害) が

神経症やうつ病で, ストレスで起こる身体の

病気 (器質的, 機能的障害) が心身症である｡

身体の病気といっても, 器質的疾患はわか

りやすいが, 機能的疾患になると身体症状だ

けでは区別がしにくくなる｡ しかし, 心身症

では身体のどこかに異常が必ずあるはずであ

る｡ それに対して, 神経症やうつ病はいくら

調べても, どこにも異常は見当たらない｡ つ

まり, 身体症状があっても, 身体のどこにも

異常はないのである｡ ちなみに, うつ病の

｢セロトニン学説｣ は有名であるが, まだ仮

説の域を脱してはいない｡ 将来もし, これが

実証されたら, うつ病は心身症だということ

になるのだろうか｡
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日本心身医学会は1970年に ｢心身症の治療

指針｣ の中で, 心身症を次のように定義した｡

｢身体症状を主とするが, その診断や治療

に心理的因子についての配慮が特に重要な意

味を持つ病態｣ だと｡ さらに続けて, ｢一般

に神経症とされるものでも, 身体症状を主と

する症例は, 広義の心身症として取り扱った

方が好都合なこともある｣ と｡ 日本の心身医

学の創始者である, 九大の池見西次郎教授の

名著 ｢心療内科｣ にも, 神経症の記載があり,

その治療法として森田療法の ｢臥褥療法｣ が

詳しく記載されている｡
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最初の心身症の定義では, 神経症と心身症

との区別を極めて曖昧なものにするという批

判から, 日本心身医学会は1991年に, 従来の

心身症の定義を次のように改訂した｡

｢心身症とは, 身体疾患の中で, その発症

や経過に心理的因子が密接に関与し, 器質的

ないし機能的障害が認められる病態をいう｡

ただし神経症やうつ病など, 他の精神障害に

伴う身体症状は除外する｣ と｡ しかし, この

改訂は最初の定義から約20年のタイムラグが

あったため, 最初の定義がもうすっかり定着

してしまっていて, ただ定義が変わったとい

うだけで, 現実には神経症もうつ病も心身症

も皆ゴッチャにして取り扱っている例に度々

遭遇する｡ 例えば ｢身体症状があるのに, い

くら調べてもどこにも異常がない｡ だからこ

れは心身症だ｣ といった具合である｡

�-����.�/0�����1)123

この言葉は, 元東邦大学心療内科・筒井末

春教授 (心療内科の大家) が日本医師会雑誌

｢心身症の特集号｣ の中でいみじくも述べて

いる｡ その特集号によると, 心身症になりや

すい人にはタイプ (病前性格？) があるとい

う｡ つまり, ①ストレスで身体を壊しやすい｡

②感じが鈍い (身体を壊しかけても気付かな

い)｡ ③過剰適応 (真地面にやり過ぎる)｡

一方, 神経症になりやすい人にも, 全く対

照的な病前性格がある(森田療法)｡ つまり,

①自己保存欲が極めて強い｡ ②些細なことを

気にして (ストレスと感じて) 大騒ぎをする｡

③適応性に乏しく, 常にストレスから逃げよ

うとする (逃げることで身体を守っているよ

うだ)｡

神経症とうつ病は
心身症ではない？

綴 喜 高橋 宏
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20年ふた昔ほど前ですが, 年賀状印刷に

日本語ワープロ専用機 (印刷リボンのプリ

ンターと一体で約15万円位？ 以下ワープ

ロ) が結構, 重宝されていました｡ 当時,

経済不振の米国の要請で電子機器製品の約

10％か20％かの部品に米国製半導体の搭載

がワープロにも例外なく義務づけられまし

た｡ 文面, 住所のどちらの印刷も, ｢カタ

カタカタカタ・ガー｣, ｢カタカタカタカタ・

ガー｣ と弱々しくしんどそう, いったいい

つ終わるのと不安をかき立てさせながら,

確か200枚ぐらい印刷するのに昼夜３日ほ

どフル回転, 片面１枚刷るのに10分チョイ

と, ただ字体が綺麗, カラーリボン可に惹

かれて買い換えた新しいワープロ(paxxxxnic
社製) にかの国の強引さを垣間見て, やや

ガッカリしたものです｡ 私が開業した10年

前は値段15～16万円のレーザープリンター

が手頃でレセプト印刷15枚 / min, ７分で
100枚とスピードアップしていました｡ 今

年には20枚 / min, 低価格５万円台のカラー
レーザープリンターも入れて５分で100枚

がＯＫです｡ いまお金に糸目をかけない向

きには50秒100枚の超高速レセプト印刷オ

プションがお薦めですが, 200～260万円,

設置費４万円 (なんとあのプリ○トごっ○

の理想○○社製) と破格の値段です｡

さて, 年賀状印刷は早々にワープロをや

めてパソコンに切り替えたのは言うまでも

ありませんが, ワープロで作った住所録デー

ターをＣＳＶ形式に変換してこれをパソコ

ンに取り込んで住所録の再作成の手間を省

きました｡ レセプト電算化処理システムで

はこのＣＳＶ形式のレセプトデーターだけ

受容すると決定されています｡ もう少しデー

ター形式を多様に委ねておけば機種の買い

換え, 新たなハードの購入など無駄な出費

を強られている医療現場の混乱は緩和され

ていたように見えます｡

レセプト７月分 (下東オルカレンタルを

今年１月より利用) を社保, 国保それぞれ

１分数10秒でフロッピーに“超高速印刷

(書込)”となりましたが,“プリ○トごっ

○”ならきっと, ここまで追いつくとして

値段はいくらに？とふと気になりました｡

オンライン請求のひとつ手前の関所ともい

えるレセプト電算処理確認試験を無事に突

破して８月分からフロッピーレセ提出の運

びです｡ 去年５月, 下東オルカレンタルシ

ステムを立ち上げる準備として, オルカに

医師会ぐるみで取り組んでいる尼崎市医師

会を見学したとき, 副医師会長は画面上で

のレセプトチェックが可能で省エネになる

と胸を張っていましたが, 鉛筆でサッサッ

と書き込める紙チェックに慣れている者に

とって, 画面だけのチェックは姿勢保持の

苦痛や目の疲れをもたらすのではと心配で

す｡ 大きな画面モニターなら軽減できるの

か, 慣れるしかないのかなど, あれやこれ

やと考えてしまいます｡ 当面は必要最小限

の紙印刷でチェックしてから仕上げはフロッ

ピー印刷への手順となりますが, 何とか工

夫を凝らし紙の使用量をグッと減らすこと

で京都議定書のめざすＣＯ２ 排出削減に微

力でも貢献したいと考えています｡

(情報・企画・広報委員会委員, 下東 大川正直)

� � � �
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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医療界を巡る動き

平成20年７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

７. ２ 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協
議会に出席

７. ８ 伏見医師会との懇談会を開催

７. ９ 宇治久世医師会との懇談会を開催

７. 12 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－を宮津市で開催

７. 14 第１回 今の医療, こんなんで委員会開催

７. 15 平成20年度第１回都道府県医師会長協議
会に出席

７. １ 自民党の税制調査会が2009年度の税制改
正論議をスタート

７. １ 総務省 ｢公立病院に関する財政措置のあ
り方等検討会｣ が初会合

７. ２ 日医が定例記者会見で社会保障費2200億
円の抑制撤廃に向け徹底抗戦の構えである
ことを強調

７. ２ 政府の規制改革会議が年末答申に向けた
｢中間とりまとめ｣ を公表

７. ２ 日医, レセプトオンライン請求義務化に
関するアンケート結果を発表－｢オンライン
請求で廃院検討｣ が8.6％ (3611施設)

７. ２ 日本療養病床協会が名称を ｢日本慢性期
医療協会｣ に変更

７. 10 厚労省, ｢医療機関の未収金問題に関する
検討会｣ 報告書を公表

７. 14 日本医療機能評価機構が, 産科医療の無
過失補償制度に関する第１回運営委員会を
開催－2009年１月１日以降に産まれた脳性
麻痺児を対象とし, 同年２月から加入分娩
機関からの保険料徴収を始める方針

７. 14 日医・竹嶋副会長らが厚労相と会談－予
算編成で要望

７. 15 政府が2009年度概算要求基準 (シーリン
グ) で社会保障2200億円抑制を明記する方
針を決定

７. 16 中医協・診療報酬基本問題小委員会がDPC
制度の運用見直しの議論スタート

７. 16 厚労省, 2007年度の概算医療費は33.4兆
円 (前年度比3.1％増) と発表

７. １ 初の ｢教育振興基本計画｣ が閣議決定－
改正教育基本法に基づき初めて策定

７. １ モンゴルに非常事態宣言－国民大会議総
選挙の結果に対し各地で抗議デモ

７. ７ 第34回主要国首脳会議 (北海道洞爺湖サ
ミット) が開幕 (～９日)

７. ９ 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＝180円台に

７. 15 燃料高騰による窮状を訴え, 国内ほぼ全
ての漁船約20万隻が一斉休漁

７. 16 中２の少年が東名高速道路でバスジャッ
ク
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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

７. 18 東山医師会との懇談会を開催

７. 19 平成20年度第１回会館建設・会費検討特
別委員会を開催

７. 23 地区庶務担当理事連絡協議会を開催

７. 24 特定保健指導実施説明会を開催

７. 24 ｢地域医療崩壊阻止のための総決起大会｣
(国民医療推進協議会主催) に参加

７. 17 厚労省, ｢『安心と希望の医療確保ビジョ
ン』 具体化に関する検討会｣ が初会合

７. 17 社会保障審議会介護給付費分科会が福祉
用具貸与に関するサービス担当者会議と介
護保険施設などでの感染対策委員会の開催
頻度見直しを了承－９月をめどに施行

７. 22 政府, 後期高齢者保険料天引きを選択性
に決定

７. 23 自民党厚労部会, 社会保障制度調査会,
雇用・生活調査会の合同会議で ｢2009年度
概算要求基準 (シーリング) に関する決議｣
を採択－社会保障2200億円抑制の撤回を求
める

７. 24 国民医療推進協議会が ｢地域医療崩壊阻
止のための総決起大会｣ を開催－｢社会保障
費の年2200億円削減撤廃｣ を決議

７. 24 厚労省, ｢安心と希望の介護ビジョン会議｣
が初会合

７. 24 厚労省, 2012年度末までに療養病床を15
万床まで減らす方針を断念－約22万床を存
続させる方向で検討

７. 25 厚労省, ｢予防接種に関する検討会｣ で日
本脳炎予防接種をめぐる課題について議論
スタート

７. 27 厚労省が11月11日を ｢介護の日｣ とする
と発表

７. 28 日本医学会が診療関連死の原因究明制度
創設に関する公開討論会を開催－制度創設
の賛否は平行線

７. 29 政府, 社会保障費の自然増2200億円削減
などを盛り込んだ2009年度予算の概算要求
基準 (シーリング) を閣議了解

７. 30 日医, 2009年度概算要求基準 (シーリン
グ) に ｢極めて遺憾｣ との見解を表明

７. 31 社会保障国民会議サービス保障分科会が
医療・介護の必要財源推計へ議論開始

７. 24 岩手北部で震度６強の地震－マグニチュー
ドは6.8

７. 25 ６月の消費者物価指数が前年同月比で1.9
％上昇－消費税率引き上げ時を除けば15年
半ぶりの高い伸び

７. 29 世界貿易機関 (ＷＴＯ) の新多角的貿易
交渉 (ドーハ・ラウンド) を巡る非公式閣
僚会合で交渉が決裂

７. 29 イチロー, 日米通算3000本安打達成
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平成20年度京都市インフルエンザ予防接種を次の要領にて実施します｡

記

実施期間 平成20年11月１日(土) ～平成21年１月31日(土) の３カ月間の予定

対 象 者 ①京都市内在住の接種日現在65歳以上の者

②京都市内在住の接種日現在60歳以上65歳未満であって心臓, じん臓もしくは呼

吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

接 種 料 ４,２３２円 消費税込 (自己負担金＝１,５００円を含む)

(ただし生活保護受給者および市民税非課税者ならびに中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律等に基づく支援給付受

給者は全額免除)

※不適格診断料 ２,８３５円

請求および支払い方法

請求書および予診票等については, 10月中に協力医療機関に対して京都市から直

接送付されます｡

新たに協力医療機関の登録を希望される場合は, ９月13日(土) までに, 京都府医師会地域

医療課 (TEL 075－315－5274 または FAX 075－315－5290) へお申し出ください｡ 折り返し,

申請用紙をＦＡＸいたします｡

なお, 昨年度登録の協力医療機関につきましては, ご辞退のお申し出がない限り, 本年度も

協力医療機関として取り扱わせていただきますのでご了承ください｡

平成20年度京都市インフルエンザ予防接種について

新規協力医療機関を募集
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医療施設静態調査
調査の目的
この調査は, 病院および診療所 (以下 ｢医

療施設｣ という｡) の分布および整備の実態
を明らかにするとともに, 医療施設の診療機
能を把握し, 医療行政の基礎資料を得ること
を目的として３年周期で実施する｡
調査の対象
平成20年10月１日午前零時現在において,

医療法に基づき許可または届出を行っている
すべての医療施設｡
調査事項
名称, 所在地, 開設者, 診療科目, 設備,

従事者の数およびその勤務の状況, 許可病床
数, 社会保険診療等の状況, 救急医療体制の
状況, 診療および検査の実施の状況, その他
関連する事項

患者調査
調査の目的
この調査は, 医療施設を利用する患者につ

いて, その傷病の状況等の実態を明らかにし,
医療行政の基礎資料を得ることを目的として
３年周期で実施する｡
調査の対象および客体
全国の医療施設を利用する患者を対象とし

て, 病院の入院は二次医療圏別, 病院の外来
および診療所は都道府県別に層化無作為抽出
した医療施設 (病院：約６千６百, 一般診療
所：約６千, 歯科診療所：約１千３百) を利
用した患者を調査の客体とする｡
調査票の種類
【入院・外来患者】

(１) 病院入院 (奇数) 票
(２) 病院外来 (奇数) 票
(３) 病院 (偶数) 票
(４) 一般診療所票
(５) 歯科診療所票

【退院患者】
(６) 病院退院票
(７) 一般診療所退院票

受療行動調査
調査の目的
全国の医療施設を利用する患者について,

受療の状況や受けた医療に対する満足度等を
調査することにより, 患者の医療に対する認
識や行動をを明らかにし, 今後の医療行政の
基礎資料を得ることを目的として３年周期で
実施する｡
調査の対象および客体
全国の一般病院を利用する患者 (入院・外

来) を対象として, 層化無作為抽出した一般
病院 (500施設) を利用する患者を調査の客
体とする｡
ただし, 外来患者については, 通常の外来

診療時間内に来院した患者に限り, 往診, 訪
問診療等を受けている在宅患者は調査対象か
ら除くこととする｡
調査事項
外来患者票：診察前の待ち時間, 診察時間,

病院を選ぶにあたり必要とした
情報, 説明の状況, 満足度 等

入院患者票：病院を選ぶにあたり必要とした
情報, 説明の状況, 今後の治療・
療養の希望, 満足度 等

今年は国の指定 (承認) 統計として３年ごとに行われている ｢医療施設静態調査｣ ｢患者調査｣

｢受療行動調査｣ が実施される年となっております｡

今回の調査により京都府内の疾病状況, 医療状況を把握することが可能となり, 地域医療の発展

にとって意義あるものとの見地から, 府医では従来どおり本調査に協力することといたしました｡

医療機関各位におかれましては, ご多忙の折, 恐縮に存じますが, 調査の重要性をご勘案いただき,

何とぞご協力いただきますようよろしくお願いいたします｡

なお, 各調査の詳細は以下のとおりです｡

平成20年度 ｢医療施設静態調査｣ ｢患者調査｣ ｢受療行動調査｣

ご協力よろしくお願いします
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今回, 下記の案件について, 管理者を募集しておられますので, 応募をお考えの先生がおら

れましたら, 下記までご連絡ください｡

所 在 地 京都市下京区上之町38番地

名 称 崇仁診療所

標榜診療科目 内科, 消化器科, 小児科, 外科, 整形外科, 放射線科

応 募 締 切 平成20年９月22日(月)

連 絡 先 075－351－6287 (開設者：財団法人下京民生児童委員会＜矢木＞)

管理者の募集について

今般, 国立保健医療科学院が日本法医学会の協力のもと, 標記研修会を開催します｡

本研修会は死体検案業務に従事する機会の多い医師を対象にした, ｢検案業務｣ に関する研

修会です｡

実施要綱

期 日 (前半) 平成20年10月12日(日)・13日(祝)

(後半) 平成21年２月８日(日)

※前半と後半の間に, 各自で東京都監察医務院等における監察医業務や大学医学部

の法医学教室における法医学解剖等の見学実習を実施する｡

対象者 検案業務に従事する機会の多い医師

定 員 100名 (予定)

受講料 無 料

会 場 国立保健医療科学院

備 考 見学実習を含む全カリキュラム修了者に, 受講修了証書を発行する｡

連絡先 国立保健医療科学院 〒351－0197 埼玉県和光市南２－３－６

TEL 048－458－6111 FAX 048－469－1573

��������	
�����������
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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 (http://www.kyoto.med.or.jp/member/bank/

index.html) 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８月20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８月20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

����������	
����

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

７ 京都市 崇仁診療所 その他 内・消・児・外・整・放

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 (床270㎡) 築40年

医院 山科区 内 建物 (約100㎡) 築35年

京京京都都都府府府医医医師師師会会会ドドドクククタタターーーバババンンンククク
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会 森府医会長は冒頭の挨拶で, 特定健診・特

定保健指導が混乱の中ではあるものの順調に

動き出したと述べ, 府医の特定健診サービス

部もフル回転での対応をしており, 被用者保

険被扶養者の健診も始まること, 取り扱いが

多種多様となっていることから各地区医師会

で説明会の開催等十分な対応を求めた｡ 後期

高齢者医療制度については, 保険料控除の問

題等の大きな課題が山積している現状を示し

た上で, 一つの制度の中で保険料の支払いに

よって年間の税額が変わってくることを問題

視し, 国民の不信を煽るばかりとして, 厚労

省の説明責任は重大との見解を示した｡

また, ７月15日に開催された都道府県医師

会長協議会の状況を報告, 16題の議題が挙が

り活発な議論が展開されたとした｡ とりわけ,

骨太の方針2008の中に毎年2200億円の社会保

障費削減が明記されたことについて, 出席し

た安達府医副会長から ｢医療費亡国論を脱却

して医療・介護・社会保障分野の拡充による

経済効果, 特別会計を含めた連結決算による

国家予算の透明化, 社会保障の拡充のための

国負担のあり方などを中心とする社会保障立

国論の達成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｣ と提言さ

れたことを報告｡ さらに, 府医のコンセンサ

スとして日医の政策提言によって日本の社会

保障をしっかり確実なものにしていくことを

訴えていかなければ国民の信頼を得られない

と述べ, 適切な社会保障を国民に提供してい

く中での必要な財源の確保を考える必要があ

るとした｡

また, 微量採血用穿刺器具や外来管理加算

５分要件についても議論が展開されたと述べ,

とりわけ５分要件については日常の診療に混

乱をもたらしている現状について触れ, 日医

全理事会の中で ｢概ね５分｣ とされたとして,

５分間に縛られることなく必要なことを十分

に説明すれば算定できるという日医の見解を

示した｡ 一方で５分要件はあくまで見直すべ

きとのスタンスで対処し, 日医に対しても中

医協において早期の見直しを提言すべきと働

きかけていくとした｡

また, ３期４期の麻しん風しんワクチンの

接種率が全国で20％と低調であることに憂慮

するとともに, 一部の市町村において集団で

実施されるものの, 地区においてもできるだ

け接種率を上げられるように協力いただきた

いとし, 先般開催された近医連学校医連絡協

議会理事会においても討議されたことから,

近医連の意見として日医に対し要望していく

とした｡

１. 裁判員制度説明会の開催について
中野理事

中野府医理事から裁判員制度説明会につい

て, ８月23日(土) に京都府医師会館で開催

されることが紹介された｡ 来年４月からスター

トする本制度の名簿作成が今年12月に開始さ

れることを報告, 今回１会場での開催を予定

しているが, 他にも開催の要望があれば検察

庁等と調整して開催したいとの見解を示した｡

２. 最近の中央情勢について
内田理事

内田府医理事から平成20年６月下旬から７

月下旬にかけての社会・医療保険の状況が説

明された｡
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３. 京都府医師会指定学校医制度更新申請
について

畑理事
畑府医理事から, 京都府医師会指定学校医

制度について, 平成18年から始まり21年３月

末日で更新期間が切れることになると説明｡

学校医になってから３年経過して初めて更新

になるという誤解があるとした上で, 指定学

校医の一斉更新になることを示した｡ 更新申

請については, 指定後更新までの期間が３年

に満たない場合は１年間あたり１単位以上の

研修 (必須学校医研修を含む) を履修した学

校医とするとし, 例えばまだ指定後１年しか

経過していない場合は１単位の履修, ２年経

過している場合は２年分の資料を付けていた

だき２単位, ３年経過している場合は３単位

の履修が必要となると説明するとともに, 申

請期間については４月１日から５月31日とし

た｡ また, 来年３月に府医から通知文を出す

が, それまでの間に必要な単位が不足してい

る場合は研修を受講する必要があることや各

学校で行われている学校保健委員会・学校保

健会議への出席なども１単位となることを示

し, 府医の学校保健委員会が単位として認め

た研修会なども含めると説明した｡ なお, 手

続きについては地区医師会, 京都市学校医会

等でまとめて更新申請を提出することができ

ることを示した｡

地区から, 当地区の開業医のほとんどが学

校医になっており, 研修会に参加する機会が

限られるとの状況が示され, 畑府医理事は本

制度の目的は学校医のレベルアップであり,

各学校での学校保健会議や学校保健委員会も

１単位となることを再度示し, 研修は受けて

もらう必要があるとして理解を求めた｡

また, 地区から研修を受けなかった場合学

校医の指定は取り消されるのかとの質問が挙

がり, 畑府医理事から本事業は府医の指定学

校医であるので学校医そのものの取消はない

と回答された｡

４. 在宅医療連携体制推進事業への取り組
みについて

福州理事
福州府医理事から在宅医療連携体制推進事

業について概要を説明, 京都府内の在宅医療

提供体制の整備推進を図るため, 各地区医師

会が行う在宅医療提供体制の推進事業に対し

助成を行うこととし, 各地区医師会で検討い

ただくよう要請した｡ 実施要領としては在宅

医療が高まりつつある中, 地域での在宅医療

の提供体制を強化することを目的とし, 事業

内容として (１)主治医紹介事業 (２)在宅チー

ム医療の内容を説明した｡ また, 対象地区や

補助金については, 事業計画書ならびに予算

書を添えた申請書を受理した後, 府医におい

て決定し地区へ通知, 基本的には１事業につ

いて10万円が対象となると説明, 期限が７月

末日までと迫っていることから注意を呼びか

けた｡

５. 被用者保険被扶養者等の特定健診実施
について

福州理事
福州府医理事から, 被用者保険被扶養者等

の特定健診実施の手引きに基づき説明, ７月

22日から被用者保険の被扶養者の集合契約分

が開始しているとし, 市町村国保の特定健診

と相違する点があることを示した｡ 実施医療

機関については, 市町村国保の協力医療機関

の中で府医からの被用者保険被扶養者の健診

実施の確認において手上げをした医療機関の

みが被用者保険被扶養者の集合契約分の協力

医療機関となることができるとした｡ 対象者

については, 平成20年度中に40歳から74歳に

なる被用者保険被扶養者とし, 被用者保険被

保険者本人は国保ベースの集合契約では対象

外となるものの医師国保等国民健康保険組合

については本人も対象となっているとした｡

受診票について, 市町村国保ベースでは受診

者に配布後, 記載の上持参いただくことにな
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るが, 集合契約ベースでは集合契約用の受診

票を各医療機関においてもらい記載いただく

ことになり, 健診の対象者は受診券と被保険

者証を持参することになるとした｡ 健診の対

象者の確認については, 特定健康診査受診券

の中の ｢契約とりまとめ機関名｣ の項目を確

認し, ｢京都府を除く｣ という記載がある場

合や ｢個別契約のみ｣, ｢○○のみ｣ との記載

がある場合には国保ベースの集合契約には参

加していないという判断になると説明, 特定

健診を実施できるケースとしては契約とりま

とめ機関名の欄に記載が一切ない場合, ｢○

○県および△△県を除く｣ と記載されており

○○県および△△県が京都府でない場合とし

た｡ 解りにくいケースとして ｢全衛連｣ や

｢健保連集合Ａ｣ と記載がある場合は, 集合

契約＋全衛連, 集合契約＋健保連集合Ａとい

う意味となるとした｡ 健診項目については市

町村国保とは異なり, 必要最低限の項目のみ

となるとし, 詳細な健診項目については市町

村国保の要件とは異なり, 前年の心電図検査

や眼底検査の健診結果が全ての基準に該当し

たものとされるなど, 厳しい内容となってい

るとした｡ 自己負担金について, 受診者の大

部分を占める政管健保は, 基本部分の保険者

負担上限額5400円, 詳細部分の保険者の負担

上限額3400円となっており, それ以上は受診

者の自己負担となると説明｡ ただ, 健保組合,

共済組合, 国保組合については基本的に受診

者負担はないものの, 健保組合等については

全国的に様々な組合があるので手引きを参考

にするよう注意した｡

地区から, 前年度の健診結果について, 地

区での話し合いにおいて前年の結果を持参す

るかどうかが議論になったとされ, どのよう

な健診結果でも良いのかとされた｡ これに対

し福州府医理事は基本的には基本健診の結果

になるが, 具体的に選別されていないとした｡

また, 通院の中で持参された健診結果の写し

などが手元にあった場合でも良いのかとの質

問には受診時に判断できれば可能と回答した｡

６. 学術講演会の今後の予定について
小野理事

小野府医理事から, ８月の学術講演会の予

定が報告されるとともに, 京都医学会への演

題の募集が呼びかけられた｡

７. 微量採血用穿刺器具の再使用に関する
医療機関名の公表について

橋本理事
橋本府医理事は, 微量採血用穿刺器具の再

使用に関する医療機関名の公表について, ６

月末に高知県と和歌山県が単独で公表し, そ

の後, 厚労省から日医に相談もなく今回の公

表をモデル事例として各都道府県宛てに通知

したことから, 厚労省に真意を問いただした

ところ ｢公表の際のモデル事例として紹介し

た｣ との回答であったと報告｡ 京都府におい

ては公表する際には必ず府医に相談するよう

に申し入れているとし, 公表の内容について

は ｢針を交換せずに複数人に使用していた場

合｣ ｢針は交換していたが器具を複数人に使

用していた場合｣ ｢未回答｣ の３つに分けて

公表されると説明した｡ また, 感染の危険性

が極めて低い中での医療機関名の公表は住民

の不安をむやみに煽ることになる可能性が高

いことから, 慎重な対応を求めていることを

明らかにした｡

地区から, 公表の後, 患者から検査希望が

あった場合どうすればよいかとの質問が挙が

り橋本府医理事は検査については保健所で実

施可能と説明した｡ 森府医会長は万が一感染

があった場合の治療については決定していな

いとする一方で, 日医と感染症学会等関係学

会とで協議し, 穿刺針さえ交換していれば感

染の心配はないということを公表するよう申

し入れているとし, 今回の公表の対象にはなっ

ていないが真空採血管ホルダーについても現

状は再使用不可となっているが, 消毒をすれ

ば再使用可能ということを感染症学会等に主

張してもらうよう要請しているとした｡
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８. その他
日本医師会・第３回日本の医療に関す
る意識調査について

藤井理事
藤井府医理事は本調査についての調査目的

として現状の医療に対する意識や医師患者関

係の変化等の把握と説明, 対象として無作為

抽出で全国約2000名とし, 調査期間が７月中

旬から７月下旬で結果公表時期は９月の予定

とした｡

９. 地区からのご意見・ご要望
地区医師会から地区の保健所に入った麻し

ん発生情報を地区医師会にフィードバックす

ることについて, かなりプライバシーが高い

ことと発生情報をどういう形で各会員に伝達

するかが難しいとされ, できれば地区医師会

ではなく府医から情報発信してほしいとされ

た｡ これに対し, 森府医会長は ｢感染症蔓延

を阻止するためには地域の医師が中心となっ

て対応しなければならないという認識を持っ

ていただきたい｣ とし, 近所で発生したので

あれば留意してもらい早期の診断に役立てて

ほしいという観点であるのでプライバシーの

侵害にあたらないとした｡ また他の地区から

は, 医療機関名ではなく患者の学校名, 学年,

組を教えてほしいという意見があったと

された｡

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

朴 京林 Ａ 相楽
木津川市兜台４丁目３－９
華クリニック

(0774)
72－2747

産婦・内

王子 裕東 Ｂ 乙訓
長岡京市一文橋２丁目31－１
新河端病院

954－3136 外

馬場 慎司 Ｂ 乙訓
長岡京市一文橋２丁目31－１
新河端病院

954－3136 外

小椋 香苗 Ｂ 綴喜
八幡市川口別所61
京都八幡病院

971－2001 児

小倉 徳裕 Ｃ 綴喜
八幡市男山泉19
関西医大附属男山病院

983－0001 外

日浦 義仁 Ｃ 綴喜
八幡市男山泉19
関西医大附属男山病院

983－0001 泌

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

岩元 則幸 Ｂ→Ａ
東山→
伏見

伏見区桃山町伊賀83－１
桃仁会病院

622－1991 泌

小野 利彦 Ａ→Ｂ
伏見→
伏見

伏見区桃山町伊賀83－１
桃仁会病院

622－1991 泌
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＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

鈴木 毅一 Ｂ→Ｂ
下西→
左京

左京区北白川山ノ元町47
日本バプテスト病院

781－5191 整外・
リハ

島袋 隆 Ｂ→Ｂ
下西→
東山

東山区東大路通り渋谷下ル妙法院前側町447番地の１
東山武田病院

561－6121 外

福山 健二 Ｂ→Ｄ
京都北→
京都北

－ － －

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

※Ｄ会員は住所・電話番号がご自宅となるため, 掲載しておりません｡

訃 報

植西 武信氏／相楽・第１／７月11日ご逝去／94歳
謹んでお悔やみ申し上げます｡

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

荻野 行正 Ｂ 相楽 桑原 典子 Ｃ 府医大 桑原 宏臣 Ｃ 府医大

【報 告】

１. 京都市との懇談会の状況

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. 京都府社会保険診療報酬支払基金審査

委員会委員の交替の状況

４. 第３回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

５. 第３回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

６. 産業医研修会の状況

７. 平成20年度京都府学校保健会第１回理

事会の状況

８. 第１回学校検尿事業委員会の状況

９. ７月度地域医療担当部会の状況

10. 京都府医療保険者協議会の状況

11. 平成20年度第２回市民すこやかフェア

実行委員会の状況

12. 第２回感染症対策委員会の状況

13. 乳がん検診委員会正副委員長会の状況

14. 第２回京都府医師会脳卒中登録事業委

員会の状況

15. 第１回臨床研修制度検討委員会の状況

16. 府医学術講演会の状況

17. ７月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

18. 第２回医療事故処理室の状況

19. 産婦人科医会地区基幹病院代表者会議

の状況

20. 第１回近畿圏整備委員会フォーラムの

状況

【議 事】

21. 会員の異動・退会３件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 定款・諸規定検討特別委員会の設置を

可決

24. 京都府との懇談会の開催を可決

25. 財団法人京都予防医学センターの役員

第15回定例理事会 (７.10)
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就任を可決

26. 平成20年度消防職員特別教育救急救命

士集合教育 (第10回) の実施に伴う講師

の推薦を可決

27. 介護支援専門員受験対策講座の開催を

可決

28. 第17回地域がん登録全国協議会総会研

究会への出席を可決

29. 特定健診等委託契約書の締結を可決

30. 第２回剣道定例段位審査会への医師の

派遣を可決

31. 診療関連死の死因究明制度創設に係る

公開討論会への出席を可決

32. 府医学術講演会の開催を可決

33. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

34. 看護専門学校助産学科開設に伴う機械

器具等の購入を可決

35. 京都府医療推進協議会の決議を可決

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. 第１回今の医療, こんなんで委員会の

状況

４. 第２回情報・企画・広報委員会の状況

５. 京都市生活保護個別指導(懇談)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. 第１回産業医部会正副幹事長会の状況

９. 第１回学校医部会幹事会の状況

10. ｢配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護・自立に関する計画｣ (改訂版)

第２回検討委員会の状況

11. 第１回学校保健委員会の状況

12. 第47回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の状況

13. 第３回特定健康診査委員会の状況

14. 府医居宅介護支援事業所出張所連絡会

の状況

15. 脳卒中地域連携パス検討会の状況

16. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会部会の

状況

17. 第２回健康日本21対策委員会の状況

18. 第41回医家芸術展の状況

19. 府医学術講演会の状況

20. 第３回医業経済・融資斡旋委員会の

状況

21. 第１回医療安全対策委員会の状況

22. 日医第５回理事会の状況

23. 平成20年度第１回都道府県医師会長協

議会の状況

24. 平成20年度第４回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

25. 会員の入会・異動・退会12件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

27. 裁判員制度説明会の開催を可決

28. 第２回今の医療, こんなんで委員会の

開催を可決

29. 平成20年度学校医部会耳鼻咽喉科研修

会の共催を可決

30. 第52回京都府学校保健研究大会の後援

を可決

31. －健診は愛－京都府健診受診促進キャ

ンペーンへの後援を可決

32. 地域がん登録事業実施35道府県会議へ

の出席を可決

33. 第２回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決
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34. 産業医研修会の共催を可決

35. 第30回産業保健活動推進全国会議への

出席を可決

36. 特定健診等委託契約書の締結を可決

37. 融資斡旋を可決

38. 府医学術講演会の開催を可決

39. 勤務医部会幹事の追加委嘱ならびに委

嘱替えを可決

40. 地域医療崩壊阻止のための総決起大会

への出席を可決

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

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】

��������	
���������

●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

～ ９月度請求書 (８月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(水) 午後５時まで

△

国保 10日(水) 午後５時まで

△

労災 12日(金) 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｡


