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嵐山甫安 (1633－1693)
平戸の和蘭通詞・判田三郎兵衛の次男として寛永10年 (1633) 平

戸に生まれる｡ 名は春育, 季庵, 甫安と称し, 平戸藩主・松浦鎮信
の抱医師になる｡ 寛文元年 (1661) 藩主より長崎出島蘭館で和蘭外
科の稽古を命ぜられ, カッツ, ブッシュ, ハルムの３人に学び1665
年１月21日蘭文修学証明書を取得｡ 和暦では寛文４年 (1664) 12月
６日になる｡ この種の免許状として現存する最古のもので, 貴重な
資料｡ 幾ばくかして, 病身のため有馬へ湯治｡ 帰途京都に逗留中,
３人の公家を治療, 平癒させたことより京都に滞留, 法橋に任ぜら
れ, 寛文12年 (1672) 居住地に因んだ嵐山姓を拝命｡ 判田甫安から
嵐山甫安になる｡ 京の甫安に入門したのが大和の森嶋甫筑｡ 甫安が
寛文13年 (1672) 平戸に戻ったとき, 甫筑も従う｡ 師の甫安が ｢嵐
山流の外科を継いでこれを天下に広めるものは汝である｡ 嵐山の麓
から流れる桂川を汝の姓とせよ｣ といったエピソードは名高い｡ こ
れにより森嶋甫筑は桂川甫筑と改姓｡ 江戸蘭学の名家・桂川家の誕
生である｡ 延宝８年 (1680) 甫安は平戸藩侍医となり, 元禄６年
(1693) 没｡ 享年61｡

参考文献：京都府医師会編 『京都の医学史』
Ｗ・ミヒェル, 杉立義一 『日本医史学雑誌』

第49巻第３号455－477頁
写真：杏雨書屋所蔵 医家肖像集 第五 嵐山甫安

(昭和初期の模写｡ 原画の所在は不明)
奥沢 康正 (西京)

＜お知らせ＞

・京都府医師会第94回定時総会の開催
・日本医師会代議員・予備代議員補欠選挙
・結核定期健康診断の実施および報告のお願い
・学校保健法等の一部を改正する法律
・指定学校医の更新
・大阪府枚方市妊婦健康診査の公費負担
・京都府がん診療に携わる医師に対する緩和ケア
研修会
・京都府医師会健康講座

＜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
●保険だより
●京都市 (乙訓２市１町)
病院群輪番編成表
●保険医療部通信
●地域医療部通信
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医療崩壊の危機といわれているが, 今こそ,

現在の医療における問題点を整理しておく必

要がある｡ 会員諸兄それぞれに考えられるこ

とは種々あろうが, 今回は, あえて以下の４

点にまとめてみた｡ １番は, 皆保険制度とフ

リーアクセスの危機である｡ ２番目には, 公

立病院をはじめとする地方の病院と地方医療

の崩壊の危機である｡ 第３には, 医療・医学

の急速な発展と疾病構造の変化, そして, 最

後に医師と患者の関係の大きな変化である｡

これらは, 何によりもたらされたかという

と, こちらも, 少子高齢化の進展, 医師不足,

勤務医の過重労働, 経済財政諮問会議, 財政

難等々多くの課題が指摘されて当然ではある

し何よりこれらの問題が縦横に複雑に絡み合っ

て問題を複雑にしているが, あえて １)医療

費の財源不足 ２)社会構造の大きな変化 ３)

系統的な医学教育の不足を取り上げてみたい｡

そして, これまで, その時々に必要な対応策

が常に先送り, その場しのぎで真剣に議論し

て解決されることなく今日まで来てしまい,

いまや簡単には解決できない状態にまで陥っ

てしまっていることが最大の原因であるとも

言える｡

このことについては, 政治家, 厚労省をは

じめとする官僚が将来的なビジョンを示すこ

となく, 財政面だけを見て医療制度の改革を

行ってきたことが主要な原因ではあるが, 日

本医師会をはじめ, 学会や大学関係者, そし

て, 我々現場における医療提供者に全く責任

がないということにはならないと思われる｡

以下, 紙面がないので十分に意は尽くせな

いが, 我々医師会員が, 日本の医療の危機に

どう対処すべきかということについて少し考

えてみたいと思う｡

最初の, 日本の医療の原点ともいうべき皆

保険制度, フリーアクセスの確保の危機の最

大の原因は, バブル経済崩壊後の景気停滞に

よる財源不足と経済界の医療現場のマーケッ

ト化という市場原理主義導入である｡ 現在の

医療崩壊の危機を食い止めるには, 小泉改革

がもたらした骨太の方針に基づく社会保障費

の毎年2,200億円の削減を阻止して十分な医

療費を確保することが大切であることに何ら

異論はないし, これからも強く働きかけてい

かなければならない｡ しかし, 削減を阻止し

たその後の日本の医療のあるべき姿の展望を

示していかなければならない｡ これについて

は, 種々議論はあろうが, 皆保険制度創設時

と現在の社会構造が大きく変化していること

を十分認識したうえで対応しなければならな

いと考える｡

２点目のいわゆる地域医療崩壊の危機は,

大半は地方医療の崩壊の危機といえる｡ それ

はまた, 地方の公立病院の倒産の危機でもあ

る｡ 地方の経済成長がみられた当時の公立病

院設置が, それぞれの地域でそれぞれの役割

を持って我が国の医療, 地方の医療を担って

きたことは高く評価しなければならない｡ た

だ, 経営母体が自治体, 医師をはじめとする

従業員が公務員, 病院運営の理念不足等々,

基本的な公立病院の経営体質の課題が, 自治
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体の財政が豊かなときには問題とならなかっ

たが, 財政難, 医師不足などの現実の状況下

において顕在化し, 大都会の公立病院でさえ

倒産の危機に瀕している｡ さらに, 新医師臨

床研修制度の導入による医師不足, 診療科偏

在が拍車をかけて, へき地医療はまさに崩壊

状態である｡ この対策には, 自治体立病院の

あり方を根底から考え直すとともに, 自治体

に必要ないわゆる政策医療 (内容は自治体に

より特有となる) にのみ公費を充当し, 他は,

病院経営者に任せるなどの対応により地域の

ニーズに合わせた医療提供が可能となると考

える｡ もう１つの大問題である医師不足, 診

療科の偏在は, 先述の公立病院の経営再建策

が基本的な短期的対応であり, 中期的な対策

は, 医師の養成策としての医学教育, 診療科

毎の医師の確保と専門的な研修制度の確立な

ど医学教育の早急な確立のうえでの医師の増

員政策である｡ ビジョンなき, 定員増だけで

は医師不足, 偏在の解消にはならない｡ かつ

ての医局制度の復活による医師の供給などは

現実離れしており, 学生達には受け入れられ

ないであろう｡ 何よりも, 医学生のモチベー

ションを上げる医学教育の充実と, 医師をは

じめとする医療従事者の労働環境の整備, 女

性医師の働きやすい労働環境の確立 (女性へ

の偏見のない) が最優先される｡

そして, 最近の目覚ましい医学・医療の進

歩の恩恵を望まない国民はいないはずである

から, 遍く国民にその時々の最善の医療を提

供する責務が我々医療提供者には求められる｡

広く最新の医療を提供していくためには, 医

療の進展に十分対応できるような医療費財源

が手当てされるべきであり, 一方で, 先端医

療を担う大学病院, 大病院の専門医のみなら

ず, 我々開業医にも, 最新の知識と技術の研

鑽が求められる｡ その努力なしに多くの国民

の信頼を獲得することは出来ない｡ また, 最

善の医療を提供するための, 診療所から中小

病院, 大病院とのその医療に必要な連携シス

テムを構築し, 効率的でかつ患者さんが満足

できる, さらに, 患者さんのニーズ, 家庭や

住環境にも配慮された最適の医療が提供でき

るような医療制度の構築をはからなければな

らない｡

最後に, 社会状況 (教育も大いに関与して

いると思われるが), 社会の中の人間関係が

大きく変化してきており, その改善に積極的

な取り組みが求められている｡ 以前から言わ

れていることではあるが, 医師と患者の信頼

の回復, 再確立は大きな課題である｡ かつて

は, 医療技術のレベルもいまほど高度ではな

く, 一度獲得した技術水準や情報はかなり長

期間保つことが出来たが, 最近では医療の進

展の速度が急加速してきており, 今日の知識

が急速に過去のものになりつつある中での的

確な対応が求められている｡ 医療が, 患者さ

んの完全な治癒をもたらさなくても, 日常生

活に復帰できる｡ また, 外来での治療を継続

したり, 在宅医療を受けながらも仕事に従事

することも困難ではないというような状況に

なってきている｡ そこで, 常に最新の医療を

受ければあらゆる疾病が治癒するわけではな

いこと, 簡易な検査や治療でも絶対安全とい

うことはないこと等々という医療の不確実性

が広く認識されなければならないが, いま,

国民の感情との間に大きな乖離がある｡ 医療

の進展に伴い次々出てくる解決しがたい種々

の課題と患者側の ｢病は治癒するものだ｣ と

いう一方的な思いとの狭間で, 医療過誤や刑

事訴追問題がクローズアップされている｡ 疾

病によっては完全に治癒を期待できるという

ことは基本的にはあり得ないし, そのことが

医療提供側が手抜きをしたり, 過誤をごまか

しているかのようなあらぬ批判を呼ぶことが

多いが, 我々としても真摯に医療に取り組む

とともに, 医療界をあげて, 医療の不確実性

についての理解を国民に求めていかなければ

ならない｡ 多くの医療現場で, 緊急性のない

救急受診や, 謂われなきクレーム, 理不尽な

要求, いわゆるモンスターペイシェントの出

現や医療費の未払いなど多くの問題が噴出し
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てきている｡ もちろん, 基本的に適切な医療

を提供することが前提ではあるが, 謂われな

きクレームについては, 今こそ, 毅然とした

態度で, 正当性を主張し, 患者の受診に際し

ての最低限のマナー, 診療提供側のマナーや

思いやりなどについて, お互いに真摯な対応

をしていくことが両者の信頼の構築に欠かせ

ないものだと考える｡ そのために, 今期は,

｢今の医療, こんなんで委員会｣ という, 画

期的な委員会を設置し, お互いの立場で両者

の信頼関係を再構築するにはどうすればよい

のかということを真剣に討議し, 明日につな

げていきたいと思っている｡

京都府医師会では国民が安心して暮らせる

社会保障の充実, 安心で安全な医療の提供が,

国民が安心して生活できる国づくりに欠かす

ことの出来ないものであること, そして医療・

介護・福祉に十分な手当をすることは新たな

雇用を生み, 産業を活性化していくことにも

なり, 国の経済の発展に大きく寄与すること

を訴えていくべきと考えている｡ 欧州では高

い社会保障費の国の経済が目覚ましい発展を

遂げており, 経済財政諮問会議がいう ｢社会

保障費の増大は経済発展のブレーキになる｣

ということはまやかしであることを指摘し,

かつて医療費抑制策の柱になっていた ｢医療

費亡国論｣ を打破し, 社会保障を充実させな

ければならない｡

社会構造が大きく変化する中で, わが国の

社会保障のあり方について, 国民的な議論が

必要な時に来ている｡ 発展途上国として欧州

の社会保障を手本として取り組んできたわが

国の社会保障が, 世界に類を見ない速度で少

子高齢化していく中でどうあるべきか｡ 日本

発の社会保障のあり方を構築していくときだ

と思う｡ 日本独自の ｢社会保障立国論｣ を京

都から発信し, 今後この基本的な考えを基調

にした活動を進めていきたいと考える｡

８月23日, 府医会館において府医会員を対象とした裁判員制度説明会が京都地方検察庁の担

当官を講師に招き開催された｡

冒頭の概要説明の中で, 選挙人名簿の中から裁判員候補者名簿を作成し, 候補者となった方

は12月頃までに裁判所から通知がなされること｡ したがって, その通知がなければ来年度は裁

判員に選ばれないことなどの説明があり, また, 選ばれた場合には, 候補者名簿に登載された

との通知が裁判所からあり, その中に調査票が同封されているため, 出務困難等の事情のある

方は, その調査票で現状を詳しく報告してほしいとの説明があった｡

さらに, 選ばれた場合に辞退できる事由として, ①学生・生徒 ②満70歳以上の方 ③健康上

の理由 ④妊娠中･子育て ⑤家族の介護 などが挙げられた｡ 問い合わせが一番多いのは仕事が

多忙なため辞退ができるかということであるが, 辞退基準の明確なものがあるわけではなく,

｢事業に著しい支障を生じる恐れがある場合｣ には裁判官の判断により辞退が認められること

になるため, その判断材料とするためにも調査票は詳細に記載してほしいとのことであった｡

最後の質疑応答では, 参加者から多くの質問がなされ, 盛会のうちに終了した｡

来来来年年年度度度よよよりりり実実実施施施ののの“““裁裁裁判判判員員員制制制度度度”””説説説明明明会会会ををを開開開催催催
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澤井公和綴喜医師会長の挨拶に続き, 森府

医会長が挨拶に立ち, 診療報酬改定から現在

までの状況について述べた｡

森府医会長は, 支払基金の診療報酬支払額

が, 後期高齢者分が国保連合会に移ったから

とはいえ, 前年度以上の落ち込みであること

を報告｡ マスコミ報道の影響もあってか後期

高齢者医療制度の保険料の問題以上に全体に

受診抑制が働いているのではとの見解を示

した｡

また, 外来管理加算については, 抑制効果

として400億円の予定とされていたが, 日医

調査では倍の800億円となる見通しとなった

ことから, 中医協でも見直しを強く求めてい

るとした｡ 今回の診療報酬プラス改定分は,

病院勤務医の過重労働軽減に充てることになっ

たが, 診療所においては逆に３％以上のマイ

ナス改定になる恐れがあるとの危機感を示

した｡

さらに, 社会保障費2200億円の削減を堅持

されては, 医療は壊滅状態となるので, 我々

は反対を訴え, 日医でも７月24日の国民医療

推進協議会決起大会を開催し, 与党に強力に

働きかけたが, 結果として ｢骨太方針2008｣

にも2200億円の削減が盛り込まれた｡ しかし,

医師不足対策に関しては, 医学部定員を増員,

財源確保できれば医師確保に充てる等の措置

が取られることになったと報告した｡

最後に, 今期日医に ｢医師の団結を目指す

委員会｣ が設置されたことを報告｡ 医師会だ

けでなく, 学会や病院関係の団体が参画され

たが, 参画団体ごとに思惑が異なるため, 一

致団結していけるかについては一定の不安は

あるものの, 今壁を越えてともに働きかけ,

闘っていかなければ, 医療は壊滅するという

気持ちをもって取り組んでいく必要があると

の強い意欲を示した｡

福州府医理事は, 平成20年度から始まった

特定健診について, 綴喜医師会管内では７月

から八幡市, 井手町, 宇治田原町, ８月から

は京田辺市において順次実施されていること

を報告｡ 実施主体が保険者に移行され国保加

入者と被用者保険被扶養者の健診内容や自己

負担金に違いが生じるなど, 従来の基本健診

と大きく異なることから混乱が生じている現

状を示すとともに, 府医としては, 従来の基

本健診事業を地区医師会・地区会員で担って

きたことから, 特定健診においても地区医師

会・地区会員が実施しやすいように, 府医に

特定健診サービス部を設置し, 全力で取り組

んでいく意向であるとした｡

綴喜医師会と府医執行部との懇談会が８月９日(土), 京田辺市商工会ビルで開催され, 綴喜

医師会から16名, 府医から９名が出席, 岡林正純綴喜医師会副会長の司会の下, ｢特定健診｣

｢後期高齢者医療制度｣ について, 約２時間にわたり意見交換が繰り広げられた｡

綴綴 喜喜
医師会との懇談会

��������	
�������������

綴喜医師会との懇談会 (８.９ 京田辺市商工会ビル)

特定健診について
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まず, 従来の健診と特定健診との目的, 実

施主体等の違いを示し, 特定健診の必須項目,

保健指導対象者の選定と階層化について説明｡

加えて, 京都市と綴喜医師会管内との相違点,

被用者保険被扶養者分の特定健診の内容につ

いて説明した｡ さらに, 健診結果を電子様式

で提出することが義務づけられているが, 紙

ベースのデータを府医の特定健診サービス部

に集約し, 府医で電子データ化, さらには保

健指導の階層化まで行っているとし, 当初の

予定では結果を30日以内に医療機関に返送で

きるとしていたが, 各市町村国保で用紙や記

載事項が異なっていたり, 記載もれ等がある

など, 作業が困難を極めているため, 返送作

業に実際は40日程度かかっているとし, 結果

が早く先生方に返送できるよう人員を大幅に

増員して対応している現状を報告した｡

また, 特定健診が始動して３ヶ月が経ち生

じてきた問題点として, 集団健診では京都市

国保と被用者保険被扶養者の健診が同時実施

できなくなったことから, 集団健診の受診者

が減少していること, またそれに伴いがん検

診の受診者も減少していること等が挙げら

れた｡

地区から, ｢市町村国保と被用者保険被扶

養者の問診項目を統一できないか｣ との質問

に対し, 福州府医理事は, ｢今年度に統一す

ることは困難であるが, 統一した問診項目の

ほうが対応が容易であるので, 来年度からは

統一していく方向で検討したい｣ との意向を

示した｡ また, ｢健診を実施する中で, 受診

者からの不満が強いがトラブルはないのか｣

との質問に対し, ｢不満等はあるが, 財政主

導の健診への変化に対して, 従来の健診項目

を実施したいと交渉し増やした経緯があり,

各市町村国保で違いはあるが, 現在できる事

としては, 従来の健診項目に近づくよう交渉

することである｣ とした｡ 被用者保険被扶養

者の対象者選定に関する質問に対しては, 受

診券表面下部の ｢契約とりまとめ機関名｣ 欄

を確認いただき, ｢京都府を除く｣ と記載さ

れていなければ, 対象者となるとした｡ 最後

に福州府医理事は, 京都市内の５, ６月の受

診者の解析データによると, メタボリックシ

ンドロームの基準該当者あるいは予備軍が３

割程度であるが, 血糖等の薬を服用している

方が多いため, 特定保健指導の対象者が12％

強と少ない現状を示した｡ また, 12％強の中

には, 要医療, 受診勧奨も含まれており, 血

糖や血圧で受診勧奨になっている場合は, 保

健指導よりも医療が優先されるので, すぐに

保健指導を実施することはない｡ 健診後すぐ

に保健指導を実施するのは１割弱であるとし,

その中で実際に保健指導を受ける方は少数で

あると思うので, 人数としては少なくなると

の見通しを示した｡ また, 被用者保険被扶養

者分の保健指導を自治体で行うかどうかにつ

いては, 自治体でできればベストであるが,

今の情勢では自治体で行えるのは少数派であ

るとした｡

内田府医理事は, まず後期高齢者医療制度

の問題点は, ①後期高齢者診療料, ②後期高

齢者特定入院基本料 (90日超入院の後期高齢

者), ③後期高齢者終末期相談支援料, ④滞

納者への証明証発行であるとした｡

後期高齢者診療料については, ｢主病は１

つ, 主治医は１人｣ という考えから, 将来的

に登録医・人頭払いに移行し, フリーアクセ

スの制限に繋がる恐れがあるとし, ５月に開

催された近医連定時委員総会第一分科会にお

いて, 日医に対し早急に改定要望する事項と

して ｢後期高齢者診療料の撤廃｣ を求めたこ

とを報告｡ また, 保険料滞納による資格証明

証発行については, 広域連合が保険者になっ

たことによって出現したもので, 保険料を支

払えるのに支払わないような悪質滞納者のみ

に発行するとしているが, トラブルは避けら

れないとの見通しを示した｡

また, 制度の運営の仕組み等について説明,

厚労省社会保障審議会 ｢後期高齢者医療の在

後期高齢者医療制度について



2008年(平成20年)９月15日 No.18936

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

り方に関する特別部会｣ の最終答申の留意す

べき事項の中の ｢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｡｣ との文言は,

｢制度運営が厳しくなれば給付制限もあり得

る｣ とも読めるとの認識を示し, このことが

この制度の問題であると指摘した｡ 最後に,

民主党は運用面の問題から老健法に戻すよう

主張しているが, 財源の議論がない点が問題

であることを指摘した｡

加えて安達府医副会長は, 日医が６月に日

本経済新聞と読売新聞に全面広告を出したこ

とを報告｡ 日医が提唱しているのは, 医療費

のうち保険料・窓口負担を１割, 残り９割を

公費で賄うことであるが, 我々は公費９割に

することにより, 国家の財政状況や政策のあ

り方によって枠を縮める事が可能であること

が問題であると指摘した｡ 日医としては国保

と政管へ国家予算からの補助金を出さずに全

てを後期高齢者医療制度に充てれば, 財政バ

ランスが取れて締め付けがないとしているが,

それだけでは政策的な給付制限がないという

保証にはならないと危惧した｡ また, 団塊の

世代が後期高齢者になった場合に保険料が増

加することが取り上げられているが, 運用の

仕組みである保険料・窓口負担１割, 公費５

割, 支援金４割の配分率を変更しない限り増

加しないはずであるとし, 加入者が増加した

際に問題となるのは, 少子化により負担が大

きくなる現役世代の支援金であるとした｡ 将

来的に医療の範囲が広がれば, 当然全体の枠

も広がるので保険料も増加するが, その増加

をカバーするには日医案の９割が有力な考え

方の一つではあるとの見解を示した｡

地区から, 75歳で切らずに制度を一本化で

きないのかとの質問に対し, 安達府医副会長

は, 保険者統合は必要であるとの見通しを示

した上で, 今後議論を進めていかなければな

らないとした｡

また, 10月19日に開催する京都府医療推進

協議会主催のイベントで ｢後期高齢者特定入

院基本料｣ 等を取り上げることを示した上で,

後期高齢者特定入院基本料, 障害者施設等入

院基本料について説明｡ 10月以降, 後期高齢

者の脳卒中の後遺症の患者および認知症の患

者の入院期間が90日を超えた場合, 診療報酬

が減額される取り扱いについて, 中医協で凍

結が承認され, 来週辺りにその内容が通知と

して出てくる見通しであるとし, 障害者施設

等入院基本料の対象疾患から脳卒中の後遺症

の患者および認知症の患者を10月以降除外す

るとなっていることについても凍結するかを

注視するとしつつも, 現実には難しいのでは

との見通しを示した｡ さらに, 厚労省は障害

者施設等入院基本料の対象疾患として, 平成

20年４月から新たに重度の意識障害が対象に

なることが追加されたことを報告｡ 厚労省と

しては, 重度の意識障害のある脳梗塞後遺症

の患者だけが医療療養病床に入院することが

可能で, それ以外は社会的入院という考えな

ので, 平成18年度改定で道を狭め, 逃げ込ん

だ障害者施設等入院基本料算定での病棟運営

に対しても20年度改定で最後の道を絶ったと

の見解を示した｡

その他, 地区から, 妊婦健診の費用が少な

いことや, 府県によってその内容および費用

が異なること, また, 出産育児一時金受取代

理制度の事前申請や支払いが遅いことについ

ての意見要望があった｡

診療報酬請求上の留意点を紹介

引き続き行われた保険医療懇談会では, 西

村府医理事から ｢適正な保険診療のために｣

と題して, 個別指導における指摘事項等に関

する資料を提供し, 具体的な事例を紹介した

上で, 診療報酬請求上の留意点について注意

喚起した｡

�������

地区からの意見要望



すでに, 大野病院事件については京都医報に２回連載してきたが (Ｈ18年６月15日号とＨ20

年４月１日号), 今回８月20日(水) に福島地裁第１審で被告加藤克彦医師 (40歳) に無罪の判

決がでたあと, 福島地検は８月29日に控訴を断念する旨を発表し, 無罪確定となった｡ ここに

前回に引き続きその後の経過を報告するとともに, 結果についての感想を述べたい｡

(周産期医療の崩壊をくい止める会：代表 佐藤 章 福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座教授 http://plaza.
umin.ac.jp/̃perinate/cgi-bin/wiki/wiki.cgi のホームページを参照)

第１回～第12回公判：平成19年１月26日(金) 福島地裁～平成20年１月25日(金) (既報)

第13回公判：３月21日(金) 検察側の論告求刑

業務上過失致死の成立と, 異状死届け出義務違反の両方があるとし, 加藤医師に

禁固１年,罰金10万円を求刑した｡ 検察側は公判の証言と,弁護側の主張を否定｡

第14回公判：５月16日(金) に弁護側が最終弁論

｢加藤医師は業務上過失致死罪及び医師法違反の罪のいずれについても無罪｣ と

主張｡

第15回公判：８月20日(水) 福島地裁第１審は被告加藤医師に無罪判決｡

判決骨子：１. 子宮に癒着した胎盤の剥離を継続したことは, 標準的医療措置

２. 胎盤剥離を中止する義務はなかった

３. 被告が警察に報告しなかったことは医師法違反罪に当たらない

ここで, 大野病院事件公判の争点について見ると
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福島県立大野病院事件 無罪確定となる

医療安全 (産婦人科) 担当理事 岩� 武輝

公判の経過

被 告 側 検 察 側 判 決

１.予見可能性

術前診断の難しい癒着胎盤
だった｡ 胎盤剥離中に出血
量は増えておらず, 大量出
血は予見できなかった｡

術前検査で癒着胎盤を認識
していた｡ 遅くとも, 剥離
開始の時点で大量出血を予
見できた｡

術前, 被告は癒着胎盤であ
る可能性は低いと認識した｡
術中に癒着と判明｡ 無理な
剥離による大量出血の可能
性は知っていた｡

２.結果回避義務

臨床現場では, 一度剥離を
始めたら中止しない｡ 出血
は剥離によるものとは限ら
ない｡

剥離をやめ, 子宮摘出に切
り替えるべきだった｡ 剥離
を続け, 失血死させた｡

出血は胎盤剥離によるもの
だが, 直ちに剥離を中止し
て子宮摘出に移行すること
は当時の医学準則ではな
かった｡

３.警察への届出
過失はなく, 届出義務はな
かった｡

異状死の届け出を定めた医
師法21条に違反する｡

診療行為に過失はなく, 異
状死には当たらないため届
け出義務はない｡



2008年(平成20年)９月15日 No.18938

理
事
解
説

※注：｢２.結果回避義務｣：医学的準則と胎盤剥離中止義務について

｢本件の判決では, 癒着胎盤の剥離を中止し, 子宮摘出手術などに移行した具体的な臨床

症例は検察官, 被告側のいずれからも提示されず, 法廷で証言した各医師も言及していない｡

臨床に携わる医師がその場面に直面した場合, ほとんどの者がその基準に従った医療措置を

講じているといえる程度の一般性, 通有性がなければならない｡ また, 医療行為が患者の生

命や身体に対する危険性があることは自明だし, そもそも医療行為の結果を正確に予測する

ことは困難である｡ 医療行為を中止する義務があるとするためには,検察官が,当該行為につ

いて危険があるということだけでなく, 当該行為を中止しない場合の危険性を具体的に明ら

かにしたうえで,より適切な方法が他にあることを立証しなければならず,このような立証を

具体的に行うためには少なくとも相当数の根拠となる臨床症例の提示が必要不可欠だといえ

る｡ 被告が胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとはいえない｡｣

この内容は, かなり専門的で臨床現場にいる医師でないと分かりにくい｡

本件に類似した症例で, 母体死亡となった事例 (20歳代で帝王切開時に胎盤を剥離するこ

となく子宮全摘術を施行した事例) が, 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の評

価結果に掲載されている｡ (http://www.med-model.jp/kekka.html 参照)

※注：｢３.警察への届出｣ について

公判の争点の一つとなった警察への届出については, 医師法21条にいう異状とは, 法医学

的に見て普通と異なる状態で死亡していると認められる状態にあることで, 治療中の疾病で

死亡した場合は異状の要件を欠く｡ 本件は癒着胎盤という疾病を原因とする, 過失なき診療

行為によっても避けられなかった結果であり, 異状がある場合に該当するとは言えないと解

釈し, 医師法21条に違反しないとした｡

学会団体声明：日本産科婦人科学会 日本産婦人科医会 日本医師会

全国周産期医療 (MFICU) 連絡協議会 日本生殖医学会 その他

メディア関係(http://d.hatena.ne.jp/tadano-ry/20080820)：

時事通信 朝日新聞 産経新聞 読売新聞 毎日新聞 医療介護ＣＢニュース

共同通信 東北地方のブロック紙・河北新報 ＮＨＫニュース ＦＮＮニュース

ＴＢＳ 日本テレビ テレビ朝日 その他

第１審無罪に対する声明・見解発表・報道：８月20日～21日

日医の定例記者会見 (府医会員ＭＬの ｢府医通信｣ に掲載, ８月28日)：
��������	
�������������������� !"


８月20日記者会見を行い, まず, 亡くなられた患者とその遺族に対して, 改めて哀悼の意を
表明｡ そのうえで, 今回の裁判所の判断は妥当なものであるとする日医の見解を明らかにした｡
今後については, 今回の判決を契機として, 現在議論がなされている新たな死因究明制度に

おける原因究明と再発予防に向けた取り組みを法制化し, 医療の管理を今までのような刑事司
法が行うのではなく, 専門家集団である医師自らが行う仕組みの構築を目指していきたいとの
考えを表明｡ さらに, 医療の専門家である医師には, 医療事故の防止に努めるとともに, 医療
を受ける患者と真摯に向き合い, 相互の理解に努め, 医師・患者間の溝を埋めていくよう, 一
層の努力をしていくことを求めた｡ (一部省略)
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日本産科婦人科学会も同様に, 妥当な判決であり, 昨今の萎縮医療の進行に歯止めがかかる

ことが期待されると声明した｡

遺族の父親は, ｢父として残念な結果と受け止めるとともに, 今後の医療界に不安を感じざ

るを得ない｡ 私に事件の決着はない｡ 医師と患者の双方を不幸な事故から守るためにも, 娘の

事故の徹底的な検証と, リスクのあるお産の指針づくりを行政と医療界に求めていきたい｣ と

その心境を述べている｡

��������	
����������｢患者さんに対して, 信頼して受診していただいた

のに, お亡くなりなるという最悪の結果になったこと, 本当に申し訳なく思っています｡ また,

ご家族の皆様には大変つらい思いをさせてしまい, 誠に申し訳ありませんでした｡ 本日, 裁判

所には真剣に審議されてきちんとしたご判断をしていただいたことに深く感謝を申し上げます｡

今日の日を迎えることができましたのは, 精神的に支えてくださったたくさんの方々のおかげ

です｡ この場をお借りしてお礼申し上げます｡ 各学会, 全国各地の医師会の先生方におかれま

しては, 医療現場が大変な状況であるにもかかわらず, 様々な形で応援していただきましたこ

とに深く感謝申し上げます｡ (途中省略) 今後, 地域医療の現場において患者さんにできるこ

とを私なりに精一杯やっていきたいと思います｡ 改めまして, 患者さんのご冥福を心よりお祈

り申し上げます｡｣

医療事故の被害者団体からは ｢無罪で良しとするのではなく, 安全な医療を実現するために

何ができるか考えるべきだ｣ などと, 医療界に対する注文が相次いだ｡

８月29日(金) 福島地検は控訴断念を発表, 無罪が確定する｡ 無罪確定後, 日本産科婦人科

学会は妥当な判断と評価, 今後, 診療体制のさらなる整備と母児ともに救命できる医療の確立

を目指して最大限の努力を続けていくとの声明を発表｡

筆者も産婦人科医師の立場から, 無罪判決が確定されて, ほっとしている｡ 前置胎盤に加え,

さらに癒着胎盤についての術前診断と術中の対応は, かなり専門的で症例毎に個別的と考えら

れ, 一律的に標準化できない｡ 医師法21条についても, 今回の判決は, 異状死届け出義務違反

について刑罰を科す場合の基準を暗に示した判決ではあるが, 何を届け出るべきかという点に

関しては全く言及していない｡今後,死因究明制度創設に向けた医療安全調査委員会設置法案第

三次試案の中でももっと踏み込んだ議論がなされ, 今後に大きな影響を与えるものと思われる｡

この事件の福島県警の捜査・逮捕に対しては, 事件後１年２ヵ月も経ってからであり, ｢証

拠隠滅や逃亡の恐れはなく, 逮捕は不当だった｣ と, 医療界が強く反発するのは当然といえる｡

事件は, 治療における医師の判断, 手術法の選択にまで捜査当局が踏み込んだ形となり, 公判

の経過と判決からも類推できるように, この刑事事件への警察・検察の関与は慎重さと適切さ

を欠き, 結果は重大である｡

前述の経過, 意見から読みとれるように, それぞれの立場で意見, 感想が述べられている｡

まだまだ違う意見を持ち合わせている専門家, 一般人もいると考えられる｡ いずれにせよ, こ

のようなお互いに不幸な結果にならないように, 医療の質と安全性を確保すべく早急に関係す

る法律, システムを整備し, 京都府医師会が推奨している患者－医師の信頼関係をいろいろな

機会, 対話を通じて更に強いものにしていかなければならないと考える｡

(平成20年９月５日 記)
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医師として最新の医学的知識と技術を身につ

けておくことは不可欠であり, 日本医師会がそ

のための生涯教育制度を国民に理解・支持され

る形で確立することもまた当然の責務である｡

しかし多種多様な医師の集団である日本医師

会として, 各医師の責務・立場に応じた生涯教

育を支援することと, いわゆる ｢総合医｣ の認

定制度を設けることとは全く別次元の問題であ

ることをまず指摘しておきたい｡ 全ての医師が

｢地域医療, 保健, 福祉を担う幅広い能力を有

する医師｣ になることは非現実的である以上,

本認定制度案を ｢これまでの生涯教育制度のバー

ジョンアップ｣ として扱うことは妥当性を欠く

ものと考えられる｡

以下３つの視点に従って, 本会の意見を述

べる｡

(１) ｢地域医療｣ と認定医制度

前回のアンケート調査にあたり, 本会は地域

による医療資源の格差の厳然と存在する中での

全国一律の画一的な認定医制度創設の妥当性に

疑問を呈した｡ 今回示された認定医の名称案12

案のうち, 実に10案まで ｢地域｣ の名称が含ま

れることは, 厚労省の ｢総合科｣ 案との混同を

さける意図は別として, 各々の地域に応じた医

療の提供の重要性を認識された結果と思われる｡

しかしながら, 名称への配慮は認めるとして,

医療の地域間格差が大きな問題となっている中

で, 本認定医がどのような役割を果たし, 本認

定医以外の医師との関係がどのようなものにな

るのかなど, 地域の医療提供体制の中での本認

定医の位置付けについての具体的な提示は全く

見られず, したがってその必要性についての根

拠は薄弱なままである｡

認定要件一つをとってみても, 一般学会の認

定・専門医制度は, 医療提供体制の状況とは独

立して, 一定の知識・技術を有することを認定

するものであり, 地域による差のない認定要件

が求められる｡ 一方, 本案に示される認定医制

度が, 地域事情に応じた実効性のある実地医療

の提供能力を担保するとの趣旨であれば, 例え

ば, 大都市における認定医と過疎地における認

定医の要件は当然異なったものになることが想

定されよう｡ また, 地域に応じた医療体制の確

立に各都道府県医師会, 郡市区医師会が中心的

な役割を果たしていることを考えれば, 認定の

ためのコース, 認定主体などにおいて, 各都道

府県医師会あるいは郡市区医師会が強く関与し,

｢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)について

学術生涯教育担当理事 小野 晋司

理
事
解
説

前号 (平成20年９月１日号), 標記認定制度についての概要およびＱ＆Ａ (日本医師会作成)

を紹介した｡

現在, 日本医師会では各都道府県医師会に意見を求めているが, 府医としては, 本制度(案)

は多くの問題点を抱えていることからも, ｢創設すべきではない｣ との考えに変わりはない｡

今回, 府医では以下のとおり見解をとりまとめ日医に提出したので報告する｡

���������	
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地域の実情に合った要件を満たすことが求めら

れるであろう｡ しかしこれらの点を考慮してい

くと, そもそも全国一律の認定医制度そのもの

の必要性が真にあるのであろうか？

本会としては, 認定医の名称のみ ｢地域｣ を

冠したところで, 全国一律の画一的な認定医制

度の問題点はなんら変わらないことを再度主張

せざるを得ない｡

(２) ｢医師会｣ と認定医制度

認定医の質の担保は,“国民に理解・支持さ

れる制度の確立をめざす”との本案の根幹をな

す課題であるが, 本制度案を見る限り極めてお

ざなりなものといわざるを得ない｡ 例えば内科

系 subspecialtyの専門医の前提条件となる内科

認定医 (日本内科学会) の要件すら, はるかに

厳格・緻密である｡ 具体的な履修方法も, 現状

の講演会等を列記したのみである｡ このような

制度設計で, ｢地域医療, 保健, 福祉を担う幅

広い能力を有する｣ 認定医の質が真に担保され

るとは到底考え難く, いわんや広く国民の理解・

支持を得られるとも思われない｡ ｢生涯教育カ

リキュラム(案)｣ の内容の精細さに比し, その

習得のための認定制度の安易な設定は著しく整

合性を欠く｡

地域医療, 保健, 福祉を最前線で担っている

医師会として, 独自性と実効性のある認定医制

度の創設を目指し, とりわけ地域医療における

本認定医の役割を重視するのであれば, 先に述

べたように都道府県医師会あるいは郡市区医師

会の強い関与も含め, 認定制度と医師会活動と

の一体性をはかるとの視点が必要と考えられる｡

｢医師会｣ 認定の独自性・実効性がなく, 単

に厚労省に先駆けて制度を創設するのみでは,

国民の理解・支持は得られず, 厚労省による制

度の利用に道を開くものとなりかねない｡

(３) ｢勤務医｣ と認定医制度

医師会活動における開業医と勤務医の密接な

連携は, 昨今特に強く望まれるところである｡

学会認定資格の取得・維持に多くの勤務医が多

大な時間と労力を費やしている現状を見るとき,

いわゆる総合医の認定制度は勤務医にとっても

非常に大きな関心をもたれるものとなることは

容易に推測される｡

しかしながら, 本制度案を見る限り, 勤務医

の位置付けについての考慮が全く見出されえ

ない｡

医師会は, 医療・介護・福祉の連携をはじめ,

保健医療の実務や地域の健康づくり, 感染対策,

在宅医療など地域医療の実務を担っているが,

勤務医はそうした実情を認識する機会がほとん

どないのが現状である｡ 勤務医の多くは医師会

に加入する意義を見出すことに困難を覚えると

言われる｡ こうした中で, 本認定制度に医師会

として勤務医の位置付けやその参加への期待が

全く考慮されないようでは, 勤務医の失望を招

くことは必至であろう｡

研修医など卒後まもなく帰属意識の低い医師

を含め, ひろく勤務医に ｢医師会｣ 認定医の意

義を認識させ, あわせて医師会活動への関心,

理解, 参加をうながすような制度設計がなけれ

ば, 本認定医制度は開業医と勤務医の連携強化

どころか両者の分断に利用される危険性さえ含

んでいる｡

以上のような視点でみる時, 本案に示される

認定医が適切な医療提供体制の構築との課題に

応えるものとは考えられない｡ また本案のよう

な制度設計により ｢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

制度となることがどのように担保されるのか,

全く明らかではない｡ 地域の医療提供体制の中

での本認定医の位置付けについての具体的な検

討, 提示がなされないまま, 拙速に認定制度が

開始されれば, その空白を補う形で厚労省が本

制度を巧みに利用することを阻止し得ないと考

えられる｡

以上のような論点より本会は本案認定制度を

創設すべきではないと再度主張するものである｡
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1. はじめに

2008年も春先より麻疹の流行が見られ, 全
国での報告数は, 8月現在, すでに1万人を超
え昨年より大幅に増加している｡ 2012年の麻
疹排除に向け, 中学1年生, 高校3年生を対象
としたMRワクチンの2回目接種も開始され
たが, 接種率はなかなか向上しないようであ

る｡ 大学への入学前や, 学校・医療関連施設

への実習前に, 麻疹や風疹などの抗体検査を

受けるよう勧める大学・施設が増え, 各医療

機関にも抗体検査を希望する学生の相談が増

加している｡ しかし, 各疾患に対する免疫の

有無をどの抗体検査で調べればよいか明確な

指針は示されていない｡ この拙文では, 麻疹,

風疹, 水痘, ムンプスの4疾患, 特に麻疹を
中心に, 罹患時に診断するために使用する抗

体検査と, 各疾患に対する免疫の有無を判断

するために使用する抗体検査について考えて

みたい｡

2. 診断のために使用すべき抗体検査

一般医家が施設内で, もしくは外部検査会

社に委託して種々の抗体検査を行う場合, 施

行できる検査には限りがある｡ 麻疹に関して

選択できるものには, 麻疹に対する IgG抗
体と IgM抗体を EIA価として, その有無を
判断する EIA法 (Enzyme-Immunno-Assay,
酵素免疫法), 麻疹に対する IgG抗体を半定
量 (16倍, 32倍など) の形で判断する HI法
(Hemagglutination Inhibition test, 血球凝
集抑制反応)・NT法 (Neutralization Test,

中和反応)・CF 法 (Complement Fixation
test , 補体結合反応)・PA 法 (Particle
Agglutination test, ゼラチン粒子凝集反応)
がある｡ このうち PA法は, 国立感染症研究
所による麻疹抗体保有率調査の際に用いられ

ている方法であるが, 一般の外部検査会社で

は実施しないことが多い｡ したがって, 一般

医家が選択できる抗体検査は, EIA 法, HI
法, NT法, CF法の4種が主体となる｡ この
中で, さらに CF法は感度が低いため, 免疫
の有無の判断に使用するべきではないし, 種々

のウイルス感染症の診断にも可能なら使用を

避けたほうがよいと考えている｡

麻疹を例にとると, 診断のゴールドスタン

ダードは, 咽頭拭い液や血液からのウイルス

分離であり, 次いで PCR法によるウイルス
核酸の検出になるが, 現在の保険診療では実

施できない｡

抗体検査で診断する場合, 時間を要するが

確実な方法は, 約2週間の間隔をおいた急性
期と回復期の血清を, ｢ペア血清｣ として同

時に検査会社に提出し, 麻疹 IgG抗体を半
定量的に測定する検査, すなわち, HI法,
NT法, CF法のいずれかを行うことである｡
回復期にかけて IgG抗体量が急性期の4倍以
上上昇していれば麻疹と診断できる｡ 採取時

期の異なる血清を同時に検査に提出するのは,

異なる検査日の異なる検査技師による検査誤

差を回避するためであるが, 実際の保険診療

上は, 血清の採取当日にそれぞれ提出し検査

せざるをえないであろう｡ HI法, NT法,
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CF法の中で, NT法は, 実施に手間と時間
を要するため (結果を得るまで2～3週間かか
る), 臨床の現場では不向きである｡ したがっ

て, 麻疹を診断する際に, 麻疹 IgG抗体を
測定する方法として選択できるのは, HI法
と CF 法であるが, 筆者は感度の問題から
HI法を好んで使用する｡
一方, EIA 法は, IgG 抗体と IgM 抗体を

EIA価として, 比較的速く結果が得られるた
め, 麻疹の診断では頻用されている｡ 麻疹ワ

クチン未接種かつ麻疹未罹患患者の急性期に,

IgMの EIA価が基準を超えて十分上昇して
いれば, ワンポイントで検査診断が完結する｡

ただ, 麻疹 IgM抗体は発疹出現後3日で検出
され, 発疹出現後30日で検出されなくなり,
一方, 麻疹 IgG抗体は発疹出現後7日以降に
検出され, 発疹出現後14日でピークになると
されているので, EIA法を選択するなら検査
時期に注意したい｡ また, 麻疹 IgM-EIA価
と IgG-EIA 価の両者とも抗体の定量的な数
値ではないので, ペア血清で有意な上昇を判

断することはできない｡ ペア血清で急性期に

IgM-EIA 価ないし IgG-EIA 価が陰性で, 回
復期に十分陽性を示せば麻疹と診断できるの

みである｡

以上のことを踏まえた上で, さらに EIA
法の問題点を指摘したい｡

(1) 麻疹 EIA法 (IgM) は感度が良いため
偽陽性を生ずることがある

反復する RSウイルス感染後, 帯状疱
疹, 風疹, エンテロウイルス, ヘルペス

ウイルス, サイトメガロウイルス, EB
ウイルス, ヒトエリスロウイルス (パル

ボウイルス) B 19感染などで偽陽性が報
告されている｡ EIA価として, カットオ
フ値をやや越えた2.0～4.0程度を示すこ
とが多い｡ 偽陽性が疑われる場合の麻疹

の確定には, 他の方法 (HI法や CF法)
で IgG抗体の有意な上昇 (4倍以上) を

確認する｡

(2) 修飾麻疹では急性期に麻疹 IgM-EIA価
が上昇しないことがある

麻疹ワクチン接種者などに発症した麻

疹, すなわち修飾麻疹では, 典型的な臨

床症状が現れず臨床診断が難しい｡ しか

も IgM-EIA 価が十分上昇しないことが
ある｡ この場合も, 他の方法 (HI法や
CF法) で IgG抗体の有意な上昇 (4倍
以上) を確認する必要がある｡ 修飾麻疹

の場合, 急性期の血清で麻疹 IgG-EIA
価が異常に高値を示すことがあり, 修飾

麻疹を疑う目安となる｡

以上をまとめると, 抗体検査で麻疹を診断

するには, 時間を要する場合もあるが以下の

ような方法が実際的かもしれない｡

(1) まず, 急性期の適切な時期に, 麻疹
IgM-EIA 価 (と麻疹 IgG-EIA 価) を測
定した上で, 念のため急性期の血清を保

存する｡

(2) もし, IgM-EIA価がカットオフ値を十
分超えて陽性 (5.0前後以上) なら麻疹
と診断する｡

(3) もし, IgM-EIA価が陰性ないし偽陽性
も疑われる程度の上昇なら, 急性期の保

存血清と, 初回採血より約2週間後の回
復期の血清とをペアにして, HI法ない
し CF法で IgG抗体を測定し, 回復期に
かけて4倍以上の上昇を認めれば麻疹と
診断する｡

もちろん, 初回に IgM-EIA価が陰性で2回
目の採血で十分陽性化した場合, また, 初回

に IgG-EIA価が陰性で2回目の採血で十分陽
性化した場合も, 麻疹と診断できる｡

その他のウイルス疾患では, 風疹の診断も

麻疹と同様に EIA法を基本に行い, 初回採
血で診断が難しい場合に, ペア血清中の風疹
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IgG抗体の上昇の有無を HI法などで調べる｡
水痘とムンプスは臨床症状や所見から診断す

ることが多いが, 抗体診断を行うなら EIA
法を使用する｡

3. 免疫の有無を判断するために使用すべき

抗体検査

麻疹に対する免疫の有無を判断するには,

どの抗体検査を使用すればよいのだろうか？

前項で述べたように, PA法は外部検査会社
ではほとんど実施していないので, 一般医家

が利用できるものは, EIA法, HI法, NT法,
CF法の4種である｡ この中で, 診断はとも
かく, 免疫の有無を判断するために CF法を
使用してはならない｡ 感度が低いからである｡

HI法は, 以前免疫の有無を判断する上でよ
く用いられたが, 明確な麻疹罹患歴のある者

においても陰性結果を示すこと (偽陰性) が

あるため, 現在ではあまり使用されていない｡

したがって残るのは EIA法と NT法である｡
まず, EIA法で測定される抗体は, 麻疹

に対する防御抗体を示すものではなく, また

測定結果は EIA価で表示され, 抗体量では
ないため, EIA価でどの程度なら防御抗体を
十分保有し麻疹に対して ｢免疫がある｣ と判

断されるか, まだ明確な基準はない｡ 現在,

国立感染症研究所で, デンカ生研キットを用

いた標準化作業が行われているが, 非公式な

見解としては, 麻疹に対して ｢免疫がある｣

と判断するには, EIA価は ｢2桁｣ 以上, す
なわち10.0以上を示す必要があるようだ｡
他方, NT法で半定量的に測定される抗体

は, 麻疹に対する防御抗体を示しており, 通

常4倍以上あれば, 麻疹に対して ｢免疫があ

る｣ と判断できる｡ しかし, この NT法は,
EIA法より安価であるが, 検査に時間と労力
を要するため, 大量検体の処理は不可能であ

るし, 採算を考える検査会社も実際受託しな

い｡ したがって, 筆者は, 個別で相談に来院

する学生で, 時間に余裕がある場合には NT
法を選択し, 高価でありやや信頼性に欠ける

が, 時間の余裕のない学生には IgG-EIA 価
測定を選択している｡

その他の疾患では, 風疹なら HI法で測定
される抗体が防御抗体を示すと考えられ, 一

般には16倍以上, 医療関係者なら32倍以上を
｢免疫あり｣ としている (安全側に立ち, 一

般人でも32倍以上とする専門家もいる)｡ 水
痘とムンプスでは, 一般には各疾患に対する

IgG-EIA価で判断することが多い｡ やはり麻
疹と同様 ｢免疫あり｣ とされる EIA価の基
準が定まっておらず, ｢6.0以上｣, ｢8.0以上｣
と設定する施設が多い｡ 基準を高く設定すれ

ばワクチン対象者が増え, 低く設定すると免

疫を十分保有していない者をとりこぼしてし

まう危険性があり, 対処は難しい｡ ただし,

水痘の場合, 風疹の HI法に相当し, 十分防
御抗体を反映する IAHA法 (Immune Adherence
Hemagglutination test, 免疫粘着赤血球凝集
反応) があり, 外部の検査会社によっては実

施するようだが, 数は非常に少ない｡

以上の内容を表の形でまとめる｡

4. おわりに

入学前や実習開始前に大学や施設が学生に

抗体検査を強制する最近の流れは, やや行き

過ぎのような印象が否めない｡ 各抗体検査で

の判断には限界があり, 各疾患が100％発症
しないことを保証するものではない｡ 抗体検

査はすべて自費検査となるため, 学生ならび

にその家族には大きな負担を強いる｡ 施設に

よっては, 初回の抗体検査を行い, 抗体価が

低ければワクチン接種を命じ, さらにワクチ

ン接種により抗体が上昇したかどうかを確認

させるところもある｡ 学生, その家族には更

なる負担である｡ そのような体制で臨むより

も, まず記録上のワクチン接種歴を正確に把

握し, 麻疹風疹なら明確な罹患者は除き, 1
回接種した記録があれば2回目の追加接種を,
過去に接種歴がないか不明の場合は, 間隔を

あけて2回の接種を目指すべきではないだろ
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うか？ 時間とお金の無駄も省けると思う｡

国や行政による指導を期待したいところで

ある｡
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疾 患 抗体検査法 ｢免疫有り｣ の基準

麻 疹
EIA 法 10.0以上 (EIA 価)

NT法 4倍以上

風 疹 HI 法 16倍以上 (医療従事者は32倍以上)

水 痘
EIA 法 6.0以上または8.0以上 (EIA 価)

IAHA 法 4倍以上

ムンプス EIA 法 6.0以上または8.0以上 (EIA 価)

表 各疾患に対する免疫保有の有無を調べる抗体検査法
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【この検査の背景(基礎)】

食事由来のカイロミクロン (CM) や肝臓
由来の超低比重リポ蛋白 (VLDL) は中性脂
肪 (TG) を多く含むリポ蛋白であり, 血管
内皮に存在するリポ蛋白リパーゼ (LPL) の
作用により各々CMレムナント (CM-R) お
よび VLDLレムナント (VLDL-R) に変換さ
れます｡ これらのレムナントは健常人では速

やかに代謝されますが, CMや VLDLの産生
亢進あるいは異化障害 (LPL 活性低下, レ
ムナント受容体活性低下等) が存在する場合

には血中レムナントが増加します (註：レム

ナントは“代謝が停滞して残っている物”と

いう意味であり, 英語の REMAINが語源と
されています)｡ CMは大型粒子のため (直

径≧70nm) 動脈壁に侵入することは出来ま

せんが, レムナントは粒子径が小さく動脈壁

を容易に通過します｡ さらにレムナントは酸

化 LDLと同様に動脈壁のマクロファージに
取り込まれやすく, その泡沫化を促進するこ

とが知られています｡ ポリアクリルアミドゲ

ル電気泳動による midbandの検出はレムナ
ントの臨床的検査法として知られていますが,

本法には定量性がありません｡ 一方, レムナ

ント様リポ蛋白コレステロール (RLP-C) は
レムナント分画中のコレステロール量として

レムナントを定量するものであり, 現在２種

類の検査法が保険収載されています｡

【検査方法と内容】

1993年に保険適用となった免疫吸着法－酵
素法は, アポＡ－１ (HDLや CMを構成す
るアポ蛋白) およびアポＢ－100 (VLDLや
LDL等を構成) を認識する抗体カラムを用
いてこの両者を有さない血清リポ蛋白を分離

し, 同分画中のコレステロールを測定するも

のです｡ しかし, 本法で対象となる分画には

レムナント以外のリポ蛋白も含まれる場合が

あることが知られています｡ 一方2006年に保
険適用となった酵素法は, 血清中のレムナン

トリポ蛋白のみを溶解して含有コレステロー

ルを測定する方法であり, 免疫吸着法－酵素

法よりも簡便で迅速性に優れているとされて

います｡

なお, 基準値はいずれの測定方法でも空腹

時で7.5mg / dL以下とされています｡

【臨床データ】

血清 RLP-Cの生理的変動に関しては, 70
才までは年令と共に高値となり, また50才ま
では男性の方が女性より高値となることが知

られています｡ RLP-Cは外因性レムナント
(CM-R) を含むために食事前後で測定値が
変動しやすく, 健常人では食後３～４時間で

血中濃度がピークとなります｡

動脈硬化性疾患におけるレムナントに関す

る知見としては, 例えば Framingham study
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では HDL-Cや LDL-Cよりも高レムナント
血症が強い危険因子であることが示されてい

ます (McNamara JR, et al. Atherosclerosis
154：229-237,2001)｡ 本邦においても, 冠動
脈疾患や糖尿病を有する患者では空腹時血清

RLP-C≧ 5.2mg / dLが high risk 域である
ことが明らかにされています (田中明. 医学
の歩み別冊：178-183,2002)｡ メタボリックシ
ンドロームでは危険因子数と RLP-C値の間
に関連性が見られることが報告されています

が(図１), RLP-Cは食事療法や運動療法に
よく反応するため, 特定保健指導の効果判定

にも有用と思われます｡

【保険収載内容】

保険収載：

平成５年10月１日 (免疫吸着法－酵素法)
および平成17年10月１日 (酵素法)
保険区分：生化学的検査(Ⅰ)

／血液化学検査Ｄ007 ｢29｣
保険点数：200点
検査目的：動脈硬化惹起性リポ蛋白であるレ

ムナントの定量

※免疫吸着法－酵素法または酵素法により実

施し, ３ヶ月に１回を限度として算定で

きる｡
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：メタボリックシンドロームの危険因子とRLP-C
(協和メデックス㈱社内資料より｡ RLP-C 測定値は“RemL-C"として表示)
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８月５日(火) 第１回産業保健委員会が開催され, 委員長に古木勝也氏 (福知山), 副委員長

に高山 茂氏 (京都北), 森口次郎氏 (中京西部), 西村俊一郎氏 (伏見), 酒井泰彦氏 (北丹)

の４氏が選出された｡

冒頭, 森府医会長は ｢産業構造の変化等, 労働者を取り巻く環境が大きく変化する中で, 今

後, 事業場における産業医の責任はますます増大するものと思われる｡ そのような状況の中,

産業医はどのような能力を必要とされているのか, また, どのような能力を持つ事が産業医の

社会的地位の向上につながるのか議論をする時期に来ていると思われる｡ また, 産業医を含む

我々医師には, 医療機関以外 (企業など) でも積極的に活動することが, 医師の社会的評価を

さらに高めるという発想も必要なのかもしれない｡ このようなことから, 『日本における産業

医の現状とその将来像』 を諮問事項とし, 『産業医学の現状評価・将来像』, 『世界と比較した

日本の産業医療』 などもあわせて討論していただきたい｡ 今期の産業保健委員会の提言は, 医

師会の今後の方向性においても重要と思われるので, 大いに期待したい｡｣ と述べた｡

森府医会長の意向を踏まえて, 今期の委員会では日本の産業医の現状と産業医の目指すべき

方向を多角的に検討し, 産業医からみた ｢社会と医師会のかかわりについて｣・｢医師会の目指

すべき方向性｣ など (臨床医学・医学教育・医療制度・産業医制度に対する医師会の役割など

も含む) についてまでを答申にまとめる予定である｡ 重要な諮問事項であるため, 産業保健委

員会だけでなく, 産業医部会幹事会および正副幹事長会においても積極的に討論してもらえる

よう働きかけて提言をまとめたい｡

産業医学および医療は, いわゆる総合診療としての要素が大きく, 産業医はジェネラリスト

としての能力を要求される｡ 職場環境の管理だけではなく, 一般社会の中で生じている臨床医

学上の問題点を指摘し, 将来の医療の方向性についても言及すべきべきであると考えている｡

産業医部会もさらに学術的要素を高め, 今後, 京都医学会に臨床医学部門として参加できるこ

とを期待している｡

�������
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�

日本における産業医の現状とその将来像

委�員�会�だ�よ�り�

＜産業保健委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

○高山 茂 (京都北) ○森口 次郎 (中西) 大山 孜郎 (伏見)
○西村俊一郎 (伏見) 大石 明人 (宇治久世) ◎古木 勝也 (福知山)
○酒井 泰彦 (北丹)
山下 恵子 (京都信用金庫本店 健康管理室)
西村 利之 (京都産業保健推進センター)

担当副会長 上原 春男 担当理事 畑 雅之・中野 昌彦・福州 修・三木 秀樹
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昨年新聞に ｢前立腺がん検診として PSA
検診は推奨しない｣ との旨の記事が厚労省の

見解として発表されたことを記憶されておら

れる方も多いと思います｡ 実はこの記事は間

違いだらけで, まず厚労省の見解ではなく,

厚生労働省がん研究助成金 ｢がん検診の適切

な方法とその評価法の確立に関する研究｣ 班

のドラフト案がリークされただけであった｡

この研究班は ｢死亡率減少効果の有無を判断

する証拠が現状では不十分であるため, 現在

のところ対策型検診として実施することは奨

められない｡ 一定の評価を得るまで公共政策

として取り上げるべきではなく, 現在実施し

ている場合, その継続の是非を再検討すべき

である｡｣ として, 事実上の住民検診中止勧

告であった｡ 死亡率減少効果を強く示唆する

地域相関・時系列研究や転移癌減少効果を証

明した RCTを軽視し,質の低い他の研究を採
用することで, 一貫した結果がないと結論し

たことに対し, この研究班に所属していた泌

尿器科医は猛反発し, 結局この研究班から全

員脱退している (私自身この研究班にいたわ

けでもなく, この原稿の表現にも間違いがあ

るかもしれません｡ その節はひらにお許し

を…)｡

これを受けて日本泌尿器科学会は医療の現

場を熟知する泌尿器科関係者を中心に, 日本

の他の学会, 研究会のみならず, 米国泌尿器

科学会, 欧州泌尿器科学会をはじめとして広

く海外からの支援も受けて, ｢前立腺がん検

診ガイドライン｣ を2008年に発刊した｡ これ

によると, ｢前立腺がんの本邦における現状

と将来予測, 検診の受診による利益と不利益

を広く住民に啓発した上で, 受診希望者に対

して最適な前立腺がん検診システムを提供し,

50歳以上の男性の PSA検診を推奨する｡｣ と
結論されている｡

新聞記事に ｢対策型検診として推奨しない｣

と大々的に報じられた後から, 外来診療の現

場では, ｢がん検診を受けてきたが意味がな

いらしい｣, ｢PSA検査は必要がない検査ら
しい｣ などなど, とんでもない誤解をされて

質問を受けることが毎日続いた｡ 患者さんは

ガイドラインが２つ存在することを知っただ

けでも, 何を信用してよいのか不安になられ

ることだろう｡ マスメディアにはウケ狙いで

はなく, なるべく誤解を与えないような, 細

部まで十分に配慮された報道を願いたい｡

私は一人の泌尿器科医として1995年から前

立腺がん検診に携わってきたが, がんの早期

発見, 早期治療がいかに重要であるかを目の

当たりにしてきた｡ もちろん過剰診断や過剰

治療などの解決していかなければならない諸

問題も存在するが, 治療成績は非常に良好で,

近い将来死亡率減少効果も証明されることを

信じて, 毎日の臨床に取り組んでいきたい｡

今年度から京都府医師会勤務医部会の幹事

を拝命いたしました｡ まだどのような活動を

していけばよいのかわかりませんが, 現在の

諸問題があふれる医療情勢の中, 一人の勤務

医として少しでもお役に立てるよう努力して

いく所存です｡ 今後ともよろしくお願い申し

上げます｡

２つの前立腺がん検診ガイドライン
済生会京都府病院副院長・泌尿器科部長 北村 浩二



2008年(平成20年)９月15日 No.189320

会
員
の
声

来年度の予算編成にあたって, ｢社会保障

費の年2,200億円抑制｣ が大きな問題となっ

ている｡ 医師会, 野党の主張に ｢2,200億円

削減｣ との表現が行われているが, 正確な表

現ではない｡ 予測される社会保障費の増加額

のうち2,200億円を抑制しようということで

ある｡ 現在の社会保障費から2,200億円削減

するということではない｡

｢低負担・高福祉｣ を求める世間の風潮は

大変困ったことである｡ どの政党が政権を取っ

ても実現できる話ではない｡ しかし, この資

源の乏しい国で, 国民が平和に暮らすために

は, お互いに ｢節約・節減｣ の精神が前提と

なる｡ 節減の対象は行政・道路工事だけでは

ない｡ 医療も当然対象となることを承知して

おかねばならない｡

私自身, ｢適切な医療と妥当な医療費｣ の

ためのガイドライン治療の必要性を1992年以

来主張してきた｡ ガイドラインに, 私が期待

したことは ｢投与薬剤数の適正化 (減少) 効

果｣ である｡ これは1972年８月ストックホル

ムのカロリンスカ病院から帰国して以来,

｢わが国では諸外国の３～４倍くらい投薬数

が多いのではないか｣ と思ってきたからであ

る｡ わが国でも数多くの疾患についてのガイ

ドラインが作成されているが, 残念ながら,

結果として, 投与薬剤数の適正化効果はみら

れていない｡ 外来診療におけるいくつかの疾

患についての平均投薬数の推移を表に示した｡

また, 私のみるところ, ガイドライン自体

｢高度な医療の実現を目指す傾向｣ が強く,

｢妥当な医療費は意識されていない傾向｣ が

強いことは, 町医者としては困ったことで

ある｡

定年後, 私は大学病院の医師から町医者に

転向した｡ 私は, 本来, 呼吸器科の医師であ

るが, 現在, 主な対象患者は喘息と高血圧で

ある｡ 町医者として10年近くが経過した経験

から, この際, 適切な薬剤数について再考し

てみることにした｡ 私の外来患者の本年６月

分の診療報酬明細書を取り出してみた｡ 喘息

は32名, 高血圧は44名である｡ そして, 平均

薬剤種類数は喘息は1.56, 高血圧は1.41であ

る｡ 全国平均は喘息5.35, 高血圧は4.44であ

る(表)｡ 私の患者の3.42倍, 3.14倍である

(図)｡ 私の患者が特に軽症か, あるいは私の

医療がきわめて不十分なものか考えてみたが,

心当たりはない｡ やはり, わが国では投薬数

が多いと言わざるを得ない｡

過度の多剤投与はただ医療費の問題だけで

はない｡ 複合薬による副作用がより懸念され

るところである｡ このような問題は, 支払基

金, 国保連合会の審査を通じて対応できない

かである｡ しかし, 同じ病名に対する薬剤の

場合, 作用機序の異なる薬剤であると査定の

対象にはならない現状があるようである｡

わが国の国民医療費約33兆円の内, 薬剤費

(投薬・注射) は約６兆円と推計される (厚

生労働省：平成17年度国民医療費, 平成17年

社会保障医療診療行為別調査)｡ 簡単な話,

わが国の医師が欧州の国民皆保険の国々と同

様な投薬を行えば, 薬剤費は年２兆円で済み,

４兆円の医療費が節減ができることになる｡

このような計算・見解が, 厚労省からも医師

会からも出てこないのは, 相応の理由がある

ことであろうが, 不思議なことである｡

７月15日の朝日新聞, 日本経済新聞, 23日

の読売新聞に, 日本医師会から ｢社会保障費

の年2,200億円の削減に反対する｣ との意見

広告が掲載された｡ 財源を示した主張ではな

い｡ 消費税増税に賛成とか, 何らかの裏付け

がない限り, 国の債務 (借金) を増やさせる

だけの主張になる｡ このような意見広告の以

前に, 我々, 医師は上述のようなわが国の医

療を包含している問題を直視して, 解決策を

考えるべき必要性が大きいことを主張してお

薬剤費の節減
－医療崩壊から脱するために－

中京東部 泉 孝英
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きたい｡ ３分の１にとまで言わなくとも, 薬

剤を, 医師自ら１割削減する姿勢だけで, 総

医療費から6,000億円捻出できる｡ 国民医療

費のうち, 国庫負担分は対１／４であること

を考えると, 2,200億円はこれだけでもかな

り解決できる金額である｡

各位のご一考を頂きたいところである｡

年 度 喘 息 肺 炎 高血圧 糖尿病 腰 痛

２００１ ４.９１ ５.２６ ３.３１ ３.５８ ４.００

２００２ ６.０２ ９.１８ ４.５２ ４.５２ ３.６９

２００３ ５.４６ ５.２７ ４.２３ ４.２３ ３.８５

２００４ ５.７４ ５.７７ ４.２４ ４.２４ ４.００

２００５ ５.４０ ５.４９ ４.１６ ４.４５ ３.３９

２００６ ５.３５ ５.４８ ４.４４ ４.５８ ３.６６

表 外来診療における薬剤種類数 (平均) の推移

[資料] 厚生労働省：社会医療診療行為別調査
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【参考】厚生労働省：平成19年社会医療診療行為別調査結果の概況より抜粋 (京都府医師会)

４ 薬剤種類数
薬剤種類数別件数の構成割合を院内処方, 院外処方別にみると, ｢１～２種類｣ が最も多く,
それぞれ43.8％, 39.6％となっている｡ １件あたり薬剤種類数をみると, 院内処方で3.57種類,
院外処方で3.87種類となっている｡ また, 年齢階級別にみると, 年齢が高くなるほど ｢７種
類以上｣ の割合が高い傾向となっている｡ (表18, 図20)

表18 院内処方－院外処方別にみた薬剤種類数別件数の構成割合・１件あたり薬剤種類数
(平成19年６月審査分)

総数 １種類２種類３種類４種類５種類６種類７種類８種類９種類
10種類
以 上

１件あたり
薬剤種類数

構成割合 (単位：％)

院内処方
(入院外・投薬)

100.0
(100.0)

22.5
(22.7)

21.3
(21.1)

16.8
(16.7)

12.4
(12.4)

8.7
(8.8)

5.9
(6.1)

4.1
(4.2)

2.7
(2.7)

1.9
(1.8)

3.8
(3.6)

3.57
(3.55)

一般医療 100.0 24.3 22.0 17.4 12.6 8.4 5.4 3.7 2.2 1.3 2.6 3.32

老人医療 100.0 16.6 18.8 14.9 11.6 9.5 7.6 5.4 4.3 3.7 7.7 4.38

院外処方
(薬局調剤)

100.0
(100.0)

19.4
(19.6)

20.2
(19.8)

16.6
(16.1)

12.6
(12.8)

9.3
(9.7)

6.6
(6.7)

4.6
(4.7)

3.3
(3.4)

2.4
(2.3)

5.1
(5.0)

3.87
(3.88)

一般医療 100.0 20.6 21.3 17.4 13.1 9.3 6.2 4.1 2.8 1.8 3.3 3.59

老人医療 100.0 15.5 17.0 13.8 10.8 9.0 7.8 6.4 5.1 4.0 10.7 4.79

注１) 院内処方は, ｢投薬｣ の出現する明細書を集計の対象としている｡ ただし ｢処方せん料｣ を算定して
いる明細書および ｢投薬｣ ｢注射｣ を包括した診療行為が出現する明細書は除く｡
２) 薬剤名無記載は, １種類としている｡
３) ( ) 内は平成18年６月審査分｡

｢会員の声｣ 泉先生のご意見についての府医執行部の見解

１) ｢社会保障費2200億円の削減｣ という表現について

ご指摘のように, 正確には ｢社会保障費の伸びの2200億円削減｣ と骨太の方針には記載さ
れています｡ しかしながら, 実質的な手法としては社会保障費を構成するそれぞれの分野か
ら国家予算の負担分として2200億円を減少させる方策がとられて来ていますので, 表記の表
現として全く誤りはないものと考えています｡

２) ｢削減の撤廃｣ に対する財源処置の説明が, 日医の主張にないという指摘について

政府方針としては, ｢５年間で1.1兆円の削減＝2200億円／年削減｣ と説明されていますが
実際には一度変更されたルールはそのまま持続するためその後も持続的な抑制効果を持ち続
け, 2002年に始まり2011年まで継続するとされたこの削減効果は実際にこの10年間で単純計
算でも2200億円×(10＋9＋8＋7＋6＋5＋4＋3＋2＋1)＝12兆1000億円になると算定されること
を, 以前から日医は公表しています｡ したがって10年間で2.2兆円と算定される削減目標は現
時点ですでに大幅にそれを超えている, というのが日医の主張であり, その多くが医療費削
減で賄われたことが今日の医療崩壊の主因である, という主張になっています｡ 府医として
もこれについては同様の見解です｡ (文責 保険担当副会長 安達秀樹)
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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, ９／１
号の京都医報では, 11時からの50分間を質問時間
としておりましたが, 11時15分からの50分間とさ
せていただきます｡
なお, １Ｆ101大会議室において口演演題発表

終了後に, メタボリックシンドローム関連の機器
等の展示を行います｡
※９／１号京都医報：付録 ｢第34回京都医学会｣
におきまして, 訂正がありましたのでお知らせい
たします｡

付録裏面＜特別講演＞松澤佑次先生の抄録
下から４行目
(誤) ｢されていることが1906年に発見…｣
(正) 下線部を ｢1996年｣ に訂正

１. 口演演題, ビデオ発表, 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) ・日本内科学会認定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30分
ところ 京都府医師会館 (中京区御前通松原下ル)
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７月に甲子園のヤクルト戦の帰りに阪急

京都線で人身事故によるダイヤの乱れを経

験しました｡ ８月にも関空への往路と数日

後の関空からの帰路にも人身事故によるダ

イヤの乱れを経験しました｡ そしてまた８

月下旬には阪急での人身事故が報じられて

いました｡

私は内科として開業しておりますが, 眠

剤やマイナートランキライザーを必要とす

る患者が多い事に慣れっこになっておりま

す｡ もちろん精神科の先生に紹介する例も

あります｡

当院の通院患者は高齢者が多いのですが,

多くの患者が器質的疾患とあわせて不安感

や抑鬱状態等の問題を抱えています｡ 後期

高齢者に関わる問題にとどまらず, 失職し

たり派遣社員になった息子達の問題, 嫁と

の人間関係, 徐々に進行するＡＤＬの低下,

自身を誰が介護してくれるのか等心配の種

は尽きません｡

比較的安価な老人ホームの入所はほとん

ど不可能との話も聞かされている一方, 有

料ホームに入るにはお金がない等, 平穏に

暮らしてはいけないようです｡

これらの問題は今の社会のあり方から派

生してきたものです｡ 経済的な立ち直りの

兆しがなくて, 親子関係が希薄になってし

まった状況にもかかわらず, 医療費抑制政

策は次々と実行されています｡

不景気の今日, 医療福祉費抑制策がこの

ような患者を増加させ, 延いては医療費を

増大させているように思います｡

(情報・企画・広報委員会委員長・伏見 岡本英四郎)
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EBMに基づく胃潰瘍診療ガイドライン第２版
－H.pylori 二次除菌保険適用対応－

胃潰瘍ガイドラインの適用と評価に関する研究班編集
2007.10 じほう 2,625円

本書初版 (2003年) は, 厚生労働省の21世紀型医療開拓推進事業

｢科学的根拠に基づく胃潰瘍診療ガイドラインの策定に関する研究班｣

によるもので, 近年におけるわが国の胃潰瘍診療の基本的枠組みを構

築する上で, 大きな役割を果たしてきました｡ しかしこの間, 特に問

題点として指摘されたわが国における診療上のエビデンスの有無, 治

療薬剤の保険適応の有無など医療現場からの要望に基づいて, 多くの議論を重ね今回はこれを

明示することで, 実地臨床にさらに役立てられると期待される改訂版となっています｡

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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PEG器具の種類とマネージメント
－ケアにおける要点とＱ＆Ａ－

西口 幸雄編集 2008.３ フジメディカル出版 3,150円

PEGはいまや医療, 介護の現場に欠くことの出来ない ｢必需品｣ と

なっています｡ PEGについての書籍はともすると専門的になりすぎ,
実際に在宅で看ている介護士や家族にわかりにくいとの批判もありま

した｡ 本書では Q and A 形式で臨床医はもちろん, 医療職以外の人
にも理解しやすい内容となっています｡

カプセル内視鏡カラーアトラス
－小腸病変の精細視野を拓く－

日比 紀文監修 緒方 晴彦, 大塚 和朗編集 2007.10
診断と治療社 3,360円

消化器疾患において小腸疾患は近年最も注目される領域の一つとなっ

ています｡ カプセル内視鏡やバルーン付小腸内視鏡の登場により, こ

れまで暗黒大陸と呼ばれていた小腸にも結構病変が多いことがわかっ

てきたからです｡ 本書では, カプセル内視鏡の具体的使用法をはじめ

として, 読影のポイントについては内視鏡画像を提示することで解説

されています｡ 今後その使用が飛躍的に増加するものと推測され, 消化器系医師に限らず臨床

医にとって必読の書と考えます｡

消化管内視鏡治療 －これは困ったぞ, どうしよう！－

松井 敏幸編著 2007.10 中外医学社 8,925円

現在消化管領域において, 内視鏡治療が重要な役割を担っているこ

とに非を唱える人は誰もいないでしょう｡ しかしこの治療の現場にお

いて, まだまだ様々なトラブルや疑問に遭遇することが多々あります｡

本書ではその道の第一人者が, 今までのような定型的なものではなく,

内視鏡診療, 治療を出来るだけわかりやすく図解を重視して説明して

います｡ 初心者にもベテランにも役に立つ書と思います｡

(京都消化器医会 小川欽治)
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京都南座で行われる ｢顔見世｣ (11月30日～12月26日) のチケットを, ご好評につ

き本年も会員各位に府医が一部補助を行い, 下記の価格で斡旋販売いたします｡ でき

るだけご希望に応えられるよう事前申し込み制とさせていただきます｡ チケット入手

が困難な日時があります｡ ご希望に添えない場合がございますのでその節はご了承く

ださい｡

[申込方法]

右記の記入例をご参考の上, FAXにて,

①氏名, ②地区, ③連絡先住所・電話番

号, ④希望枚数, ⑤希望月日 (曜日) を

第３希望まで, 昼の部 (午前10時30分開

演) か夜の部 (午後４時15分開演) かを

明記の上, 府医事務局学術生涯研修課

｢顔見世｣ 係までお送りください｡ これ

をもとにチケットの手配をし, 入手でき

た分の日程等ご連絡させていただきます

(連絡は11月中旬になります)｡

なお, チケットのお渡しは昨年同様原

則的に現金引換えでお願いします｡ 遠方

等府医事務局までお越しになれない方は,

郵便振替のコピーを事務局に送付してい

ただければチケットを郵送させていただ

きます｡

[申込期間] ９月19日(金)
～25日(木)

[斡旋枚数] 220枚

※先着順とさせていただきます｡

※公平を期するため, 19日以前の FAX

受付けはできません｡

※斡旋させていただいたチケットはい

かなる理由があってもキャンセルは

できませんのでご留意ください｡

[斡旋上限] １人２枚まで

[斡旋価格] １枚
：
23,000円

[送 り 先] 京都府医師会事務局

｢顔見世｣ 係 行

FAX 075－314－5042

[ FAX 記入例]

氏 名：○山○夫
医療機関名：○○○○
地 区：○○
連絡先住所：○○○○○

○○○○
〃 電話：○○○-○○○○
希望枚数：○枚
希望月日：昼・夜
第一希望：○月○日 (○)

○の部
第二希望：○月○日 (○)

○の部
第三希望：○月○日 (○)

○の部
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このたび, 京都大学大学院加齢医学講

師 荒井秀典先生をお招きして, ｢すこや

かに老いる｣ をテーマに講演いただきま

す｡ 総合内科的視点により, 更年期から

老年期におけるアンチエイジングについ

て, 興味尽きないお話がきける事と思い

ます｡

皆様お誘い合わせの上, 多数ご参加く

ださいますようお願い申し上げます｡

会 長 辻 玲子

企画委員長 金 好子

担 当

柳澤 泰子 (相楽)・水谷眞理子 (北)

橋本 雅子 (左京)・佐藤 寿子 (伏見)

佐藤 (TEL／FAX) 075－711－2615
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講 師 荒井 秀典 先生
京大大学院加齢医学講師

日 時 平成20年９月24日(水)

午後２時～４時 (受付１時30分より)

場 所 京都ホテルオークラ４Ｆ

｢暁雲の間｣

京都市中京区河原町御池上がる

TEL 075－211－5111

会 費 会員 2,000円 会員外 2,500円

(ティー・ケーキ付き)

※お申し込みは９月17日(水) までにお願

いいたします｡

講演会のご案内

2009年版 ｢医師日記｣ あっせん

例年どおり日本医師会発行の下記 ｢2009年版医師日記(手帳)｣ をあっせんします｡ ご希望

の方は代金を添えて府医事務局総務課 (TEL 075－315－5273) までお申し込みください｡

記

◇体 裁 ①表紙羊皮スウェード (橙色) 透明カバー付き｡

②医師日記の大きさは2008年度版と同じ, 縦16.5㎝×横9.25㎝

◇価 格 1,500円

◇申込締切日 10月10日(金)

(現品は12月上旬にお送りします)
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平成20年度の兵庫県医師会との親善テニス

大会が兵庫県の当番で８月10日(日) 神戸総

合運動公園にて６面を使って開催された｡ 昨

年は10月に, 一昨年は６月に開催されたが,

今年は10月に全日本医師テニス大会が神戸で

開催されるので, 猛暑の８月開催となった｡

はじめ参加予定者が少なかったが, 最終的に

は京都側14名 (高校生３名を含む), 兵庫側

22名の参加者となった｡

９時スタートの際, すでに気温は32～33度

あり, コート上に立つだけで汗びっしょりと

なる暑さだった｡ 参加者の中には70歳代の先

生もおられ, 熱中症・脱水症にはくれぐれも

注意するように水分補給を十分にするように

申し合わせた｡ はじめ20分ほど練習タイムを

取り, 京都側１チーム, 兵庫側は２チームに

分かれ, ３チームで対抗戦を行った｡

結果は, 京都対兵庫Ａ ５対３, 京都対兵

庫Ｂ ５対２, 合計10対５で京都側が勝利

した｡

本戦後はお好みマッチを兵庫・京都の区別

なく行った｡ 猛暑の中, 元気な者は６～７試

合を楽しんだ｡ しかし京都側２名は軽い熱中

症で２試合のみで途中棄権され, ７～８試合

された兵庫の某先生はテニス終了直後, 強い

痙攣を発症して回復せず, 救急車にて病院に

搬送され, 点滴1500㏄を受けることとなった｡

ＣＰＫ2300との事だった｡

午後６時頃より三宮の有名中華料理店“第

一樓”にて懇親会が開かれた｡ 京都側は３名

のみの参加で少し淋しい会となったが, ２時

間あまり兵庫の先生達と親しく歓談し, ９時

前にお開きとなった｡

来年以降は大阪医師会も含め３医師会合同

の親善テニス大会になるかもしれない｡

(冨井紘久 記)

兵庫県医師会との
親善テニス大会

全員集合

京都チーム

第一樓にて
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と き 10月19日(日)
午前９：00 スタート

と こ ろ 向島西テニスコート

(TEL 075－612－3988)

参 加 費 3,000円 (昼食・飲物代含む)

懇 親 会 実 費

申込締切 10月８日(水)

申込方法 ＦＡＸにて平杉医院へ

(FAX 075－332－6503)

◇詳細については, 平杉嘉昭 (TEL 075－

332－1198, FAX 075－332－6503) まで

ご連絡ください｡

※ご家族・ご友人・従業員のご参加を歓

迎します｡

親親親善善善テテテニニニススス大大大会会会のののごごご案案案内内内
京都府立医科大学と京都大学
医学部との交流テニス大会

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｡



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 �������� �		
�����������������
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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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京医発第 453 号
平成20年９月27日

日本医師会会員 各 位
京都府医師会

会長 森 洋一

日本医師会代議員・予備代議員補欠選挙について(告示)
日本医師会定款第25条, 同第26条および同施行細則第36条ならびに京都府医師会における日

本医師会代議員・予備代議員選挙規定に基づき, 標記選挙を次のとおり実施しますのでお知ら
せします｡

記
日医代議員・予備代議員の補欠選挙について
[告 示 日] 平成20年９月27日(土)
[立候補届出締切日] 10月11日(土) 午後１時30分
[投 票 日] 10月18日(土)
[投 票 ・ 開 票 所] 京都府医師会第178回代議員会議場
[定 数] 代議員：１名, 予備代議員：１名
[任 期] 平成20年10月18日から平成22年３月31日まで
[立 候 補 資 格] 日本医師会会員であり, かつ平成20年10月18日時点で満75歳未満の

京都府医師会員
※立候補あるいは候補者推薦届は文書をもって府医師会長宛 (担当：府医事務局総務課) 提出
してください｡ 届出用紙は府医事務局総務課にあります｡

京医発第 451 号
平成20年９月15日

京都府医師会員 各 位

京都府医師会第94回定時総会の開催について(告示)
標記定時総会を次のとおり開催します｡ 会員各位にはお繰り合わせご出席いただきますよう

お知らせします｡
記

と き 10月18日(土) 午後４時30分 (予定)
ところ 京都府医師会館
次 第 Ⅰ 開 会

Ⅱ 報 告 (１) 庶務および会計について (２) 事業について
(３) 代議員会における決議事項について (４) その他

Ⅲ 協 議
Ⅳ 閉 会

京都府医師会第178回定時代議員会の開催について
と き 10月18日(土) 午後２時30分
ところ 京都府医師会館
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結核は今なお国内で最大の感染症であり, また京都府・市の罹患率は全国平均を常に上回っ

ております｡ そのような中, 病院, 診療所で業務に従事する者は, ｢感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律｣ 第53条の２政令12条の１により, 毎年度定期の結核健康診

断を受けることが定められております｡

このたび, 京都府・京都市より, 定期健診を実施後, 次の定期健診報告書にご記入いただき,

管轄の保健所にご報告 (ＦＡＸ可) いただきますよう通知がありましたので, お知らせいたし

ますとともに, ご協力いただきますようお願いいたします｡

ご不明な点がありましら, 下記にお問い合わせください｡

【お問い合わせ先】

京都府健康福祉部健康対策課

(感染症担当 TEL 075－414－4734)

京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課

(感染症第二係 TEL 075－222－3421)

＜参考＞【京都府・京都市保健所一覧】

京都府・京都市からのお知らせ

結核定期健康診断の実施および報告のお願い

保 健 所 管 轄 区 域 連 絡 先

乙 訓 保 健 所 向日市, 長岡京市, 大山崎町 TEL 075－933－1153 FAX 932－6910

山城北保健所 宇治市, 城陽市, 八幡市, 京田辺市,
久御山町, 井手町, 宇治田原町 TEL 0774－21－2911 FAX 24－6215

山城南保健所 木津川市, 笠置町, 和束町, 精華町,
南山城村 TEL 0774－72－0981 FAX 72－8412

南 丹 保 健 所 亀岡市, 南丹市, 京丹波町 TEL 0771－62－2979 FAX 63－0609

中丹西保健所 福知山市 TEL 0773－22－6381 FAX 22－0429

中丹東保健所 舞鶴市, 綾部市 TEL 0773－75－0806 FAX 76－7746

丹 後 保 健 所 宮津市, 京丹後市, 伊根町, 与謝野町 TEL 0772－62－4312 FAX 62－4368

北 保 健 所 北区 TEL 075－432－1438 FAX 451－4462

上 京 保 健 所 上京区 TEL 075－432－3221 FAX 432－2025

左 京 保 健 所 左京区 TEL 075－781－5171 FAX 791－9616

中 京 保 健 所 中京区 TEL 075－812－2594 FAX 822－7151

東 山 保 健 所 東山区 TEL 075－561－9128 FAX 531－2869

山 科 保 健 所 山科区 TEL 075－592－3477 FAX 501－6831

下 京 保 健 所 下京区 TEL 075－371－7291 FAX 351－9028

南 保 健 所 南区 TEL 075－681－3573 FAX 662－3436

右 京 保 健 所 右京区 TEL 075－861－2177 FAX 861－4678

西 京 保 健 所 西京区 TEL 075－392－5690 FAX 392－6052

伏 見 保 健 所 伏見区 TEL 075－611－1161 FAX 611－1166
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標記の件について, 文部科学省スポーツ・青少年局からの通知が京都府教育委員会および日

本医師会を通じてありましたのでお知らせいたします｡

今回の改正は, 学校保健および学校安全に関して, 地域の実情や児童生徒等の実態を踏まえ

つつ, 各学校において共通して取り組まれるべき事項について規定の整備を図るとともに, 学

校の設置者ならびに国および地方公共団体の責務を定め, また, 学校給食を活用した食に関す

る指導の充実を図る等の措置を講ずるもので, 改正の概要は以下のとおりです｡

なお, 本件は平成20年６月18日に公布され, 平成21年４月１日から施行されます｡

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

いたします｡

記

○学校保健法の一部改正 (学校保健・学校安全)

・法律の題名を ｢学校保健安全法｣ に改称

・国・地方公共団体の責務 (財政上の措置その他の必要な施策の実施, 国による学校安全の

推進に関する計画の策定等) を明記

・学校の設置者の責務 (学校の施設設備・管理運営体制の整備充実等) を明記

������

・養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導の充実

・地域の医療関係機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充実

・全国的な学校の環境衛生水準を確保するための全国的な基準の法制化

������

・子どもの安全を脅かす事件, 事故および自然災害に対応した総合的な学校安全計画の策定

による学校安全の充実

・各学校における危険発生時の対処要領の策定による的確な対応の確保

・警察等関係機関, 地域のボランティア等との連携による学校安全体制の強化

○学校給食法の一部改正 (食育・学校給食)

・学校給食を活用した食に関する指導の充実 (食育の観点から学校給食の目標を改定, 栄養

教諭による学校給食を活用した食に関する指導の推進)

・学校における学校給食の水準および衛生管理を確保するための全国基準の法制化

学校保健法等の一部を改正する法律の公布について
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ご承知のとおり, 府医では多様化する学校医の職務に対応するためには学校医としての資質

の向上を図る必要があるとして, 平成18年４月１日付で指定学校医制度を発足させましたが,

３年ごとに一斉更新することになっており, 21年４月がその時期にあたります｡ 指定更新には

３年間で３単位以上の研修 (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) が必要となりますのでご承知おきください｡

単位の取得できる講演会につきましては, 京都医報学術欄にてお知らせしております｡ また,

各学校にて開催される学校保健委員会・学校保健会議への出席も１単位として認められます｡

(申告は自己申告とし, 証明書の添付は不要です｡)

なお, 学校における保健管理に関する法律改正や重要な通達があった場合等, 府医学校保健

委員会が指定学校医として重要と判断した研修会を必須研修会とすることがありますので併せ

てご承知おきください｡

更新の時期が近づきましたら改めてお知らせ申し上げます｡

(参考：今年度, 下記の講演会等へのご出席により単位取得ができます)

20.10.23(木) 10：00～16：00 第52回京都府学校保健研究大会 府立丹後文化会館等

20.11.30(日) 10：30～15：10 第57回近医連学校医研究協議会総会 からすま京都ホテル

20.２～３月 (日時等未定) 京都府医師会学校医部会総会 京都府医師会館

20.２～３月 (日時等未定) 京都府医師会新任学校医研修会 京都府医師会館

指定学校医の更新について

これまで綴喜医師会所属のみであった公費負担妊婦健康診査の取り扱い医療機関が, 平成20

年10月より京都府内全域の府医所属の医療機関に拡大されます｡

■検査内容および委託料 (京都府内市町村と異なりますのでご注意ください)

①妊婦一般 (前期) ： 7,320円

(診察, 血色素, 尿, 血圧, 血液型検査, 梅毒検査, HBs抗原検査)
②妊娠 (中・後期) 妊娠６ヶ月以降 ： 7,320円

(診察, その他検査項目指定なし)

③超音波検査 (妊娠７ヶ月以降) ： 5,300円

■委託料は, 医療機関より直接枚方市に請求してください｡ 健診費用は, 請求月の翌月末まで

に, 指定口座に振り込まれます｡

お問い合わせは, 枚方市立保健センター (電話 072－840－7221) にお願いします｡

大阪府枚方市妊婦健康診査の公費負担について

綴喜医師会所属の医療機関から京都府内全域に拡大
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ご 案 内

このたび, 厚生労働省が, がん対策推進協議会を通じて推し進める ｢すべての医師の緩和ケ

アについての基本的な知識の習得｣ を目的とした研修会を京都府緩和ケア教育推進委員会と共

同で開催することとなりました｡ 今後ニーズの拡大する在宅医療推進に向けて, 適切な緩和ケ

アを提供することが, 日常診療や在宅医療の場面において重要となってまいりますことから緩

和ケアの知識および技術等の習得に絶好の機会と考えております｡ 多くの方のご参加をお待ち

しております｡

と き 平成20年10月25日(土) 14時～18時40分 (予定)

26日(日) ９時～18時20分 (予定)
ところ 京都府医師会館

主 催 京都府健康福祉部, 京都府緩和ケア教育推進委員会, 京都府医師会

協 力 京都府立医科大学附属病院疼痛緩和医療部・京都府立医科大学緩和医療検討会

定 員 医師60名 (先着順)

なお, 別途, 看護師, 薬剤師等医療スタッフの参加も可能です｡

参加費 昼食代実費 1,000円

申 込 ９月上旬に会員各位宛に配送いたしました配布物に同封いたしました本研修会案内

に折り込みの ｢参加申込書｣ をご利用いただき, 京都府緩和ケア教育推進委員会宛

にファックスか郵送にてお申し込みください｡

なお, 京都府北部地域を対象とした同様の研修会を, 平成21年３月末までに開催する予定に

しております｡

��������	
�������������

救急蘇生訓練人形等の貸出について

府医では, 地区医師会・京都市消防局・京都府各消防本部の協力により, 救急蘇生訓練
の啓発を推進しております｡
さて, 下記の救急蘇生訓練人形等について, 医療機関内または地域での救急講習会等で

会員の皆様にご利用いただきたく存じますので, 貸し出しご希望の方は, 事前に府医地域
医療課救急係 (TEL 075－315－5344) までご連絡くださいますようご案内申し上げます｡

・救急蘇生訓練人形 (成人用) [人工呼吸・心マッサージ可] ４体
・救急蘇生訓練人形 (成人用) ＡＣＬＳトレーニングシステム (コンピュータ付)

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体
・救急蘇生訓練人形 (小児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体
・救急蘇生訓練人形 (乳児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体
・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体
・救急蘇生訓練人形 (乳児用) [人工呼吸・心マッサージ・背部叩打法訓練可] ２体
・気道管理トレーナー １台
・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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京都府・市民を対象に毎年開催しております ｢京都府医

師会健康講座｣ を, 下記のとおり開催いたします｡ 本号に

同封の折り込み ｢ポスター｣ を待合室など, 患者さんの目

につくところにぜひご掲示いただきますようお願い申し上

げます｡

■第15回京都府医師会健康講座■
と き 10月25日(土) 午後２時～３時30分
ところ 京都府医師会館１階大会議室

講 演 ｢年老いても若々しい脳で－認知症のお話－｣
鈴木診療所・府医健康日本21対策委員会委員

鈴木 将夫氏
対象者 一般府・市民

参加費 無 料

��������	
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11号 老人性白内障とその手術

12号 高齢者のドライスキン

13号 腰痛の知識

15号 女性の尿失禁

17号 薬の正しい使い方

18号 がん検診を受けよう

20号 学校と伝染病

23号 骨粗鬆症の知識

24号 知ってほしいタバコの害

25号 ストレスとうつ病

27号 脳卒中の予防とリハビリ

テーション

28号 子どもの発熱

29号 命を救う心肺蘇生法

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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府医では, 本年10月１日より ｢府医・連携メーリングリスト｣ (以下, 連携ＭＬ) の運用を開始い

たします｡

｢連携ＭＬ｣ は, 現在運用中の ｢会員ＭＬ｣ とは別の新たなメーリングリストです｡ 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｡

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 ｢連携ＭＬ登録｣ の旨ご連絡いた

だき, 登録が完了しますと, 10月１日以降, 順次 ｢Welcome to renkei-kyoto 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, 連携ＭＬに登録されたすべての方に自動的にメールが送信

されることになります｡

詳細につきましては, 下記ならびに京都医報９月１日号 (第1892号) をご参照ください｡

■受付可能な入会登録者

◎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 ◎京都府内の病院代表窓口 (病診連携室等, 事務部門でも可)

■本ＭＬの投稿内容

名称は連携ＭＬであるが, 投稿内容には特に制限なし

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, 府医在宅医療サポートセンター発で連携ＭＬを利用

した主治医探しを募集することもありえます｡

【連携ＭＬ登録方法】
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【報 告】

１. 地区医師会との懇談会の状況

２. 第１回会館建設・会費検討特別委員会

の状況

３. 第４回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

４. 基金合審の状況

５. 新規指定前講習会の状況

６. 国保合審の状況

７. 第３回地域ケア委員会の状況

８. 第２回高齢者ケア体制整備促進プラン

策定検討会の状況

９. 第30回近畿学校保健連絡協議会の状況

10. 平成20年度近医連学校医研究協議会第

１回理事会の状況

11. 産業医研修会の状況

12. 第３回救急委員会の状況

13. 平成20年度人と動物の共通感染症予防

対策連絡調整会議の状況

14. 新型インフルエンザ対策医療機関等連

絡会議の状況

15. 府医学術講演会の状況

16. 第１回勤務医部会幹事会の状況

17. 第１回日医介護保険委員会の状況

18. 日医社会保険診療報酬検討委員会の

状況

19. 日医基本診療料のあり方に関するプロ

ジェクト委員会の状況

【議 事】

20. 会員の入会・異動・退会13件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 第３回府医選挙管理委員会の開催を

可決

23. 第５回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

24. 第２回会館建設・会費検討特別委員会

の開催を可決

25. 事務局パート職員の採用を可決

26. 京都府医師会・連携メーリングリスト

利用規約ならびに運用ガイドラインの制

定を可決

27. 京都府医師会・会員メーリングリスト

運用ガイドラインの制定者の変更を可決

28. 京都府医師会諸会費の免除を可決

29. 第52回社会保険指導者講習会の出席を

可決

30. 2008年度保険事務必携の作成を可決

31. 初心者医療事務講習会の開催を可決

32. ｢過疎地域対策アクションプラン～人・

地域を支え未来へつなぐ～(仮称)｣ 政策

検討会議委員の推薦を可決

33. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

34. 第３回感染症対策委員会の開催日変更

を可決

35. 第23回全国医師会共同利用施設総会へ

の出席を可決

36. かかりつけ医認知症対応力向上研修と

しての認定を可決

37. 医業経済・融資斡旋委員会委員の追加

委嘱を可決

38. 府医学術講演会の開催を可決

39. 学術・生涯教育委員会委員の追加委嘱

を可決

40. 第65回府医懇親ゴルフ大会の開催を

可決

41. 看護専門学校専任教員の本採用を可決

42. 平成20年度第１回医療安全講演会の開

催を可決

第17回定例理事会 (７.24)
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 京都府との懇談会の状況

３. 京都市医療施設審議会の状況

４. 第２回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

５. 京都市社会福祉審議会の状況

６. ７月度基金幹事会の状況

７. 第２回社会保険研究委員会の状況

８. ７月度労災審査協議会の状況

９. ｢第35回くらしと健康展｣ 第３回実行

委員会の状況

10. 第７回京都府難病医療連絡協議会の

状況

11. 産業医研修会の状況

12. 第３回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

13. 京都市国保特定保健指導説明会の状況

14. 京都市・乙訓メディカルコントロール

協議会の状況

15. 第２回子宮がん検診委員会の状況

16. きょうと健康長寿日本一プラン改定政

策検討会 (第２回) の状況

17. 京都府介護保険審査会の状況

18. 第１回運動器学校検診モデル事業小委

員会の状況

19. 府医学術講演会の状況

20. ７月度協会医賠処理室会提出件数

21. 第２回生涯教育検討小委員会の状況

22. 平成20年度京都府ナースセンター事業

運営会議の状況

23. 第１回日医広報委員会の状況

24. 地域医療崩壊阻止のための総決起大会

の状況

25. 第１回日医地域医療対策委員会の状況

26. 過疎地域対策アクションプランの状況

27. 規約改訂検討委員会の状況

【議 事】

28. 会員の入会・異動・退会７件を可決

29. 常任委員会の開催を可決

30. 社団法人日本ＷＨＯ協会新年度事業へ

の協力を可決

31. 第178回定時代議員会議案書・平成19

年度会務報告の作成を可決

32. 京都府医師会諸会費の免除を可決

33. 京都府国民健康保険団体連合会審査委

員会委員の推薦を可決

34. 新規個別指導の開催を可決

35. 社会保険研究委員会委員の追加委嘱を

可決

36. 安心救急ネット京都推進会議委員への

就任を可決

37. 府教委医療的ケア実施体制整備委員会

運営会議の委員の推薦を可決

38. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

39. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

40. 第２回運動器学校検診モデル事業小委

員会の開催を可決

41. 第52回京都府学校保健研究大会への出

席を可決

42. ｢第35回くらしと健康展｣ 第４回実行

委員会の開催を可決

43. ｢第35回くらしと健康展｣の開催を可決

44. ｢第15回京都府医師会健康講座｣ の開

催を可決

45. 産業医研修会の共催を可決

46. 産業医研修会の後援を可決

47. 第４回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

48. 府医学術講演会の開催を可決

49. 第３回生涯教育検討小委員会の開催を

可決

第18回定例理事会 (７.31)
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50. 日本医療マネジメント学会第６回京滋

地方会への後援名義貸与を可決

51. 第６回府医生涯教育セミナーの開催を

可決

52. 看護専門学校助産学科開設に伴う図書

の購入を可決

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

府医では, ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, 会員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 ｢会員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, 会員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

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｡

～ 10月度請求書 (９月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(金) 午後５時まで

△

国保 10日(金) 午後５時まで

△

労災 14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｡




