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真名井の滝
写真／菅野 達也 (上京東部)

観光地で有名な高千穂峡は阿蘇山の太古の噴火によっ
て五ヶ瀬川に沿って流れ出した溶岩が浸蝕されてでき
た渓谷です｡ その川幅が狭まった場所にある真名井の
滝は落差 17m, 日本の滝100選にも選ばれています｡
切り立った崖の上から川面に流れ落ちる滝は実に美し
く, この地が神話の里であることを実感させてくれ
ます｡

＜お知らせ＞

・もっと知ろう！ 糖尿病－『世界糖尿病デー』糖
尿病対策講座｣
・指導医のための教育ワークショップ
・インフルエンザワクチンの安定供給対策

＜付 録＞

●保険だより
●保険医療部通信
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前期より, 副会長として学術・会員・養成業

務を担当して参りましたが, 学術団体としての

医師会の根幹にかかわる重要な業務として取り

組んできました｡ さて, 本稿では多くの会員に

とっては, やや関心の低いと思われる養成業務

について, 昨今の社会情勢の変化を含め今後の

展望につき述べてみます｡ 京都府医師会では,

大正10年に看護学校を設立｡ 全国でも有数の歴

史を誇り, 現在では正看, 准看, 准看から正看

への３課程を有し, １学年240名の学生の教育

養成に専念している｡ 国家試験などの合格率も

全国的にみて高位であり関係する教職員諸氏の

努力には本紙を借りて厚く感謝する次第であり

ます｡

しかし, 昨今の看護学校を取り巻く状況につ

いてみると, 今後の学校運営は厳しい逆風の中

にあると言わざるを得ません｡ まず第１点は,

准看養成につき日本看護協会は一貫して廃止の

方向を主張しており, 今年度は218校中３校で

准看課程の募集停止があり一つの流れとなりつ

つあります｡ 我々としては, 臨床現場での看護

師不足の現状がある限り, 応募者の減少傾向は

あるものの, その養成に努めていくべきと考え

ています｡

２点目は, 少子化の影響からか, 学生確保の

方策の一つとして, 正看課程を新設する教育機

関が増加しており, 今年度だけで49校から53校

へ増加しています｡ そのためか, 本校では応募

者の漸減とともに入学辞退者も増えており, 補

欠合格者の枠を拡大せざるを得ず優秀な学生の

確保が徐々に困難になりつつあります｡

３点目は, 近年の若者気質の変化－しんどい

ことはしたくない－の反映か, 法的に定められ

たハードなカリキュラムについて行けず１割以

上の学生が中途脱落する現状があります｡ この

ことは, 関係する教職員にとっても最も無力感

に苛まれる問題であります｡

そして最大の問題は, 教員および実習病院の

確保が近年益々困難になってきていることで,

担当理事の大変な努力にもかかわらず, いまだ

出口の見えない状況が続いているところです｡

また, 今後の懸念されることとして, 行政か

らの補助金の減少があるかもしれないとの危惧

です｡ 医師会としては, 本来, 行政の責任にお

いて行われるべき養成業務を代行しているとい

う自負と, 会員のために有能な看護師を養成す

るには, 我々が積極的に関与するべきとの意志

と責任感を持って取り組んできましたが, 行政

の財政的逼迫により今後の運営上の困難な問題

が発生するかもしれないことも考慮の範囲にい

れておかねばなりません｡

以上, 担当副会長として現在実感していると

ころを述べてみました｡

しかし, 医師会としては, 過去の誇るべき実

績と献身的なご尽力を頂いた先輩諸氏の理念を

重く受け止め, 逆風に負けず本校の堅実な発展

に, 精一杯努めてゆく所存です｡

なお, 最後に明るい話題として, 平成21年４

月, 助産師課程新設に向けて全校挙げて取り組

んでいるところで, 実現すれば日本で５番目の

助産師課程を有する医師会となり, 今後の本校

の発展への大きな布石となるものと確信してい

ます｡ 今後とも会員諸氏のご支援とご理解のほ

どをお願いして終わります｡
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府医では10月18日(土), 第178回定時代議員会を開催｡ 96名の代議員の出席のもと, 各種重

要議案が上程されそれぞれ賛成多数で可決承認された｡ また, 社保対策では医師不足問題, 療

養病床削減, 後期高齢者医療制度による国民皆保険制度の崩壊に警鐘を鳴らした上で, 国民が

安心して働き暮らせるための生涯を通じた社会保障の充実とその財源確保を求める決議を採択

した｡ (決議文は別掲)

代議員会では森府医会長の挨拶に続き, 平成20年度会務・会計中間報告, 平成19年度会務報

告が行われ, 議事では平成19年度京都府医師会一般会計決算など計６議案が一括上程されると

ともに立入府医監事より監査報告が行われ, それぞれ賛成多数で可決承認された｡ 単独上程議

案としては第７号議案で ｢京都府医師会選挙規定の一部改正に関する件｣ が上程され, 賛成多

数で可決承認された｡

議事では第７号議案 ｢京都府医師会選挙規定の一部改正に関する件｣ が単独上程され賛成多

数で可決された｡

中野府医理事は選挙規定の変更点についての主旨説明の中で, 第19条第２項の定数が複数と

なる府医代議員・予備代議員, 監事, 裁定委員の各選挙の投票形態について, 従来の ｢単記無

記名投票｣ から ｢定数内連記無記名投票｣ に変更することを上程, 理由として最低得票数の規

定が定められていることから, 特定の候補者に票が偏った場合, 他の候補者は最低得票ライン

を超える票を得ることが困難になり, 複数回の選挙の実施を余儀なくされる可能性が増すこと

を説明するとともに関連して第27条の無効票の規定の中で第４項 ｢２名以上の記載があるもの｣

を ｢定められた定数を超える候補者の記載があるもの｣ と変更する案を示した｡

また, 第29条の３日間の立候補届出期間の中に府医事務局の休務日を除く３日間への変更を

示すとともに会長選挙にあっては５名から10名の府医会員の資格を持つ推薦人の署名, 捺印を

備えた推薦書を併せて提出するように変更することを上程した｡

さらに, 第30条第１, ３, ４項の最低得票数に係る条文に言及し, 定数内連記無記名投票へ

の変更の整合性を保つため会長選挙を除く各選挙において最低得票ラインの母数を ｢有効投票

者の総数｣ から ｢投票者の総数｣ へ変更することを上程, 以上全ての変更点 (※新旧対照表参

照) が定款諸規定検討特別委員会において答申されたことを報告した｡

府府府医医医選選選挙挙挙規規規定定定をををはははじじじめめめ,,,
全全全７７７議議議案案案ををを賛賛賛成成成多多多数数数ででで可可可決決決
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府医選挙規定の一部改正を可決
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京都府医師会選挙規定新旧対照表

旧 新

(第19条)
選挙は, 有権者が投票所に至り, 投票時間内に

投票により行う｡
②投票は, 各選挙につき１人１票とし単記無記名
投票とする｡

③投票用紙の様式は, 各選挙ごとに府医選管がこ
れを定めて発行しなければならない｡

(第27条)
次の投票はこれを無効とする｡
１. 正規の用紙を用いないもの
２. 候補者でない者の氏名を記載したもの
３. 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
４. ２人以上の候補者の氏名を記載したもの
５. 前３号のほか他事を記載したもの｡ ただし敬
称はこれを除く

(第29条)
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｡ なお, 会長選挙にお
いては, 候補者は選挙事務所の届け出も併せ行う
ものとする｡

②選挙人名簿に登録された者が他人を候補者とし
ようとするときは, 本人の承諾書を添え前項の
期日内に文書でその推薦の届け出をすることが
できる｡
③前２項の届出を受けた選管は, 資格審査の上,
届け出締切後, 速やかにこれを当該選挙の選挙
人に告示し, なお各投票所ごとに届け出の受付
順によって候補者の氏名を掲示しなければなら
ない｡

(第30条)
選挙は, 得票の多い者から順次定数に満つるま

での者を当選人とする｡ ただし, 次の各号の区分
による数以上の得票がなければならない｡
１. 代議員および予備代議員選挙
当該選挙区内の代議員の定数を以って有効投票
の総数を除して得た数の３分の１以上の得票
２. 会長選挙
有効投票の８分の３以上の得票
３. 監事の選挙
監事の定数を以って有効投票の総数を除して得
た数の２分の１以上の得票
４. 裁定委員の選挙
裁定委員の定数を以って有効投票の総数を除し
て得た数の３分の１以上の得票
②当選人を定めるにあたり得票数が同じであると
きは, 開票立会人立ち会いの上で選管委員長が
くじで定める｡
③会長の選挙において得票数が有効得票の８分の
３に達しないときは, 上位２人につき再選挙を
行う｡

(第19条)
選挙は, 有権者が投票所に至り, 投票時間内に

投票により行う｡
②会長選挙にあっては, 単記無記名投票とし, 定
数が複数となる選挙にあっては, 定数内連記無
記名投票とする｡
③投票用紙の様式は, 各選挙ごとに府医選管がこ
れを定めて発行しなければならない｡

(第27条)
次の投票はこれを無効とする｡
１. 正規の用紙を用いないもの
２. 候補者でない者の氏名を記載したもの
３. 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
４. 定められた定数を超える候補者の氏名を記載
したもの
５. 前３号のほか他事を記載したもの｡ ただし敬
称はこれを除く

(第29条)
各選挙の候補者になろうとする者は, 当該選挙

の告示後, 府医事務局の休務日を除く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｡ なお, 会長選挙においては, 候補者は選
挙事務所の届け出並びに５名から10名の府医会員
の資格を持つ推薦人の署名, 捺印を備えた推薦書
を併せて提出するものとする｡
②選挙人名簿に登録された者が他人を候補者とし
ようとするときは, 本人の承諾書を添え前項の
期日内に文書でその推薦の届け出をすることが
できる｡
③前２項の届出を受けた選管は, 資格審査の上,
届け出締切後, 速やかにこれを当該選挙の選挙
人に告示し, なお各投票所ごとに届け出の受付
順によって候補者の氏名を掲示しなければなら
ない｡

(第30条)
選挙は, 得票の多い者から順次定数に満つるま

での者を当選人とする｡ ただし, 次の各号の区分
による数以上の得票がなければならない｡
１. 代議員および予備代議員選挙
当該選挙区内の代議員の定数を以って投票者の
総数を除して得た数の３分の１以上の得票
２. 会長選挙
有効投票の８分の３以上の得票
３. 監事の選挙
監事の定数を以って投票者の総数を除して得た
数の２分の１以上の得票
４. 裁定委員の選挙
裁定委員の定数を以って投票者の総数を除して
得た数の３分の１以上の得票
②当選人を定めるにあたり得票数が同じであると
きは, 開票立会人立ち会いの上で選管委員長が
くじで定める｡
③会長の選挙において得票数が有効得票の８分の
３に達しないときは, 上位２人につき再選挙を
行う｡
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引き続いての代表質問では, 舞鶴, 東山, 右京の各地区から３名の代議員が質問に立ち, 直

面する課題について質疑が行われた｡ 質問内容および執行部の答弁は次のとおり｡

代 表 質 問

○荒木義正 代議員 (舞鶴)

レセプトオンライン請

求義務化による課題整理

と府医の今後の対応につ

いて

●久山 元 副会長

レセプトオンライン請

求義務化による保険者の

審査強化について, 現在

一部の保険者による調剤

レセプトを除けば, 保険

者による直接審査は行わ

れていないことから性急

に対策を講じる必要はない｡ ただ, 保険者の

メリットを考えると保険者機能の強化に繋が

ることは否めない｡ 医療機関がオンラインで

の請求を行えば保険者は容易にレセプト情報

を集約することができ, 医療費抑制のデータ

につなげることは可能｡ 平成23年に導入が予

定されている社会保障カードについても国家

による情報操作, 集約化が懸念される｡ レセ

プトオンライン化による医療機関側のメリッ

トはＡＰＳ機能を使って瞬時に請求事務上の

誤りが判別できること程度である｡ レセプト

オンライン化に対応できない医療機関 (京都

では２割程度が手書きレセプトでの請求) は

廃業に追い込まれる可能性が高く, 法令で定

年制を敷いたに等しいことから, 対応不可能

な医療機関を守ることが重要な責務と考える｡

日医のスタンスはオンライン請求義務化は拙

速で手上げ方式にすべきであり, 電子媒体で

の提出も認めること, 代行請求の改善等を示

している｡ 手書きレセプトの代行請求につい

ては, 現在の府医特定健診サービス部の膨大

な事務量を例にとってみても府医においても

不可能と考える｡

○大本一夫 代議員

(東山)

療養病床削減について

●上原春男 副会長

府医が創設した在宅医

療サポートセンターは療

養病床削減のためでなく,

高齢化による在宅医療の

ニーズの多様化によるも

のであり, 府医は療養病

床削減を認めたわけでは

ない｡ 療養病床削減に対しての府医のスタン

スは, 医療費抑制政策の一つであり一貫して

反対してきた｡ 療養病床を持つ多くの病院は

転換先を示せていない｡ 京都府において, 必

要療養病床数は厚労省の参酌標準に当てはめ

ずに独自の算定方法を用いて43.4％, 3,660床

をとした｡ ただ, 京都療養病床協会は5,000

床以上必要としている｡ 現在マスコミにも大

きく取り上げられており, 社会問題化してい

るため府医として今後とも反対の姿勢を貫い

ていく｡

○村上堯代議員 (右京)

開業医と勤務医の協調

の限界について

社会保障費2,200億円

圧縮の撤廃と外来管理加

算の見直し
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●安達秀樹 副会長

外来管理加算の５分間

要件を撤廃させるには大

きく分けて３点の方法が

ある｡

医師法第20条で無診察

での投薬を禁じている一

方, 従来の外来管理加算

ではやむを得ない場合に限り家族等から病状

を確認し投薬を行うことが出来るとされてい

る｡ こうして医療の実態と法との整合性が取

られてきた｡ 今回の改定はこのいわゆる ｢お

薬受診｣ を外来管理加算を算定しないことで

受診形態の１つとして認めたことになり, 大

元の医師法第20条と反するルールとなる｡ ま

た, 外来管理加算は医療の結果責任について

の技術料であり, 算定しない場合でも従来と

同じ結果責任を負うことになるが, これは社

会の一般通念としてもおかしい｡

２点目はこの５分間要件が ｢時間外診療及

び救急医療に関する実態調査｣ を元にし, 診

療時間を患者数で除した結果 ｢５分間｣ とい

う設定になったと厚労省も言明している｡ 日

によって患者数はまちまちであり, 応召義務

がある限り診療時間が延びることも十分にあ

るため, 基礎データが全く異なることが指摘

できる｡

３点目は, 厚労省の予算配分の中で外来管

理加算の算定を控えることによる財源移譲分

は200億円弱で試算されているが, 現在日医

の緊急調査では多少の反論を受ける部分はあ

るものの４, ５, ６月だけで既に200億円に

達していることが指摘できる｡

当初の予定額を超えるのであれば早急に再

開ということになる｡ これが一番現実的な方

法と考えている｡

一 般 質 問

○島津恒敏 代議員 (中京西部)

新京都府会館建設について, 現状の会館の

土地の売却は見込めるのか｡ 土地価格は崩壊

の一途である｡

●安達秀樹 副会長

前回の代議員会において新会館建設費用は

20億円以内で承認された｡ 算定根拠は現有地

の売却も含まれている｡ 建設予定地を11億円

で購入しているので最低限等価で売却される

ことは達成可能であると考えていた｡ ただ,

世界的金融恐慌の中でどうなるかは頭の痛い

ところであるが, それ以外の部分は影響がな

い｡ これから後の経済状況如何で売却額は変

動してくると思われる｡ 大幅な減少はないと

考えているが, 多少の減少はあっても現在の

案で建設をするというのが直近の会館建設・

会費検討特別委員会の決定事項｡ ただ, 現在

の政策方針を考えるとバブル崩壊後の土地の

下落までは想定していない｡

○田代 博 代議員 (右京)

選挙規定一部改正について, 単記無記名投

票から定数内連記無記名投票への変更は少数

派を軽視されることになり, 会として一部の

方針にのみに固執されがちになる危険性を孕

んでいる｡

●中野昌彦 理事

現実に選挙であるので, 定められた得票数

に達しない候補者は落選することになるが,

民主主義では少数者の意見を尊重することは

大前提である｡ 定数が複数である選挙につい

ては定数内連記投票の方が優れているという

のが定款諸規定検討特別委員会の意見でも

ある｡

○島津恒敏 代議員 (中京西部)

定数内連記無記名投票は相対的多数の被選

挙人が連記すれば絶対的多数となる｡ 民主的

な意見が封殺されるのではないか｡
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平成19年度の決算のご承
認と事業報告を申し上げる
とともに, 先日, 定款諸規
定検討特別委員会を開催し,
府医の選挙規定の若干の手
直しを答申いただいたので
ご審議の程よろしくお願い
する｡

��������

サブプライムローンの破
綻, リーマンブラザースの
倒産が米国を中心に先進国
の金融市場に大きな打撃を
与えており, 79年ぶりの世
界恐慌を来す可能性も示唆
されている｡ グローバリゼー
ションと称して世界を席巻
した米国の市場原理主義も
破綻したと言って良いと思
う｡ この厳しい社会状況に
おいて, 福田首相が突然の
辞任, １年間に２人の首相

が突然辞任するなどという
ことはあってはならない｡
政党としても今後の日本を
背負って立つ人物がいなく
なった｡ 政党としての力が
地に落ちたと言わざるを得
ない｡ その後に行われた総
裁選挙では, どれだけ真剣

に日本の将来が議論された
のだろうか｡ こんな茶番劇
を誰もおかしいと言わなかっ
たのか？ 少しは支持率が
上がる, 衆議院選挙に有利
になると本気で思っていた

のか？ むなしさを感じる
とともに自民党の凋落ぶり
に目を覆うばかりだ｡ まさ
に小泉氏に自民党はぶっ壊
されてしまったのだろう｡
多くの先生方もこの際政権
交代があっても良いのでは
ないかと考えられたのでは
ないだろうか｡ 国民の期待
が全くなかったことを支持
率が示している｡
今回の総裁選挙は, 小泉

元首相が強引に推進した市
場原理主義を継承するのか
否かが争点であるべきと考
えられるが, 残念ながらそ
のような議論は全くなされ
なかった｡ 大きな問題となっ
ている年金問題や社会保障,
医療崩壊については何ら具
体的な政策が提示されなかっ
た｡ 次の衆議院選挙は, 間
違いなく医療, 介護をはじ

���

� �

●森 洋一 会長

投票の方式とは無関係だと思う｡ 特定の候

補者に票が偏った場合, ほとんど票を獲得し

ていない候補者も当選するという事例は起こ

りうる｡ これが果たして少数意見の尊重と言

えるかどうか, また, 会員の意見が反映され

ているかどうかは同じように議論になると思

う｡ 我々が代議員を選出するわけではない｡

地区においての調整の有無については, 関知

できないし投票方法の議論とは異なるものと

考える｡

○内田秀一 代議員 (上京東部)

定められた定数を超える場合は無効になる

が, 定数内であればどうなるのか｡ 候補者の

何人を記載したか確認しがたい名前が連記の

中に含まれていた場合, 連記された投票自体

全て無効となるのか｡

●中野昌彦 理事

定数内であれば有効である｡ また, 判読で

きない候補者名が連記の中に含まれていても

そのほかの連記内の判読可能な候補者名を記

したものは有効と考えている｡

○島津恒敏 代議員 (中京西部)

定数内連記投票の方が民主的と考えるのか｡

●中野昌彦 理事

定数内連記投票の方が民主的でもあり実際

的と考える｡
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めとした社会保障が争点と
なると思われるし, 争点に
しなくてはならないと思う｡
茨城県医師連盟が, 民主

党支持を打ち出し, 日医連
は慌てふためいているが,
このことを梃子に, 市場原
理主義からの脱却を政権与
党に迫り, 社会保障費の毎
年2,200億円削減の撤廃を求
めるべき千載一遇のチャン
スだと思う｡ 遅ればせなが
ら日医連も, 社会保障費削
減撤廃を迫り, 後期高齢者
医療制度や医師不足対策な
ど社会保障に関する政策の
改善を自民党に迫っている｡
しかし, 十分な議論もなく,
早々と自民党支持を決定し
てしまい, 果たして十分な
成果が得られるのかどうか
難しいところである｡

��������	
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後期高齢者医療制度や,
10月１日より始まった ｢認
知症患者｣ ｢脳卒中の後遺
症患者｣ の病院からの締め
出しへの対応は喫緊の課題
であり, 10月19日(日) に
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－｣
をテ－マにみやこめっせで
京都府医療推進協議会を開
催しシンポジウムで議論い
ただくことになっている｡
また, 11月１日(土) には
シルクホールにおいて, 李

啓充先生と医療経済学者の
田中 滋先生に ｢日本の社
会保障の現状と将来－社会
保障の充実は可能か－｣ を
テ－マに講演をいただき,
その後, 安達副会長と議論
を交わしていただく予定で
ある｡ 会員はもとより, 多
くの府民, 市民の皆様にお
話をお聞きいただき, 現在
の医療制度改革の問題点を
指摘し, 国民が安心で安全
な生活を送ることのできる
社会保障, 医療提供体制を
確立するためには, 十分な
財源が必要であることを訴
えていきたいと思う｡ 少し
でも多くの患者さんに声を
掛けていただき参加してい
ただくようお願いする｡

���� ��!�"#�
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特定健診がはじまり, 府
医では, 府医会員の取り組
みをサポートするために,
特定健診サービス部を設置
し府医の総力を挙げて取り
組んでいる｡ 制度施行初年
度でもあり, 制度上の不備
や保険者によって健診内容
が異なるなど制度の複雑さ
もあることから, ５月から
８月にかけては大変な事務
量となったためご迷惑をお
かけした｡ 大車輪での対応,
職員も大幅に増員して９月
からはようやく少し軌道に
乗ってきている｡ 日常診療
に多忙を極める先生方にとっ
ては負担の多い特定健診だ

が, 健診を希望する府民,
市民のために一層の積極的
な取り組みをお願いしたい｡

$����%
&�'(
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会館建設・会費検討特別
委員会を継続的に開催し鋭
意取り組んでいる｡ 委員会
では詳細に逐一報告申し上
げているし, 必要な事柄に
ついては京都医報などでも
報告して理解を得ながら取
り組んでいきたいと考えて
いる｡ ただ, 世界的な原油
高や原料高で, 資材の高騰
は避けて通れない状況であ
る｡ 本年３月の第177回府
医定時代議員会で建物面積
と建築費用の総額を承認い
ただいた｡ さらなる会費の
負担につながらないように,
原料高については, 委員会
において建築面積を当初よ
り約１割抑えて対応すべき
と決定された｡ それでも,
現状の会議室の３割増の面
積を確保すべく努力してい
る｡ 残念ながら, 京都市の
急病診に対する思いは希薄
で交渉が難航している｡ 設
計に支障を来しており強硬
に交渉しているが, １ヶ月
程度の遅れが予想される｡

*+�%
,-.���

今年の４月の日医会長選
挙において, 府医では２年
ごとの日医会長選挙は, 時
期的に診療報酬改定, 医療
制度改革などに十分な対応



2008年(平成20年)11月１日 No.18968

定
時
代
議
員
会

が出来ず, 混乱を招くのみ
で大きなダメージを被ると
して今期は会長選挙をすべ
きではないと主張してきた｡
残念ながら, その効果が十
分であったとは思われない
が, 新たに２人の強力な常
任理事が就任された｡ また,
近医連の先生方のご理解と
ご支援を賜り, 強い日医の
構築に向けて少しでも力に
なれればと不肖私を今期日
医の監事として推挙いただ
き４月から理事会に出席し
ており, 物言う監事の一人
として, 理事会で積極的に
発言をしている｡ また, 日
医の各種委員会にも近畿ブ
ロックを代表して, 上原副
会長, 安達副会長, 久山副
会長, 藤井理事を送り出し
ている｡ また, 執行部から
の推薦で立入監事, 北川理
事が日医の委員に就任して
いる｡ 私自身も, 医師の団
結を目指すプロジェクト委
員会に参加をしており, 今
後の日医のあり方について
もしっかりと議論したいと
考えている｡

���������	
�
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懸念される ｢日医認定の

総合診療医｣ 問題について
は, 将来的に人頭払い制に
つながる不安があることと
生涯教育に関しての基本的
な考えに問題があることを
指摘し, 反対している｡ レ
セプトオンライン化につい
ても, 基本的に法制化には
反対する立場に変わりはな
いが, 今後の日医の対応次
第で平成22年４月からオン
ライン化が強制される危惧
もあり, とりあえずの対応
が可能なように, 最低限の
準備を行い, 会員の皆様の
ご迷惑にならないよう努
める｡
冒頭にも述べたが, 大き

な社会変化が起こっている｡
先進国が成熟社会に入った
現在において, いわゆる定
常型社会としてのあり方を
模索すべき時に来ていると
思う｡ 今我々が求めなけれ
ばならないものは, 経済の
発展を遂げた国が, 充実し
た社会保障のもと, より精
神的に豊かで経済と文化の
バランスの取れた社会を構
築することではないだろう
か｡ 成熟し経済発展を遂げ
た我が国がその到達点とし
てのあるべき姿を世界に示
すときだと思う｡ 我々が目
指すものは, 国民の健康と

生命を守ることだ｡ そのた
めには, 皆保険制度とフリー
アクセスを堅持し, 安全で
良質な医療を提供すること
が我々の責務である｡ 我々
が生涯をかけて研修に勤し
み, 高い職業倫理のもと質
の高い医療を提供すること
が医療の信頼を確保するに
は欠かすことが出来ないも
のだ｡ そのための医療シス
テム構築は避けて通ること
の出来ない大きな問題であ
る｡ 我々は, 人々を病の痛
みや苦しみから救いたい,
国民の健康・生命を守りた
いとして医師になった｡ だ
からこそ, つらい思いにも
耐えることが出来る｡ その
我々の先輩から受け継いで
きたものを一部の経済学者
や企業の金儲けの具にして
はならない｡ 我々が今立ち
上がらなければ国民の健康
や生命を守れない時期に来
ている｡ どうか先生方の熱
い思いを我々に預けていた
だき, 日本の医療をよりよ
いものとするために一人ひ
とりの先生方が力をお寄せ
いただくよう心よりお願い
し冒頭のご挨拶とさせてい
ただく｡
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決 議

今, 医療は崩壊しつつある｡

特に, 急性期医療においては医師の不足と偏在が限界点を越え, 産科, 小児科のみなら

ず, 救急医療にも破綻が起こりつつある｡ 政府は医師不足対策を重要課題と位置付けてい

るが, その詳細は未だ明らかにされていない｡

また, 超高齢化社会の到来を目前にして, 慢性期医療の確保がより重要となるにもかか

わらず, 政府は十分な受け皿整備を行わないまま療養病床の削減政策を打ち出し, さらに

介護給付費抑制策により深刻な従事者不足を生じた結果, 施設介護, 在宅療養は困難な状

況に陥りつつあり, 医療・介護難民の発生が焦眉の問題である｡

一方, 新たに創設された後期高齢者医療制度は, 高齢者の不満や批判により手直しを余

儀なくされ, さらに拠出金の増加による財政悪化により健保組合が解散し協会けんぽへの

移行が相次ぐなど, 制度設計の様々な不備によって見直しを迫られる中で, 国民皆保険制

度全体も崩壊の危機に瀕している｡

これら全ては, 構造改革の名の下に行われた社会保障費削減政策の結果である｡ よって,

我々は医療崩壊を食い止め国民の健康を守るため, 政府に対して抜本的政策転換を強く求

める｡

記

一, 国民が安心して働き暮らせるための生涯を通じた社会保障の充実とその財源確保を

求める｡

以上, 決議する｡

2008年10月18日

京都府医師会第178回定時代議員会

■第178回定時代議員会で可決承認された議案■

第１号議案：平成19年度京都府医師会一般会計決算に関する件

第２号議案：平成19年度京都府医師会看護専門学校特別会計決算に関する件

第３号議案：平成19年度京都府医師会共済部特別会計決算に関する件

第４号議案：平成19年度京都府医師会労働保険事務組合特別会計決算に関する件

第５号議案：平成19年度京都府医師会会館建設特別会計決算に関する件

第６号議案：平成19年度京都府医師会看護専門学校改築特別会計決算に関する件

第７号議案：京都府医師会選挙規定の一部改正に関する件
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平成20年度京都府医師会諸会計中間報告 (20.９.30 現在)

１ 一般会計 ２ 看護専門学校特別会計

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�入会金収入

�会費収入

�事業収入

�補助金収入

�寄付金収入

�雑収入

�他会計からの繰入金収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

�管理費支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動収入

�特定預金取崩収入

【投資活動収入計】

２.投資活動支出

�特定預金支出

【投資活動支出計】

Ⅲ 予備費

650,000

10,000,000

505,500,000

143,130,000

1,195,350,000

100,000

5,050,000

6,000,000

1,865,780,000

1,659,760,000

294,150,000

1,953,910,000

32,000,000

32,000,000

74,000,000

74,000,000

30,000,000

731,670

6,000,000

253,743,300

35,450,209

159,948,208

0

1,882,969

67,600

457,823,956

412,662,253

102,289,550

514,951,803

0

0

0

0

0

112.56

60.00

50.20

24.77

13.38

0.00

37.29

1.13

24.54

24.86

34.77

26.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�事業収入

�補助金収入

�雑収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

�他会計への繰入金支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動収入

�特定預金取崩収入

【投資活動収入計】

２.投資活動支出

�特定預金支出

【投資活動支出計】

Ⅲ 予備費支出

1,000,000

287,020,000

107,680,000

6,800,000

402,500,000

457,300,000

1,900,000

459,200,000

48,000,000

48,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000

863,616

176,790,500

1,000,000

3,014,964

181,669,080

163,086,857

67,600

163,154,457

0

0

0

0

0

86.36

61.60

0.93

44.34

45.14

35.66

3.56

35.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

３ 共済部特別会計 ４ 労働保険事務組合特別会計

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�会費収入

�雑収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動収入

�特定預金取崩収入

【投資活動収入計】

２.投資活動支出

�特定預金支出

【投資活動支出計】

20,000

0

0

20,000

249,760,000

249,760,000

249,760,000

249,760,000

50,000

50,000

262,132

24,000

7,134

293,266

236,151,600

236,151,600

236,151,600

236,151,600

402,066

402,066

1310.66

1466.33

94.55

94.55

94.55

94.55

804.13

804.13

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�事業収入

�補助金収入

�雑収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

�他会計への繰入金支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 予備費支出

128,600,000

4,800,000

210,000

133,610,000

130,700,000

4,100,000

134,800,000

28,790,000

89,479,421

0

62,797

89,542,218

68,142,010

0

68,142,010

0

69.58

0.00

29.90

67.02

52.14

0.00

50.55

0.00
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５ 会館建設特別会計

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�雑収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動収入

�特定預金取崩収入

【投資活動収入計】

２.投資活動支出

�固定資産取得支出

【投資活動支出計】

Ⅲ 予備費支出

1,750,000

0

1,750,000

22,340,000

22,340,000

70,000,000

70,000,000

51,000,000

51,000,000

11,370,000

404,108

40,438

444,546

11,941,553

11,941,553

40,000,000

40,000,000

14,910,000

14,910,000

0

23.09

25.40

53.45

53.45

57.14

57.14

29.24

29.24

0.00

６ 看護専門学校改築特別会計

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�事業収入

�雑収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動支出

�特定預金支出

【投資活動支出計】

Ⅲ 予備費支出

1,350,000

52,000,000

0

53,350,000

100,000

100,000

60,000,000

60,000,000

1,570,000

0

54,900,000

2,357

54,902,357

0

0

55,000,000

55,000,000

0

0.00

105.58

102.91

0.00

0.00

91.67

91.67

0.00

■��������	
����������

府医ホームページでは, 会員向けのページ

に��������	
�������や

�������������など, 府医の活

動を会員に迅速に伝達するコンテンツを用意

しています｡ ぜひご活用ください｡

���������	
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日本医師会では10月３日(金), 平成20年度都道府県医師会 ｢地域医療, 保健, 福祉を担

う幅広い能力を有する医師｣ 認定制度に関する協議会を開催｡ 今年８月に公表した ｢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) の概要について説明し,

各都道府県医師会からの意見を求めた｡

飯沼日医常任理事は ｢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) の概要について説明し, 制度創設に向

けての活発な議論を求めた｡ なお, 認定制度

(案) の概要については９月１日号本紙にて

既報済み｡

生涯教育の ｢質｣ が重要

飯沼日医常任理事は日医生涯教育制度の

｢質｣ について言及｡ 申告率は上昇している

ものの ｢自己申告｣ 制度であり, 客観的な評

価は得られず, 現在の修了証, 認定証には何

ら社会的効力はないと問題視｡ 昨今の社会情

勢を鑑みても生涯教育の量的成果ではなく,

｢質｣ の問題が重要であり, そのためにも客

観的に質を担保し, 評価される制度にしなけ

ればならないと強調した｡ そのうえで, 日医

が学術専門団体として担保し, 国民に見える

形で示す必要があるとした｡

日医主導の制度創設で先手打つべき

各都道府県医師会が最も懸念する認定制度

創設が ｢フリーアクセスの制限, 人頭割｣ へ

結びつく危険性については, 日医が主導的に

制度を創設することこそが, 回避できる唯一

の方策であると強調した｡ 特に厚労省の ｢総

合科構想｣ については ｢日医からすれば“後

出しじゃんけん”のようなもの｣ と表現｡ こ

のような混乱を引き起こしたのは厚労省であ

ると訴えた｡ さらには厚労省によって制度創

設がなされるようなことがあれば, まさに,

厚労相の認可を要する国家統制的なものにな

るとして断固反対の姿勢をあらためて示すと

ともに, 現状では厚労省は ｢日医の取り組み

を見守りつつ, 状況に応じて検討する｣ と明

言していることからも, 今, 日医が動かなけ

れば厚労省が必ず認定制度を立ち上げること

になるとの危機感を表した｡

医師免許更新制議論を無実化に

医師免許の更新制度にかかる議論では,

｢当然, 反対｣ と述べる一方, 平成21年４月

からの教員免許更新制度を機に医師免許更新

制への声が上がる可能性があることからも,

こうした議論を無実化するためにも自己申告

制ではなく, 社会からも客観的に評価される

ような制度にすべきと述べた｡

できるだけ多くの医師の参加を

制度創設にあたっては, 地域住民の信頼に

つながる制度にしたいとの考えを示したうえ

で, 対象は内科に限ったものではなく ｢全科

にわたるもの｣ と述べ, できるだけ多くの医

師に制度に参加していただきたいと呼びか

けた｡

������������������������			


������������
���������������������������������������������������
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飯沼日医常任理事, 認定制度の創
設で理解求める

平成20年度都道府県医師会 ｢地域医療,保健,福祉を担う幅広い能力を
有する医師｣ 認定制度に関する協議会
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小野府医理事は, 生涯教育を国民に支持・

理解される形で確立することには何ら異論は

ないとの見解を示す一方で, 安易な履修方法

など制度設計上の問題点を指摘｡ 日医より示

された制度設計では ｢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

に担保されるとは考え難く, ましてや国民の

理解・支持を得られるとは到底思えないとの

見解を示した｡ さらに, 生涯教育カリキュラ

ム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

ものであり, 日医執行部が, このような制度

設計で現行の生涯教育制度に比し国民の大方

の理解が得られると考えるなら ｢それはあま

りに楽観的ではないか｣ と質した｡ また, 本

制度案は一方で広範な医師の取得を呼びかけ

ながら, 医師の６割を占める勤務医への対応

が全く言及されていないことを指摘し, 勤務

医のことを考慮して設計されたものとは考え

にくいとも述べ, 勤務医の失望を招くような

制度案では, ますます勤務医の日医離れが加

速するのではないかとの危機感を表した｡

これに対し, 福井次矢氏 (日医生涯教育推

進委員会委員長・聖路加国際病院院長) は国

民に理解される仕組みとするためセルフアセ

スメントを導入したと述べ, 履修方法などの

具体的な環境整備については今後, 生涯教育

推進委員会で検討していきたいと述べた｡

また, 勤務医への考慮については, 基本は

開業医を想定しているとしながらも, 中小規

模の二次レベルでの病院では, 日常診療の中

でさまざまな疾患に遭遇する機会は多いと述

べ, 勤務医にも是非参加いただき, 勉強して

いただきたいとして理解を求めた｡

事前に行われたアンケート調査では, 多く

の医師会が制度創設に ｢反対｣ あるいは ｢拙

速な対応は避けるべき｣ との認識を示した｡

特に ｢総合診療医の定義があいまい｣ との意

見や ｢フリーアクセスの制限, 人頭割, 総枠

規制につながる危険性を内包している｣ との

懸念が圧倒的に多く, 認定制度創設には多く

のハードルが残されており, 今後さらなる議

論の必要性を示唆する結果となった｡

今回のアンケート結果を受け, 飯沼日医常

任理事は, ｢医師の研修, 医師の医療水準を

支えていくシステムは学術専門団体である日

医が担うべき｣ との基本認識のもと, 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, 国

の考える ｢フリーアクセスの制限, 人頭割｣

に結びつかない唯一の方策であると強調｡ さ

らに, 制度の創設は国民の目から見える形で

の医療の質の担保であり, それにより安心し

て医療が受けられるという国民からの要請で

あるとの観点に立ち, 今後, 履修のための環

境整備をはじめ, 会員の理解を得られる制度

にすべく引き続き制度の周知徹底とさらなる

検討を継続したいとした｡

認定制度創設をめぐっては, 各都道府県医

師会から賛否両論, さまざまな意見が出され

た｡ 特に, 厚労省の ｢総合科構想｣ に直結す

るのではないかといった危機感が多い中,

｢日医の取り組みを見守りつつ, 状況に応じ

て検討する｣ との厚労省見解だけで制度創設

に踏み切ってもよいのか？との意見に対し,

飯沼日医常任理事は現時点で ｢絶対に直結し

ない｣ という保証はないが, 確たるスピリッ

ツをもって厚労省に対峙していきたいとの見

解を示した｡

また, 本協議会は認定制度の創設が決定し

たことを前提に議論されているのか？新たな

制度を設けるのであれば, 理事会あるいは代

議員会での議決が必要ではないか？との問い

安易な履修方法など制度設計上の
問題点を指摘 ＝小野府医理事＝

多くの医師会が ｢反対｣ ｢拙速｣
との認識示す

制度創設をめぐって議論白熱
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に対し, 同席していた中川日医常任理事から

は, 定款上, 代議員会の議決を要する事案で

はないが, 理事会での協議の結果次第で, 代

議員会に上程することもあり得るとの見解を

示した｡ また制度創設は決まったわけではな

く, 本日の議論を踏まえたうえで, 再度, 見

直しを図っていこうという趣旨で開催したも

のだと述べた｡

また, 本制度に尽力されている日医生涯教

育委員会の福井委員長と学術推進会議の高久

座長が, 国保中央会の協議会にも参画されて

いるが, どういったスタンスで参画されてい

るのか？その真意を問う声が出された｡ これ

に対し福井氏は, 決して国保中央会の ｢登録

医制｣ に賛成するものではなく, あくまで日

医の総合診療医構想を説明するために参画し

ていると主張した｡

その他, 生涯教育カリキュラムの改定と認

定制度創設の議論とは切り離して考えるべき

との意見や医師免許更新制度との関連を問う

意見が出された｡

レセプト電算処理システム対応
傷病名ガイドブック 平成20年10月版

���������	�
���������

定価 1,800円(税込)
体裁 Ａ６判変形(ポケットサイズ)・約300頁
発行 社会保険研究所

本書は, 日本医師会総合政策研究機構開発の日医標準レセ

プトソフト (通称ＯＲＣＡ) に標準搭載の ｢適応病名マスタ｣

から薬価基準収載の医療用医薬品の効能・効果とレセプト電

算傷病名を１対１でマッピングしたガイドブック｡

厚生労働省の傷病名マスター2008年６月版に準拠｡

医師・歯科医師・薬剤師, 医事課職員, 各種保険者, 審査機関, 専門学校および医薬

品業界等への基礎資料として役立つ１冊｡

� 新 刊 紹 介 �
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第５回近医連保険担当理事連絡協議会が10月４日(土), 梅田スカイビル (大阪市) で開

催され, ｢再診料等基本診療料について｣ および ｢外来管理加算の５分間要件について

(実際に現場で起こっているトラブル事例等)｣ を主要テーマに意見交換を行った｡

協議は, 西村府医理事の司会により進めら

れた｡

冒頭挨拶に立った安達府医副会長は, 間近

に控えた総選挙を見通し, 我が国の社会保障

のあり方について, 本来, 我々の求めてきた

ものは抜本的な政策の転換であり, 将来を見

据えた確固たる社会保障体制の構築であるこ

とを忘れてはならないと述べた｡ また, 本協

議会の主要テーマに掲げた基本診療料に対す

る近医連の意見をまとめるために, 忌憚のな

い意見を求め, 挨拶に代えた｡

さらに, 当日は, 塩見日医理事から日医理

事会の状況が報告された｡ 引き続いて, 日医

社会保険診療報酬検討委員会の状況について,

安達府医副会長は, 平成22年度改定に対する

要望事項については, 改定交渉を円滑に行う

ために早期に要望事項を取りまとめる必要性

に言及｡ 年内に各府県の要望を取りまとめて

いただき, 来年１月初めには日医に提出し,

最終要望を３月末までに終わらせたいとの意

向を示し, 理解を求めた｡

内田府医理事は, 基本診療料について, ド

クターフィーとホスピタルフィーに分けて,

技術料として正当に評価する必要性に言及し

た上で, 診療科別の点数設定を求める意見が

多いことを紹介するとともに, これには客観

的なデータの集約が不可欠であるとの認識を

示した｡ また, 診療所の再診料にホスピタル

フィーが含まれているのであれば, 点数設定

が不十分であり, 評価が低すぎると主張した｡

また, 外来管理加算については, ５分間要件

の撤廃を最優先に訴えるべきであると主張

した｡

基本診療料全般に関する他府県からの意見

①現行点数表における再診料の概念は, １日

に２回の再診行為についてはその都度算定

できるが, １回で複数の疾患を診た場合は

１回の算定しか認められておらず, これは

再診料がホスピタルフィーであり, ドクター

フィーではないことを意味している｡

②ドクターフィーとホスピタルフィーを分け

るのは理想ではあるが, 現実的に看護師の

配置等を賄うコストの対価は医師の技術料

しかなく, その意味で現行点数表ではそれ

らが混在している｡

病診格差に関する他府県からの意見

①病院が入院基本料で評価されていることを

踏まえて, 病診格差はあって然るべきで

ある｡

②点数の統一を求めるのであれば, 中医協に

おけるパワーバランスを考慮し, 慎重な交

渉をしなければ点数の引き下げで決着する

可能性が大きい｡ また, 病院の入院基本料

を病院の再診料へ移譲するのが妥当な考え

方である｡

������������������������			
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再診料の病診格差はあって然るべ
き, 技術料として純粋に評価を

第５回近医連保険担当理事連絡協議会開催
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診療科別の再診料の設定に関する他府県から

の意見

①診療科間の格差が広がっているため, 診療

科別の再診料の算定を求めるべき｡

②特掲診療料との調整関係も踏まえると現実

的ではない｡

外来管理加算に関する他府県からの意見

①要件見直しの影響が800億円規模となるの

であれば, 日医の決断は大きな失敗である｡

②加算という名称が誤解を与える原因になっ

ており, 名称変更も視野に検討すべき｡

これらの意見を受けて, 安達府医副会長は,

再診料等基本診療料への軽微な処置等の包括

や外来管理加算への５分間要件の導入等が不

合理なことは明白であり, 次回改定までにこ

れらを撤廃させるための理由付けが必要であ

るとの認識を示した上で, 再診料については,

ドクターフィー的要素が強いものとすれば,

論理的には病診統一点数となり, ホスピタル

フィー的要素が強いものとすれば, 格差があっ

て然るべきと結論付けた｡

また, 内部配分の付け替えが限界に達して

いることを指摘した上で, 医療全体の供給体

制の危機的状況を打開するためには, 医療費

の総枠拡大が最優先課題であることを強調｡

診療科別の点数設定については, 現在まで積

算されてきた点数の設定根拠も考慮し, ドク

ターフィーとホスピタルフィーが混在してい

る現行の点数表において現実的に困難である

との認識を示した｡

内田府医理事から, 京都における調査結果

の主な意見として, ①５分を満たしていない

ことを理由に返金させられた事例, ②ストッ

プウォッチを持参して時間を計られ, ５分を

満たしていないのに外来管理加算を算定した

理由を15分かけて説明した事例, ③今まで以

上に診療費を払わなければならないと誤解さ

れている事例等, 163件中26件の医療機関か

ら寄せられたトラブル事例を紹介した (詳細

は別掲参照)｡

他府県からは, ①家族から症状を聞いた上

で投薬, 算定した際に, 患者からクレームを

つけられ, ４月に遡って一部負担金を返還し

た事例, ②一部負担金が安くなるため診察を

拒否され, ｢お薬受診｣ が増加している事例,

③算定する時としない時の違いを説明するこ

とが困難な事例, ④｢お薬受診｣ の増加によ

り, 病気の見落としが懸念されるとの意見－

等の報告があった｡

また, 日医の対応を問う意見に対しては,

10月３日に開催された中医協改定結果検証部

会の調査検討委員会 (医療側４名と厚労省側

４名, オブザーバー２名で構成) に, 日医側

の代表として出席した安達府医副会長から本

委員会の状況を報告｡ ①５分間要件導入の背

景となった元データが不適正であること, ②

公定価格で定められているものに時間軸を設

けることによって算定・非算定という二つの

形態が生まれた結果, 対価が異なるものに結

果責任が同じという不合理を持ち込んだこと,

さらに, ｢お薬受診｣ の容認は医師法20条を

反故にする厚労省, 中医協の越権行為である

こと－について言及したことを説明｡ また,

再改定の時期については, 再診料の逓減制が

改定の時期を待たずに廃止となった経緯を説

明した上で, 一定期間経過後の調査結果によっ

て初めて当初の期待値を超える等の問題が明

確になった場合はそれらを踏まえた時期でよ

いが, 調査結果が出る前から問題があるもの

についてはその時期まで待つ必要はないと主

張したことを説明した｡

外来管理加算の５分間要件は調査
結果を待たずに早急な撤廃を



2008年(平成20年)11月１日 No.1896 17

近
医
連
保
険
担
当
理
事
連
絡
協
議
会

外来管理加算に対する５分間要件について (京都府医師会調査分)

※府医ＦＡＸ情報および会員メーリングリストによる回答数＝163医療機関
うち､ トラブル事例・意見・要望等＝55医療機関・66件 (トラブル事例のみは26医療機関)

事 例 診療科別件数

・お薬のみ希望する患者が増えた (家族の来院も含む)｡ 内科：８, 外科：３,
耳鼻咽喉科：２

・患者の待ち時間が長くなり, 苦情が多い｡ 内科：４, 精神科：１

・｢“お薬受診”を減らすために診察を促しているのでは？｣ との苦情が出た｡ 内科：１

・｢投薬のみの場合と診察を受けた場合の一部負担金が違うのはなぜか？｣ と質
問を受けた｡

内科：１, 外科：１,
耳鼻咽喉科：１, 病院：１

・｢家族が代理で来院した場合, 医療費がなぜ安いのか？｣ と質問された｡ 内科：１

・患者への不信感をかきたてるような要件は早急に改定すべき｡ 内科：６, 病院：２

・診療報酬が大幅減収となった｡ 内科：３, 耳鼻咽喉科：１

・診療時間のいたずらな延長を招く｡ 内科：２

・患者と医師の信頼関係が希薄になっていく｡ 内科：２, 外科：１

・長期投与を希望する患者が増えたため, 患者が激減した｡ 内科：１

・時間によって加算点数を増やすべき｡ 内科：１, 小児科：１

・時間要件を気にするため, もっと重要な処置や検査がおろそかになり, 診療
のミスが多くなることを懸念する｡ 内科：１

・医療現場では, ３時間待ち３分診療が５時間待ち５分診療を招来することに
なり, それを嫌う患者に ｢お薬受診｣ をさらに助長するという結果をもたら
した｡ 最も弱い受付の苦労が増えている｡

内科：１

・｢診察時間を十分に｣ といっても診察の質を時間で測ることの愚は言うまでも
ない｡ 修練を積めば積むほど時間は短縮されるものである｡ 内科：１

・｢５分に満たしてない｣ との苦情があり, 後日返金した｡ 脳外科：１

・５分間要件の根拠 (いつ, 誰が, どの時点で) をよく質問される｡ 外科：１, 病院：３

・昨年より, １人当たりの診察時間を増やす努力はしている｡ 外科：１

・患者がストップウォッチで時間を計っておられ, 会計が終了して領収書の内
容をみて, ５分も診察していないのに外来管理加算が算定されていることの
説明を求められ, 窓口に医師が呼び出された｡ 概ね５分を説明しても納得さ
れず, ｢医療は時間がかかるところはかけるし, かからない場合であっても最
低限の判断, 医学管理をしている｣ と 15 分程度かかって説明して, やっと納
得して帰られたという事例があった｡

皮膚科：１

・５分以内に終了することはない (表面麻酔, 処置, 簡単な手術を実施するの
で 10 分～20 分は要する)｡ 耳鼻咽喉科：１

・｢診療に５分以上かかると一部負担金が高くなるので早く終了してほしい｣ と
促され診療に支障を来たした｡ 病院：１

・｢点数を算定するため, 故意に診察時間を引き延ばしているのでは？｣ と言わ
れた｡ 病院：１

・｢診察を受けると高くなるのか？｣ と質問され, 今まで以上に診療費を支払わ
なければならないと誤解されている｡ 病院：１

・患者の家族から ｢５分も診療していないのに, 外来管理加算を取られるのか？｣
と言われた｡ 病院：１

・｢時間を正確に測るように｣ と言われた｡ 病院：１

・診察のたびに金額が変わることに対して不信感を訴えられた｡ 病院：２

・｢４月以前の診察内容よりも素っ気ないような気がする｣ と言われた｡ 病院：１

・高血圧症の患者に ｢血圧は測定してもらうが診療は不要｣ と言われた (理由
は一部負担金が高くなるため)｡ 病院：１

・患者から説明を求められても概ね５分の説明が難しく混乱している｡ 病院：２
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京都府医師会をはじめ医療・介護・福祉に

関連する団体, 患者団体等32団体で構成され

る京都府医療推進協議会 (会長：森 洋一府

医会長) は10月19日(日), 京都市勧業館 ｢み

やこめっせ｣ で 『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』

と題する府民集会を開催し, 約2,300名の府

民が参加した｡

京都府医療推進協議会 (以下, 協議会) では, 政府の社会保障費抑制政策が医療・介護・福

祉の現場にどのような影響を与えているのかなどについて, 生の正確な情報を発信し, 真に国

民のための医療や介護・福祉はいかにあるべきかを府民とともに考えようと継続的に活動を行っ

ている｡

今回の催しでは, 社会保障が約束する安心の将来について府民とともに考えるシンポジウム

のほか, ステージにおいては, ｢難病のお話｣ (京都難病団体連絡協議会), ｢知って得する薬の

正しい使い方｣ (京都府薬剤師会), ｢スキンタッチ実技公開 ツボ健康法｣ (京都府鍼灸師会),

｢言語聴覚士○×クイズ｣ (京都府言語聴覚士会) など, 構成団体によるエクササイズやクイズ

が行われ, 多くの参加者が熱心に耳を傾けていた｡

また, 会場では, ｢展示ゾーン｣ ｢検査ゾーン｣ ｢相談ゾーン｣ を設け, 協議会構成団体がそ

れぞれの特色を生かした16ブースを展開, 大勢の人がつめかけた｡

京都府医師会では, 医師による相談ブースを設け, 府民からの健康相談に応じた｡

��������	
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シンポジウムでは, 安達府医副会長がコーディネーターとして登壇｡ 同副会長による 『後期

高齢者医療制度の問題点』 と題する講演ならびに京都私立病院協会長で京都療養病床協会長の

清水 紘氏による 『病院における老人医療の問題～現場で何が起きているのか』 と題する講演

が行われた後, 山本みどり氏 (西陣病院・医療ソーシャルワーカー), 金田保夫氏 (患者家族)

らを交えた討論が行われた｡

��������	
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府民2,300人が参加 シンポジウムや構成団体の特色を生かしたブースなどを展開

シンポジウム ｢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｣

開会あいさつ (森府医会長)
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安達府医副会長は講演で, ｢後期高齢者医

療制度はそもそも日医が保険料と医療費のバ

ランスが悪くなる高齢世代に対し, それまで

と変わりなく切れ目ない医療が受けられる制

度を創設するため, その財源の大部分を国庫

より拠出すべきとして提案したもの｣ と説明｡

しかし現行制度はその発足の段階から, 国民

への説明が何らなく国庫負担を大幅に減らす

制度設計となっているため, ｢高齢者の不安

をあおる制度となり, 音を立てて崩れ始めて

いる｣ と指摘し, ｢いずれ早い時期に見直さ

なければ大変なことになる｣ との見解を述

べた｡

さらに, 脳卒中後遺症や認知症の患者に対する入院制限の問題について, 脳卒中が発症した

患者の具体例を示しながら, ｢我々は医師としての使命感に反して患者さんに退院をお願いし

なければならない制度設計となっている｣ と批判するとともに, 厚労省が様々な要因で退院で

きない患者を 『社会的入院』 と呼ぶことについて, ｢社会的入院は悪という厚労省の考え方が

本当に正しいのかということを皆さんと一緒に考えたい｣ と訴えた｡

また, 清水私病協会長は講演で 『療養病床再編問題』 ならびに 『一般病床の脳卒中後遺症患

者と認知症患者の問題』 について詳細に説明した上で, 療養病床の削減等によって生じる医療

対応ができる受け皿の不足は 『医療難民』 『介護難民』 の増加に繋がると批判し, ｢自分の親に

『長生きしてごめんね』と言わせないシステムづくりを皆さんと一緒に考えたい｣と呼びかけた｡

シンポジウムでは医療ソーシャルワーカーの山本氏が, 在宅介護をやむなく断念し, 施設に

入所させることになった老夫婦の実例を紹介し, ｢自助努力が足りないという見方がある一方

で, 介護者は様々な理由で苦悩している｣ と述べ, そこを理解しようとしなければ, 弱い立場

に置かれた人に寄り添う考え方とは言えないとの考えを示した｡

また, 患者家族の金田氏は, 自身の介護経験を踏まえた上で, ｢24時間体制での医療・介護

が不可欠な患者にとっては, 療養病床は必要不可欠である｣ と訴えるとともに, 厚労省の 『入

院から在宅へ』 という政策は ｢現状でも無理

があるにもかかわらず, ますます高齢化が進

んでいく将来像も展望せずに, 医療費の公費

負担削減のみを目的としたものと言わざるを

得ない｣ と語った｡ さらに在宅医療・在宅介

護における経済負担についても ｢平均的なサ

ラリーマン年収では到底負担できない金額｡

まして年金生活者にとっては, 医療費のため

に霞を食って終末を迎えろと言われているよ

うなもの｣ として, 厚労省の政策を国民の目

線から厳しく批判した｡

シンポジウムの模様

つめかけた来場者
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シンポジウムでは, 来年度改定が予定される介護保険制度についても意見交換が行われた｡

清水私病協会長は介護保険制度における人材不足と低賃金の問題について, ｢具体的にどのよ

うに (介護従事者の) 報酬を上げるのか, これをきちんと検討しなければ, 問題はさらに大き

くなる｣ と述べ, 迅速かつ適正な検討が進むことを要望した｡

最後に安達府医副会長はまとめとして, 社会保障は老後だけではなく, 生涯を通じての安心・

安全を構築する国の基本的な制度設計の問題であるとした上で, ｢その社会保障を充実させる

ためには経費がかかる｣ と指摘, そこで国会等では常に 『負担と保障』 という議論になるが,

その財源については, ｢一般会計だけでなく, 埋蔵金ともいわれる特別会計も含めた連結決算

という透明な, 国民の目に見える形で, 税金がどう振り分けられているのかを国に示してもら

いたい｣ との考えを述べるとともに, ｢そういう制度の中で, 将来の社会保障にきちんと使わ

れるのであれば, 消費税を少し上げられても納得できるのではないでしょうか｣ と問いかけた｡

さらに, ｢『負担と保障』 ではなく, 『預託と保障』, 『税金をとられる』 のではなく, 『預ける』

ということが言えるような社会, そんな日本の将来について今後も引き続き皆さんと一緒に考

えていきたい｣ と提案し, シンポジウムを締めくくった｡

� � � �

今回の 『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』 にご参

加いただきました皆様, 京都府医療推進協議会構成団体各位, 各地区医師会およびご賛同

をお願いいたしました関係各位におかれましては, ご多用にもかかわりませず, ご協力を

賜りまして誠にありがとうございました｡ おかげさまで, 参集された2,300人を超える府民

の皆様にもよりわかりやすく現在の社会保障制度の問題点や社会保障のあり方をお考えい

ただけたものと喜んでおります｡

府医執行部一同, 改めて御礼申し上げます｡

※京都府医療推進協議会参加団体 (平成20年10月19日現在)

京都私立病院協会, 京都市老人福祉施設協議会, 京都腎臓病患者協議会, 京都精神病院協

会, 京都難病団体連絡協議会, 京都府医師会, 京都府医師婦人会, 京都府栄養士会, 京都

府介護支援専門員会, 京都府看護協会, 京都府言語聴覚士会, 京都府作業療法士会, 京都

府食生活改善推進員連絡協議会, 京都府歯科医師会, 京都府歯科衛生士会, 京都府鍼灸師

会, 京都府鍼灸マッサージ師会, 京都府柔道整復師会, 京都府病院協会, 京都府病院薬剤

師会, 京都府放射線技師会, 京都府訪問看護ステーション協議会, 京都府母子寡婦福祉連

合会, 京都府薬剤師会, 京都府理学療法士会, 京都府臨床検査技師会, 京都府臨床工学技

士会, 京都府臨床心理士会, 京都府老人クラブ連合会, 京都府老人福祉施設協議会, 日本

医療法人協会京都府支部, 認知症の人と家族の会京都府支部 (50音順)
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府医情報・企画・広報委員会と地区広報・情報化担当理事連絡協議会が10月21日(火), 府医

会館で開催され, 18地区から19名が出席した｡

冒頭, 安達府医副会長は挨拶で, 府医から会員への情報伝達について, ｢これだけスピード

が要求される情勢の中で, (情報伝達の) タイミングがずれたり, 情報が十分に伝達されなかっ

たりという問題がしばしば起こっている｣ と述べ, 府医でも従来の伝達手法のほかに 『会員

ＭＬ』 や 『連携ＭＬ』 を立ち上げてはいるが, まだまだ十分ではないとして, ｢一般会員へい

かにして迅速かつ十分な情報を伝達するかを重要課題として, 情報・企画・広報委員会ととも

にご協議いただきたい｣ と依頼した｡ また, 今後拡がるであろうＩＴ化については, ｢ＩＴツー

ルは, それを立ち上げるのが目的ではなく, それをどう使い, 同運用するかが重要である｡ 実

りある議論をお願いしたい｣ と締めくくった｡

続いて挨拶に立った岡本府医情報・企画・広報委員長も ｢府医からの情報を地区医師会役員

や地区会員に十分に伝えるためにはどうすればよいか, ご意見を伺いたい｣ と要請した｡

協議では, 担当の藤井府医理事から以下１～７についての報告が行われた後, 『会員への情

報伝達のあり方』 について意見交換が行われた｡

１. 府医情報・企画・広報委員会での検討状況について

今期は昨年度に引き続き, 執行部と会員間の相互理解と疎通性の向上をめざすこと, 府市民

向けの広報活動, 医療のＩＴ化の３点を目標として検討を重ねている｡

�����

｢医界寸言｣ においては情報・企画・広報委員会委員が持ちまわりで執筆掲載をしている｡

｢情報企画レポート｣ ならびに ｢理事解説｣ においてＯＲＣＡ日レセの会員への推奨, レセ

プトオンライン化の情報を中心に会員のＩＴ化や国のＩＴ関連情報を随時掲載している｡ 以

下の医報各号を参照いただきたい｡

【レセプトオンライン化関連】

・ついに動き出したレセプトオンライン請求 Ｈ18年７月１日号

・レセスタに関する注意点 Ｈ18年８月１日号

・レセプトオンライン化に伴う諸問題 Ｈ19年１月15日号

・レセプトオンライン請求の最新情報 Ｈ19年11月15日号

・レセプトオンライン請求義務化に関するアンケート調査報告 Ｈ20年８月１日号

・レセプトオンライン請求義務化について Ｈ20年10月15日号

【ＯＲＣＡ日レセ関連】

・日レセの優位性について Ｈ18年８月15日号

・日レセ認定サポート業者について Ｈ18年９月15日号

���������������������������			


������������������������

府医ならびに府医情報・企画・広報委員会からの報告事項

府医情報・企画・広報委員会と地区広報・情報化担当理事合同連絡協議会
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・日レセユーザーからの声① Ｈ18年10月15日号

・日レセユーザーへのアンケート結果 Ｈ18年11月15日号

・日レセユーザーからの声② Ｈ18年12月15日号

・日レセ全国・京都府稼働状況 Ｈ19年２月１日号

・ＩＴフェア (ＯＲＣＡプロジェクト) の報告 Ｈ19年２月15日号

・日レセユーザーからの声③ (自力導入について) Ｈ19年３月１日号

・日レセ全国・京都府稼働状況 Ｈ19年９月15日号

・日レセ導入・下東医師会の取り組み Ｈ19年10月15日号

・日レセ病院への導入 Ｈ19年11月１日号

・レセプトオンライン請求の最新情報 Ｈ19年11月15日号

・日レセ・全国5000ユーザーを達成 Ｈ20年１月15日号

���������

本年３月に全面的な更新を行った｡ ｢開かれた医師会｣ の実践のため, 会員向けサイトに

おいても認証 (鍵) をかけないオープンな情報提供を行っている｡ 新しく ｢ＡＥＤの設置場

所｣, ｢特定健診・特定保健指導｣, ｢府医在宅医療サポートセンター｣, ｢医師バンク｣ 等に関

する情報提供を新設した｡ 会員向けサイトに ｢地区庶務担当理事連絡協議会抄録｣ や ｢府医

月間日程｣ など府医の活動を会員に迅速に伝達するコンテンツも新設した｡

���	
��������	
���

平成19年８月から運用開始し, 現在月に70～100通の投稿がある｡ 本年10月15日現在で会

員ＭＬへの参加登録数は706である｡

���������������

平成19年11月より本内容を会員ＭＬにも送信することとし, 重複登録者を調整したため本

年10月15日現在での参加登録数は124となっている｡

��������

月に３～４回の送信を行っている｡ 内容は上記メールマガジンと同じ内容で, 本年10月15

日現在の登録数は906となっている｡

���� ��������� ���

各病院窓口や府医非会員の勤務医にも門戸を広げたもので本年10月１日に運用を開始した｡

本年10月15日現在の参加登録数は107である｡

�!"	#$�%�

遠方地である与謝, 舞鶴, 福知山, 相楽, 宇治久世の５地区医師会を拠点として昨年５月

からの庶務担当理事連絡協議会において本格稼動を開始した｡

�&'(�)*+,-./0

府医ホームページの会員向けサイトにおいて, 毎月の全国ならびに京都府の最新稼働情報

を掲載している｡

�12345+67�,89

会員の情報技術格差 (デジタルデバイド) の解消に資するべく, 日医の協力を得て, 本年

１月26日～27日に開催し27名の会員が受講された｡ 本年度は12月13日～14日に開催を予定し

ている｡

�*+:�;<=>?@ABCD

本年８月から日本医師会で開催されている日医・医療ＩＴ委員会においてレセプトオンラ
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イン請求義務化問題を率先して協議することを決定した｡ 本委員会には副委員長の立場で藤

井府医理事が出席しているため, 京都医報において毎回の委員会内容の詳しい報告を継続

する｡

��������

広報誌 ｢Be Well｣ の毎回のテーマならびに執筆者選定を行っている｡ また毎週火曜日朝
刊の京都新聞 ｢クリッククリニック｣ のテーマと執筆者の選定も行っている｡ 毎週土曜日の

ＫＢＳ京都ラジオ ｢桂都丸のサークルタウン｣ 内において京都府医師会が ｢みんなの健康きょ

うと｣ と題して健康情報を提供している｡

�	
����������������������

毎月第４水曜日に府医で開催されている地区庶務担当理事連絡協議会における府医から会

員への伝達事項は重要なものが多く存在する｡ これを迅速に会員へ伝達するため, 本年４月

から府医ホームページ内で, ９月からは京都医報において翌月の15日までに掲載することと

した｡

２. 京都医報表紙写真および ｢地区だより｣ のご協力について

各地区持ち回り当番表にそって協力をお願いしたい｡

３. 府医会員メーリングリストの現況について

平成20年10月15日現在の参加登録数は総数で706となっている｡

【内訳】

Ａ会員 555 Ｂ会員 121 Ｃ会員 14 Ｄ会員 ４ 地区医師会 12

４. 府医連携メーリングリストの現況について

本年10月に開始したところでまだ参加登録数や投稿数は少ない｡ このメーリングリストの趣

旨がまだよく伝わっていないためと考えられるが当分はこのままで経過をみてゆきたい｡

平成20年10月15日現在 参加登録数 107

【内訳】

Ａ会員 49 Ｂ会員 11 非会員 3 病院代表 44

５. ＯＲＣＡ日医標準レセプトの稼働状況について

本年９月では全国での稼動件数は6500件を超えた｡ 京都府においても192件となっており,

昨年同月は133件であることから１年間で60件近く増加した｡

なお, 10月27日に ｢第１回府医と日医ＩＴ認定サポート事業所との意見交換会｣ を予定して

いる｡

６. 本年度日医初級パソコンセミナーの開催について

12月13日(土), 14日(日) に１講習２時間枠で４回の講習を予定している｡ １グループ３～

４名で専門のインストラクターが付き, 各自にパソコンを用意する｡ 初級の方もご遠慮なく参

加されたい｡ 参加は無料で詳細は京都医報を参照していただき各自申し込みをお願いしたい｡

７. レセプトオンライン請求義務化問題について

京都医報10月15日号にこれまでの経緯を詳しく掲載したのでぜひお読みいただきたい｡ 最優

先課題は手書きレセプト提出医療機関が現状のままで医療を継続できることであり, 次にはオ
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ンラインでなくとも電子媒体 (フロッピーディスク等) でのレセ提出も可能とすることを厚労

省に容認させることである｡ 今後ともこの件を日医に強力に要請してゆく｡

なお, 府医では来年１月を目途に複数回にわたって, レセプトオンライン提出に関する会員

への説明会の開催を予定している｡

府医からの情報伝達のあり方については, 池田府医情報・企画・広報委員会副委員長が,

｢確実に何をどう伝えるのか, 各地区の現状と今後どのように取り組むべきかなどについてご

意見を伺いたい｣ と述べ, 府医執行部, 委員, 各地区による意見交換が行われた｡

【府医執行部の意見】

●重要な情報は様々な媒体を通じて幾重にも発信し, 会員に伝達できればよいと考えている｡

●府医・地区・会員間で正確な情報を共有したい｡

●勤務医の視点での情報発信も必要｡

【委員の意見】

●情報伝達の手段は多ければ多いほどよい｡ 情報の内容, 緊急度によって伝達手段を使い分け

ることも必要｡

●情報伝達を一つのツールに統一するのではなく, 様々なツールを複合的に活用し情報伝達す

ることが重要｡ 情報の質の軽重を情報発信側も検討する必要がある｡

●伝達事項における重要項目のＴＯＰＩＣ (見出し) を発信し, 会員を情報へ誘導する努力も

必要｡

【地区からの意見】

●基本的に紙媒体を中心として会報や回覧板による情報伝達｡

●緊急時や重要な情報はＦＡＸ情報を希望する会員が多い｡

●地区でＭＬを稼動しているが登録人数, 投稿数ともに少ないため, 重要事項を伝達する手段

にできない｡

●地区でＭＬを構築したいが, メールを使用できない会員も多い｡

●地区庶務担当理事連絡協議会の連絡事項はある程度セレクトして伝えている｡

●関心のない会員にどのようにして伝え, 理解していただくかが課題｡

※本協議会開催前に各地区医師会ならびに会員宛に実施した 『府医執行部・地区医師会・会員

の情報伝達に関するアンケート』 の結果を【参考】として掲載するのでご参照いただきたい｡

府医から地区医師会ならびに会員に対する情報伝達のあり方について
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【参 考】

府医執行部・地区医師会・会員の情報伝達 アンケート集計
(地区医師会)

●回答状況

１) 地区医師会の理事会の開催間隔ならびにその時期

２) 地区医師会会報について

①発刊の有無 ②発刊頻度

３) 府医開催の地区庶務担当理事連絡協議会議事内容の取り扱いについて

①地区医師会・理事会報告 (複数回答あり)

②会員への伝達 (複数回答あり)

対象地区数 回答地区数 回 答 率

26地区 26地区 100％

月 １ 回 月 ２ 回 ３ヶ月に１回 開催していない

22 1 1 2

84.6％ 3.8％ 3.8％ 7.7％

発刊している 発刊していない

22 4

84.6％ 15.4％

毎 月 10

隔 月 2

年 ４ 回 2

年 ３ 回 2

年 ２ 回 3

年 １ 回 3

理事会報告なし
庶務担当理事が
必要と考えた場合
のみ理事会報告

項目等, 簡単な
理事会報告のみ 詳細を理事会報告 そ の 他

2 8 2 14 1

7.4％ 29.6％ 7.4％ 51.9％ 3.7％

会員通達なし 項目のみ通達 必要と考えた場合
のみ会員通達 詳しく会員通達 そ の 他

3 4 13 5 3

10.7％ 14.3％ 46.4％ 17.9％ 10.7％
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４) 府医ホームページにおける ｢地区庶務担当理事連絡協議会・抄録｣ 掲載の認知度

５) 本年７月以降, 府医の働きかけにより, 京都府の保健所は麻疹発生時に各地区医師会に対

して発生状況をフィードバックして報告することとなりました｡

貴地区におかれましてはその際の会員伝達はどのような方法をとっていますか｡ (複数回

答あり)

６) 貴地区独自のメーリングリスト (ＭＬ) を運用されていますか｡

７) 地区医師会執行部での協議事項や報告事項について

①一般会員への伝達方法 (複数回答あり)｡

②伝達内容 (複数回答あり)｡

知っている 知らない

20 6

76.9％ 23.1％

特に伝達はしない 即座には通達していな
いが会報等で通達する

ＦＡＸで迅速に
会員に通達する そ の 他

6 4 11 6

22.2％ 14.8％ 40.7％ 22.2％

地区ＭＬが既に
稼働している 今後予定している 今後とも予定

していない
検討会の開催を
考えている

7 5 13 1

26.9％ 19.2％ 50.0％ 3.8％

地区会報 ＦＡＸ 電話網 電子メール 専用メーリ
ングリスト 回覧板 その他

18 16 4 6 1 4 5

33.3％ 29.6％ 7.4％ 11.1％ 1.9％ 7.4％ 9.3％

執行部での協議
事項や報告事項
は議事録並みに
できるだけ詳細
に会員に伝えて
いる

協議事項や報告
内容の要約を伝
えている

特別の事案でな
いかぎり協議項
目程度しか伝え
ていない

ほとんど伝えて
いない そ の 他

3 16 4 0 4

11.1％ 59.3％ 14.8％ 0.0％ 14.8％
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府医執行部・地区医師会・会員の情報伝達 アンケート集計
(会 員)

●回答状況

●回答者地区別構成

●回答者年齢別構成

対象会員数 (人) 回 答 数 (人) 回 答 率

4,226 568 13.4％
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●会員が活用している医師会からの情報ルート
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●医療機関や自宅へのパソコンの設置状況

設置している 設置していない

501人 66人

88.4％ 11.6％
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●年齢構成別のパソコン設置状況は以下のとおり

●年齢構成別 インターネット閲覧状況 (パソコンを設置していると回答)

●年齢構成別 電子メール使用状況 (パソコンを設置していると回答)

●会員が希望する医師会からの情報ルート

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 不明 全年齢

設置している 10人 96人 158人 123人 81人 29人 4人 501人

設置していない 0人 3人 10人 7人 22人 21人 3人 66人

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 不明 全年齢

インターネット
閲覧

自分では触れない 0人 1人 4人 13人 16人 10人 1人 45人

ある程度なら触れる 1人 13人 24人 27人 14人 7人 0人 86人

だいたい自由に操作可能 9人 82人 130人 83人 50人 11人 2人 367人

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 不明 全年齢

電子メール

自分では触れない 0人 4人 8人 22人 22人 16人 1人 73人

ある程度なら触れる 2人 12人 30人 25人 13人 6人 0人 88人

だいたい自由に操作可能 8人 80人 120人 73人 42人 7人 3人 332人
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地域医療崩壊の根本的要因は, 長年にわたる医療費の抑制にある｡ われわれ医療を担う
者には, 国民が安心して医療を受けられるようにする責務がある｡ しかし, 医療の質の向
上と安全性を確保するための医療現場の努力はすでに限界にあり, 医療従事者の疲弊は極
みに達している｡
地域医療が危機的状況にあるなか, 国は効率化の名のもと一方的に医療費の削減を押し

つける目的で, レセプトオンライン請求の完全義務化を強引に推進しようとしている｡ 本
来, 医療におけるＩＴの活用は, 医療の質の向上, 医療の安全に資するものでなくてはな
らない｡ ところが国は, これらに鑑みることなくレセプト請求を例外なくオンラインに限
定し, 医療機関等に新たな投資と負担を強いようとしている｡ この施策は, ＩＴを活用す
ることで国民や医療現場により良い医療や環境を提供しようとするものではなく, 強引に
行う必然性はまったくない｡
このままレセプトオンライン請求の完全義務化が進められれば, 地域に根ざして医療を

担ってきた医療機関等を撤退に追い込み, 地域医療崩壊に拍車をかけることは明らかであ
る｡ 事実, 日本医師会が行った調査によれば, 医科では8.6％もの医療機関がこのままでは
廃院するしかないと回答している｡ この危機感は, 歯科, 調剤も例外ではない｡
これらのことから, 三師会として以下声明する｡

記

一. レセプトオンライン請求の完全義務化を撤廃すること
一. レセプトオンライン請求は医療機関等の自主性に委ねること

以上
平成20年10月

日 本 医 師 会 会長 唐澤 �人
日本歯科医師会 会長 大久保満男
日本薬剤師会 会長 児玉 孝

日本医師会, 日本歯科医師会, 日本薬剤師会の三師会の会長は10月22日, 2011年度に予定さ

れているレセプトオンライン請求義務化の撤廃を求める共同声明を舛添要一厚生労働大臣, 大

村秀章厚生労働副大臣, 尾辻秀久自民党参議院会長に手渡し, その後に合同記者会見を開き,

共同声明を発表した｡

共同声明の内容は以下のとおり｡

レレレセセセプププトトトオオオンンンララライイインンン請請請求求求ののの義義義務務務化化化撤撤撤廃廃廃ででで三三三師師師会会会ががが共共共同同同声声声明明明
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吉田昭船井医師会会長の挨拶に続き, 森府

医会長が挨拶に立ち, 京都府医療推進協議会

が開催するイベントへの協力を依頼するとと

もに, 政局への今後の対応を示した｡

森府医会長は冒頭の挨拶で, 平成20年度改

定で本年10月１日から脳卒中後遺症・認知症

の患者が重度障害者等から除外されるという

改定が行われたものの, 一般病棟に長期入院

している後期高齢者の脳卒中後遺症・認知症

の患者については経過的な措置がとられたこ

とを説明｡ しかしながら, 障害者病棟につい

ては経過措置がとられておらず, 医療難民・

介護難民が発生する状況が起こりうることを

府民に訴えるため, 10月19日(日) にみやこ

めっせにおいてイベントを開催することを報

告した｡ また, 現在, 医療制度改革が進む中

で, 財源の問題等も挙げられていることから,

イベントに続き11月１日(土) に京都産業会

館でシンポジウムを開催するとし, 先生方の

参加を要請するとともに, 患者さんへの周知

を依頼した｡

また, 自民党総裁選, 衆議院総選挙につい

て触れ, 混迷している政局に対し府医として

は, これから発表される自民・民主のマニフェ

ストの内容を注視していくとし, 衆議院総選

挙の日程は確定していないが, 我々としての

対応を協議するため, ９月30日(火) に京都

府医師連盟常任理事会を開催することを報告

し, 医療制度改革, 社会保障について, 各候

補者・党がどのようなことを考えているかと

いうことを中心に確認した上で選挙に臨みた

いとの意向を示した｡

内田府医理事は, まず, 医療類似行為のな

かで, 柔道整復師が行う脱臼・骨折 (応急手

当以外) の施術については医師の同意書によ

り健康保険における療養費の支給が受けられ

る施術であることを示し, 同意書を記載する

際の留意点については, 変形徒手矯正術は手

技的に難しく, 骨折・症状が悪化する恐れも

あるため, 安易に同意してはいけないこと,

さらに施術部位については, 傷病名から必要

とされる部位のみ指示するよう注意を促した｡

また, 施術業者では, 重大な疾患を見逃して

しまう危険性, 病状が悪化してしまう可能性

があることや, 安易に同意書を作成する医療

機関がある等, 問題点を挙げた上で, 具体的

な対策を示すことはできないが, まずは多く

の医療機関が現状を認識することや, 患者さ

んへ働きかけるなど地道な努力が必要である

亀岡市・船井医師会と府医執行部との懇談会が９月27日(土), ガレリア亀岡で開催され, 地

区から35名, 府医から11名が出席, 佐藤英夫亀岡市医師会副会長の司会のもと, ｢グループ化

した鍼灸整骨院の現状｣, ｢船井医師会在宅医療アンケート結果｣, ｢在宅医療｣ について, 約２

時間半にわたり活発な意見交換が繰り広げられた｡

亀亀岡岡市市・・船船井井
医師会との懇談会

��������	
��������

亀岡市・船井医師会との懇談会 (９.27 ガレリア亀岡)

グループ化した鍼灸整骨院の現状に
ついて
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とした｡

地区から, 柔道整復師の受領委任払いの法

的問題を整備する必要があるのではないかと

の意見に対し, 内田府医理事は, 行政との契

約関係にあるため行政に申し入れないといけ

ないが現状は困難であるとした｡ 加えて, 安

達府医副会長は, 医療類似行為で骨折や病状

の悪化等の事例が多数出てきて, 国民の批判

が高まらない限り, 現状を打開することは現

実的に困難であることを示した｡

木村 茂船井医師会副会長より, 地区で実

施された ｢訪問診療 (在宅医療) にかかるア

ンケート｣ の集計結果の報告があり, 報告を

受けて北川府医理事は, 府医が在宅医療を推

進しても実際には地区によって状況が異なる

ため, 地区の協力がなくては困難である中で,

アンケートを実施していただいたことに謝辞

を述べ, アンケート結果の中で条件整備が必

要との意見があったことから, 府医として協

力できることはしていきたいと述べた｡ また,

１つの医療機関に集中すると, その医療機関

が疲弊してしまった場合に受け皿がない状態

に陥るので, 府医としては数名の先生で連携・

分担して在宅医療に取り組んでいただきたい

との意向を示した｡

平田正弘亀岡市医師会在宅医療担当理事よ

り, 地区において在宅医療が必要となってき

ているが, 現在, 地区のネットワークづくり

が始まったところであり, 対応が遅れている

現状を示され, 在宅医療を阻む要因や問題点・

要望等を, 以下のとおり挙げられた｡ ①死亡

診断書作成の際の24時間のしばり｡ ②病院で

は高価な薬剤等を使用されていた患者さんが

在宅に移られた場合に, 開業医では対応が困

難｡ ③在宅で継続的に診ている患者に対して

の軽微な薬剤については家族からの情報によ

り投薬することができないのか｡ ④往診の交

通費について郡部での対応を勘案して保険適

用をしてほしい｡ ⑤在宅で使用する麻薬に対

しては管理に特例を設けてほしい｡ ⑥交代要

員が見つかりにくい｡

挙げられた問題点等に対し, 北川府医理事

は, 以下のとおり回答した｡ ①厚労省のマニュ

アルにも記載されているとおり, 診察後24時

間以上であっても診療継続中の病気で亡くな

られたと医師が判断した場合, 後のトラブル

を避けるため家族に十分に説明した上で, 死

体検案書でなく死亡診断書を作成することが

可能である｡ ②乙訓では協定を設けて使用す

る薬剤を限定するなどの対応をとっているが,

現状は病院の退院支援の中で在宅に対する配

慮が不足していることから, 府医としても各

病院に働きかけていく｡ また, 薬剤師会にも

働きかけて薬局の協力を得ることも１つの方

策である｡ ③やむを得ない場合は, 家族から

十分な情報をえて投薬することも可能｡ 加え

て安達府医副会長より, 医師の裁量責任の範

囲であり, 投薬した場合には判断した医師に

結果責任があると回答｡ ④地域医療崩壊や地

域格差にも関わってくる問題であるので, す

ぐに保険適用とすることは難しいが, 行政等

に働きかけていく｡ ⑤法的な問題でもあり,

現状では, 在宅推進のためだけに麻薬の基準

を変更することは困難である｡ ⑥府医として

は地域の先生方で分担して在宅医療を行いた

い意向である｡ 在宅を推進していく上で支援

できることはしていきたい｡

加えて, 北川府医理事は在宅医療の課題,

医師会の果たすべき役割として, 府医の考え

方や現状を示した｡

亀岡市地区より, 高齢者のターミナルにお

いて, 食事をとれない患者さんに点滴を行う

際に, 訪問看護ステーションに対応していた

だいているが, 月に14日間しか対応できない

状況であり, それ以外を全て主治医が対応し

船井医師会在宅医療アンケート結果
について

在宅医療について

地区からの意見・要望
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なければならない現状を打開できないのかと

の質問に対し, 北川府医理事は, がんや神経

難病の場合は14日間の縛りはないが, 高齢者

のターミナルの場合は特別指示書を提出して

も14日間しか訪問看護ステーションが対応で

きないのが現状であるとした｡ 加えて森府医

会長は, 今すぐに答えがでる問題ではないと

しつつも, できるだけよい形でターミナルを

迎えられるような方策を国に訴えていく意向

を示した｡

また, 医療機関より訪問看護ステーション

の訪問看護料の方が高いとの発言に対し, 北

川府医理事は, 平成18年度改定で病院・老健・

転換型老健以外は在宅と定義され, 有料老人

ホームやグループホームは点数が差別化され,

計画的な訪問診療については診療報酬が下がっ

たものの, 往診については従来通りの点数が

とれると思われるが, 調べて回答するとした｡

加えて, 安達府医副会長は, 病院入院を減ら

すという施策が平成18年度改定で行われた中

で, 不合理なことの指摘・増点要求が実現し

やすい状況であるので, 前後関係を調べた上

で日医の社会保険診療報酬検討委員会として

も働きかけていくとした｡

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

注意を喚起した｡

�������

関 透下京西部医師会会長の挨拶に続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 政局の動向につい

て触れ, 今後行われる衆議院総選挙への対応

について述べた｡

森府医会長は冒頭の挨拶で, 衆議院解散は

現在のところ, 予算が通ってからとなる見通

しであるとし, 茨城県医師連盟が民主党支持

を表明していることとその経過を説明した｡

また, 民主党が我々の意見を受け入れ ｢混合

診療解禁｣ ｢包括制度の拡大｣ を撤回し, 医

師会と連携を取らなければ地域医療推進は難

しいとの考えを示しているので, 今が医師会

の力を発揮するチャンスであるとし, 我々が

目指す医療を認めて推進していただける政党・

政治家を検討し, 要望していかなければなら

ないとの考えを示した｡

下京西部医師会と府医執行部との懇談会が10月３日(金), 京都府医師会館で開催され, 地区

から20名, 府医から７名が出席, 安岡貴志下京西部医師会庶務担当理事の司会のもと, ｢福田

首相退陣後の医療制度｣, ｢後期高齢者医療制度｣, ｢レセプトオンライン化の現状と今後｣, ｢特

定健診の現状と今後｣ について, 約１時間半にわたり活発な意見交換が繰り広げられた｡

下下京京西西部部
医師会との懇談会
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下京西部医師会との懇談会 (10.３ 京都府医師会館)
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森府医会長は, 小泉内閣の５年間, それを

受けた安倍内閣においても骨太の方針により,

毎年2200億円の社会保障費の削減が行われて

きたことに対し, ｢我々は削減撤廃を訴えて

きた｣ とし, 福田前首相の辞任前は2200億円

の削減は撤廃には至らないまでも, 医師不足

対策・偏在の解消, 医学部定員増に3400億円

の財源を確保し, また社会保障国民会議を設

置して, 財源問題を含め社会保障のあり方を

考える動きになっていたが, 麻生首相誕生後

はどうなるのか見通しが立たないとの見解を

示した｡ 福田首相の辞任後, 民主党が選挙の

争点を ｢医療制度をどうするか｣ ということ

に方向転換したことから, 麻生首相も少し見

直しの兆候が出ているとし, 医療費の削減が

ストップする可能性が強くなってきたとの見

通しを示しつつも, ｢これは医学部定員増や

産科・小児科の診療報酬を手厚くすることに

対してのみであれば, 医療制度に対する追い

風にはならない｣ との見解を示した｡

また, 舛添厚労大臣が医療保険の一元化に

ついて発言していることに対し, 日医でも従

来から医療保険の一元化は提唱されているが,

地方自治体の財政が厳しい現在, 医療保険の

一元化はさらに厳しい医療費の削減が求めら

れる可能性もあることから, 経済状況の悪い

中で大きな問題になるとし, 現在, 京都府で

国保の一元化への対応について検討している

が, 医療費削減が最初にあるような対応は絶

対に了承できないので徹底的に反対している

ことを示した｡

最後に, 民主党が政権を取った場合には,

少なくとも後期高齢者医療制度にも大きな影

響があるとし, 北部ではいったん政権を交代

してはどうかとの意見も出ていることを報告,

現在, 府医としては政策が見えない中でじっ

くり対策を練っているとした｡

内田府医理事は, 後期高齢者医療制度の問

題点として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

の資格証明書発行などをあげ, 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, 将来的に登録医制・人

頭割りに移行し, フリーアクセスの制限に繋

がる恐れがあるとし, ５月25日に開催された

近医連定時委員総会第一分科会において, 日

医に早急に改定を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, 後期高齢者特定入院基本料については,

本年10月１日より, 重度障害者等から脳卒中

後遺症・認知症患者が除外されることとなっ

ていたが, 事実上凍結されたとした｡ また,

制度運営の仕組み等について説明し, 厚労省

社会保障審議会 ｢後期高齢者医療の在り方に

関する特別部会｣ が出した最終答申の ｢留意

すべき事項｣ の中に記載されている ｢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, これが制度の問題であるとした｡ 今後

の方針として政府与党は制度を維持し, 不都

合があれば運用修正で対応するとしており,

それに対し日医は, 公費９割, 残り１割を保

険料と窓口負担とする日医案を示しているが,

公費９割とすればどこかで締め付けがあるの

ではないかとの認識を示した｡

藤井府医理事は, 平成18年４月の日医会長

選挙の混乱の中で, 国が全ての医療機関にレ

セプト電算処理化とオンライン提出を義務づ

けたこと, またそのデータが今後 ｢社会保障

後期高齢者医療制度について

レセプトオンライン化の現状と今後
について

福田首相退陣後の医療制度について
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カード｣ や ｢電子私書箱｣ に利用されようと

していることがより問題であるとした｡ また,

厚生労働省令第111号の内容のポイントとし

て, レセプト請求の代行入力を認めているの

が三師会のみであることや, 経過措置につい

て説明｡ 全国のオンライン化普及率, 京都府

の医療機関の現状を示し, ９月に開催された

日医医療ＩＴ委員会において, 手書きレセ医

療機関を同111号の除外扱いあるいは, 省令

改定による期限延長すること等を提言, また,

過疎地で手書きレセのために廃業される医療

機関が続出すると地域医療が成り立たなくな

るため, 早急に ｢手書きレセ医療機関が現状

の手書きレセのまま今後も確実に診療可能で

あること｣ を会員に明言することを要望した

旨報告した｡ さらに日医の見解について, 追

加要望事項として, 平成21年度概算要求に代

行請求ソフト開発に5.7億円を計上すること

や, 代行請求業務が基金等審査機関でできな

いか, また代行手数料の確保について交渉中

であることを説明した｡

地区から, 府医はレセプトオンライン化を

推進しているのかとの質問に対し, 森府医会

長は, ｢オンライン化に反対しているが, デ

ジタル化は時代の流れで仕方ない｡ しかし,

国が言うようにデジタル化したレセプトデー

タのデータベースを使って治療のあり方に活

かすことは, 現実には不可能である｣ との見

解を示した｡ 府医としては原則手挙げ方式で,

オンライン化できない医療機関はオンライン

化しない方向でいきたいとしつつも, 法律で

決定されていることであるので, 強行実施さ

れた場合を考え, 情報提供と基盤の整備を行っ

ているとした｡

福州府医理事は, 今年の春から始動した特

定健診について, 導入背景は医療費削減政策

の一環であり, メタボリックシンドロームに

的をしぼった健診であることを示した上で,

基本健診と特定健診の違いについて説明｡ 特

定健診の検査項目については, 従来の健診よ

りも国が示した最低限度の項目が少ないこと

から, 従来見つかっていた疾患が見つからな

くなる可能性があること, またそうなると受

診意欲が削がれる可能性があることを懸念し,

市町村国保分に関しては交渉により検査項目

を上乗せしたことを示した｡ また, ５～７月

分の特定健診集計結果を報告し, 集団健診の

受診が減少していることから, 集団健診の受

診率向上が来年の課題であること, また, 集

合契約分の被用者保険被扶養者が国の示した

最低限の項目でしか受診できないことで格差

が生じていることが問題であるとの認識を示

した｡ 最後に, 特定健診の今後の見通しがた

たないが, 現状の方式の健診であっても府民

の健康を守るため, できるだけ受診者の方々

や医師会の先生方のためにもしっかり取り組

んでいきたいとの意向を示した｡

特定健診の現状と今後について

綾部医師会と府医執行部との懇談会が10月４日(土), 萬屋旅館で開催され, 地区から19名,

府医から７名が出席, 山下正道綾部医師会理事の司会のもと, ｢後期高齢者医療制度に対する

日医・府医の対応について｣, ｢総選挙後の医療政策の変化について｣, ｢社会保障立国論につい

て｣, ｢特定健診の進捗状況, 今後永年的に維持されていくか｣ について, 約２時間にわたり活

発な意見交換が繰り広げられた｡

綾綾 部部
医師会との懇談会

� � � � � � � � 	 
 �
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安村忠樹綾部医師会会長の挨拶に引き続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 中央情勢について

報告した｡

森府医会長は, ｢日医唐澤執行部も２期目

に入り半年が経過した｡ まずまずの動きを見

せているが府医と考えが相違している部分も

あり, 引き続き是々非々の立場を通していき

たい｣ と述べた｡ また, 近医連と中部医師会

連合からの推薦を受け日医の監事に就任した

ことを報告｡ 日医のリーダーシップ不足や役

員間での温度差などを感じることもあるが毎

月の理事会等でしっかり見極めていきたいと

抱負を述べた｡

さらに, 日医委員会に委員として多数の府

医役員を輩出し積極的に活動していることを

報告｡ また, プロジェクト委員会として ｢医

師の団結を目指す委員会｣ が設置され, 委員

長に就任したことを報告するとともに ｢勤務

医, 開業医, 大学病院を問わず一緒になって

医師会活動を考えていく必要がある｣ と述べ

挨拶を締めくくった｡

藤井府医理事から後期高齢者医療制度に対

する日医・府医の対応について説明があった｡

まず, 後期高齢者医療制度について, これ

までの老人保健制度との違いを説明した上で,

この制度の問題点について触れた｡ 財源につ

いては, ｢今後の人口構成推移や経済状況か

ら勘案すると医療保険者からの支援金増額や

保険料の大幅な増加は見込めない｡ 今後国が

公費を現状以上につぎ込まないとするなら,

大枠を削るという話になってくる｡ それは結

局, 医療給付を削ることになる｡ そうなれば

後期高齢者の受ける医療水準が大幅に低下す

る恐れがあることがこの独立型制度の問題で

ある｣ と指摘した｡

また, 最近の流れとして, 健保組合には後

期高齢者を含む高齢者医療制度を支えるため

の支援金が大きな負担となり, 解散に追い込

まれる健保組合が続出する可能性があること

に懸念を示し, 現に13組合が解散申請してい

る状況を報告｡ その受け皿となる政府管掌健

康保険も10月１日から全国健康保険協会 (協

会けんぽ) に移行し, 都道府県ごとの運用が

始まるなど, とても不安定な状況になるとの

見通しを示したうえで, これらのことは, 政

府与党が取ってきた対策が根本的なものでな

く, その場しのぎの継ぎはぎだらけの対応策

で迷走しているのが原因であるとした｡

最後に, 舛添厚労相が立ち上げた ｢後期高

齢者医療制度に関する検討会｣ について触れ,

４つの方式が提案され議論されているが, ど

の方向に進むかは今後の政局と大きく関係し

てくるとして報告を締めくくった｡

これに対して, 地区からは財政的な問題も

あると思うが75歳で医療を区切ることが果た

して本当に良いのか｡ 65歳に下げるのか, 民

主党案のように一本化をするのが良いのか府

医の意見を聞きたいなどの質問があった｡

上原府医副会長は, 後期高齢者の区分は老

年学が基になっているため, 疾病構造も変わ

るこの年齢で区切るのはある程度仕方ないと

思うが, 後期高齢者医療制度は医療費抑制を

目指したものであり高度経済成長を支えた方々

に負担を強いるのは間違いであるとの見解を

示した｡

続いて, 森府医会長からは, ｢この制度は

今までの老人保健制度では財政的にも成り立

たないというのを受けて, 日医が当初から提綾部医師会との懇談会 (10.４ 萬屋旅館)

後期高齢者医療制度に対する日医・
府医の対応について
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唱し, 10年程かけて議論されてきたものであ

り, 75歳以上の老人に対し公費をもって手厚

く保障するという考えに基づいたものであっ

た｡ それを厚労省の思惑により財政の削減だ

けが目的の制度に変えてしまった｡ 国民の健

康・生命を守る立場から引き続き制度の立て

直しに向けてしっかり見張っていきたい｣ と

締めくくった｡

上原府医副会長は, 今回の選挙に対する見

通しについて説明を行った｡ 今回は, 民主党

が政権を取る可能性もあるとの見通しを示し

た上で, これまでは政権政党である自民党を

推してきたが, これは我々の思いを政策とし

て反映させるためであった｡ ただ, 今回は自

民党を推すのか民主党を推すのかという大き

な問題に直面していることを述べ, ｢これま

で京都府選出の民主党議員とは勉強会を毎年

行ってきたが, 結果として民主党のマニュフェ

ストには府医の意向が生かされてこなかった｡

今回の民主党のマニフェストには府医の意向

が生かされてはいるものの, 全体のビジョン

は見えてこず, 果たして全て実現可能なこと

なのか, 党内で本当に一致したのか不明であ

る｣ とした上で, 京都府選出の議員は優秀で

あるが, 全国で見るとどうなのかという点も

見極めないといけないとの見解を示した｡

一方の自民党については, 社会保障に対す

る考えがトーンダウンしているとし, 2,200

億円の社会保障費削減についても, ｢見直し

を検討する｣ に変更されている｡ これは ｢実

施しない｣ と言っているのと同じこととし,

自民党はまだマニフェストが出ていないから

何とも言えないが社会保障費を削ることには

変わらないだろうし, 最終的には立候補者に

個別に当たって, 政策の実現性があるのか検

討したいとの考えを明らかにした｡

森府医会長は, ｢米国のサブプライムロー

ンの破綻により市場原理主義は終焉を迎えよ

うとしている｡ 我が国においても, 小泉首相

が導入した米国の市場原理主義により, 格差

が拡大, 社会保障が後退し, 医療は崩壊の危

機に立たされている｡ 景気が低迷し税収が増

えない中で社会保障費の拡大は困難かもしれ

ないが, 国民の健康と生命を守る医療集団と

して, 国民が安心して暮らせる安全な医療シ

ステム構築を訴える絶好の機会と考えている｡

日医は, 今こそ, 今後も2,200億円の社会保

障費削減を掲げる小泉改革を継承するのか否

か, 社会保障の充実を基本とする政策に転換

するのかどうかを政府, 与党に迫り, 方針転

換を求め, 日本が誇る医療制度を守っていく

絶好の機会である｣ とし, ７月の日医・都道

府県医師会長協議会において安達府医副会長

から日医に対して医療・介護を担う団体とし

て社会保障の充実を基軸とする 『社会保障立

国論』 を政策方針として提唱し, 従来の一政

党支持を改めてぶれない立場で広く社会に政

治に働きかけを行うべきと提言したことを報

告した｡

さらに, この基本理念でもって, 各政治家

の声を聞いて, 我々の活動の指針としていき

たいとし, また, 社会保障立国論に基づき社

会保障の事業を増やしたときの効果について,

｢少なくとも社会保障関連産業においては,

雇用が増え, 給料が上がれば, 国内需要は間

違いなく増えてくる｡ それに伴い設備投資や

建設事業が増大することは具体的な数字は現

在持ち合わせていないもののデータとしては

ある｣ との見解を示した｡

最後に, 社会保障費の高い北欧諸国は経済

の発展がベスト10に入っていることをみても,

社会保障費の増大が経済の足かせとはならな

いことは立証済みであり, その辺も訴えてい

きたいと締めくくった｡

続いて上原府医副会長は, ｢手厚い医療を

施すことによって生産人口の減少を防ぐこと

が出来るはずだ｣ と述べ, 障害を受けた方の

リハビリを手厚くした方が経済的損失は少な

総選挙後の医療政策の変化について

社会保障立国論について
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いことがはっきり統計としてあると報告さ

れた｡

北川府医理事は, 特定健診・保健指導につ

いてのこれまでの経緯と府医の対応および受

診状況などを報告した｡ 18年に断行された医

療制度改革は, ｢後期高齢者医療制度の創設｣,

｢療養病床の削減｣, ｢特定健診・特定保健指

導｣ が医療費削減を目的とした大きな柱となっ

ているとした上で, 国は特定健診の目的はメ

タボリック症候群の早期発見による生活習慣

病対策と言っているが, 受診率等で保険者に

ペナルティを与えるなど本来は政府が負うべ

き責任を医療保険者に押し付け, 医療費適正

化を目的としたものであると指摘した｡

問題点としては, 従来の基本健診より検査

項目が減っているため疾患の発見が遅れる可

能性があること, 加入保険によって一部負担

金に差があることなどが挙げられこの解消に

向けて今後も粘り強く交渉していきたいと述

べた｡ また, 支払いについては国保連合会の

システムの問題等で遅れているが, 特定健診

サービス部が一生懸命処理しているのでもう

少し猶予をいただきたいとし, また, 医療機

関も請求時には記入漏れ等がないようにしっ

かりチェックを行うなど協力を要請した｡

今後の展望としては, 予想より受診者数が

減少しているため, 国は小手先の数合わせの

ための修正や保険者へのさらなる責任転嫁が

行われる恐れがあるが, 府医のスタンスとし

ては, 国民にとって実のある健診にすること

が一番大切なことであり, 単に批判するので

はなく, 府医が持っているデータを充分に活

用しながら, 府・市民の健康を守る立場とし

て, 日医への働きかけなどにより改善に向け

ての努力をしていきたいと報告を締めく

くった｡

特定健診の進捗状況, 今後永年的に
維持されていくか

山本正人中京西部医師会長の挨拶に引き続

き, 上原府医副会長が挨拶に立ち, 解散総選

挙の動向や日医の状況について触れるととも

に京都府医療推進協議会主催の下, 10月19日

に開催されるイベント, 11月１日に開催され

るシンポジウムを紹介した｡

上原府医副会長は冒頭の挨拶で, 現在世間

の注目を集めている解散総選挙について触れ,

自民党が独自に行った全国300の小選挙区へ

のアンケート調査結果を紹介, ｢自民党が優

勢｣ が106～107議席, ｢当落線上｣ が50議席,

中京西部医師会と府医執行部との懇談会が10月６日(月), 京都府医師会館で開催され, 地区

から16名, 府医から７名が出席, 柴垣中京西部医師会庶務担当理事司会の下, ｢後期高齢者問

題｣ ｢特定健診｣ ｢会館建設｣ のテーマで, 約１時間にわたり意見交換が繰り広げられた｡

中中京京西西部部
医師会との懇談会
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中京西部医師会との懇談会 (10.６ 京都府医師会館)



2008年(平成20年)11月１日 No.189642

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

残り約130議席が ｢(当選は)厳しい｣ との結

果を報告し, 性急に解散総選挙を行うと自民

党にとって取り返しのつかない事態になるこ

とから, 先送りさせるのではないかとの見解

を示した｡ また, 民主党についてはこれまで

幾度となく懇談会の場を持ち意見交換を繰り

返してきているとし, 医療制度の問題に関し

て山井衆議院議員らと議論を交わしてきた結

果, 民主党の政策として ｢後期高齢者医療制

度の廃止｣ ｢５分間ルールの撤廃｣ ｢2200億円

の削減の凍結｣ 等が列挙されたことを示す一

方, これらの各政策の実現性を疑問視すると

ともに, 府医連としても自民党, 民主党双方

の動向に目を懲らし適切に対応する必要があ

ることから非常に難しい局面を迎えていると

の見解を示した｡

最後に京都府医療推進協議会主催のイベン

ト ｢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～｣ が10月19日

(日) にみやこめっせにおいて開催されるこ

とを紹介, 会員の参加はもとより, 府民・市

民の参加に協力いただくよう呼びかけた｡ ま

た, 11月１日(土) にシルクホールにおいて,

日本の国民皆保険制度堅持を主張する李 啓

充氏と慶應義塾大学大学院教授の田中 滋氏

を講師として迎え ｢日本の社会保障の現状と

将来｣ として講演・シンポジウムを開催する

と報告した｡

藤井府医理事は, これまでの後期高齢者医

療の歩みを説明, ｢新しい高齢者医療制度の

かたちの検討｣ としてこれまでの老人保健制

度と後期高齢者医療制度の概要を示すととも

に平成20年４月からの後期高齢者医療制度の

財源, 保険料に言及した｡ また, 後期高齢者

医療制度の問題点を列挙し, とりわけ後期高

齢者保険料引き上げの限界, 現役世代支援金

の拠出金不足, 公費増加に対する財務省のク

レームから医療給付費・診療報酬の引き下げ

に発展し, 高齢者の受ける医療水準の低下に

繋がることに警戒感を強めた｡ さらに, 西濃

運輸や京樽の健保組合解散の実態や政管健保

から全国健康保険協会 (協会けんぽ) への移

行を説明, 全国一律の保険料率8.2％が都道

府県の医療状況に応じて変化すると解説した｡

また, この後期高齢者医療制度に対する政府

与党, 民主党, 日医の各見解を示し, 政府与

党の迷走ぶりを説明, 舛添厚労相が自民党総

裁選前後に後期高齢者医療制度を廃止し, 新

たな制度構想を打ち出すとしたものの実際は

｢建て直し｣ から ｢リフォーム｣ へとトーン

ダウンしたことや, ｢県民健保｣ 構想を発表

し現行の市町村運営の国保を都道府県単位の

広域連合で75歳以上の医療も一体化して運営

するという私案を打ち出していることを示

した｡

北川府医理事は, 府医, 地区医で取り組ん

できた基本健康診査について触れ, 特に深く

関わってきた歴史的経過を説明｡ 一連の医療

制度改革の中で ｢後期高齢者医療制度の設置｣

｢療養病床の削減｣ ｢特定健診・特定保健指導

の創設｣ が国の支出削減に向けての大きな柱

となっているとした上で, 国は特定健診が生

活習慣病の前段階であるメタボリックシンド

ロームに着目して医療費の抑制を図るとして

いることを解説, その一方で実施主体を保険

者にすることによって責任を転嫁し, 支出を

減らそうとすることが本当の目的との見解を

示すとともに, 十分な検証・モデル事業も行

わず全国一律にスタートさせた国の荒っぽい

手法を問題視した｡ 府医としては, 健診の意

義が薄れることから京都市と折衝し, 十分で

はないとしながらも多少健診項目を増やすこ

とができたことを報告, 会内に特定健診サー

ビス部を設置してデータの階層化, 集計, 請

求事務等を行っているとした｡ また, 京都市,

京都市外, 全体の５月から７月までの集計の

数値を説明, 健診に保健所が関与しなかった

特定健診・特定保健指導 ｢国の考え
方の問題点・府医の取り組み｣

後期高齢者医療制度について
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ことや腹囲測定の抵抗感, 健診に対しての

ＰＲ不足等が前半の受診率を低迷させた原因

とし, 京都市においても電話での受診勧奨を

始めたことを報告した｡

地区から, 出務医に対しての報酬が支払え

ない状況は避けるべきとの見解が示され, 来

年も継続するのであればどの程度まで受診率

を上昇させられるかの見込みがないと予算が

立てられないとの意見が出された｡ 北川府医

理事は最終の健診データが出ていないことか

ら明確な数値は示せないとしつつも, 受診勧

奨の結果, 後半の受診率は上がってきている

とし, 来年度は京都市に対して, はじめから

積極的な受診勧奨を強固に求めていくとした｡

また, 出務費も出せない状況は問題として地

区医師会に赤字を出させることは非常に不本

意であることから, 京都市に対して十分に働

きかけていくとの意気込みを示した｡

また, 個別健診が増加した場合, 現状の人

員では問題とする声や被用者保険の負担率が

まちまちであることの指摘があった｡ 北川府

医理事は個別健診の増加については, 人員を

増やす等の対策を講じて対応すると回答｡ ま

た, 被用者保険の一部負担金については最終

的な決定は府医と代表保険者である政管健保

であるとしつつも, その前段階で国が大元の

一定ラインを示しており, 保険者の意向で国

の基準に従うため, 日医に対して国と交渉す

るよう働きかけていくとの姿勢を示した｡

上原府医副会長は, 現在の会館建設状況に

ついて, 先の第177回府医定時代議員会にお

いて了承された総建築面積7700㎡, 建築費用

20億円で動いているとしつつも, 代議員会時

から比べて建築資材の高騰が如実に現れてい

ることから建築規模を当初の予定から１割程

度削減させる方針との見込みを示した｡ また,

現在本設計に入っており, 会館の構想は出来

上がっているとする一方でテナントの問題を

示し, 京都市においての京都市休日急病診療

所の入居の検討が遅れていることから, 現在

の設計, 着工, 竣工の予定がずれ込むことを

示唆した｡

地区から, 現在の予算の中で建築資材がさ

らに高騰した場合, 現会館の売却額等を鑑み

ても建築費用20億円の予算で賄えるかとの質

問が上がった｡ 上原府医副会長は, 建築費用

は20億円以内ということは決定しているので

さらに負担が増えることはないとし, 会員の

負担を減少するために行政との折衝を行って

いることを報告, 現会館の売却額については

等価で交換できるだけの採算は持っていると

した｡

中野府医理事から, 保険診療のおける適正

な請求について事例をあげて説明があった｡

１つ目は, 産業医が企業の健康管理室で診

療行為を行い基本診療料や投薬料を請求する

という保険医療機関以外の場所での診療を請

求された事例, ２つ目は特養入所者への往診

や訪問診療料の算定事例であった｡ ３つ目に

は, 一部負担金を免除した他府県の事例につ

いて言及し, 保険診療はルールから逸脱する

ことなく, 適正に請求するよう注意を促した｡

�������

新京都府医師会館建設について
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ポイント

１. 通常の季節性インフルエンザに対する感

染対策, 特に標準予防策を基本に, 飛沫予

防策, 接触予防策に習熟する｡ 咳エチケッ

トの啓発に努める｡

２. マスク, 手袋, エプロン／ガウンなど個

人防御具の正しい着脱法を浸透させる｡

３. Ｈ５Ｎ１インフルエンザや新型インフル

エンザの発生情報をたえず収集する｡

４. 新型インフルエンザ患者の万一の来院に

備え, 施設内での対応方法を十分に協議し

ておく｡

１ はじめに

数十年の周期で起こるとされるインフルエ

ンザパンデミックの新型ウイルス候補として,

Ｈ５Ｎ１インフルエンザが第一に注目されて

いる｡ しかし, 実際にはＡ型インフルエンザ

のどの亜型が新型ウイルスになるかは予想が

つかないし, 臨床像も全く不明である｡

京都府市が構築しつつある新型インフルエ

ンザ対策では, 感染症指定医療機関や結核医

療機関が新型インフルエンザ患者の入院診療

を主として行い, 患者が増加した際には, 入

院診療に協力する医療機関もほぼ決定しつつ

ある｡ 患者が少ない間は, ほぼすべての要観

察例への対応は指定された医療機関で対応可

能であるが, 患者が増加すると, 発熱外来を

すり抜け, 指定医療機関以外の一般市中病院

へ患者が紛れ込む可能性が十分考えられる｡

ましてパンデミックに達すれば, どの診療所,

病院もこの新型インフルエンザ患者診療を余

儀なくされる｡ ここでは, パンデミックを見

据え, 新型インフルエンザ診療指定医療機関

以外の市中病院で考えておくべき医療体制に

ついての提案を行う｡

まず, 新型インフルエンザが出現し患者発

生した場合の京都府内での対応について確認

しておく｡ フェーズ４に達しても京都府内で

の発生がなければ, 発熱相談センターが保健

所内に設置されるのみで, 発熱外来は設置さ

れない｡ 京都府内で患者が発生すれば, 直ち

に発熱外来が感染症指定医療機関などに設置

される｡ 患者数が少ない間は, 診療所や一般

病院に疑い患者から相談や万一直接の受診が

あった場合でも, 保健所と連携し発熱外来に

受診誘導すればよい (図１)｡ しかし, 患者

数が増加しパンデミックに近くなると, 発熱

外来だけでの対応は難しくなり, 一般病院な

どに患者がすり抜けて受診する可能性がある｡

この際は, 一般病院であっても発熱外来とし

ての備えが必要になるかもしれない (図２)｡

２ 日常から行うべき基本的事項

(季節性インフルエンザへの対応)

新型インフルエンザに特別な対策は存在し

ない｡ すべての市中病院が確立すべき基本体

制は, 通常の季節性インフルエンザ対策に習

熟し, それを確実に実施できる体制である｡
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新型インフルエンザも季節性インフル

エンザと同様, 飛沫感染, 接触感染が主

要感染経路と考えられるので, まず, 患

者の診療ケアに従事する職員すべてに,

標準予防策および感染経路別対策を浸透

させることが基本である｡ さらに, 新し

い標準予防策である ｢呼吸器衛生／咳エ

チケット｣ を, 医療施設内の呼吸器症状

を有するすべての人 (病院スタッフ, 患

新新新型型型イイインンンフフフルルルエエエンンンザザザににに備備備えええたたた医医医療療療体体体制制制
������
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者, 面会人, 出入り業者など) にポスター

などを通じて教育, 啓発することが, イ

ンフルエンザをはじめとする呼吸器感染

症の院内伝播を防止する上で最重要とな

る｡ 具体的には, ｢鼻汁や, 咳・くしゃ

みなどのしぶきには病原微生物が多量に

含まれること｣ ｢微生物を飛散させない

ために, 咳やくしゃみが出る際は口と鼻

をティッシュなどで覆うこと｣ ｢咳が続

く人は外科用マスクを着用すること｣

｢鼻汁やしぶきの付いたティッシュはゴ

ミ箱に捨てること｣ ｢もし, 手指に鼻汁

やしぶきが付いたなら手洗いを行うこと｣

を伝える｡ 特に, 見落とされやすい ｢手

指衛生 (手洗い／手指消毒)｣ の重要性

は強調したい｡ マスクは無償で配布して

もよいが, 施設の規模が大きくなれば,

マスクの自動販売機を設置するのもよい｡

��������	
���������

������

上記のような体制が十分確立していて

も, インフルエンザに罹患する職員や入

院患者はゼロにはならない｡ 院内でイン

フルエンザ患者が発生した場合の管理体

制を確立するとともに, 職員の健康状況

把握も部署単位で行い, 季節性インフル

エンザのシーズン中はたえず担当する委

員会などに報告される形を構築したい｡

３ 新型インフルエンザ患者に備えるために

必要な事項
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新型インフルエンザウイルスはいつ発

生しても不思議ではないので, 現在のフェー

ズ３の段階から準備を怠ってはならない｡

まず必要なことは, 現在インドネシア,

エジプト, 中国などで発生している

Ｈ５Ｎ１鳥インフルエンザウイルスの,

ヒトへの感染状況についてたえず情報収

集を行うことである｡ 日本では, 厚生労

働省や国立感染症情報センターから最新

情報がネットを通じて発信されている｡

また, これを受けて医師会からも情報は

流されるので, ぜひとも関心を持ってい

ただきたい｡
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次に, 海外, 特にＨ５Ｎ１インフルエ

ンザが家禽の間で流行している国や, 患

者が発生した国への渡航者から健康相談

があった場合, 収集した情報に基づき適

切なアドバイスをお願いしたい｡ すなわ

ち, すぐに指定された医療機関への受診

を勧めるのではなく, 主として最寄りの

保健所に, 医療機関への受診が必要かど

うか相談するようまず紹介してほしい｡

ただ, 患者が増加すれば保健所の相談能

力にも限界が生ずると考えられるので,

もし, 病院によってある程度の相談対応

が可能なら, 保健所に代わって相談対応

に協力していただきたい｡
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新型インフルエンザ患者数が少ない間

は, 一般市中病院では診療機会はまずな

いと思われるが, 増加するにつれて患者

が紛れ込む可能性がある｡ したがって,

疑わしい患者の来院に備えて種々の準備

が必要である｡

① 新型インフルエンザ患者発生前の準備

疑わしい患者が直接来院した場合を

想定し, 他の患者から離れたところに

待機場所を設ける｡ 可能なら主要建物

の外が望ましい｡ 診察室もできれば待

機場所と同じか, 隣接する場所が良い｡

主要建物内であっても, 患者の建物内

での動線をできる限り短くするため,

出入口に近い場所を診察室に選ぶ｡ 陰

圧設定がベストだが換気をよくするだ

けでも良い｡ 患者と対応する職員で,

案内ないし事務的な応対だけなら手袋

と外科用マスク (ないしＮ95マスク)

の着用だけでよいと考える｡ 診療ケア
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を行うスタッフは, 可能な限りフル

PPE (Personal Protective Equipments
個人防御具) を着用して対応する｡ す

なわち, アイガード／ゴーグル, 帽子,

Ｎ95高性能ろ過マスク, 長袖ガウン,

手袋などを着用することが望ましい｡

十分体を覆うことに注意を払いさえす

れば着用は比較的簡単であるが, 周囲

環境や他のスタッフへの汚染を広げず

に PPEを脱ぎ去ることは難しい｡ そ
のため常日頃より練習が必要となる｡

このような場面に遭遇する可能性のあ

る職員は, ぜひとも定期的に着脱の練

習を行いたい｡ また, PPE 物品につ
いてはある程度の備蓄は必要であるが,

数年で劣化する物品もあるので, 感染

経路別対策の必要な通常の入院患者で

使用しつつ物品を循環させておく｡ さ

らに, 簡略でよいので, 上記の内容を

記した患者対応マニュアルを作成して

おけば, 対応できるスタッフの増加に

つながる｡ もし余裕がある病院なら,

実際の患者を想定した対応訓練を実施

したい｡ 対応上の問題点が抽出でき,

各医療機関はこのような備えを, 危機

管理のひとつとして準備するべきで

ある｡

② 新型インフルエンザ患者発生後の備え

(特に外来部門での備え)

日本国内から新型インフルエンザ患

者が発生する可能性は非常に低い｡ Ｈ

５Ｎ１ウイルスを想定するならまず国

外で発生し, 国外で感染した患者が日

本で発症し感染を広げていくというシ

ナリオが考えやすい｡ 国外で新型イン

フルエンザが確実に発生したと判明し

た段階で, 新型インフルエンザ発生地

域からの海外渡航者や帰国者に対する

問診を強化する｡ 国内で少数の患者が

発見された場合も, 発生地域の居住者

や通勤者などに対象を広げ問診をさら

に厳格に行う｡ 国内流行が始まるよう

になれば新型インフルエンザの臨床像

もある程度明確になるはずなので, そ

の症例定義に基づき外来患者のトリアー

ジを行い, 新型インフルエンザ検査を

行うべき要観察患者を抽出する｡ 新型

インフルエンザ患者が少ない間は保健

所と連携し発熱外来に患者を紹介すれ

ばよいが, 患者が増加するにつれて紛

れ込みは確実に起こるので, トリアー

ジまでは実施できる体制を準備したい｡

トリアージを行うに当っては一般患者

と交叉しない動線の確保が必要になる

ので, 前もって施設内で十分に協議し

ておく｡

４ おわりに

新型インフルエンザ対策は感染症指定医療

機関やその他の協力医療機関だけに任せてお

いて済むものではない｡ 一般の市中病院も,

通常の季節性インフルエンザ対策に備えるこ

とを通して, 各病院が担える役割をよく考え,

流行前から着実に整備していただきたいと

思う｡

＜感染症対策委員会答申書 (平成20年３月)

より抜粋｡ 答申書は本会ホームページより

ご覧になれます｡＞
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現在, 多くの会員の先生方がパソコンを使用した ｢電子メール｣ を使用され, 情報交換を行っ

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

情報を検索して情報を得られている方も多いかと思われます｡

京都府医師会では昨年８月から ｢府医・会員メーリングリスト(会員ＭＬ)｣ を立ち上げ, す

でに多くの先生方にご活用いただいております｡ また, 本年10月からは ｢会員ＭＬ｣ とは別の

｢府医・連携メーリングリスト(連携ＭＬ)｣ を立ち上げ, 会員・非会員の区別なく病診連携の

一助とすべく, 管理・運営を行います｡

この ｢会員ＭＬ｣ や ｢連携ＭＬ｣ などの ｢メーリングリスト｣ は電子メールを利用して多数

の登録会員同士で意見交換や情報交換を行うシステムです｡ ご自宅にインターネットの回線と

パソコンがあれば, これらはさほど難しい作業ではありません｡

そこで, 昨年度に引き続き今年度も, 京都府医師会館において今まで意欲はあっても機会を

逸されておられた会員の先生方を対象に, 日本医師会協力による 『初級パソコンセミナー』 を

開催することといたしました｡

つきましては, 参加希望者を募集いたしますので, 下記をご参照の上, 京都府医師会総務課

宛ＦＡＸ (075－314－5042) にてお申し込みください｡
なお, 日程・カリキュラム等はお申し込み数の調整後に改めて希望者に直接通知いたします｡

対 象 原則として日医会員 約40名まで (先着順)

開催日時 平成20年12月13日(土) および14日(日) に計４回開催

開催場所 京都府医師会館

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

制で指導します｡ 実習形式で受講者１名に１台のパソコンを用意します｡

開催方法 希望者１名につき, 下記いずれかの１講習２時間 (１講習は10名以内)

12月13日(土) ①13時～15時 ②15時30分～17時30分

12月14日(日) ①10時～12時 ②13時～15時

参加費用 無 料

申 込 先 京都府医師会総務課宛 ＦＡＸ：０７５－３１４－５０４２

●開催コースのＯＳは全て ｢Windows XP｣ 対応となります｡

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

メールの使い方】を想定しています｡

インターネット,電子メールを始めたい先生方へ
��������	
����

募集要項
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●もし希望者が集まれば, その他に【Word2003基礎】,【Excel2003基礎】,【PowerPoint2003
基礎】のコースの開催も可能です｡

その際は, 下記市販テキストを使用しての講習になりますので, 参加される方は当日会場に

てテキストの購入 (必須) をお願いします｡

○｢よくわかるMicrosoft Office Word2003 基礎｣ (販売価格1,600円＜税込＞)
○｢よくわかるMicrosoft Office Excel2003 基礎｣ (販売価格1,600円＜税込＞)
○｢よくわかるMicrosoft Office Powerpoint2003 基礎｣ (販売価格1,600円＜税込＞)

●まず先生方のご要望をお伺いした上で, 実施する講習内容と日程の調整を行います｡ 希望者

数によっては【Word2003基礎】,【Excel2003基礎】,【PowerPoint2003基礎】のカリキュラ
ムは中止することもありますので前もってご了承ください｡

●希望者は下記 ｢申込方法｣ をご参照の上, 希望される講習内容と受講可能な曜日等をお知ら

せください｡

●締め切り：平成20年11月15日(土)

●申込方法：下記①～⑥を京都府医師会総務課宛ＦＡＸまたはメールにてご連絡ください｡

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

①希望受講内容 (いずれかひとつのみ回答)

Ａ 【初級パソコンカリキュラム(電子メールの使い方とインターネット検索)】

Ｂ 【Word2003基礎】
Ｃ 【Excel2003基礎】
Ｄ 【PowerPoint2003基礎】
②希望される曜日 (日程調整を行いますので, できるだけ複数回答でお願いします)

12月13日(土)
Ａ 13時～15時
Ｂ 15時30分～17時30分
12月14日(日)
Ｃ 10時～12時
Ｄ 13時～15時

③パソコンの経験

Ａ ゆっくりでもパソコンでの文字入力ができる｡

Ｂ パソコンの操作が全くできない｡

④所属地区医師会

⑤氏 名

⑥連絡先 (住所・電話番号)
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８月２日に京大病院 看護フェア in オー

プンホスピタル2008 を開催した｡ 今年で３

回目となる同看護フェアは, 地域住民, 高校

生や看護学生などに, 院内各部門が安全で安

心を得られる質の高い医療を提供しているこ

とや, 病院で実施している活動を紹介し, 将

来医療を担う人材として活躍していただける

方のためにも, 京大病院の魅力を十分に伝え

ることを目的として企画されている｡

そのため, 看護部だけはでなく, 薬剤部や

検査部, 疾患栄養治療部や事務部などの各部

門も加わり, オープンホスピタルとして開催

された｡

当日は, リクルートスーツ姿の看護学生を

はじめ, 500人以上の参加があった｡ 吹き抜

けの外来棟１階アトリウムホールを会場とし,

各診療科・部ごとの看護業務の内容を写真や

資料を使って説明するパネル展示コーナーが

設置され, 看護体験コーナーでは, フィジカ

ルアセスメント (身体所見) シミュレーショ

ンや静脈穿刺シミュレーション, ＢＬＳ (一

次救命処置) 講習, その他検査部による超音

波検査体験や疾患栄養治療部による栄養診断

シミュレーション等が行われた｡

また, ウェルネスエリアでは, 正午から本

院看護師等のフルート演奏によるミニコンサー

トが開催され, やすらぎのひとときとなった｡

講演ステージでは, 本学尾池総長 (当時)

による ｢地震を知って震災に備える｣ と題し

た講演が午前に行われ, 参加者は興味深い表

情で聴き入っていた｡ また, 午後からは, 愛

媛大学藤崎教授が ｢看護のサイエンスとアー

トをつなぐ～フィジカルアセスメントをケア

にいかす～｣ と題して講演し, 『おたんこナー

ス』 原作者の小林光恵氏が ｢そんな日もある！

～ナースへの階段～｣ と題して, 看護の魅力

を語り, 看護学生や新人ナースへ応援のメッ

京大医師会
京大地区医師会
京都大学医学部附属病院総務課

エントランスホールの様子

一時救命処置の実演

フルート演奏 (ミニコンサート)
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セージを送っていた｡

病院見学ツアーも実施され, このフェアに

参加した看護を学ぶ学生からは, ｢京大病院

の看護業務を, 授業で学習する以上に身近に

感じることができた｣ ｢体験コーナーでは,

とても貴重な経験ができた｣ ｢内容が盛りだ

くさんで, 次回も来てみたいと思った｣ ｢京

大病院について知ることができて良かった｣

｢希望配置部署の看護師と話す機会が持てた｣

といった声が聞かれ, 盛況のうちに終了した｡
愛媛大学 藤崎教授の講演

平成20年９月28日(日) 大阪市大正区のマ

リンパーク北村コートにおいて開催された｡

大阪, 兵庫, 京都が持ちまわりで主催されて

いる｡ 今年は大阪府が担当であった｡ 近隣府

県の医師, 医師夫人, 配偶者らテニス愛好者

が参集した｡

京都からは平杉嘉昭, 平杉とよ子, 冨井紘

久, 山村喜一, 栗岡英明, 玉置公一, 具志堅

保, 横山晴一, 中田雅支, 平杉嘉平太, 金京

史, 田中裕之, 坂口晃行, 橋本朋子が参加し

た｡ 大阪府32名, 兵庫県16名, 滋賀県２名,

奈良県２名, その他３名の計68名の参加者で

あった｡

試合は男子年齢別, 女子, 年齢制限なし無

差別のダブルス戦である｡

秋晴れとはならなかったが, 大変涼しい曇

り空・無風のテニス日和に恵まれた｡ 熱気あ

ふれる好プレーがくりひろげられ, 楽しいテ

ニス大会となった｡

10月11日～13日の３日間, 神戸市で全日本

医師テニス大会が開催されることとなってい

る｡ ちょうどその直前練習としての参加ペア

も多く見受けられた｡

大会終了後, 会場レストランで懇親会が開

催された｡ 大会経過の報告, 今後の予定およ

び当日の戦績が発表された｡ ビールで乾杯,

気分のよいなごやかな親睦の時間を過ごし,

散会した｡

なお, 来年は兵庫県の主催で開催される予

定である｡

(平杉嘉昭 記)
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第25回
近畿医師テニス大会
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午前９：00 スタート

ところ 向島テニスコート
京都市伏見区向島二の丸町151－50
(TEL 075－601－2244)

試合形式 ダブルス (個人参加も可)

参 加 費 3,000円 (昼食代・飲物代)

懇 親 会 あり (場所未定・実費)

申込締切 11月20日(木)

◇申し込みおよび詳細については, 横山晴一(TEL 075－335－3202, FAX 075－335－3203)

または, 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｡

※大阪府医師会との親善テニス大会は今年度をもって終了いたします｡ 来年度からは,

大阪府医師会, 兵庫県医師会との３者合同の親善テニス大会となります｡

大阪府医師会との
親善テニス大会

長雨続きの９月30日夜, お向いの柴犬は

なちゃんが逝った｡ 行年16年と２ヶ月｡ 翌

10月１日は久しぶりの秋晴｡ 城陽霊園内の

動物霊園からお迎えの車が来た｡

はなちゃん, 思い出をいっぱい, いっぱ

いありがとう｡ 安らかなお顔でありがとう｡

お父ちゃんお母ちゃんを見守ってあげて

ね｡ うちのおじちゃんも同じ霊園に眠って

いるの｡ 近況を伝えてあげてね｡ お願いし

ます｡

何年もの間, ほとんど毎日声を交したは

なちゃん｡ おばちゃんも淋しいよ｡

見送った近所のおばちゃん達も涙顔｡ 我

が家に入ろうとしたら開け放しだったドア

の前でミケコが固まったようにうずくまっ

ていた｡

拾い猫迷い猫が13匹もいた時もあった｡

今は10才の三毛猫だけ｡ 命あるかぎり２人

で頑張って助け合って生きようね｡

秋晴や大往生の犬の旅

(当番 明子)
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井上代志子
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田村江津子
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西村妃佐子
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福原 宏一
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小林 明子

10月例会
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競技は, 60～71歳の方のシニアの部７名と,

72歳以上の方のグランドシニアの部８名に分

けて行われ, シニアの部は堀江克行氏 (西京),

グランドシニアの部は中部普行氏 (伏見) が

優勝した｡

プレー後は, 大会世話人の余 昌英氏 (北)

よりご挨拶のあと, 懇親会が行われ, 続いて

表彰式がおこなわれた｡ また, 今年は３位ま

での賞品が ｢松茸｣ ということもあり, 各受

賞者に賞品が手渡される度に参加者からため

息と大きな拍手が送られた｡

この大会が年々参加者が少ないのは, やは

り連休には出にくいのではないかという意見

が多く, 来年からの開催日を変更し多くのシ

ニア・グランドシニアの方の参加を呼びかけ,

この会を大いに盛り上げていくということが

出席者総意で決定し, 第30回府医懇親シニア

ゴルフ大会は閉会した｡

最後にこの大会に準備当初からご尽力いた

だきました余先生に厚く御礼申し上げます｡

◇主な成績
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※来年は, 11月８日(日) に開催を予定して

います｡

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

シニアの部 堀江克行氏(西京),
グランドシニアの部は中部普行氏(伏見) が優勝

10月13日(月・体育の日), 第30回府医懇親シニアゴルフ大会が, 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コー

スで開催された｡ 秋晴れの最高のゴルフ日和に恵まれ, ご婦人も含め９地区15名の参加のもと

熱戦が展開された｡

シニアの部優勝の堀江克行氏(西京) と
グランドシニアの部優勝の中部普行氏(伏見)
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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｢尿管ステントに係る添付文書の改訂指示等｣ について

(日医常任理事)

本件は, 下記の点について周知するものです｡

記

今般, 尿管ステントを長期留置中に尿管総腸骨動脈瘻を来たしたとの症例が製造販売業者よ

り報告されたところである｡ 当該事象については, 患者の原疾患の治療歴と尿管ステントの長

期留置 (短期的使用の尿管ステントを交換して, 同一の患者に繰り返し使用することを含む｡)

等の複合的な要因によって起きうると考えられる｡ また発生頻度についてはごく僅かと考える

が, ときに致命的な合併症であるとの認識が必要である｡

ついては医療機関への情報提供等による注意喚起を実施されたい｡

以上

②｢サリドマイド製剤の使用に当たっての安全確保の徹底｣ について

(日医常任理事)

サリドマイド製剤 (販売名：サレドカプセル100) の使用が, 厳格な安全管理方策の実施を
条件として承認され, 厚生労働省医薬食品局審査管理課長ならびに厚生労働省医薬食品局安全

対策課長より, その旨連絡がありました｡

つきましては, 本剤の適正使用および胎児曝露等による健康被害防止のため, ｢サリドマイ

ド製剤安全管理基準｣ (TERMS) の実施および使用上の注意の遵守等に関して周知するもので
す｡

なお, ｢サリドマイド製剤安全管理基準｣ は, 藤本製薬のホームページ (http://www.fujimoto-
pharm.co.jp/jp/iyakuhin/TERMS％20Ver.1.pdf) に掲載されています｡
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府医図書室所蔵の下記製本雑誌をご希望の方にお譲りいたしますので, 本紙をコピーしてご

希望の雑誌の年号を付け, ご住所・ご氏名明記の上, ＦＡＸ (075－314－5042) にてお申し込

みください｡ なお, 雑誌の中には一部欠号になっているものもあります｡ 同一雑誌へのご希望

が多数の場合は, 抽選とさせていただきますのでご了承ください｡ 申込締切は11月28日(金)

とさせていただきます｡

雑 誌 名 在 庫 年 譲渡希望年号

臨床栄養 １９８６～１９９４まで
１９９９

からだの科学 １９８６～２０００

診断と治療 １９８６～１９９３.６まで
１９９４～１９９８

治療 １９８６～１９９８まで
２０００

総合臨床 １９８６～１９９８

日本胸部臨床 １９８６～１９９４

胸部外科 １９８６～１９９４まで
２０００

手術 １９８６～１９９８まで
２０００

臨床外科 １９８６～１９９６まで
１９９９

産婦人科の世界 １９８６～１９９４

臨床婦人科産科 １９８６～１９９４

産科と婦人科 １９８６～１９９６

眼科 １９８６～１９９５まで
１９９７・１９９９・２０００

臨床泌尿器科 １９８６～１９９４まで
１９９７・１９９８

整形外科 １９８６～１９９４

臨床皮膚科 １９８６～１９９８

皮膚科の臨床 １９８６～１９９５
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医療界を巡る動き

平成20年９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

９. １ 平成20年度京都市総合防災訓練に参加－
西京区全域で開催

９. ２ ｢舛添厚生労働大臣と語る会｣ (大阪府医
師会主催) に出席

９. ６ 第１回定款・諸規定検討特別委員会を開催
９. ６ 第23回全国医師会共同利用施設総会に出席
９. ６ 第17回 市民すこやかフェア2008 に協力

(～７日)

９. ７ 救急フェア2008 IN KYOTOを京都市消
防局と共催

９. 10 第３回今の医療, こんなんで委員会を開催
９. 10 下京東部医師会との懇談会を開催

９. 12 第２回保険医療協議会を開催

９. 13 与謝医師会・北丹医師会との懇談会を開催
９. 13 第35回くらしと健康展をパルスプラザで

開催－3,449名が参加

９. 15 平成20年度京都府総合防災訓練に参加－
京田辺市で開催

９. 17 平成20年度 ｢結核予防とがんを考えるつ
どい｣ を京都市・市地域女性連合会・京都
予防医学センター・京都がん協会と共催

９. １ 持ち帰りすし大手の京樽が健保組合を解散
９. １ 厚労省が福祉用具貸与にかかわるサービ

ス担当者会議などの開催頻度を見直す省令
改正

９. １ 全国医師連盟が厚労省の ｢医療安全調査
委員会設置法案 (仮称) 大綱案｣ に基づく
診療関連死の原因究明制度創設に反対声明
を公表

９. ３ 厚労省が麻しん対策推進会議で中１・高
３の麻しん接種率を発表－30％台と低迷

９. ８ 厚労省と文科省が合同で｢臨床研修制度の
あり方等に関する検討会｣ を設置, 初会合

９. ８ 厚労省が ｢医療費適正化計画 (2008～12
年度) の全国計画を官報告示

９. ８ 総務省消防庁が2007年の救急出動件数を
527万件と発表

９. 10 日医, ｢医師の職業倫理指針｣ の改訂版を
発刊

９. 10 日医, 内閣府が９日の社会保障国民会議
サービス保障分科会に提示した医療・介護
費用のシミュレーション (費用推計)を批判

９. 12 厚労省・社会保障審議会医療保険部会で
産科医療補償制度導入への対応として2009
年１月１日から出産育児一時金を３万円引
き上げる方針を示す

９. 14 京都市内で ｢ＮＰＯ在宅ケアを支える診
療所・市民全国ネットワーク 第14回全国の
集い｣ が開催

９. 17 茨城県医師連盟が次期総選挙において同
県内の７つの小選挙区全てで民主党公認候
補を推薦すると発表

９. １ 福田首相が退陣

９. ３ 米大統領選, 共和党がジョン・マケイン
上院議員を大統領候補に指名

９. ５ 大阪市の米穀加工販売会社 ｢三笠フーズ｣
が ｢事故米｣ を食用転売していたと農水省
が発表

９. ６ パキスタン大統領にザルダリが当選

９. ８ 幕内力士の大麻問題で日本相撲協会の北
の湖理事長が辞任

９. ９ 財務省, 2009年度の一般会計概算要求・
要望の総額が89兆1358億円になったと発表

９. ９ 年金記録改ざん問題で社保庁が職員関与
を認める

９. 15 米証券４位のリーマン・ブラザーズが経
営破綻,米銀行２位のバンク・オブ・アメリ
カは米証券３位のメリルリンチを救済合併

９. 16 米連邦準備制度理事会が米保険最大手の
ＡＩＧを救済するため最大850億㌦を融資す
ると発表
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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

９. 18 第30回産業保健活動推進全国会議に出席

９. 20 左京医師会との懇談会を開催

９. 23 第65回府医懇親ゴルフ大会を開催

９. 24 第５回地区庶務担当理事連絡協議会を開催

９. 27 亀岡市医師会・船井医師会との懇談会を
開催

９. 28 第34回京都医学会を開催－466名が参加

９. 18 日本医師連盟が次期総選挙で ｢自民党を
中心とした政権与党｣ の候補者を推薦する
方針示す

９. 18 全国医師連盟が診療関連死の原因究明制
度の独自試案を公表

９. 18 政府, 新型インフルエンザワクチンを接
種する場合の業種・職種別の優先順位案を
公表

９. 19 政府, 閣議で厚労省保険局に高齢者医療
課の設置を決定－10月１日から施行

９. 19 薬害肝炎訴訟が全面解決へ－田辺三菱製
薬が謝罪, 原告は請求放棄

９. 18 厚労省の社会保障カード導入効果を試算
するための調査に日医が反発

９. 22 厚労省・新型インフルエンザ専門家会議
が ｢新型インフルエンザ対策における基本
方針｣ (案) をまとめる－対応策を４段階に
分類

９. 24 支払基金がＤＰＣの包括部分の審査につ
いて全国統一の基準で行う方針を決定

９. 24 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｣ の中間取りまとめ
を公表－医師養成数50％増を提言

９. 25 後期高齢者医療制度の見直しに向けて舛
添厚労相が設置した ｢高齢者医療制度に関
する検討会｣ が初会合

９. 26 厚労省 ｢医療情報の提供のあり方等に関
する検討会｣ が産科医療補償制度への加入
を広告可能にすることを決定

９. 29 麻生首相が所信表明で後期高齢者医療制
度について１年めどに見直しを検討すると
表明

９. 30 舛添厚労相が国保と後期高齢者を ｢県民
保険｣ に統合する試案を発表

９. 19 太田農水相が ｢事故米｣ の監督責任を取っ
て辞任

９. 19 北朝鮮が核施設復旧に着手

９. 20 丸大食品の商品から ｢メラミン｣ が検出

９. 22 自民党総裁に麻生太郎が選出

９. 24 麻生内閣が発足

９. 28 中山国交相が失言問題で辞任

９. 29 米下院が緊急経済安定化法案 (金融安定
化法案) を否決－ＮＹ株が777㌦安と過去最
大の下げ幅
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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
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●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｡
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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
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〒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｡

����������� !"#



2008年(平成20年)11月１日 No.1896 59

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

府民を対象に, ｢もっと知ろう！ 糖尿病－『世界糖尿病デー』糖尿病対策講座－｣ を下記の

とおり開催いたします｡ 別紙, 患者さんにご案内いただきますようお願い申し上げます｡

もっと知ろう！ 糖尿病－『世界糖尿病デー』糖尿病対策講座－

と き 11月15日(土) 午後１時30分～午後４時

ところ 京都会館会議場 第一会議場 (展示・測定コーナー)

参 加 380名

対象者 一般府民・市民

参加費 無 料 (参加申込が必要です｡)

※参加申込については, 同封の別紙をご確認ください｡

内 容 ◇講 演 ��������	
��

司会：京都府糖尿病協会会長 中村 直登氏

演者 知多厚生病院糖尿病内分泌代謝科 丹村 敏則氏

◇������������� ��	�

司会：京都府糖尿病協会副会長 稲垣 暢也氏

司会：京都糖尿病医会会長 土井 邦紘氏

演者 よしもとクリエイティブ・エージェンシー ダ イ ノ ジ

◇��������� ��	�

◆展示・測定コーナー (３Ｆ：第一会議室)

カロリー計算された食事・食品の展示, 体重・体脂肪率・血糖値の計測

主 催 京都府医師会・京都府糖尿病協会・京都糖尿病医会

後 援 京都府, 京都市, 京都府看護協会, 京都府栄養士会, 京都府薬剤師会, 京都府病院

薬剤師会, 京都新聞社, エフエム京都

協 賛 株式会社Ｈ＋Ｂライフサイエンス, 株式会社三和化学研究所, 株式会社ニチレイフー

ズ, アークレイマーケティング株式会社, 武田薬品工業株式会社, オムロンヘルス

ケア株式会社

�������� 	
� ���	
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参 加 者 募 集

標記 ｢ワークショップ｣ が下記の要領で開催されます｡ 参加希望の方は, 11月28日(金) ま

でに府医：学術生涯研修課 (TEL 075－315－5276) までお申し込みください｡

記

日 時 平成21年１月17日(土) ９：50～21：10

１月18日(日) ８：30～16：40

場 所 晴海グランドホテル

〒104－0053 東京都中央区晴海３－８－１ TEL 03－3533－7111 (代表)

参加費 日医会員＝４万円 府医・地区医師会のみ会員＝５万円 非会員＝６万円 (宿泊費含む),

旅費・交通費は別途本人負担

修了証 日本医師会長と厚生労働省医政局長連名の修了証書が発行されます｡

��������	
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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｡

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20年10月16日, 府医師会館におきまして, 行政, 医薬品卸協会などを交え, インフルエ

ンザワクチン等確保検討会が開催され, 京都府におけるインフルエンザの安定供給についての

協議が行われました｡

昨年度は, インフルエンザの初発時期が例年より早く, 12月上旬には流行レベルを超えたも

のの, その後の増加傾向は緩やかだったこと, 確保検討会での情報共有や各医療機関のご理解

ご協力により, 特に大きな混乱もなく, 無事シーズンを終えることができました｡

また, 昨年度の医療機関のワクチン返品率は前年より低く, 全国最終ワクチン返品率は約5.9

％ (前年8.4％), 京都府は6.7％ (前年9.9％) となっております｡ 京都府内では, 27医療機関に

おいて100本以上の返品がありましたが, うち500本以上多量のワクチンを返品した医療機関は

０件でした (前年は５医療機関)｡

今年度も昨年度と同様, 厚労省よりインフルエンザワクチンの安定供給対策として, 流通在

庫が接種シーズン終盤においても, ワクチンの供給の流動性を確保し, 偏在等が発生しないよ

うに平成20年12月１日を目途に, ｢未納品の予約の解除または保留等の措置｣ について医療機

関に理解を求める通知がありました｡

この措置は, 特定の医療機関からの予約済みとされている等の理由により, 早急にワクチン

を必要とする医療機関の注文に対してワクチンが納入されないような事態を防ぐための対応で

あります｡ 換言すれば, いわゆる ｢予約調整｣ であり, 各医療機関は, 在庫管理を徹底し, 12

月１日時点での今後の接種予定数, 必要数などの状況を見て多量の返品が生じないよう予約の

見直しを図っていただき, 予約済みの未納ワクチンのうち, まず, 必要な本数を入手するよう

心がけ, また, 卸売販売業者とのやりとりを密にし, ワクチンが円滑に安全に供給できるよう

にご理解, ご協力をお願いいたします｡ くれぐれも, 返品を前提とした注文, 在庫管理は行わ

ないようお願い申し上げます｡ なお, ワクチンの貯法 (遮光し, 凍結を避けて10℃以下に保存)

にもご留意ください｡ (今年度は, ９月末現在, すでに昨年の使用量の115.6％の予約が入って

おります｡ 昨年度同様, 節度あるワクチンの予約, 在庫管理などよろしくお願い申し上げます｡)

インフルエンザワクチンの安定供給対策について

特に12月１日付けでの予約調整に関して

曜 日 業 務 時 間

月 ～ 金 ９時30分～17時30分

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

日 ・ 祝 休館日

� �������	
��	����� �

京都府医師会事務局の業務時間は以下のとおりです｡

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

たしました｡

｢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, 病院勤務医師であれば, 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に多数登録いただけること

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登録していた

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｡

診療所Ａ会員の皆さまも是非ご登録ください｡

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, 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 ◎京都府内の病院勤務医 (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)

■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, 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】

●｢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｡

京京京都都都府府府医医医師師師会会会・・・連連連携携携ＭＭＭＬＬＬ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

裏裏裏面面面ののの申申申込込込書書書をををごごご利利利用用用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スススタタターーートトト 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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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

お詫びと訂正

京都医報 (平成20年10月15日号 No.1895) に別紙で同封いたしました ｢介護保険ニュース｣ につ
きまして誤りがありました｡ 慎んでお詫び申し上げますとともに訂正をお願いいたします｡

京都会場①｢11月29日(土) 京都府医師会館｣ 分の講師の氏名

＜１ページ目＞ (誤) つばき医院 (上東) 椿 恒夫先生
↓

(正) つばき医院 (上東) 椿 恒雄先生

＜２ページ目＞ (誤) 各開催日の１週間前までに……
↓

(正) 各開催日の２週間前までに……

お詫びと訂正

京都医報 (平成20年10月15日号 No.1895) 掲載の選挙人名簿の縦覧場所一覧につきまして誤りが
ありました｡ 慎んでお詫び申し上げますとともに訂正をお願いいたします｡

(誤) 府立医大 上京区河原町広小路 府立医大内分泌・免疫内科医局
↓

(正) 府立医大 上京区河原町広小路 府立医大消化器内科医局
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【報 告】

１. 地区医師会との懇談会の状況

２. 第３回情報・企画・広報委員会の状況

３. 第２回保険医療協議会の状況

４. 京都府後期高齢者医療審査会の状況

５. 第５回特定健康診査委員会の状況

６. 第35回くらしと健康展の状況

７. 平成20年度 ｢結核予防とがんを考える

つどい｣ の状況

８. 第３回健康日本21対策委員会の状況

９. 平成20年度京都府総合防災訓練の状況

10. 第４回地域ケア委員会の状況

11. 第２回学校保健委員会の状況

12. 府医学術講演会の状況

13. 第２回医療安全対策委員会の状況

14. 第４回医業経済・融資斡旋委員会の状況

15. 日医収入・支出検討会の状況

16. 日医第７回理事会の状況

17. 日医社会保険診療報酬検討委員会の

状況

18. 京都府医療推進協議会平成20年度第１

回実行委員会の状況

19. 平成20年度第５回近医連常任委員会の

状況

20. 介護保険審査委員会の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会７件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 両丹医師会合同協議会への出席を可決

24. 府医情報・企画・広報委員会と地区広

報・情報化担当理事合同連絡協議会の開

催を可決

25. 平成20年度京都府医師会費減免申請を

可決

26. 京都府小児慢性特定疾患対策協議会委

員の推薦を可決

27. 京都府介護保険審査会専門調査員の推

薦を可決

28. 平成20年度京都市営保育所における耳

鼻咽喉科・眼科検診料の支払いを可決

29. シックハウス症候群に関する ｢シック

ハウス公開講座 (Ⅸ)｣ への後援を可決

30. がん登録事業委員会委員の追加委嘱を

可決

31. 日本医師会医師再就業支援事業 ｢保育

システム相談員講習会｣ への出席を可決

32. 第５回指導医のための教育ＷＳの開催

を可決

33. 融資斡旋を可決

34. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

35. 第119回日医臨時代議員会への出席を

可決

36. 近畿ブロック日医代議員協議会への出

席を可決

37. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

｢脳卒中の地域連携を考えるシンポジウ

ム｣ の開催を可決

38. 府医学術講演会の開催を可決

39. 地区対抗囲碁大会の開催を可決

第23回定例理事会 (９.18)

【報 告】

１. 地区医師会との懇談会の状況

２. 基金合審の状況

３. 国保合審の状況

第24回定例理事会 (９.25)
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４. 新規指定前講習会の状況

５. 第２回産業医部会正副幹事長会の状況

６. 第30回産業保健活動推進全国会議の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第98回京都府スポーツ振興審議会の状況

９. 介護支援専門員受験対策講座の状況

10. 北部乳がん検診症例検討会の状況

11. 第４回救急委員会の状況

12. 第３回子宮がん検診委員会の状況

13. 第２回京都府高齢者福祉サービス総合

調整推進会議の状況

14. ｢運動器の10年｣ 日本委員会：学校に

おける運動器検診体制の整備・充実モデ

ル事業, 平成20年度第１回研究協議会・

学校保健委員会合同会議の状況

15. 第３回スポーツ医学委員会の状況

16. ９月度協会医賠処理室会提出件数

17. 第65回京都府医師会懇親ゴルフ大会の

状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 看護専門学校臨地実習指導者研修会の

状況

20. 会員の逝去

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会８件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 平成21年度京都市への予算要望の修正

を可決

24. 平成20年度版会員名簿の印刷を可決

25. 第５回近医連保険担当理事連絡協議会

の開催を可決

26. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

27. 学校心臓検診委員会精検症例検討会の

開催を可決

28. ｢こころの健康づくり大会・京都2008｣

の後援を可決

29. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

30. 産業医研修会の共催を可決

31. 第２回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

32. 第３回定例段位審査会 (剣道連盟) へ

の医師の派遣を可決

33. 医療安全対策に関する講演会への共催

を可決

34. 平成20年度都道府県医師会 ｢地域医療,

保健, 福祉を担う幅広い能力を有する医

師｣ 認定制度に関する協議会への出席を

可決

35. 府医学術講演会の開催を可決

36. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

37. (独)国立病院機構南京都病院結核研修

会の後援ならびに日医生涯教育講座 (３

単位) の認定を可決

38. ｢新老人の会｣ 2008京滋フォーラムの

後援を可決

39. 学術講演会の開催ならびに ｢日本内科

学会認定内科専門医資格更新講座｣ の申

請を可決

40. 看護専門学校専任教員の本採用を可決

41. 看護専門学校専任教員の試用採用を可決

～ 11月度請求書 (10月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(月) 午後５時まで

△

国保 10日(月) 午後５時まで

△

労災 12日(水) 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｡


