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　医療の「崩壊と信頼回復」
　　　　　−協働作業としての医療を考える−

　府医では，2 月 21 日（土），京都テルサ・テルサホールにおいて「第６回医療安全シンポジウム」
を開催した。今回は医療の「崩壊と信頼回復」をメインテーマに，協働作業としての医療につ
いて，今，医療が置かれている現状を府市民の方々に訴え，少しでも理解していただき，医療
の信頼回復に向け一緒になって考えるシンポジウムを行った。なお，当日は約 220 名の一般府
市民，医療関係者が参加した。
　冒頭挨拶で安達府医副会長は，医療を取り巻く環境が大きく変化する一方で，ここ数年の低
医療費政策，医療の高度化などの要因が相まって，医療の現場は崩壊の危機に瀕している。そ
の様な中で患者の医療に対する過剰な期待も問題になってきていると指摘した。
　今回のシンポジウムでは，医療への信頼の回復にむけ，協働作業としての医療を多くの府市
民の方々に理解していただき，医療がどうしたら良くなるか医療側と患者側が一緒になって考
えていきたいと述べた。

　山内座長はパネラーの講演に前に，「医療崩壊って なに？」とのテーマで医療現場の過重労
働について，医療崩壊の背景，医師数の推移，医療費の状況，医療訴訟の増加，新臨床研修制
度等を取り上げ説明した。我が国は少ない医師，少ない医療費にもかかわらず国民皆保険とい
うシステムもあって質の高い医療が公平に提供されている。そして信頼関係の基本は医師と患
者の人間関係であると述べた。

■木﨑善郎氏　京都第一赤十字病院 小児科 部長
　小児科医からみた医療の「崩壊と信頼回復」について講演した。小児救急
の問題と京都第一赤十字病院での小児科勤務医の現状を例にあげ，当直回数
の多さを指摘し，肉体的・精神的に疲弊している現状を説明した。そのよう
な環境の改善のため平成 15 年から府医小児救急対策特別委員会で協議を重
ね，京都市急病診療所で初期救急を担うことにより，外来受診者数が減少し，
入院患者の治療，救急者で来院される患者に専念できる時間が増えたと述べ
た。

　続いて総合周産期母子医療センターとしての役割について説明し，受け入れ率の低下，ハイ
リスク分娩の増加，産科医・小児科医のマンパワーの不足，医師の高齢化の問題を指摘し，大
きな事故は起こっていないが，綱渡りの状態であると報告した。そして小児科医の協働作業と
して初期救急はかかりつけ医に相談，♯ 8000 の利用，妊婦検診の受診と親の育児における責
任の重要性について訴えた。

■坂口美佐氏　滋賀医科大学医学部附属病院 医療安全管理部 講師
　医療における有害事象の現状と医療安全全国共同行動の滋賀医大病院の取り組みについて講
演した。米国における有害事象調査，遡及的診療録調査により各国の有害事象の発生率を述べ，
医療安全共同行動が世界に広がっていった現状を報告した。そしてこの取組の中で滋賀医大病
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院としては，「行動目標８：患者・市民の医療参加」に取り組み，①安全は
名前から②患者図書館の設置を行ったことを説明した。そして医療をより安
全なものにするためには，患者と医療者がお互いにパートナーとなる必要が
あると訴えた。

■三嶋明子氏　京都桂病院 医療安全管理室 室長
　京都桂病院の患者への対応と職員研修の実際について講演した。苦情・ク
レーム対応について初期対応者が内容により種類を分析し二次対応者を決め
ている。また苦情・クレームの対応報告書から実例をあげ説明した。医療へ
の期待が大きければ大きいほど，職員への期待が大きければ大きいほど，病
院側と患者のギャップが大きくなりクレームになると説明し，苦情・クレー
ムの初期対応勉強会の内容を紹介した。

　そして人は誰でも間違えるから医療従事者は，「隠しません（真相究明し事実を伝えます）」，
「一人では悩みません（報告・相談をします）」，「一人では決めません（医療者間で連携します）」，
「あきらめません（情報・知識・技術・態度に努力します）」が大切であると指摘した。

■足立智和氏　丹波新聞社 記者
　地域が守る医療として「県立柏原病院の小児科を守る会の活動」の取材を
通してみた医療現場の現状について講演した。2007 年４月柏原病院は小児科
閉鎖寸前であったが，地元の母親達が「県立柏原病院の小児科を守る会」を
結成し，以前よりさらに充実した小児医療体制を実現したことを説明した。
まず座談会を開き小児医療の現状を考え，過酷な勤務医の実態を知ることで，
自分達の出来ることとしてコンビニ受診を控えるための冊子の制作と「あり

がとうポストの設置」を紹介した。それらの活動により徐々に医師にありがとうという感謝の
気持ちが伝わり，小児科医の勤務環境が改善することにより医師も増えることになったと報告
した。また小児科を守る会の活動のスローガンとして「コンビニ受診を控えよう」，「かかりつ
け医を持とう」，「お医者さんに感謝の気持ちを伝えよう」を紹介し，新しく活動内容が絵本に
なったと報告した。

　パネルディスカッションでは，齋藤座長が「医療崩壊の
定義として必要な時に，必要な所で，必要な医療が受けら
れないことである」と説明し，「医療崩壊の原因」「勤務医
の過重労働」「協働作業の医療」「医療への信頼回復」につ
いて意見交換を行った。
　木﨑氏は「マスコミに正しい医療情報を報道してほし
い。」坂口氏は「勤務医の労働環境の問題が今の医療崩壊の
現状を招いた。」三嶋氏は「医療者と患者の橋渡しが必要で
ある。」足立氏は「医療勉強会等を通じてメディアを育ててもらいたい」等の意見を述べた。
　最後に齋藤座長は，医療には不確実性があることも伝えていかねばならないと強調し，医療
者と患者は同志であり，マスコミにも医療再生の役割を期待したいと訴えた。そして思いやり
と感謝の気持ちのやりとりが信頼の証しであり信頼回復には不可欠であると述べ，シンポジウ
ムを締めくくった。

第２部  パネルディスカッション
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「医療制度改革に対する共同利用施設の
対応について」をテーマに協議

　第 41 回近畿地区医師会共同利用施設連絡協議会が，唐澤日医会長，藤原 淳日医常任理
事を迎え，主務地である京都府医師会主管により，１月 24 日（土）ホテルグランヴィア京
都で開催された。森府医会長のあいさつ，唐澤日医会長の祝辞の後，「医療制度改革に対
する共同利用施設の対応について」をテーマにパネルディスカッションが行われ，続いて

「医師会共同利用施設の課題と将来展望」と題して特別講演が行われた。当日は，近畿各
府県から 126 人（京都府からは 21 人）が出席した。

　パネルディスカッションでは，上原府医副
会長を座長に，藤原日医常任理事をコメン
テーターとしてテーマ「医療制度改革に対す
る共同利用施設の対応について」に沿って各
府県代表者が発表した。
　京都府からは福州府医理事より「医療制度
改革に対応する京都府医師会の会員支援」に
ついて発表。在宅医療のニーズは今後増加す
るが，受け皿は不足しており，このような事
態をなくすことが医師会の使命である。在宅
医療，療養の基盤整備に医師会による推進と
支援が必要との考え方から，2008 年４月に
京都府医師会在宅医療サポートセンターを創

設したことを紹介し，今後の課題として本当
に在宅医療，療養が必要な人をサポートする
こと，在宅医療・療養の障壁を取り除くこと
を挙げた。
　特定健診・特定保健指導への取り組みにつ
いては，京都府医師会内に特定健診サービス
部を設置し，各保険者との契約や受診者ごと
の結果通知表の作成，保険者もしくは代行機
関へ電子データを提出することなど，特定健
診・特定保健指導に対する京都方式を説明。
メタボリックシンドロームに着目し保健指導
によって行動変容を促し心血管疾患の減少に
つなげるという考え方は理解できるが，財政
主導で見切り発車的に始まったため多くの問
題点が出現していると述べた。
　当日の各府県医師会からの発表内容は以下
のとおり。

＊大阪府：
　大阪府医師会保健医療センター所長
　　　　　　　　　　　　　　　小田淳郎氏
　「医療制度改革に対する大阪府医師会保健
　医療センターの対応について」
＊兵庫県：
　西宮市医師会理事　　　　　　三浦一樹氏
　「西宮市医師会共同利用施設における特定
　健診の現状と今後の課題」

パネルディスカッション−特定健
診は見切り発車で多くの問題点

　第 �� 回  近畿地区医師会共同利用施設連絡協議会

パネラーとして質問に答える福州理事
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＊滋賀県：
　滋賀県医師会理事　　　　　　猪飼　剛氏
　「共同利用施設のない滋賀県医師会の工夫
　『特定健診・特定保健指導』への対応につ
　いて」
＊奈良県：
　大和高田市医師会立葛城メディカルセンター所長
　　　　　　　　　　　　　　　中嶋敏勝氏
　「医師会立共同利用施設の将来像」
＊和歌山県：
　田辺市医師会　在宅介護支援センター管理者
　　　　　　　　　　　　　　　武田惠子氏
　「田辺市における特定高齢者および一般高
　齢者事業」

　パネルディスカッションに続いての特別講
演では，久山府医副会長が座長を務め，藤原 
日医常任理事が「医師会共同利用施設の課題

と将来展望」と題して，医師会共同利用施設
を取り巻く環境や問題点，特定健診・特定保
健指導の検討課題と対応策などについて述べ
た後，医師会共同利用施設の目指すべき将来
像として階層型構造の医療提供体制から，住
民・患者の視点に立った医療連携体制への転
換を図るという新しい医療計画の考え方を持
つ必要があると強調した。
　各府県から質疑や意見が寄せられた後，上
原府医副会長の挨拶で閉会し盛会裏に終わっ
た。

特別講演−医師会共同利用施設
は住民・患者の視点に立った医
療連携体制への転換を

特別講演の座長として講師を紹介する久山府医副会長

本号に「日本の社会保障の現状と将来　　　　　　　　　　　　
　　　　　　〜社会保障の充実は可能か〜」の記録集を同封

〜是非ご覧ください〜

　昨年，11 月１日にシルクホールにおいて開催いたしました，市民向けシンポジウム「日
本の社会保障の現状と将来〜社会保障の充実は可能か〜」の記録集を本号に添付いたして
おります。
　シンポジウムではコラムニスト，元ハーバード大学医学部助教授の李 啓充氏から「医
療崩壊加速〜政府・財界が推し進める社会保障抑制路線の愚〜」，慶應義塾大学大学院経
営管理研究科教授の田中 滋氏から，「信頼に支えられた医療」をテーマとして，市場経済
原理主義の社会保障分野への介入をはじめとした，日本が抱える様々な医療制度の問題に
ついて解説をいただき，社会保障のあるべき姿，今後の方向性についての貴重なご講演を
いただきました。是非ご覧ください。
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