
医

1
8
2
5

17

11

15
日

医

毎月２回 (１日・15日) 発行 購読料・年 5,400円
昭 和 29 年 ５ 月 18 日 第 ３ 種 郵 便 物 認 可

2005
November

11

発行所 京都医報社
〒604－8585 京都市中京区御前通松原下ル TEL 075－312－3671

発行人 油谷桂朗 編集人 中嶋章作

No.1825 平成17年11月15日



目 次

●国民皆保険制度を守る国民運動について 1
●第170回 定時代議員会 5
●地区医師会との懇談会 ｢北医師会｣ 12
●介護保険ニュース 15
●他山の石 25
●第49回京都府学校保健研究大会 26
●日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ 28
●特集 ｢『日医標準レセプトソフト』 の普及・強化に向けて｣ 30
●会員の声 33
●北山杉 35
●図書室だより 42
●医薬品・医療用具等安全性情報 43
●会員消息 43
●理事会だより 44

＜付 録＞
●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
●地域医療部通信

……………………………
…………………………………………………

…………………………………
………………………………………………………

…………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………

……
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………
………………………………………

…………………………………………………………………
……………………………………………………………

マンスフェルト (Constant George van Mansvelt 1832－1912)
1832年, オランダのアムステルダム近郊のディメルメー

ル (Diemermeer) に生まれる｡ ユトレヒト陸軍軍医学校で
医学を修める｡ 艦上勤務の海軍軍医として東洋に赴任｡ 退
任して上海で開業｡ 慶応２年 (1866) 徳川幕府のお雇い外
国人として長崎で教鞭をとる｡ 明治４年から明治７年 (1871
～1874) まで熊本治療所兼医学校 (現熊本大学医学部) で
学則を整備しながら３年間教え, 明治９年 (1876) ヨンケ
ルの後任として京都療病院に勤務｡ 療病院に病院長の職を
設置し学制を改正し, 系統的な医学教育の形態を, 着任後
わずか数カ月で完成させ, 医学生の教育や診察にはすこぶ
る熱心であった｡ 在京期間１年半｡ その後, 大阪病院 (現
大阪大学医学部) に勤務｡ ハーグにて没する｡ 死後, 日本
政府から勲四等旭日小綬章が送られた｡
(参考文献：｢京都府立医科大学眼科学百二十年史｣)

奥沢康正 (西京)

他山の石

今回は

｢インスリン間違い｣

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢未破裂脳動脈瘤にどのように
対処すべきでしょうか (その２)｣

国立病院機構京都医療センター 脳神経外科

塚原 徹也 先生
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国民皆保険制度を守る国民運動について (趣意書)

少子・高齢化社会において, 長期化する経済不況の中, 国民の健康を守るためには, 国民皆保険制度の
堅持が不可避であります｡ また, 憲法に規定する国民の健康権を守るためにも, 良質かつ適切な医療を安
定的に提供することが必要であります｡
しかるに, 総選挙終了後の10月19日, 厚生労働省が初めて発表した ｢医療制度構造改革試案｣ や財政諮

問会議の意見は, 患者と高齢者にさらなる負担を強いる内容であり, わが国の世界に冠たる国民皆保険制
度を崩壊させかねないものであります｡
世界保健機関 (ＷＨＯ) が発表する健康達成度の各国の比較では, 日本人の健康寿命は世界一, 健康達

成度の総合評価も世界一です｡ それにもかかわらず, 国民総生産 (ＧＤＰ) に対する総医療費の割合を比
較してみると, 我が国は17位で, 先進諸国と比較して決して高くはありません｡ 長生きすれば医療費は増
加します｡ 医療費総枠制は, 国民の希求する医療の安全確保や質の向上を阻害し, 単純に医療費を抑制す
る政策は, わが国の医療の質とシステムを破壊し, 国民医療の後退につながります｡
また, 日本の国民医療費の財源は, 公的負担 (国と地方の財源), 保険料 (事業主負担と加入者負担),

患者負担 (受診時の一部負担金) で構成されています｡ この数年, 事業主負担は減少している一方, 患者
負担が大幅に増加する政策がとられております｡ しかし, これ以上患者負担を増加させることは許されま
せん｡
誰でも, いつでも, どこでも安心して平等に医療を受けられる国民皆保険制度を守るためには, 高齢者

や弱者を思いやる心と, さらなる国民の結束が必要です｡
つきましては, 先生方のご尽力により, １人でも多くの国民の皆様に運動へご参加いただき, 所期の目

的を達成する決意でおりますので, 格段のご支援を賜りますようお願い申し上げます｡

平成17年11月１日 日本医師会会長 植松 治雄

国国国民民民皆皆皆保保保険険険制制制度度度ををを守守守るるる国国国民民民運運運動動動ををを展展展開開開
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10月19日, 厚生労働省による ｢医療制度構造改革試案｣ が公表されたことにより, 医療制度

改革論議が本格化している中で, 日本医師会・国民医療推進協議会は, 誰でも, いつでも, ど

こでも安心して平等に医療を受けられる国民皆保険制度を守ることを旨とする要望・主張を政

府に対し強力に訴えかけるため, 国民運動の展開を決定いたしました｡

京都府四師会 (京都府医師会, 京都府歯科医師会, 京都府薬剤師会, 京都府看護協会) をは

じめ, 京都における医療・保健・福祉に関連する30団体によって構成される京都府医療推進協

議会では, 日本医師会, 国民医療推進協議会の呼びかけに対し, ｢国民皆保険を守る署名運動｣

の実施ならびに平成17年12月10日(土), シルクホールにおいて ｢これからの日本の医療を考

える集い｣ (別掲参照) の開催を決定しました｡

今後, 年末にかけて大詰めを迎える医療制度改革論議は国民や医療関係者にとって非常に厳

しい内容となることが予想される中で, 国民と医療関係者が一丸となって医療制度のあり方を

考え, 政府・国会に訴えかける ｢草の根の活動｣ が非常に重要であります｡ 会員各位におかれ

ましては, ｢国民皆保険制度を守る署名運動｣ ならびに ｢これからの日本の医療制度を考える

集い2005｣ への参加・動員にご協力賜りますようお願いいたします｡
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｢これからの日本の医療を考える集い｣

開 催 要 項

◆日 時 平成17年12月10日(土) 午後１時30分～午後４時 (予定)

◆場 所 シルクホール (定員：760名)

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入 財団法人京都染色会館

TEL 075-211-8341 FAX 075-231-1272

◆入場無料

◆内 容 (案)

13：30 開会

13：35 主催団体あいさつ (京都府医療推進協議会会長)

13：45 講演 ｢医療制度改革を目前にして｣ (約40分)

講師：坂口 力 (衆議院議員, 元厚生労働大臣)

14：30 寸劇 ｢日本の医療制度は世界最高！｣ (約25分)

15：00 シンポジウム ｢みんなで努力！ 『守ろう！ 日本の医療制度』｣ (約50分)

パネリスト：坂口 力 (衆議院議員, 元厚生労働大臣),

太田啓之 (朝日新聞生活部記者), 立入克敏 (京都府医師会副会長)

15：50 閉会あいさつ (京都府医療推進協議会副会長)

16：00 閉会

(敬称略)

※本号付録としてポスター (Ｂ３版) を同封しておりますので, 受付窓口, 待合室などにご

提示ください｡ なお, チラシ (Ａ４版) を後日, 医療機関宛に発送いたしますので, あわ

せてご活用ください｡

◆主 催 京都府医療推進協議会

(構成団体) 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協議会, 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, 京都府臨床衛生検査技師会,

京都府臨床工学技士会, 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, 呆け老人をかかえる家族の会京都府支部
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｢国民皆保険制度を守る署名運動｣

①署名運動期間：11月８日(火) ～12月12日(月)
※署名運動にかかる資料 (趣意書・署名用紙・チラシ＜全てＡ４版＞) は日本医師会より

日医会員に直送されておりますが, 日本医師会ホームページ (http://www.med.or.jp/kaiho

ken/2005/index.html) からもダウンロードできますのでご活用ください｡

②中間集計報告：11月28日(月) に各会員から地区医師会へ報告

11月29日(火) に各地区医師会から京都府医師会へ報告

③最終集計報告：12月12日(月) に各会員から地区医師会へ報告

12月13日(火) 各地区医師会から京都府医師会へ報告

※最終集計については, 日本医師会より新聞等に発表する予定ですので, 12月13日(火) 必

着で京都府医師会へ報告いただきますようお願いいたします｡

※勤務医の先生につきましても, 12月12日(月) までに署名簿を直接, あるいは所属医療機

関を通じて地区医師会にご提出いただきますようお願いいたします｡
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厚労省 ― 『医療制度構造改革試案』 を公表

―高齢者の負担増, 診療報酬の適正化等, 2006年度実施を予定―

厚生労働省は10月19日, ｢骨太の方針2005｣ に対応しつつ, 平成15年３月の ｢医療制度改革

の基本方針｣ を具体化することを目指し, 国民的議論を進めるためのたたき台として, 『医療

制度構造改革試案』 を公表した (『試案』 については別冊参照)｡

『試案』 は, 国民皆保険制度の持続可能性を維持するためには医療費の適正化が必要とし,

生活習慣病対策や長期入院の是正等により, 医療費の伸び率を徐々に下げていく長期的な方策

と, 公的保険給付の内容・範囲の見直し (高齢者の患者負担増ほか) や診療報酬改定等により,

公的医療保険給付費の伸びを直接的に抑制する短期的な方策を打ち出し, これにより, 2025年

度の医療給付費は現行制度で移行した場合の56兆円が７兆円圧縮され49兆円になるとしている｡

また, 『試案』 には, 別オプションとして, 経済財政諮問会議の議論, 社会保障の在り方懇

談会の議論等において提案されている様々な案の中で, 医療費削減効果の機械的な試算が可能

なものとして, ｢入院時の食費・居住費負担の見直し｣, ｢保険免責制の創設｣, ｢診療報酬の伸

びの抑制｣ を掲げている｡



5

定
時
代
議
員
会

第170回 定時代議員会

京都府医師会館の建設
ＪＲ二条駅前の土地購入を賛成多数で可決

京都府医師会では10月29日(土), 第170回定

時代議員会を開催｡ 82名の代議員の出席のもと,

各種重要議案が上程され圧倒的多数で可決承認

された｡ また, 社保対策では, 経済指標による

医療費総枠管理制度の導入に反対する決議を採

択した (決議文は別掲)｡

冒頭, 油谷府医会長の挨拶 (別掲) に続き,

平成16年度会務報告が行われ, 議事では平成16

年度一般会計決算など５議案が上程されるとと

もに, 余府医監事より監査報告が行われ, 賛成

多数で可決承認された｡

■京都府医師会館建設に関する
重要議案を可決承認

＝建設土地としてＪＲ二条駅前
東口, 3,268㎡を購入＝

議事では京都府医師会館建設に関する重要

議案, 第６号議案：｢京都府医師会一般会計

予算の補正並びに京都府医師会館建設特別会

計の設置に関する件｣ および第７号議案：

｢京都府医師会館建設土地の購入に関する件｣

がそれぞれ上程され, 両議案ともに賛成多数

で可決承認された｡ なお, 第７号議案の採決

結果は次頁の表のとおり｡

第７号議案で趣旨説明

を行った油谷府医会長は

建設予定地であるＪＲ二

条駅前の土地購入にかか

るこれまでの交渉経過を

報告するとともに, 具体

京都府医師会館建設土地の概要

①所在地
京都市中京区西ノ京栂尾町２番15

〃 ３番14
②総面積 3,268㎡ (990.3坪)
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◇◆◇代表質問◇◆◇

引き続いての代表質問では, 西京, 相楽, 西陣の各医師会から３名の代議員が質問

に立ち, 直面する課題について質問, 活発な質疑が行われた｡ 質問内容および執行部

答弁は以下のとおり｡

○奥村正治代議員 (西京)

①府医師会館建設に関す

る今後のスケジュールお

よび方向性について

②予防接種について

●油谷会長

会館建設に関しては,

平成18年３月には積立金

が目標額に到達するので,

今年11月には会費検討特

別委員会を設置し, 会館

建設に係る会員負担のあ

り方について, さらに18

年度からは１年間かけて建設内容に係る具体的

なご検討をお願いしたいと考えている｡ その後,

順調にいけば, 平成19年度に着工, 20年度には

会館完成の予定である｡

建設費用については, 新会館の規模によって

変わってくる｡ 特別委員会でご議論いただき,

そのつど執行部より原案を提示したいと考えて

いるが, 現在規模の会館建設を想定した場合,

土地の購入については, 現有地の売却額と建設

予定地の購入額とがほぼ同額であるとことから

新たな会員負担は発生しないものと考えている｡

また, 補助金については今後, 新会館において

公益事業に貢献するという観点から行政に働き

かけていきたいと考えている｡

他団体の入館については, 現在のところ, 京

都府医師国保組合および医賠責保険を取り扱う

代理店(有)ケー・エムーエーの入館を予定して

いるが, 将来的には京都市の診療業務の委託や

京都府からの相談窓口をお引き受けすることも

考えている｡ 新会館利用については公共事業を

行う団体また会員診療に資する団体であること

が基準になる｡ 地区医師会の入館については検

討事項であるが, 地域差などを勘案すると実現

は難しいものと思われる｡

●森副会長

ご指摘のとおり, 平成

17年７月公布の予防接種

実施規則の一部改正によっ

て, ３種混合および２種

混合の予防接種において

理不尽かつ予防接種法の

本筋から外れたような改

正が行われた｡ 国からは ｢ワクチンを単独接種

する際は各自治体で適宜対応してほしい｣ とい

う一方的な方針が出されているが, 京都府にお

いても単独接種できる自治体とできない自治体

とが出てくる可能性がある｡

これだけ少子化対策が叫ばれている中, 地域

的な建設土地の概要について説明した｡ また,

購入価格についても説明し, ｢執行部として

は適正な価格で取得できたものと考えている｣

との見解を示した｡

第７号議案に関する質疑では, 現有地の売

却についての質問が出され, 油谷府医会長は

現有地の売却価格や売却時期等についての見

通しを示し, 代議員各位の理解を求めた｡

第７号議案

｢京都府医師会館建設土地の購入に関する件｣

＜採 決 結 果＞

賛 成 ８１票

反 対 ０票

保 留 １票

合 計 ８２票
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によってこのような不公平が生じることは許さ

れることではないと考えており, 今一度, 日本

医師会を通じて予防接種実施規則の一部改正の

再検討を促すよう働きかけていきたいが, 当面

は各自治体で単独接種できるように地区医師会

からも強力に働きかけていただきたいと考えて

いる｡

また, 日本小児科学会, 日本小児科医会では

罹患児の保護者の方々も含めた運動を展開して

いくことも検討中とのことなので, 府医として

できることは協力していきたいと考えているの

で, ご理解いただきたい｡

○飯田泰啓代議員 (相楽)

救急診療体制における隣

接府県との協力体制につ

いて

●上原副会長

代議員ご指摘の事例に

ついては, 奈良県の救急

医療体制の実情が理解で

きていなかったこと (奈

良県内の小児科・産科救

急は二次輪番制をとって

いる) が原因のようだが,

その他の診療科においては隣接府県間の救急医

療体制はスムーズに行われている｡

ただ, 今回のようなケースが起こるようでは

困るので, 今後は近医連の救急担当を通じてお

互いの連携を密にし, 各府県の救急医療情報が

はっきりと確認できるように協議していきたい｡

○垣田敬治代議員 (西陣)

①医療制度改革に対する

今後の対応および府医

ＦＡＸ情報における記事

の真意

②医薬品問題, 混合診療

問題に対する府医の姿勢

●油谷会長

代議員ご指摘の ｢より

良い医療の実現を目指し,

国民・医療関係者がこぞっ

て納得のいく医療制度を

構築していこう｣ という

考えにはわれわれ執行部

としても何の異論もない｡

ただ, 今回は先の衆議院選挙での異常ともいう

べき自民党圧勝により, これまでとは事情が違

うという認識から, 今回の国民運動はより慎重

に進めるべきであるとの考えをもっている｡

すでに国民運動を予定している団体もあり,

地区医師会からも ｢府医は何もしないのか？｣

といったご指摘もいただいた｡ われわれ執行部

としても国民運動の重要性は十分認識している

が, ｢京都府医師会は常に会員にとって責任あ

る団体でなければならない｣ という基本理念か

ら, 特に今回は政府の出方を十分見極めて, 国

民の理解が得られるような国民運動のテーマを

絞り込んだうえで, 日本医師会の歩調に合わせ

ながら進めていきたいと考えている｡ 拙速に事

を運んで, 国民の誤解を受けたり, いたずらに

政府を刺激して ｢大幅な診療報酬マイナス｣ と

いう取り返しのつかないことは絶対に避けなけ

ればならないとの観点から最大の配慮をしたも

のである｡

こういったわれわれ執行部の考え方をいち早

く会員に伝えるために府医ＦＡＸ情報で周知し

たものであり, 決して排他的な意図を持ったも

のではないことをご理解いただきたい｡

今後とも各団体が ｢国民医療の向上｣ のため

に行動し, その中でお互いが切磋琢磨しながら

努力していくことが大切であろうと考えている｡

混合診療の問題については, わかり易く言う

なれば, 日医が ｢やむを得ない妥協をした｣ と

いう風にご理解いただいても良いのではと考え

ている｡ 今回, 混合診療の一部が緩和されたが,

あくまで患者が必要と思う分野に限って認めた

ものであり, これ以上医療の本体に大きなダメー

ジを与えない範囲で妥協したものだと考えてい

ただきたい｡
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本日の代議員会では平成16

年度の会務報告ならびに決算

に加え, 懸案事項であった京

都府医師会館の建設に関する

重要案件を上程している｡ 慎

重なる審議をお願いしたい｡

さて, ９月の衆議院総選挙

から１ヶ月, 今後の医療界の

行方に深い憂慮を覚えずには

いられない｡ 今回の選挙で小

泉自民党が圧勝したことによ

り, 今後, 財務省や経済財政

諮問会議の圧力はますます強

くなり, 医療費抑制に向けた

動きはさらに加速していくだ

ろう｡

去る10月19日には厚労省が

｢医療制度改革の試案｣ を公

表した｡ 基本方針では国民皆

保険制度を堅持することが謳

われているものの, あの手こ

の手を使って医療費の適正化

を強く求める内容となってい

る｡ これら医療費適正化のた

めの施策は国民皆保険制度の

基本理念とは相容れない要素

である｡ また, ｢持続可能な

制度｣ についても, その根拠

は本当に国民の立場から判断

されたものかどうか, 決して,

一部の政治家や企業による判

断であってはならないと考え

ている｡

これに先立ち, 日本医師会

では10月13日, 厚労相に ｢医

療費についての要望書｣ を提

出した｡ その中で, 医療の質

と安全の確保には, 次期診療

報酬改定では少なくとも３％

の引き上げは必要であるとし

ており, 医療費適正化の方法

についてはマクロ指標に連動

させるのではなく, ミクロ指

標の積み上げで達成していく

べきと主張している｡

こうした中央での情勢を勘

案し, 京都府医師会では来る

12月10日, 京都府医療推進協

議会に加盟する団体とともに

｢これからの日本の医療を考

える集い2005｣ を準備し, 改

めて府民・市民に問いかけて

いきたいと考えている｡

今回の選挙により, 世の中

の情勢は大きく変わったと実

感している｡ このような中で,

われわれ医師会としても変化

していかねばならない｡ つま

り, 広く国民の理解を得るた

めに, これまでの ｢会員のた

めの活動｣ に加えて ｢学術集

団｣ という本来の姿に立ち返

えり, 国民の視点に立って考

え, 行動する医師会という姿

を強くアピールしていくこと

が必要である｡ そのためにも,

これまで以上に地域社会との

繋がりを深く持ち, さまざま

な職能団体との連携を強化し

ていきたいと考えている｡

最後に, これから年末にか

けて ｢医療費抑制｣ の論調は

強さを増すことが予想される｡

今こそ, われわれ医師会の英

知を結集してこの難局に立ち

向かっていきたい｡ そのため

にも各位のご理解とご支援を

よろしくお願いしたい｡

油谷会長

挨 拶

(要 旨)

●立入副会長

代議員ご指摘のとおり,

一般のドラッグストアー

などで医師の処方せんな

しに医薬品が入手できる

ということは一見便利に

思われるが, そこには重

大な疾病の見逃し, 診断

の遅れによる重症化や医薬品による副作用など

の問題があり, 決して良い方向での規制緩和と

は言えない面もあり, 懸念されるところである｡

医薬品問題や混合診療問題は国民の健康に直

結する重要な問題であり, 政府が推し進める経

済最優先の医療制度改革には歯止めをかける必

要がある｡ 確かに国の財政事情が非常に厳しく,

保険で使える財源にも限度があることは, われ

われ医師会としても十分認識しなければならな

いが, その中でも, 最新の医療をあまねく全て

の国民が受けられるような医療制度でなくては

ならない｡ そういった方向に医療を導いていく

ことこそがわれわれ医師会の使命であると考え

ている｡
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決 議

先の衆院総選挙の大勝を受けて, 財政最優先の医療制度改革を断行しようとする小泉内閣

の方針の下, 厚生労働省は大幅な患者自己負担増, 保険給付の縮小, 保険者機能の強化等に

よる公的医療給付費抑制政策を試案として提示した｡ さらに経済財政諮問会議は, 診療報酬

の引き下げや経済指標による医療費総枠管理の導入等の医療費削減のみを企図した経済政策

から医療制度改革を執拗に求めている｡

今, 正に内閣府が平成15年３月に閣議決定した ｢基本方針｣ における ｢患者の視点を重視

した医療制度改革｣ との整合性がどのように保たれるのかが問われている｡ 我々は ｢持続可

能な制度改革｣ の方向性～そのもたらすものを明らかにし, 世界で最も評価の高いわが国の

医療提供体制である ｢国民皆保険制度｣ を堅持, 発展させるために, 国民と共に強固な合意

を形成することに努めるとともに, 下記の事項を強く主張する｡

記

一, 過重な患者自己負担の軽減を求める

一, 医療の質向上および安全確保のための診療報酬引き上げを求める

一, 経済指標による医療費総枠管理制度の導入に反対する

一, 医療への株式会社参入および混合診療拡大に反対する

一, 少子高齢社会に見合った高齢者医療制度の創設を求める

一, 国民の視点に立脚した国民皆保険制度を堅持する

以上 決議する

2005年10月29日

京都府医師会第170回定時代議員会

■第170回定時代議員会で可決承認された議案■

第１号議案：平成16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16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16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16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16年度京都府医師会看護専門学校建設特別会計決算に関する件

第６号議案：京都府医師会一般会計予算の補正並びに京都府医師会館建設特別会計の設置

に関する件

第７号議案：京都府医師会館建設土地の購入に関する件

第８号議案：京都府医師会会費賦課徴収規定の一部改正に関する件
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平成17年度京都府医師会諸会計中間報告 (17.９.30現在)

１ 一 般 会 計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.

会 費 収 入
事 業 収 入
補助金等収入
寄付金収入
雑 収 入
繰入金収入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額

577,060,000
89,850,000
877,160,000
100,000
7,430,000
2,350,000
90,000,000
260,200,000

295,591,990
42,282,357
168,518,243

0
1,825,629

0
0

301,023,362

51.2
47.1
19.2
0.0
24.6
0.0
0.0
115.7

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.

事 務 費
会 議 費
医師会関係費
事 業 費
会館等管理費
特定預金支出
会館建設準備
積立預金支出
退職金支出
予 備 費

313,100,000
41,900,000
22,150,000

1,108,110,000
94,340,000
50,000,000
120,000,000
50,000,000
30,000,000

142,361,041
12,847,550
17,397,763
256,852,722
27,347,756

0
0
0
0

45.5
30.7
78.5
23.2
29.0
0.0
0.0
0.0
0.0

合 計 1,904,150,000 809,241,581 42.5 合 計 1,829,600,000 456,806,832 25.0

２ 看護専門学校特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.
５.
６.

事 業 収 入
補助金等収入
雑 収 入
奨学貸付金返済収入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額

268,750,000
104,220,000
7,000,000
1,200,000
50,000,000
55,000,000

161,854,600
1,000,000
3,074,848
1,200,000
20,895,000
57,683,288

60.2
1.0
43.9
100.0
41.8
104.9

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.

事 務 費
事 業 費
校舎等管理費
奨学貸付金支払支出
特定預金支出
退職金支出
繰入金支出
過年度支出
予 備 費

342,000,000
37,900,000
50,000,000

0
24,000,000
20,000,000
1,900,000
50,000

10,000,000

152,021,424
15,016,142
30,637,174

0
0
0
0
0
0

44.5
39.6
61.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

合 計 486,170,000 245,707,736 50.5 合 計 485,850,000 197,674,740 40.7

３ 共済部特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.

会 費 収 入
雑 収 入
前期繰越収支差額

24,110,000
10,000

239,110,000

12,396,000
55,698

234,935,548

51.4
557.0
98.3

１.
２.

事 業 費
予 備 費

23,780,000
340,000

11,900,000
0
50.0
0.0

合 計 263,230,000 247,452,046 94.0 合 計 24,120,000 11,900,000 49.3

４ 労働保険事務組合特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.
５.
６.

労働保険料収入
事 業 収 入
補助金等収入
雑 収 入
繰入金収入
前期繰越収支差額

117,850,000
5,400,000
4,630,000
170,000
100,000

34,390,000

101,360,110
5,169,675
120,000
903
0

35,094,669

86.0
95.7
2.6
0.5
0.0
102.0

１.
２.
３.
４.

労働保険料支出
事 務 費
繰入金支出
予 備 費

117,850,000
2,650,000
350,000

41,690,000

82,641,183
1,159,760

0
0

70.1
43.8
0.0
0.0

合 計 162,540,000 141,745,357 87.2 合 計 162,540,000 83,800,943 51.6
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５ 看護専門学校建設特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.

事 業 収 入
雑 収 入
前期繰越収支差額

68,000,000
0

123,660,000

69,800,000
1

123,620,862

102.6
0.0
100.0

１.
２.
３.
４.

事 務 費
固定資産取得支出
借入金返済支出
予 備 費

200,000
10,000,000
50,000,000
131,460,000

－19,446
0

50,000,000
0

－9.7
0.0
100.0
0.0

合 計 191,660,000 193,420,863 100.9 合 計 191,660,000 49,980,554 26.1

京京京都都都市市市高高高齢齢齢者者者イイインンンフフフルルルエエエンンンザザザ予予予防防防接接接種種種対対対象象象者者者にににつつついいいててて

京都市高齢者インフルエンザ予防接種の対象者は, 京都医報９月15日号および京都市から各

協力医療機関に送付された当該予防接種実施要領に記載のとおりであり, 下記のように65歳未

満 (60歳以上) であっても高齢者インフルエンザ予防接種対象者に該当する場合がありますの

で, ご留意ください｡

記

＜京都市高齢者インフルエンザ予防接種対象者＞

①京都市内在住の接種日現在65歳以上の者

②京都市在住の接種日現在60歳以上65歳未満であって心臓, じん臓もしくは呼吸器の機能ま

たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者

※②に該当する各機能障害の程度については, ｢インフルエンザ予防接種ガイドライン及び

京都市個別予防接種の手引き｣ のＰ.10からＰ.12を参照ください｡

麻麻麻しししんんんおおおよよよびびび風風風しししんんんににに係係係るるる定定定期期期予予予防防防接接接種種種ののの第第第２２２期期期ののの対対対象象象者者者にににつつついいいててて

麻しんおよび風しんに係る定期の予防接種の未接種者への積極的勧奨等については, 京都医

報 (８月15日号 地域医療部通信) でお知らせしたとおりですが, 会員より ｢小学校就学の始

期に達する日｣ についてお問い合わせがありました｡

｢小学校就学の始期に達する日｣ とは次のとおりですのでお間違えのないよう十分にご留意

ください｡

＜第２期の対象者について＞

『５歳以上７歳未満の者であって, 小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当該始期に

達する日の前日までの間』

※ ｢小学校就学の始期に達する日｣ とは, 入学式の日ではなく, ４月１日のことを指し

ます｡
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油谷府医会長は厚生労働省の医療制度改革

試案について説明, 第１の基本方針は ｢国民

皆保険制度を堅持する｣ とされており, 一定

の評価をしつつも, (国民皆保険制度を) 持

続可能にするには医療費の適正化, 診療報酬

の決定プロセスの透明化を図る必要性が盛り

込まれていると説明した｡ また, 主な柱とし

て, 経済財政諮問会議や財務省が求めている,

｢保険免責制の創設｣ ｢入院時の食費・居住費

負担の見直し｣ ｢診療報酬のマイナス改定｣

がひとつの選択肢とされていると説明し, 厚

労省が経済財政諮問会議に配慮している部分,

厚労省の主張を貫いた部分の双方がうかがえ

るとの評価を下した｡

さらに厚労省試案では, 2025年に56兆円に

膨らむ見通しの医療給付費を49兆円に圧縮す

ると提示, 具体的内容としては, 生活習慣病

対策, 平均在院日数短縮等中長期的方策, 食

費, 居住費の見直し, 高齢者自己負担増等短

期的方策を挙げるとともに, 経済財政諮問会

議が目論む42兆円までの圧縮にまだ７兆円の

乖離があると述べた上で, (７兆円の乖離を

埋めるために) 前述の ｢選択肢｣ が行使され

るかどうかに注意しなければならないとの見

方を示した｡

18年度診療報酬改定について

安達府医理事は, 経済財政諮問会議の ｢骨

太の方針2005｣ について触れ, ｢経済の伸び

率に合わせた総枠管理制度｣ ｢公的保険の守

備範囲の見直し (軽医療費の免責制度)｣ が

日医執行部の尽力によって最終段階で削除さ

れたとしつつも, 経済財政諮問会議の医療費

に対する方針がこの削除された２点であるこ

とを国民に知らしめたも同然であるとの見解

を示した｡

続いて厚生労働省の試案を紹介した上で,

厚生労働省としては総枠管理には賛成できな

いとしているとし, 個々の施策の積み上げに

よって49兆円まで削減できる方法を提示した

北医師会と府医執行部との懇談会が10月19日(水), 京都ブライトンホテルにおいて開催され,

地区から13名, 府医から８名が出席, 水谷均北医師会副会長の司会のもと２時間以上にわたり

活発な意見交換が行われた｡

冒頭の梅原誠北医師会長は開会挨拶で, 先の衆議院議員選挙結果に触れ, 自民党の圧勝によ

り, 経済財政諮問会議の活発な動きが予見され, 経済主導の医療制度改革が進行していくこと

に対し危惧が示された｡ 続いて, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 選挙結果を受けての今後の医療

制度改革の見通しや, 厚生労働省試案についての説明を行った｡

北北
医師会との懇談会

医療制度改革を巡る諸問題で活発な議論展開

北医師会との懇談会 (10.19 京都ブライトンホテル)
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ものとの見方を示した｡ また, ｢軽度・低額

医療の保険免責制度導入｣ について言及, 本

人・家族の自己負担２割から３割へ引き上げ

る際, ｢将来にわたり保険給付の70／100を堅

持する｣ という改正健康保険法付則がつけら

れたことを紹介した上で, 軽度・低額医療の

保険免責制を導入するには, この付則を変え

る必要があるとし, その選択を内閣が行うか

どうかが今後の注目するべき点とした｡

地区から, 軽度・低額医療の保険免責制導

入について ｢すでに決まってしまってから動

いても効果がない｣ との指摘がなされ, 安達

府医理事は中医協でも議論しなければならな

い事項であるので拙速に決定してしまうこと

はないと説明した上で, 保険免責制導入で受

診抑制が予見されることから反対姿勢を貫く

との意気込みを示した｡ 油谷府医会長は, 日

本医師会から厚生労働省に対し18年度診療報

酬を３％増とする旨の要望書を提出している

ことを紹介した上で, 診療報酬増を目的に運

動を行うと医師のエゴと取られ, 患者負担増

反対をスローガンにすると ｢総枠規制をかけ

なければ若年世代・現役世代は負担が増える｣

と論点をすり替えられてしまうことから, 医

師会としては活動が行いにくくなってきてい

る現状を示し, ｢軽度・低額医療の保険免責

制導入に関しては比較的運動しやすく, 国民

の理解を得られやすい｣ との見方を示しつつ

も, 政府の動き, マスコミの報道の仕方に注

意を払わなければならないとした｡

混合診療について

地区から, 今後, 混合診療が拡大された場

合の対応について質問がなされた｡ これに対

し, 安達府医理事は, 昨年12月に日医によっ

て混合診療反対の署名運動が全国展開された

が, 実質的には解禁されたも同然であり, そ

の後の中医協においての検討の結果, 本年10

月から制限回数を超える医療行為において７

項目が特定療養費 (選定療養) として追加さ

れたとの説明を行った上で, 今後はさらに追

加される可能性もあるとの見方を示した｡ ま

た, 今回の７項目 (腫瘍マーカーやリハビリ

テーション) については, 医療上の必要性が

ほとんどないことを前提とされており, 医療

上必要であるならば保険診療となるので, 実

質的には頻繁におこることはないであろうと

述べた｡

地区から, 混合診療に対する国民の認識が

まだまだ曖昧であるという意見があがったが,

安達府医理事は, その点についても今後の国

民運動で啓発していくと回答した｡

介護保険制度改正について

はじめに地区から, 介護保険施設における

医療の現状等, 多くの問題について指摘がな

された｡ 福州府医理事は, まず介護保険制度

改定の現状について触れ, 基本的視点, 主な

内容として予防重視型システムへの転換や施

設給付の見直し, 新たなサービス体系の確立

等についての説明を行った｡ また, 地域包括

支援センターの創設, 役割について説明, 地

域包括支援センター運営協議会が設置される

ことになるとし, そのメンバーとして地区医

師会の参画も想定されており, 適正なセンター

の運営に協力を呼びかけた｡

医政活動のすすめ方

中野府医理事は, 医政活動のすすめ方とし

て, 公衆衛生の啓発や保険医療の充実, 医業

経営の改善等の観点から医政活動の必要性を

示した上で, 具体的なすすめ方を説明, 現在

までに府医連では国会・市会・府議会各議員

との懇談の場を持ち, 教育・啓発活動を実施

しているとし, 選挙時の活動については, 決

起大会や電話作戦への人員の動員等を報告し
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た｡ また, 府医では一般会員は政治への関心

が高いにもかかわらず, 医政活動が盛り上が

らない主な理由として, 選挙活動の方法が不

透明であること, 選挙が持つ不浄な印象が政

治活動への抵抗を生んでいる原因ではないか

との見解を示した｡ また, 自民党支持につい

ては, 戦略的な部分での必要性を訴え, 良識

ある医療に精通した自民党の議員を強力にバッ

クアップし, 自民党の内部から経済財政諮問

会議の主張する財源主導の医療制度改革を抑

制するための方策であると主張した｡

地区からは, 内閣主導であるにもかかわら

ず今まで通りの医政活動が通じるのかとの指

摘がなされ, 中野府医理事は医療に精通する

議員を一人でも多く輩出することは有効との

見方を示した｡

私が今開業しているのは西陣と呼ばれる

町で, 勤務医時代から, もう20年以上もこ

の町で診療に携わってきました｡ 住所は上

京区なのですが, この辺では西陣という名

の方が馴染み深く使われています｡ この呼

び名は, その昔, 応仁の乱の後, ｢西の陣

の跡｣ が転じて ｢西陣｣ になったという程

古くからのものですが, 何故か ｢西陣｣ は

行政地区として存在したことがないため,

区域のはっきりとした線引きがなく, 西陣

織の隆盛と共に地域を拡大してきた ｢西陣

織の町｣ です｡

20年程前, この町では, 不況という言葉

こそ飛び交っていましたが, まだ夜遅くま

で機音があふれ, 上七軒では舞妓さんの姿

も見かけました｡ 各銀行の支店も軒を連ね

ていましたし, 商店街も賑やかでした｡

そして今, 着物離れや産業の空洞化で西

陣は長引く不況に喘いでいます｡ 町から機

音が消え, 商店街もかつての活気を失くし

ています｡ 景気回復はこの町を素通りして

いき, この夏流行った ｢環境に優しいクー

ルビズ｣ は, 西陣のネクタイ業者さんには

優しくありませんでした｡ 私自身この20年,

着物を着たのは喪服と留袖, それも貸衣装

では, 推して知るべしの現実です｡

元々, 家内工業的な職住一体が多い西陣

の仕事は当然定年などなく, 働ける間はずっ

と現役が常識でした｡ 西陣で働く人達にとっ

て, 仕事がなくなり国民年金に頼る年金生

活など思いもよらなかった老後です｡ その

上, 介護保険や医療費の自己負担増は更な

る老後の不安を煽り, 費用を理由に, 受診

や入院を躊躇うお年寄りには説得の言葉に

窮してしまいます｡

こんな現状ですが, 町家を利用した試み

や, 特許を持つような技術力で忙しい町工

場, 拘った物作りで行列のできる店, 頑張っ

ている話もたくさん聞きます｡ 10年後も,

活気を取り戻したこの町で患者さんと共に

在りたい, 今の私のささやかな望みです｡

(府医情報企画委員会・西陣 杉原みどり)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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先般介護保険法が改正され, 既に10月から施設等における居住費・食費が自己負担化されて

おり, 新予防給付などその他の改正も18年４月から施行されます (詳細は京都医報３月15日号,

７月15日号, ８月１日号付録等で既報)｡ 同時に介護報酬も改定されることになっており, 現

在厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会で検討されています｡ 同分科会で本年12月まで

議論を続け, 来年１月に諮問・答申を行い, 告示は２月中旬というスケジュールです｡

10月31日に全国介護保険担当課長会議が開催され, 各都道府県や市町村における４月改正に

向けた準備のための情報提供が行われました｡ 本号ではその内容も踏まえ, 介護報酬改定並び

に制度改正についてこれまでの議論等を整理したものをお届けします｡ これらの内容はあくま

でも介護給付費分科会での議論を中心に, 厚生労働省が同分科会に提案したことや, 委員から

の意見等であり, 決定事項ではありません｡

＜内容＞

【介護保険制度改正の概要】

Ⅰ. 予防重視型システムへの転換

１. 新予防給付の創設

２. 地域支援事業の創設

Ⅱ. 施設給付の見直し

Ⅲ. サービスの質の向上

【介護報酬改定関連】

Ⅰ. 介護給付サービス

１. 訪問介護

２. 訪問入浴介護

３. 訪問看護

４. 訪問リハビリテーション

５. 居宅療養管理指導

６. 通所サービス

①共通事項

②通所介護

③通所リハビリテーション

７. 短期入所サービス

８. 特定施設入居者生活介護

18年４月改定の展望
全国介護保険担当課長会議等から
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Ⅱ. ケアマネジメント

１. 介護給付のケアマネジメント (居宅介護支援)

２. 新予防給付のケアマネジメント (介護予防支援)

３. 介護予防ケアマネジメント (要支援・要介護のハイリスク者対象)

Ⅲ. 新予防給付サービス

１. 介護予防通所サービス

２. 介護予防訪問介護

３. 介護予防福祉用具貸与 (販売)

４. その他の介護予防サービス

Ⅳ. 地域密着型サービス

１. 小規模多機能型居宅介護

２. 夜間対応型訪問介護

３. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

４. 地域密着型特定施設入居者生活介護

５. 認知症対応型共同生活介護

６. 認知症対応型通所介護

【地域包括支援センター】

１. 地域包括支援センターとは？

２. 地域包括支援センターの基本機能

【介護保険制度改正の概要】

Ⅰ. 予防重視型システムへの転換

近年, 要支援・要介護１が急増しており, しかも介護サービスの利用が状態改善につな

がっていないことから, これら軽度要介護者に対するサービス内容を見直す｡

さらに, 要支援・要介護状態ではないが, 近い将来そうなる恐れがある方を対象に介護

予防サービスをおこなうもの (地域支援事業の介護予防サービス)｡ このサービス費用も

介護保険給付とする｡ 地域支援事業と新予防給付のケアマネジメントは, 新たに設置され

る“地域包括支援センター”の役割｡

Ⅱ. 施設給付の見直し (10月から既に実施済み)

介護保険３施設 (ショートステイを含む) の居住費・食費, 通所系サービスにおける食

費を, 全て保険給付の対象外とする｡ 利用者負担の額は施設と利用者の契約による｡ ただ

し, 低所得者には 所得に応じた負担上限額を定め, 減額相当分について介護保険から補

足的給付を行う (特定入所者介護サービス費)｡

Ⅲ. サービスの質の向上

１. 情報開示の標準化

都道府県知事等が事業所・施設等に対して基本情報 (人員, 設備, 利用料金等) と調

査情報 (各種マニュアルの有無, 記録管理の有無等) からなる ｢介護サービス情報｣ を

調査し, 公表する｡ 福祉系サービスは18年度から, 医療系サービスも19年度から義務化

の方向｡
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２. 事業者規制の見直し (地域密着型サービスも同様)

(１) 指定の欠格事由, 指定の取消要件の追加

(２) 指定の更新制 (６年ごと) の導入

(３) 事業者に対する①業務改善勧告, ②業務改善命令, ③指定の停止命令, ④当該処分

の公表, の権限を追加｡

(４) 事業者の責務規程の創設

３. ケアマネジメントの適正化

(１) 介護支援専門員の資格に５年ごとの更新制を導入 (現に介護支援専門員である者は,

経過措置あり)｡ 研修を体系化して受講を義務化｡

(２) 政省令・告示事項

①事業所等と介護支援専門員個人両方の二重指定制の導入

→介護支援専門員ごとにケアプランの内容をチェックできる仕組み

②｢主任介護支援専門員｣ の創設 (介護報酬で評価)｡

③介護支援専門員１人当たりの標準担当件数の見直し

④独立性・中立性の確保の観点からの介護報酬・指定基準の見直し

→多職種連携やケアマネジメントのプロセスに応じたきめ細かな報酬を設定, 有能

な介護支援専門員や独立事業所への評価も行う｡

【介護報酬改定関連】

Ⅰ. 介護給付サービス

１. 訪問介護

・訪問介護の報酬体系について, 以下の３つを提案
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①身体介護と生活援助を現行通り時間単位にし, 生活援助の長時間利用を適正化する

②身体介護は現行通りとし, 生活援助は月額定額制とする

③身体介護と生活援助を一本化し, 時間単位または月額定額制とする

・報酬水準は現行のサービス利用実態やヘルパーの雇用実態, 地域差などを踏まえる

・訪問介護員の資格を将来的に介護福祉士とすることを基本とし, 現任ヘルパーの研修

を強化する一方, ３級ヘルパーの減算率を上げた上で, 将来廃止する

・サービス提供責任者について, その責務を基準上明確にするとともに, 資格は ｢介護

福祉士｣ または ｢１級ヘルパー｣ とし, 現在の経過措置は年限を定めて廃止する｡

・以下の要件を満たす事業所は報酬上評価する

① ｢介護福祉士｣ または ｢１級ヘルパー｣ のサービス提供責任者の配置

②介護福祉士の一定割合以上の配置またはヘルパー研修の確保

③ヘルパー活動環境の整備 (ケア会議の開催, 登録ヘルパーとの利用者情報共有など)

・栄養ケアマネジメントの一環として, ヘルパーが ｢調理｣ の代わりに行う ｢短時間の

配食・食事準備サービス｣ を業務形態の１つとして位置づけていく

・その他の人員・設備基準は基本的に現行通り

２. 訪問入浴介護

報酬・基準は基本的に現行通りとし, ケアマネジメントにおいてその必要性を適切に

判断する

３. 訪問看護

・現行の30分単位の３区分に加え, 新たに早朝・夜間・深夜の短時間訪問の区分を設定

・緊急時訪問看護加算を算定している場合でも加算算定可とする

・ターミナルケア加算の ｢前月｣ 訪問の算定要件を見直し

・特別管理加算を一律から処置の難易度を反映したものに変更

・訪問看護ステーションからの言語聴覚士による訪問を評価

４. 訪問リハビリテーション

・医療保険同様, 言語聴覚士によるものも評価｡

・退院・退所直後の日常生活活動訓練の短期・集中的なリハビリを評価｡ 一方で長期間

利用には逓減制を導入｡

５. 居宅療養管理指導

・かかりつけ医からのケアマネジャー等への情報提供 (必ずしも文書で行う必要はない)

が十分に行われていないことから, 情報提供の徹底を図るため, ケアマネジャーへの

｢情報提供｣ と利用者・家族への ｢指導・助言｣ に区分し, 情報提供ではサービス担

当者会議への出席を義務づけ, 指導・助言では利用者, 家族に対して指導の要点をま

とめた文書の提供を算定要件に加える

・歯科衛生士等による場合は, 訪問歯科診療を行う歯科医師の動向頻度を現行の月１回

から３ヶ月に１回程度に緩和して, 歯科衛生士の訪問を行いやすくする

・管理栄養士による場合は, 特別食の必要な方のみであるが, 通院, 通所が困難な低栄

養状態の在宅要介護者に対する栄養ケアマネジメントについても評価する

・栄養ケアマネジメントにおいては, 栄養ケア計画に基づく栄養管理や定期的な評価・

見直しの実施, 家族, ヘルパーなどへの情報提供, 助言等の実施を行う
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６. 通所サービス

①共通事項

・報酬体系は基本的に現行通りとし, 軽度者と中重度者の水準のバランスを見直す

・管理コストを考慮して一定規模以上の事業所には, 基本部分に逓減制を導入｡ 一方,

小規模の場合は評価を見直す

・送迎加算は基本部分に包括する

・軽度者と中重度者の評価のバランスを見直すことに伴い, 中重度者に利用の多い特

別入浴介護加算と, 軽度者に多い入浴介助加算とを一本化して評価する

・栄養ケアマネジメントや口腔機能の向上に加算を設定

・若年の認知症の利用者を対象とした特別のサービス提供を行う場合に加算を設定

②通所介護

・難病やがん末期の要介護者のニーズに対応できる機能を強化したサービス提供を評価

・主治医や訪問看護との連携体制を報酬面で評価

・機能訓練体制加算を体制加算ではなく, 実際にサービス提供を行った場合に評価

③通所リハビリテーション

・通所リハビリの個別リハ加算は, 病院等から退院・退所直後の評価を高める

７. 短期入所サービス

・家族が急病になった時などのために, 事業者間で連携して利用調整の窓口を設置し,

24時間受付可能な体制を確保した場合に加算評価

・要介護者を緊急に受け入れた場合に, 生活介護の場合で定員40人以下は定員の105％

を, 40人超の場合は２人を超えなければ減算しない｡ 療養介護の場合は一定の範囲内

なら定員を超えても減算としない｡ 利用は原則７日以内に制限

・虐待による緊急受け入れは, 災害時の超過定員同様, 減算扱いとしない

・療養介護に ｢日帰りショートステイ｣ を加え, 難病やがん末期患者に対して看護・医

学的管理の下で, 機能訓練や入浴, 食事の介護などの医療や日常生活上の世話を行う

・生活介護で夜間の看護職員を配置するなど看護体制を強化し, 中重度者を受け入れる

体制を整備したら評価｡ 看護職員の配置は施設による雇用, 訪問看護ステーションな

ど施設外部の看護師との契約など, 幅広い配置形態を認める見通し

８. 特定施設入居者生活介護

・指定対象施設を, 一定条件をクリアした ｢高齢者専用賃貸住宅｣ にまで拡大｡ 訪問介

護や訪問看護など, 外部サービスの活用を前提にした基準設定

Ⅱ. ケアマネジメント

１. 介護給付のケアマネジメント (居宅介護支援)

・次のような観点から体系的な見直しを行うことを提案｡

①ケアマネジメント業務に要する手間・コストの適正な反映

②ケアマネジメントのプロセスに応じた適正な評価

③公正・中立, サービスの質の確保の観点からの適正な評価

・介護支援専門員の ｢自立｣ と ｢自律｣ の確保が重要

・ケアワークとソーシャルワークは異質なものであり, ケアマネジメントに係る報酬上

の評価は主として前者にかかる業務として位置づけるべき
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・要介護度が高くなるほど利用するサービスの種類が多くなり, 業務の手間も増えるこ

とから, 介護報酬の基本部分を要介護度別にする (ただし分科会では反対意見あり)

・初回時の報酬評価

・医療と介護の連携, 在宅重視の観点から, 退院・退所時に医療機関・施設と在宅サー

ビスとの連携, 調整を行った場合の評価を高くする

・ケアマネジャー１人当たりの標準担当件数を引き下げる

・サービス担当者会議の実施等の基本プロセスを踏まえ, 公正中立なケアプラン策定を

行う事業所を評価する

・運営基準違反については, 事業者に対する指導監督の観点からも現状より厳しく対応

すべき

・次のような要件を満たすものについては, 報酬上さらに評価を行うことが考えられる

①ケアマネ１人あたりの担当件数が, 標準担当数を一定程度下回る

②中重度や支援困難ケースの割合が一定以上

③主任ケアマネの配置とケアプランチェックの実施

④研修等の積極的な実施 など

・特定の事業所に偏らないプランを策定した場合も加算で評価

・サービス担当者会議を実施しないなど運営基準に違反する場合, 正当な理由無く特定

の事業所に集中したサービスをプランした場合, 標準担当数を一定程度超えた場合は

それぞれ減算する

・全国介護支援専門員連絡協議会の報酬改定に関する意見書から

①住宅改修のみ, 医療保険の訪問看護のみ, 施設入所のみ, 介護保険サービス以外の

みのプランなど, 相談援助だけでサービス利用につながらなかった場合にも評価を

②減算は適切なプロセス評価実施に必ずしも結びついていない｡

③多職種間・多事業者間の連携・調整・協働, 長期継続マネジメントを実践するため

の加算が必要

・初期訪問加算

・入退院・入退所時の医療機関・施設と事業者との連携加算

・サービス担当者会議開催加算

・医師との連携加算

・住宅改修実施における申請書類等の作成支援に一定報酬の設定

２. 新予防給付のケアマネジメント (介護予防支援)

・介護予防通所や介護予防訪問介護が定額化され, 給付管理業務の手間が簡素化される

から居宅介護支援より安くてもいい

・初回アセスメントの事務負担を評価

・運営協議会のチェックの下, 市町村が責任主体となり設置される地域包括支援センター

が実施するため, マネジメントの質は一定程度確保されることから, 原則として減算

は行わない

Ⅲ. 新予防給付サービス

１. 介護予防通所系サービス

・日常生活の支援などの ｢共通的サービス｣ (｢日常生活上の支援｣ ｢生活行為向上支援｣)
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と, 運動器の機能向上や栄養改善などの ｢選択的サービス｣ (｢運動器の機能向上｣

｢栄養改善｣ ｢口腔機能の向上｣) に分け, ともに月単位の定額報酬とし, 共通サービ

ス部分は薄めの, 選択サービス部分は厚めの水準とする

・要支援１と要支援２で利用者の状態が異なることから報酬水準を変える

・送迎加算, 入浴加算は ｢共通的サービス｣ に包括化する

・目標の達成度に応じた介護報酬の設定 (事業所単位)｡ ただし, 大数の法則が働かな

い小規模事業所には馴染まない

※同一事業所で３ヶ月以上継続して選択的３サービスを受けた利用者のうち, 要介護

度が維持・改善した人の割合が一定以上の場合に加算｡ 維持より改善の評価を高く

する｡

・口腔機能向上については歯科医療機関との連携をどう図っていくかが課題｡

・人員・設備・運営に関する基準は基本的に現行と同じものにする｡ ただし, 介護給付

の事業所と兼ねる場合が大半と考えられるため, 人員・設備については, 兼任や併用

を認めるなど, 現行より過剰とならないよう配慮が必要｡

・選択的サービスの３メニューについては, それぞれに必要な基準を追加する｡ いずれ

か１つを実施する場合でも指定を受けられる

２. 介護予防訪問介護

・月単位の定額報酬とする｡ その際利用者の状態やサービス利用の実態等を踏まえ, 複

数段階での定額化を検討｡ 定額化に伴う利用者の利用形態や事業者の提供形態の変化

等も検討

・｢身体介護｣ と ｢生活援助｣ の区分を一本化する｡ ただし生活援助型サービスの趣旨

を徹底する形で制度的に運用すべきとの意見あり

・｢通院等乗降介助｣ は介護予防訪問介護では設定しない

・人員・設備・運営に関する基準は基本的に現行と同じものにする｡ ただし, 介護給付

の事業所と兼ねる場合が大半と考えられるため, 人員・設備については, 兼任や併用

を認めるなど, 現行より過剰とならないよう配慮が必要｡

３. 介護予防福祉用具貸与 (販売)

・現行の ｢福祉用具選定の判断基準｣ (ガイドライン) において利用者の状態から見て

使用が想定しにくいとした福祉用具の貸与は, 原則として保険給付対象外とし, 個別

のケアマネジメントを経て必要と認められるものについて例外的に対象とする

・福祉用具貸与はあらかじめ使用期間を限定して, 定期的にその必要性や適切性等を見

直す

・貸与については専門職の関与について検討が必要｡ 販売については事業者の指定制度

導入に伴い, 福祉用具専門相談員の配置を義務づけることが必要

４. その他の介護予防サービス

その他の介護予防サービスの報酬体系は, 現行の介護給付サービスと基本的に同じ

Ⅳ. 地域密着型サービス

高齢者が要介護状態となっても, できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように

する観点から, 原則として日常生活県域内でサービス利用および提供が完結するサービス

を, 新たに類型化し, 市町村が事業者の指定および指導・監督を行うもの｡
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１. 小規模多機能型居宅介護

(１) 報酬設定

・｢通い｣ を中心, 随時 ｢訪問｣ ｢泊まり｣ の組み合わせで支援｡ 中重度の者が中心｡

・月単位定額報酬 (要介護度別)｡ 訪看, 訪リハ, 居宅療養管理指導, 福祉用具貸与

の併用を想定｡

・過少サービス提供にならないよう配慮｡

・市町村が独自に設定した指定基準を満たし国が個別に承認した場合, 報酬水準を高

額に変更できる仕組み｡

(２) 基準設定

・｢通い｣ 15名程度／日｡ ｢泊まり｣ ５～９名程度／日｡ 25名程度 (１事業所登録者数)

・人員配置について, 次のとおり想定｡

・管理者…常勤１名 (兼務可)

・日中…１名 (｢通い｣ ３名あたり) ＋１名 (｢訪問｣)

・夜間…２名 (うち１名当直)

・介護支援専門員は必置 (外部の介護支援専門員が望ましいという意見あり)

・登録者は短期入所生活介護が使えない｡ 緊急時の対応について考える必要あり

・面積基準について, 次のとおり想定

・｢通い｣ …１人あたり面積３㎡以上

・｢泊まり｣ …１人あたり4.5畳 (プライバシーを配慮)

・囲い込むや事業所の孤立を防ぐための手立てを講ずる

・地域密着型介護老人福祉施設, 地域密着型特定施設, 認知症グループホーム, 有床

診療所による介護療養型医療施設については, 職員配置等について一定の緩和措置

を講ずる

２. 夜間対応型訪問介護

(１) 報酬設定

・新しいサービス類型 (定期訪問＋随時訪問)

・｢定期巡回サービス｣ ｢オペレーションセンターサービス｣ ｢随時訪問サービス｣

・報酬については, 次の方法を選択

・月単位 (要介護度別) の定額報酬＋出来高報酬

・月単位 (要介護度別) の定額報酬

・市町村が独自に設定した指定基準を満たし国が個別に承認した場合, 報酬水準を高

額に変更できる仕組み

(２) 基準設定

・医療機関等との連携, 必要に応じ訪問チームに看護職員を組み込む

・訪問者の安全確保

・合鍵の管理方法の明確化

・オペレーションセンターサービス提供のための設備 (地域の実情に応じる)

３. 地域密着型介護老人福祉施設

(１) 報酬設定

・本体施設との一体的な運営を前提とするサテライト型事業形態を基本として, ｢１

建物１事業所｣ ｢小規模拠点集合型｣
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・１日あたり定額 (要介護度別)

(２) 基準設定

・人員基準については, 次のような規制緩和を想定

・本体施設連携による必置規制緩和 (医師, 栄養士, 調理員, 介護支援専門員, 事

務員)

・本体施設との兼務 (施設長, 生活相談員)

・併設事業所との兼務 (施設長管理者, 生活相談員, 栄養士, 事務員等)

・設備基準は必置規制緩和｡ １事業所３ユニットまで (利用定員20人以下)

４. 地域密着型特定施設入所者生活介護

(１) 報酬設定

・１日あたり定額 (要介護度別)

(２) 基準設定

・併設事業所との兼務 (生活相談員, 機能訓練指導員, 計画作成担当者, 介護職員,

看護職員)

５. 認知症対応型共同生活介護

(１) 報酬設定

・事業所急増による格差があるため, 質の向上にさらに取り組む必要がある

・次の場合, 報酬加算

・健康管理に責任を持つ看護師１名以上確保

・24時間連絡体制

・｢看取り｣ 体制

・多機能化への対応 (要件を満たす場合, 短期利用を算定)

・今年度の ｢駆け込み申請｣ について, 適切な対処が必要 (意見)

６. 認知症対応型通所介護

(１) 報酬設定

・これまでの形態に加え, 認知症高齢者グループホーム, 地域密着型介護老人福祉施

設等の共用スペースを活用し, 数名の利用者を受入れる形態

・現在は利用回数に応じた出来高払い｡ 柔軟なサービス提供が可能な報酬体系に

(２) 基準設定

・認知症高齢者グループホーム等共用スペース活用型については, 利用定員１ユニッ

ト当たり３名以下｡ 現行等は15名以下

【地域包括支援センター】

１. 地域包括支援センターとは？

地域の高齢者の心身の健康の維持, 保健・福祉・医療の向上, 生活の安定のために必要

な援助, 支援を包括的に行う中核機関

18年４月以降 (２年間の経過措置あり), 各市町村毎に人口約200～300万人毎に１カ所

設置｡ 市町村が直営または在宅介護支援センターを設置する法人が, 地域支援事業※のう

ち包括的支援事業の実施を受けた場合に設置可｡
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※地域支援事業
①介護予防事業
・介護予防のスクリーニングの実施
・介護予防スクリーニングを経て, 要支援・要介護になる恐れの高い者等を対象とする介護予防サー
ビスの提供

②包括的支援事業
・介護予防マネジメント事業 (上記①のマネジメント)
・総合相談・支援事業 (地域の高齢者の実態把握, 介護以外の生活支援サービスとの調整等)
・地域ケア支援事業 (支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言, 地域のケアマネジャーのネッ
トワークづくり等)
・高齢者虐待防止・権利擁護事業
③その他
・介護給付費適正化事業
・介護家族支援事業等

２. 地域包括支援センターの基本機能

①介護予防マネジメント→主に保健師等の業務

介護予防事業 (要介護等のハイリスク者に対する介護予防サービス及びケアマネジメン

ト) および新予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務

※医療機関, 保健所等関係機関において介護予防検診 (チェックリストに沿った問診) を,

基本健康診査と併施するなどして, 何らかのサービスを必要とする方を抽出して地域包

括支援センターに紹介｡ センターで介護予防事業が必要か, 新予防給付か, 介護給付か,

あるいは例えば医療が必要な場合は医療機関を紹介するなどして, 振り分ける

※新予防給付のケアマネジメントのみ, 一般の居宅介護支援事業所に委託可｡ この場合,

センターは介護予防サービス計画の内容が適切であるかを確認する｡ 委託をしても, 最

終責任はセンターが負う｡ なお, 委託に当たっては, 運営協議会の承認を得なければな

らない｡

②総合相談支援及び権利擁護業務→主に社会福祉士等の業務

多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合

的な相談支援業務及び権利擁護業務

③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務→主に主任ケアマネ等の業務

高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・

継続的ケアマネジメント支援

※主治医, ケアマネジャーとの多職種協働と, 地域の関係機関との連携により, 包括的・

継続的なケアマネジメントを実現するための後方支援を行うもの

３. 地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの運営に当たっては, その方針について, 地域包括支援センター

運営協議会の議を経ることとし, 公正・中立性を確保し, その円滑かつ適正な運営を図ら

なければならない｡ また, 運営協議会は, 地域包括支援センターの職員を確保するため,

必要に応じ, 運営協議会の構成員や地域の関係団体等の問の調整を行う｡
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インスリンは糖尿病治療薬の最終兵器

である｡ 速攻型, 混合型, 中間型, 持続

型など内容の違いとバイヤル型 カート

リッジ型など使用形式の違いがある｡ 生

体に対してはっきりとした作用を持つ薬

であり, 使用を間違えると重大な結果を

引き起こす恐れがある｡ しかしその種類

の多さ故に, きめ細かいコントロールを

しようと思えば思うほど, 過誤を起こす

事例は非常に多い｡ 今回完全な思い込み

による事故の事例を経験したので報告

する｡

当院では外来においては, インスリン

を緊急的使用することはめったにない｡

一度バイヤルを使用すると, 長期に保存

することになるので, 外来にはバイヤル

のインスリンは置いていない｡ 必要時に

病棟から取り寄せることにしている｡ 61

歳女性, オイグルコン２錠｡ グルコバイ

３錠 ヒューマリンＮ 朝８単位で治療

中の患者さんであった｡ 血糖測定を２度

して, 数字によってはヒューマリンＮ

６単位の指示をしていた｡ 病識に乏しい

方で注射をしたりしなかったりであった｡

ある朝来院し, 血糖が530であった｡ 自

己注射はしていないという｡ ヒューマリ

ンＮ 10単位の注射の指示をした｡ 担当

看護師がいずれの指示が出ても良いよう

に気を使ってヒューマリンＮとＲを病棟

から借り出して, 前もって用意しておい

た｡ しかしＮは箱入り状態で, Ｒは箱か

ら出したバイヤルの形で処置台に置いて

おいた｡ ＮとＲの違いは バイヤルのラ

ベルにＮは緑の線, Ｒは黄色の線が入っ

ている｡ 勿論Ｎ, Ｒと書いてあるが, デ

ザインは全く同じである｡ 医師よりヒュー

マリンＮの指示が出たので, 別の看護師

はヒューマリンＮの箱を見てＮと確認し,

横にむき出しにしてあったバイヤルのヒュー

マリンＲから液を取って施注した｡ 冷蔵

庫へバイヤルを片付けようとして誤りに

すぐに気づいた｡ 厳重注意をして帰宅し

たが, ３時間後眠気を訴えて来院された｡

血糖は330, 意識は清明であり事なきを

得た｡ 新品の箱を見て, 確かにＮだと,

横に使いさしのバイヤルビンがあったの

で, 確認することもなく, これは何だと

思うこともなく, 親切, 親切と思い込ん

だ状況が分かるような気がします｡ 通常

は指示を受けてから, 行う準備を気を利

かせすぎて起こったことといえるし, イ

ンスリンといった危険な薬に対する慣れ

の問題, 通常ではないことへの気づきの

問題, 無駄の排除のためにその都度取り

寄せる不便を強いていることをどうする

か｡ 課題は多いが, 準備は一つという約

束にした｡

◆

インスリン
間違い
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平成17年10月20日(木) 宇治市の宇治市文化センターをメイン会場として, 第49回京都府学

校保健研究大会が, 京都府学校保健会他の主催, 宇治・城陽・久御山学校保健会の主管で開催

された｡ 府医からは開会式に会長代理として岡林理事が参加, 分科会では指導助言者として前

田ハル子氏 (中東), 口頭発表者として幸道直樹氏 (宇久) が参加し, 約500名の学校保健関係

者が出席した｡

京都府学校保健会会長, 京都府教育委員会

教育長のあいさつ, 宇治市長 (代理) の祝辞

のあと, 宇都宮大学教育学部教授 和唐正勝

氏より ｢学校における健康教育の考え方と進

め方｣ と題して講演があった｡

まず, 学校での健康教育の中でも保健学習

は, すべての人に共通的カリキュラムに基づ

き, 体系的, 系統的に, 教育の専門家による

指導が制度的に保障されている人生のうちで

唯一の機会である｡ そのため, 学校での健康

教育には社会生活の基盤として人々が健康知

識について一定の水準と内容の共通性を維持

する役割, つまり ｢共通教養｣ としての ｢健

康リテラシー (健康についての識字能力)｣

の形成が期待されている｡ また, 今後の健康

教育の課題は健康知識を知識だけに終わらせ

ず行動に直結させることが重要であり, ｢わ

かっている｣ だけでなく ｢本当にわかる｣ つ

まり ｢納得する｣ ｢腑に落ちる｣ ｢合点が行く｣,

実践力の伴う教育が求められていると強調さ

れた｡ こうした教育を実践するには, 生徒自

らが課題を発見し, 把握し, 解決する ｢課題

学習｣ が必要であり, 生徒が教師に問いかけ

やすい環境を作っていかなければならない｡

このためには教師の役割の変化が必要であり,

つまり従来の ｢知識の配達人｣ ｢知識や行動

の伝達者・指導者｣ から ｢旅の案内人｣, 生

徒の発見や疑問に寄り添いながら対話し, 生

徒の学びの経験を文化的に価値ある経験へと

導く ｢支援者・助言者｣ としての役割が求め

られると, しめくくった｡ 具体的な事例を示

しながら, フロアーへの質問を交え, 和やか

な雰囲気のうち講演は終了した｡

午後からは, ５つの分科会にわかれ, それ

ぞれの会場で活発な意見交換が行われた｡ 第

３分科会 ｢心の健康教育｣ では, 宇治久世医

師会 幸道直樹氏から ｢子どもの心の健康－

小児科の立場から｣ をテーマに日常診療にお

ける臨床経験をもとに, 具体的症例を挙げて

発表された｡ まず, ｢子どもの発達には当然

ながら遅い, 早いはあるがその方向性が正常

であればあまり問題にはならない｡｣ と前置

きされた上, 学校での心の健康教育のアドバ

イスとして, ①個々の子どもの発達段階を具

体的にとらえる, ②弱いところを発見したら,

その準備段階はどこにあるか考える, ③出来

ないことより出来ることを伸ばすよう考える,

④自己肯定感を育てる教育をする, の４点を

挙げられた｡ 最後にかかりつけ小児科医は地

域に根付いた診療をしており, 子どものこれ
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までの発達, 家族関係等も周知しているので,

学校において子どもや保護者との対応に苦慮

された時は, かかりつけ医との連携も一つの

方法ではないかと提言された｡

また, 第３分科会の指導助言者として前田

ハル子氏 (中東) から ｢子どもの発達につい

て (発達障害に触れながら)｣ をテーマに講

義があった｡ まず, 発達障害の定義を解説さ

れた後, 学齢期の子どもの約６％の70万人が

該当すると言われている ｢軽度発達障害｣

ＬＤ, ＡＤＨＤ, 高機能自閉症 (アスペルガー

症候群を含む) について各診断基準, 対応等

の具体的な説明や, 幼児期から成人期までの

心の発達段階の特徴についての解説など, 学

校における ｢心の健康教育｣ にとって大変興

味深い内容であった｡ 紙上発表では, 中村堯

氏 (宇久) から ｢学校・地域保健連携推進事

業について｣ の発表があった｡

他の分科会でも, 様々な意見交換がされる

中, 今年度の研究大会は終了｡ 来年度の大会

は京都市内で開催される予定である｡

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
16号 肩の痛みの知識
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
30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療
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
34号 太るも痩せるも食事が基

本です
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

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37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

学術広報課 (�315－5276) 宛てご請求ください｡

府市民向け広報誌
『Be Well』

第38号 『エイズ患者・ＨＩＶ感染者
今のままでは増え続けます』

京都府医師会では府市民向け広報誌 『Be Well』, VOL.38 ｢エ

イズ患者・ＨＩＶ感染者 今のままでは増え続けます｣ を発行し

ました｡

各医療機関におかれましては, 本誌を診察の一助に, また待合

室の読み物としてご活用ください｡

本誌に関する問い合わせは府医事務局：学術広報課までご連絡

ください｡

VOL.38 ｢エイズ患者・ＨＩＶ感染者

今のままでは増え続けます｣

(Ａ３版, 見開き４ページ)
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未破裂脳動脈瘤にどのように
対処すべきでしょうか

国立病院機構京都医療センター 脳神経外科

塚原 徹也

その２

未破裂脳動脈瘤の治療には, どのような

選択がありますか｡

未破裂脳動脈瘤の治療方法は, 動脈瘤のサ

イズと位置, さらに, 全身状態や神経徴候な

どを考慮して選択すべきですが, 基本的には,

外科的治療ということになります｡ ただし,

高血圧と喫煙は, 破裂の危険性を高めますの

で, これらの危険因子をまず取り除くことも

必要です｡

外科的治療に関しては, 従来の開頭術と,

最近著しい進歩が見られる血管内手術による

塞栓術がありますが, 以下のようにそれぞれ

に長所と欠点があり, 動脈瘤のサイズと位置,

さらに, 全身状態や神経徴候などを考慮して

選択すべきです｡

以下に, 開頭術による脳動脈瘤クリッピン

グと, 血管内手術による塞栓術の術中写真を

示します｡ それぞれ, チタンクリップとプラ

チナコイルにより, 動脈瘤の閉塞が得られて

います｡ 矢印は, ブレブの位置を示します｡

専門外講座
日常診療のための
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未破裂脳動脈瘤の治療成績は, 動脈瘤サイ

ズと術前の全身状態や神経徴候などに依存し

ますが, 脳ドック検診で発見された無症候性

の脳動脈瘤の治療成績は, 最近の文献による

と合併症率：５％以下, 死亡率：１％以下と

する報告が多く, 私たちの, 国立病院の調査

でも, ほぼ同様の治療成績が認められました｡

その治療成績は, 軽度の神経症状の出現を

含め評価すると, 手術を受けられた128例中,

症状の不変117例 (91％), 悪化11例 (９％)

であり, これを日常生活の自立度を指標とし

てあらわす Glasgow Outcome Scale で評価す

ると, good recovery 124例 (97％), moderate

disability ２例 (1.5％), severe disability ２

例 (1.5％) となり, 予後不良例は僅か３％

となっています｡ このような治療成績, たと

えば, 合併症率：５％以下, 死亡率：１％以

下という治療成績は, 脳動脈瘤が破裂し, く

も膜下出血をきたした場合の死亡率, 合併症

率に比較すると著しく良好と言えるものの,

実際に, 無症候性の未破裂脳動脈瘤の治療後

に高次機能障害等が出現し, 例えば有職者が

前職に完全復帰できない場合等は, 日常生活

が自立していたとしても, 医療訴訟となる場

合も少なくありません｡ ですから, 臨床現場

では, 治療に際し, ひとりひとりの患者さん

の状態, ひとつひとつの脳動脈瘤について,

綿密なインフォームドコンセントが基本にな

ることは言うまでもありません｡

以上, 述べましたように, ＜脳ドックを受

診したところ, 脳動脈瘤かもしれないと指摘

され, 心配になり来院された, 患者さんに対

するアドバイス＞には, さまざまな問題を含

んでいます｡ 脳動脈瘤治療は, その経過によ

り患者さんのその後の人生に大きな影響を及

ぼすことになりますので, 充分に納得が得ら

れるまで, 専門医と相談されることをお勧め

します｡



『『日日医医標標準準レレセセププトトソソフフトト』』
のの普普及及・・強強化化にに向向けけてて

昨年来, 日本医師会では医療の IT 化の推進に力を入れてきましたが, 今年度も引き続き,

『日医標準レセプトソフト』 の普及強化を図っております｡

京都府医師会におきましても, より多くの先生方に関心を持っていただくべく, さまざまな

機会を通じ, 広報していきたいと考えております｡

今回は ｢日医標準レセプトソフトとは｣ についての簡単な説明と ｢日医ＩＴ認定サポート事

業所 (京都府, 大阪府を中心に)｣ を紹介いたします｡

日医標準レセプトソフトとは

日医標準レセプトソフトは, 日本医師会が推進する医療現場ＩＴ化のための計画 (ＯＲＣＡ

プロジェクト) で開発した, 会員のためのレセプト作成ソフトです｡

■レセコンデータを“蓄積する時代”から“活かす時代”へ

医療機関の無駄な情報化コスト削減し,

価値ある設備投資の実現は, 今後の医療

経営にとって命題の一つです｡ 開かれた

開発形式 (オープンソース) を採用し無

償提供することで, 導入コスト・運用コ

ストの削減を実現する一方, データの標

準化を推進することで, 外部システムと

の連携をスムーズにし, レセコンデータ

の活用, 医療事務の効率化を実現してい

く次世代情報基盤のリーディングシステ

ム (Leading System), それが ｢日医標準

レセプトソフト｣ です｡

■７つの特徴

(１) 開発方式 (５) ネットワーク接続

(２) 拡張性 (６) ユーザー視点

(３) コストパフォーマンス (７) 将来性

(４) 地域密着型のサポート体制

＜ＯＲＣＡ公式ホームページより＞

※ ｢日医標準レセプトソフト｣ に関する詳細はＯＲＣＡ公式ホームページをご覧ください｡

ＯＲＣＡ公式ホームページURL http://www.jma-receipt.jp/index.html
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特

集日医ＩＴ認定サポート事業所の紹介

※その他の事業所についてはＯＲＣＡ公式ホームページをご覧ください｡

認 定 番 号 4021012

事 業 所 名 三栄メディシス㈱

住 所 京都市山科区大塚丹田34－４

TEL & FAX TEL (075) 502－0066 FAX (075) 502－0068

ホームページ http://www.san-ei.com/ORCA/

認 定 番 号 4031009

事 業 所 名 ㈲スカイ・エス・エイッチ

住 所 京都市伏見区新町５丁目495 北本ビル４Ｆ

TEL & FAX TEL (075) 622－7385 FAX (075) 622－7403

ホームページ http://www.sky.sh/orca/

認 定 番 号 4021007

事 業 所 名 ㈲松浦産業

住 所 大阪市東淀川区東中島１－５－７ 新大阪コスモビル７Ｆ

TEL & FAX TEL (06) 4809－8710 FAX (06) 4809－8712

ホームページ http://www.itami.co.jp/orca/

認 定 番 号 4021004

事 業 所 名 ㈱クレドメディカ

住 所 枚方市南樟葉１丁目15番33－204

TEL & FAX TEL (072) 864－7088 FAX (072) 864－7087

ホームページ http://www.credo-medica.co.jp/
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京京京都都都府府府眼眼眼科科科医医医会会会からのお願い

糖尿病患者さんの診察, 加療をしておられます先生へ
京都府眼科医会会長 浅山 邦夫

糖尿病患者数は, 増加の一途を辿っており,

現在740万人といわれております｡ 糖尿病網

膜症は成人の失明の原因の第一位でありまし

たが, 内科での全身管理と, 眼科の治療方法

の向上により, 今では一位ではなくなりまし

た｡ しかし, なお, 途中失明の原因の上位を

占めており, 網膜症を抱える患者数も増え続

けており, 約3000人もの多くの人が, 毎年失

明にいたっております｡

さて日々診療しておりますと, 内科などで

長期にわたり糖尿病の治療を受けておられる

にもかかわらず, 眼科受診をしていない患者

さんが少なくなく, 主治医の先生からも眼科

受診をするようにといわれたことがないとい

われる方を経験します｡ 一方, 視力障害を自

覚して, 自ら受診してこられた時にはすでに

増殖前網膜症や増殖性網膜症を認め, 社会的

失明にいたる例も経験します｡

網膜症が網膜の中心の黄斑部から始まる例

では, 早くから視力障害を自覚しますが, 黄

斑部以外の周辺部から網膜症が進行してくる

場合は, かなり網膜症が進行していても, 黄

斑部に浮腫や出血がなければ, 視力は比較的

良好で, 視力障害を自覚しない例も少なくあ

りません｡ 視力が良好であるからといって,

網膜症がないとは決していえません｡

網膜症の治療は, 今日ではいかに失明から

救うかというレベルではなく, いかに良好な

視力を残すかというレベルになってきており

ます｡ 糖尿病と一旦診断された場合は, 必

ず眼科の受診を指示していただきたいと思

います｡

眼科では眼底検査を行い, 血糖のコントロー

ルの状態と, 網膜症の程度を診て, どれくら

いの間隔で眼底検査が必要であるかを判断い

たします｡ 定期的に眼科を受診しておれば,

たとえ網膜症が進行する例でも, タイミング

を逸することなく網膜の虚血領域に光凝固加

療を行うことにより, そこで進行をかなりく

いとめられます｡ 定期的に眼科的な経過観察

をおこなっておれば, 増殖性網膜症に進む危

険性がある場合でも, 早期に硝子体手術を行

えば, よほど全身状態が悪くない限り, 著

しい視力障害にいたることを防ぐことが出

来ます｡

また, 糖尿病の他の眼併発症として, 白内

障と緑内障があります｡ 白内障は手術により

処置できますが, 網膜の虚血が原因で起こる

新生血管緑内障は手術を行っても非常に難治

であり, 緑内障のために失明に至る例も少な

くありません｡ 初期から網膜の虚血領域を光

凝固で処理しておけば, この緑内障になる確

率は下げられます｡

眼科を受診しておられる患者さんで, 内科

の糖尿病健康手帳をお持ちの方は, それによ

り眼科医が全身状態を良く把握できますし,

眼科を受診していただいたときに, 糖尿病眼

手帳に, 網膜の状態を記入してお渡しいたし

ますので, 血糖のコントロールをする上でも

参考にしていただけるものと思います｡

糖尿病の患者さんを, 視力障害から守るた

めには, 患者さんの啓発と, 内科医と眼科医

の更なる連携が必要であります｡ 糖尿病と診

断がついた時点で, 洩れなく眼科受診をご指

示くださいますよう, お願いいたします｡
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先の総選挙は, 国民の誰もがおよそ予想だに

しなかった自民党の大勝に終わった｡ 反対勢力

を追い払った小泉首相の ｢官邸主導｣ で強引に

政策が決められる｡ 社会保障費削減のため, 医

療費を中心とした制度改革 (改悪) のスピード

が急激に早まることに誰もが懸念を抱いている

ところである｡

現に総選挙後待っていたかのように, 新聞紙

上で ｢医療費抑制策の本格的な検討｣ として

｢長期入院患者からの食費・居住費負担｣ ｢高齢

者の一定所得以上の３割負担｣ ｢高額療養費の

負担上限額の引き上げ｣ ｢軽度・低額の医療を

公的保険から外す保険免責制度の導入｣ ｢医療

費適正化 (削減) 計画未達成の場合は国庫補助

率引き下げ｣ ｢診療報酬本体の２～３％引き下

げ｣ などの見出しが踊りはじめた｡ 10月19日,

明らかになった厚生労働省の ｢医療制度構造改

革試案｣ (http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/t

p1019-1.html) の内容がメディアを通じて小出

しに発表されてきたのである｡ まさに入口・出

口・本体を削ぐ何でもありの暴案といえよう｡

これらがそのまま実行に移された場合, 日本の

医療はどうなるのであろうか｡ 患者負担の増大,

そして医療機関の経営はどうなるであろうか｡

考えるだけでも空恐ろしくなる｡

私自身は昭和59年より府医師会員, 平成９年

府保険医協会の理事 (13年より保険部副理事長)

となった｡ 少し代弁が許されれば, 協会では早

い時期から社会保障が崩されていく危さを訴え,

２年前から府市民, マスコミを交えた 『連続フォー

ラム』 などを開催してきたのである｡ そして今

年９月11日に, 国会議員と社会保障を議論する

『議員フォーラム』 を企画し, 元閣僚をはじめ

各党の医療問題関係議員の出席の確約をとりつ

けた｡ しかし残念なことに衆議院解散・総選挙

という思わぬ出来事で延期を余儀なくされた｡

総選挙終了後, 小泉首相の強引な社会保障切り

捨て政策に対峙するには, できるだけ多くの府

市民の声を結集するしかないとの考えから, 11

月５日(土) に ｢弱きを助け強きとたたかう！

みんなのつどい｣ を開催することを決め, 関係

各方面に協力のお願いをしてきたところである｡

地元国会議員の参加もとりつけた｡ すべての地

区医師会からの協力を得るべく協会理事長が依

頼を開始した｡ ところがそのさなか驚くような

ＦＡＸ情報 (９月27日・第850号) － ｢京都府

において, 医療に関する唯一の責任団体は京都

府医師会において他にありません｣ ｢我々は

『医療の責任団体』 として… (中略) …, 会員

の皆様におかれましては, 拙速な対応で混乱を

来さぬよう, ご協力・ご理解を賜りますようお

願いいたします｣ がかけめぐった｡ 私自身, う

かつにも当初はなんのことか解らなかったが,

これは ｢協会の活動に余り協力するな｣ という

ことを言いたかったのではないかと思い至った

とき, 暗然たる気持ちになった｡ 今は私の妄想

であれと願っているところだが, あのＦＡＸ通

信の真意は奈辺にあったのだろうか｡ 府医の会

員としても尋ねたいところだ｡

今日, 医療をはじめとした社会保障が大変な

危機に直面していることは, 会員誰もが認識し

ているところである｡ 医療界が分断されていて

は政府・医療への参入を目論む営利企業の大き

な力には太刀打ちできない｡ 地区での懇談の場

でも府医とどうして仲良く出来ないのか, 新医

師会館への協会の入居は果たしてどうなってい

るのかとの意見を多く聞く｡

協会はイデオロギー色が濃いといわれたこと

がある｡ これにも違和感をおぼえる｡ 平成13年

２月自民党京都府連との懇談を持った時のこと

であるー元自民党幹事長野中広務議員は別れ際,

｢過去にはいろんないきさつがあり, 保険医協

会はいままで共産党シンパだと思っていたが今

日その認識を改めた｣ と言われたことを憶えて

いる｡ 他団体とは異なり, 協会理事会ではさま

ざまな意見が出る｡ 医療問題を別にすれば自民

一医師会員として
また協会会員として

宇治久世 関 浩
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党右派とあまり変わらぬ意見を主張する理事も

居る｡ これらをとってみても協会が特定政党の

下部組織だといわれるのはあたらないと思うの

である｡

今大事なことは, それぞれの団体が総力を結

集して, 社会保障, そして医療を守ることであ

る｡ 特に府医師会と府保険医協会とは, それぞ

れの長い歴史の中で得意な活動分野があり, そ

れぞれの特徴を生かして協力してこそ, 十分な

力が発揮できるのではないか｡ 会員はそれぞれ

自らの診療に多忙で, 経営にあたって疲労感は

深い｡ だからこそ府医, 協会に対して自分たち

に代わり主張, 思いを反映させて欲しいと思っ

ている｡

会員にとって両者が連携して事にあたること

が何か不都合があるのであろうか｡

追記：当日は自民党１名, 民主党は前原代表を

含め４名, 共産党１名の京都選出の国会

議員が出席され, 社会保障・医療政策に

ついて方針・決意を述べていただいた｡

チケット出場者だけで2,600名を超す盛

況であった｡

会
員
の
声

例年にない永い残暑からやっと解放さ

れ, 天高く馬肥ゆる絶好の季節となりま

した｡ 好天に恵まれた此の日, あちらこ

ちらで元気な活気あふれる運動会, 祭神

輿の巡行, 等の京の街での多彩な催しに

大勢の人出の中から少し離れ私たちは静

かに下界をよそに東山を眺め11月の紅葉

を夢見つつ句会を楽しみました｡

(当番 江津子)
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井上代志子

�� ��������

上山 青柿

����� ����� ���

西村妃佐子

���  �!"#$%��

福原 宏一

&'�()*+,-�./�

田村江津子

10月例会

平成17年度

京京都都府府医医師師会会 医医療療安安全全講講演演会会
と き 平成18年１月21日(土) 午後２時30分

ところ 京都リサーチパーク ルーム１ (西地区４号館２階)

ＪＲ丹波口駅より西へ徒歩５分 (五条七本松通下る西側)

テーマ ｢患者と医師のコミュニケーション｣

対象者 府医会員および医療関係者

演 者 橋本信也日本医師会常任理事

※講演後, 日本医師会医師賠償責任保険の説明を行います｡

※多数のご参加をお願いします｡
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今日は９月６日である｡ 私にとって思い出

深い日である｡

今から50年前, 昭和31年1956年９月６日の

午後６時45分羽田発の日本航空で留学のため

アメリカに渡った日である｡

昭和29年府立医大第一内科の研究科学生と

して博士論文の実験も終って論文を書いてい

た｡ その頃, アメリカの先生と文通をしてい

て, そちらに行って研究をしたいという手紙

を出していた｡ すると先生から研究生として

採用してもよいという返事をもらった｡

私は喜んで行くことにした｡ これはその研

究室にすでに東大から清水直容という先生が

来ておられ, この先生が２年間の留学を終っ

て近く帰ることになっていたからであろうと

考えられる｡

前日の５日の夕方京都駅発５時の当時の特

２という特急列車で東京に向った｡ 京都駅に

は教室員を始め多くの人々が見送りに来てい

て戦争中の兵隊送りのようであった｡

翌朝早く東京駅に着いた｡ 予約してあった

新橋の日本旅館に入り休憩して羽田に向った｡

旅館から羽田空港まではタクシーで行ったが,

車は海岸通りを走って羽田に向った｡ 窓から

外を見ていると, 今, 陸の真中を走っている

羽田に行くモノレールの橋脚の工事をしてい

たが, 遥か向うの海の中に見えた｡

羽田空港に着いて搭乗手続を済ませた｡ パ

スポートというものを持つのも初めてであっ

た｡ 荷物は日本航空からもらったＪＡＬと大

きな白い文字の入った濃紺のショルダーバッ

グとサムソナイトのトランク１個であった｡

お金は32ドル50セントで, 着いてから一ケ月

の生活費が30ドルで, ２ドル50セントは向う

に着いて空港から病院までのバス代として許

可された額であった｡ その他少し闇ドルももっ

ていたが, 当時, 正規には１ドル360円であっ

たが, 闇では425円であった｡ 飛行機代は日

本からアメリカまで22万５千円払った｡ 当時

私の月給が助手として月１万２千円であった｡

その頃留学生は飛行機に乗れず貨物船で行く

ことになっていたが, 特別の許可をもらって

飛行機で行くことになった｡

搭乗手続を終って待合室で待っていた｡ 間

もなく搭乗のアナウンスがあった｡ 待合室か

ら飛行場に出た｡ 見ると私の乗る飛行機はダ

グラスＤＣ６という飛行機でエンジンが２つ

しかついていなかったし, 胴体はつぎはぎだ

らけであった｡ この飛行機は戦後日本が初め

てアメリカから買った中古の飛行機で胴体に

は City of Tokyo と書いてあった｡ 隣には

Canadian Pacific と書いた真新しい四発の大

きな飛行機が止っていた｡ これで太平洋を渡

るのかと思うと心細くなって内ポケットに母

からもらったお守を入れていたが, 思わずお

さえて確かめた｡ タラップを上り見送に来て

いた家族に手を振って別を告げた｡ 機内に入っ

た｡ 同席で隣におられた成田耕造という先生

はお茶の水大学の助教授をしておられたので,

可愛い若い女の学生が沢山送ってきていた｡

成田先生は後に阪大の蛋白研の所長になられ

た先生で, 当時インスリンの構造の研究をし

ていると云っておられた｡

飛行機が離陸して少したつと飲物が配られ

た｡ スチュワーデスは美人ばかりであった｡

あとで聞いた話であるが, その中に当時週間

読賣の表紙に出たという美人もいたというこ

とであった｡ その後食事が出たが, 飛行機に

乗るのも初めてであったが, 機内食を食べる

のも初めてであった｡ 洋食でフルコースであっ

た｡ 英会話の先生に習ったようにマナーに気

をつけて食べることにした｡ 当時日本ではま

だ食料が十分でなかったので, 何を食べても

おいしかった｡ 食事が終って電気が暗くなっ

たが, 隣におられた成田先生はサンフランシ

������ ���
	
�������	

伏 見 福井 巖
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スコのＤＮＡの分子構造を初めて決めたワト

ソン・クリックの研究所に留学されるとのこ

とで, 着いてすぐ講演をしなければならない

と云って原稿を出して一生懸命勉強しておら

れた｡

翌朝早く太平洋の真中にあるウェーキ島に

着いた｡ 戦争中, 日本軍によって占領されて

いて大鳥島と呼ばれていた｡ 飛行機を降りて

スチュワーデスの人に導かれて歩いて行った

が, 島は平坦で木は全く無く, 家も無かった｡

遠くの海岸に戦争中に沈められた日本の大き

な貨物船の姿が見えた｡ お粗末な鳥居も立っ

ていた｡ 戦争中にあった大鳥島神社の鳥居で

あるということであった｡ トタン屋根のバラッ

ク小屋に案内された｡ アメリカ軍のカフェテ

リアであった｡ 赤いシャツや黄色いシャツを

着た鬼のように大きなアメリカ兵がサービス

をしていた｡ するとトレイにフレッシュジュー

ス・ミルク・コーヒー・パン・バターとハム

のついた目玉焼をのせてくれ, 最後にパイナッ

プルの缶詰のデザートもくれた｡ 朝からこん

なに沢山食べられないねと, 成田先生と話し

ていたが, ただだからいいがな, といって全

部もらった｡ (次号に続く)

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, 事前に京都府医

師会地域医療課救急係 (TEL 075－315－5274) 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) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ３体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルメーター付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) 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

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・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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京医選管発第12号 平成17年11月28日告示

京都府医師会選挙人 各位 京都府医師会選挙管理委員会委員長 福田 濶

京都府医師会会長ならびに京都府医師会代議員・予備代議員の選挙について (告示)

現在の京都府医師会長の任期は平成18年３月31日に, また同代議員・予備代議員の任期は平

成18年１月31日をもってそれぞれ満了となります｡

つきましては, 下記のとおり府医会長・代議員・予備代議員選挙を各選挙区において一斉に

実施することになりましたので, 府医選挙規定第18条により告示します｡

記

１. 投票日および投票時間

平成17年12月18日 (日) 午後２時～５時

２. 投票所および代議員・予備代議員選挙開票所

別記 (次ページ) のとおり

３. 会長選挙開票場所

京都府医師会館

４. 会長選挙開票日時

平成17年12月19日 (月) 午後２時30分～

５. 代議員・予備代議員開票日時

平成17年12月18日 (日)

午後５時～ (各投票所にて即日開票)

６. 立候補届出期間

平成17年11月28日 (月) 告示

平成17年11月30日 (水) 午後４時締め切り

※届出は文書をもって府医選管委員長宛

(担当：府医事務局 総務課)

７. 定数

会 長 １人

代議員・予備代議員 各107名

(地区別定数は別表①参照)

※なお, 当該選挙における候補者がその

選挙の定数を超えないとき, もしくは

超えなくなったときは, 京都府医師会

選挙規定第31条により投票は行わない

ことになります｡

別表①

地 区
基準会員数
Ｈ17.10.１現在

代議員・
予備代議員定数

北
上京東部
西 陣
中京東部
中京西部
下京東部
下京西部
左 京
右 京
西 京
東 山
山 科
伏 見
乙 訓
宇治久世
綴 喜
相 楽
亀 岡
北 桑 田
船 井
綾 部
福 知 山
舞 鶴
与 謝
北 丹
京都大学
府立医大

144
115
199
100
238
110
337
321
213
244
126
270
432
177
341
138
103
91
8
54
39
82
85
46
32
81
108

4
3
5
3
6
3
8
8
5
6
3
7
11
4
9
3
3
2
1
1
1
2
2
1
1
2
3

計 4,234 107
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選挙区 投票所および代議員・予備代議員選挙開票所

北
北区紫竹北栗栖町８ メゾン上野302号室

北医師会事務所

上京東部 上京区寺之内通室町東入 小川医院

西 陣
上京区千本五辻下ル上善寺町99－３
第五京土ビル３Ｆ 西陣医師会事務所

中京東部
中京区富小路二条下ル 京都教会内

中京東部医師会事務所

中京西部
中京区壬生東高田町51 エムエイ御前ビル２Ｆ

中京西部医師会事務所

下京東部
下京区仏光寺通り柳馬場西入る東前町398

小西仏光寺診療所

下京西部
中京区壬生東高田町43－６ JUSTIN-ONMAE
２Ｆ 下京西部医師会事務所

左 京
左京区松ヶ崎小竹薮町３－３
アピカルイン京都 左京医師会事務所

右 京 右京区梅津神田町57 右京医師会事務所

西 京
西京区上桂前川町116 インペリアル上桂202
号室 西京医師会事務所

東 山
東山区鞘町正面下ル上堀詰町288
元貞教小学校内 健康相談室 東山医師会

山 科 山科区音羽西林９ 山科医師会事務所

伏 見
伏見区深草大亀谷八島町13

伏見医師会事務所

乙 訓
長岡京市今里北ノ町39－４ 乙訓休日応急診
療所内 乙訓医師会事務所

宇治久世
宇治市宇治下居13－２ 宇治市保健消防セン
ター３Ｆ 宇治久世医師会事務所

綴 喜 京田辺市大住ヶ丘１－16－３ 西村外科医院

相 楽
相楽郡精華町大字乾谷小字金堀３－２ ＪＡ京都
やましろ山田荘２Ｆ 相楽医師会事務所

亀 岡
亀岡市内丸町１－18 亀岡会館内

亀岡市医師会事務所

北 桑 田 右京区京北下中町鳥谷３ 京都市立京北病院

船 井 船井郡園部町若松町115 廣野医院

綾 部
綾部市青野町東馬場下15－６ 綾部市保健福
祉センター内 綾部医師会事務所

福 知 山 福知山市字岡ノ173 福知山医師会事務所

舞 鶴 舞鶴市字北吸1055－３ 舞鶴医師会事務所

与 謝 宮津市鶴賀2109 与謝医師会事務所

北 丹
京丹後市峰山町杉谷839 柴田繁子方

北丹医師会事務所

京都大学
左京区聖護院川原町54 京都大学医学部附属
病院 総務課 秘書広報掛

府立医大
上京区河原町広小路 府立医科大学附属病院
(第８会議室)

会長・代議員・予備代議員選挙投票所および代議員・予備代議員選挙開票所

地区選管委員長 住 所

富岡 曄
603－8122 北区小山花ノ木町17

富岡小児科医院

椿 恒雄
602－0895 上京区上御霊前通烏丸東入
上御霊前町410 つばき医院

荒井 龍也
602－8163 上京区下立売通千本東入上ル

荒井医院

辻 輝之
604－8143 中京区東洞院錦下ル阪東屋
町657 辻医院

野見山世司
604－8421 中京区西ノ京永本町２

野見山医院

岡本 章
601－8028 南区東九条東御霊町２

岡本医院

島岡 昌幸
601－8649 南区唐橋平垣町68

島岡医院

八田 一郎
606－8084 左京区修学院薬師堂町４

八田内科医院

亀井 �明
616－8422 右京区嵯峨釈迦堂大門町40

亀井診療所

唐原 優
615－8024 西京区桂西滝川町70

唐原内科循環器医院

落合 正和
605－0855 東山区東大路松原上ル辰巳
町111 おちあい医院

宮田 健
607－8151 山科区東野竹田町10－69

宮田医院

石田 晟
601－1433 伏見区石田大山町７－14

いしだ小児科医院

彭 信義
617－0817 長岡京市滝ノ町２丁目６－
13 ほう内科医院

大嶋正二郎
611－0042 宇治市小倉町神楽田８－７

大嶋診療所

川浪 進
610－0361 京田辺市河原神谷11－８

川浪整形外科医院

藤川 正代
619－0222 相楽郡木津町相楽川ノ尻81－１

藤川医院

柊木 雅晴
621－0821 亀岡市篠町柏原久保垣内

柊木眼科医院

田中いずみ
601－0533 右京区京北下中町鳥谷３

京都市立京北病院

吉田 隆夫
629－0341 船井郡日吉町殿田尾崎８

吉田医院

畑 芳樹
623－0063 綾部市広小路２丁目12－１

はた医院

渡辺 功
620－0913 福知山市牧490

渡辺医院牧診療所

本河 一郎 625－0036 舞鶴市浜758 本河医院

中川 長雄
626－0003 宮津市漁師1673－１

中川医院

宮地 吉弘
629－3101 京丹後市網野町字網野100

宮地外科医院

中尾 一和
606－8507 左京区聖護院川原町54

京都大学医学部附属病院

沢井 清司
602－8566 上京区河原町広小路

府立医科大学附属病院



39

選

挙
京医選管発第15号 平成17年11月28日

京都府医師会選挙人 各位 京都府医師会選挙管理委員会委員長 福田 濶

京都府医師会長, 京都府医師会代議員・予備代議員選挙に
おける立候補と候補者の推薦について

12月18日執行の標記選挙にあたり, 会員各位 (平成17年10月１日現在の府医選挙人名簿に登

録されている会員) には, 自らすすんで立候補されるようお願いいたします｡ また適任候補者

の推薦につきましても格別のご配意をお願いいたします｡

なお, 立候補および候補者の推薦届出については下記事項をご了承のうえ正確を期していた

だきますよう申し添えます｡

記

１. 立候補および候補者の推薦の届出は文書をもって平成17年11月30日(水) 午後４時までに

京都府医師会内, 府医選管委員長宛に届け出てください｡

なお, 会長選挙においては, 選挙事務所設置届も同時にご提出ください｡

２. 候補者を推薦する場合, 推薦人は選挙人名簿に登録されている会員に限られます｡ 必ず候

補者本人の承諾書を添えて届け出てください｡

３. 代議員・予備代議員候補者届は府医選管および各地区選管, 代議員・予備代議員候補者推

薦届および推薦承諾書, 会長候補者届は府医選管に具備しておりますのでご利用ください｡

～会長・代議員・予備代議員選挙の心得～

京都府医師会長および京都府医師会代議員・予備代議員の各選挙は会員 (有権者) 個々の自

由に表明される意志により行う直接選挙です｡

①候補者の氏名は京都医報で告示するほか各投票所に掲示します｡

②定数を超過しない場合, 投票は行われず, 当選決定となります｡

③投票は会員自ら投票場所で投票時間内に各投票所に掲示された候補者の中から１名のみご

記入 (１人１票単記無記名投票) ください｡

④投票用紙は会長用をクリーム色, 代議員用を水色, 予備代議員用をピンク色に色分けして

いますのでご留意ください｡

⑤やむを得ない事情により選挙の当日自ら投票所に行けない方は次の要領で不在者投票を行っ

てください｡

(ア) 所定の 『｢不在者投票用紙および投票用封筒｣ 交付請求書』 (本誌付録にて添付) を

12月12日(月) までに到着するよう府医選管委員長宛に郵送 (郵送費は各自で負担)

してください｡

(イ) (ア) の請求に基づき府医選管委員長より ｢投票用紙および投票用封筒｣ をＡ会員

は医療機関に, Ａ会員以外は自宅に書留郵送します｡

(ウ) 投票用紙は前記④のとおり色分けしており, 投票用封筒も会長用, 代議員用, 予備

代議員用の３種に区別してあります｡
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(エ) それぞれの候補者氏名を記入した投票用紙を投票用封筒に入れて密封し, さらに投

票者の住所, 氏名を明記した所定の郵送用外封筒に入れて密封し, 12月17日(土) ま

でに到着するよう有権投票区の地区選管委員長宛に書留郵送 (郵送費は各自で負担)

してください｡

(オ) ｢投票用紙および投票用封筒｣ の一括および代理人による請求・提出はいかなる理

由であっても受理できません｡

⑥当選人は京都医報に告知しますが, 投票の結果, 規定の得票がない場合の再選挙について

は改めて告示します｡

京都府医師会会長選挙の流れ

投 票 所

⑧ ④ Ｃ○

⑨
⑤

府 医 選 管 地 区 選 管

⑦

②

② ③ ⑥ ⑩ ① Ｂ○
Ａ○

立 候 補 者 選挙人 (会員)

※単独候補者の場合, 投票は行われません｡ (12月15日付 京都医報 ｢立候補者の告示｣ 参照)

【 選挙の流れ】 【 不在者投票の流れ】

①選挙人名簿の縦覧 Ａ○不在者投票用紙・封筒の請求・交付

②候補者届出・候補者推薦届出 Ｂ○不在者投票

③立候補者選挙公報掲載文提出 Ｃ○不在者投票用紙の投票箱への投函

④投票立会人の選任

⑤投票用紙・投票箱等の配付

⑥開票立会人の届出

⑦会長選挙投票

⑧投票箱の回収

⑨会長選挙開票

⑩候補者へ当選の告知

※不在者投票の手順については12月1日付

京都医報にて掲載いたします｡
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初秋の彦根路を散策へ

10月23日(日), 柏樹会庭園鑑賞会を, 同伴

者を含めて66名の参加で開催した｡

朝９時に府医会館に集合し, 藤村府医理事

の挨拶の後, バス２台に分乗し, 彦根路へと

出発した｡ あいにくの曇り空の中, 参加者一

同, 晴天になることを願ったが, 彦根に到着

時は残念ながら雨にみまわれてしまった｡

参加者は３班に分かれ彦根城博物館・埋木

舎・玄宮園へと地元ガイドの説明を受けなが

ら見学, 井伊35万石の世界に参加者は引き込

まれていった｡

博物館は, 江戸時代の彦根藩の政庁であった表御殿を復元したものであり, 井伊家に伝わる

多数の美術工芸品, 能や茶器の愛蔵品, 古文書の展示のほか能舞台, 茶室, 庭園が復元されて

いる｡ 埋木舎は井伊直弼が青春時代を過ごし, 徳川幕府の大老として幕末動乱期, 地元では開

国の父といわれる才能の礎はこの埋木舎で暮らした時代に培われたといわれている｡

玄宮園は近江八景を模した池泉回遊式庭園で, 小雨の中一段と緑がさえ美しく凛とした空気

の中, 茶室での一服は格別であった｡ また庭園からは天守閣が緑の中に浮かび上がり, まるで

江戸時代にタイムスリップしたようであった｡

彦根を後に, 虹鱒と梅花藻で有名な醒ヶ井

の ｢醒井楼｣ で, 季節会席での懇親会を兼ね

た昼食をとった｡

懇親会では, 藤村府医理事の司会のもと,

今回の出席者で最高齢93歳の徳田信夫先生

(西京) からご挨拶と乾杯のご発声をいただき,

参加者はそれぞれの近況や健康談議に花を咲

かせながら新鮮な鱒を中心とした懐石料理を

十分に楽しんだ｡

来年も元気で再会することを約束し, 本年

度の柏樹会は盛会裡のうち無事終了した｡
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｢日本醫籍年鑑 西日本版Ⅰ.近畿 (2004.10),

Ⅱ.中国・四国・九州 (2003.７), 日本醫学新報社蔵版｣

－中京西部会員の金井塚敏弘先生よりご寄贈いただく－

｢日本醫籍年鑑 西日本版｣ のⅠ. 近畿, Ⅱ. 中国・四国・九州の２冊セットを中京西部会員

の金井塚敏弘先生よりご寄贈いただきました｡

｢日本醫籍年鑑｣ については前に, 図書室に置いてほしいとの利用者の要望を受けて, 図書

室検討小委員会にて検討いたしましたが, 高価でもあり, 購入を見合わせていました｡ 京都医

報の記事にてこの事情をお知りになった先生のご厚意により, このたびご寄贈いただいたもの

です｡

金井塚先生に心より御礼申し上げますとともに, 会員の皆様には図書室での閲覧をご案内い

たします｡

｢Dos & Don'ts！ Dr.青木

の感染症大原則 (2005)｣

｢骨太！ Dr.仲田のダイナミック

整形外科 (上巻, 2005)｣

日本臨床内科医会においても広報されていた

ケアネットＤＶＤを２巻視聴させていただきま

した｡ ｢Dos & Don'ts！ Dr.青木の感染症大原則

(131分)｣ は, 日常診療で何気なくおこなわれて

いる感染症治療の盲点を鋭く追求し, 実践的アプローチを伝授されています｡ 実地診療の立場

から, 感染症を ｢臓器｣ ｢原因微生物｣ ｢グラム染色の利点, 培養検査｣ ｢感染症治療薬｣ ｢治療

効果の判定｣ と各論的に考え, 正しい答えを導き出すための大原則を講義されています｡ ｢骨

太！ Dr.仲田のダイナミック整形外科, 上巻 (129分)｣ はプライマリ・ケアのための膝・腰・

肩のみかたをわかりやすく解説されています｡ 整形外科医以外の他科の先生方にもお薦めいた

します｡ (西陣医師会 竹中 健氏)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全性情報について, 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, 学術・広報課までご連絡

ください｡ (TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042)

① 医薬品・医療機器等安全性情報第218号の速報について (日医常任理事)

｢１. Cypher ステントと塩酸チクロピジン製剤の市販後安全対策の結果について｣

｢２. 医薬品による重篤な皮膚障害について｣

｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣

なお, この件については日医雑誌12月号に掲載される予定です｡

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

朝井 知 Ａ 宇治
城陽市富野狼谷２－１
南山城学園診療所

(0774)
52－0425

内・精・皮・
外・リハ

多々見良三 Ａ 舞鶴
舞鶴市字浜1035
舞鶴共済病院

(0773)
62－2510

循・内

塩入有子 Ｂ 中西
中京区西ノ京春日町16－１
京都民医連中央病院

822－2777 皮

井代 学 Ｂ 山科
山科区音羽珍事町２
洛和会音羽病院

593－4111 児

笹尾卓史 Ｂ 山科
山科区音羽珍事町２
洛和会音羽病院

593－4111 形外

二宮 清 Ｂ 山科
山科区音羽珍事町２
洛和会音羽病院

593－4111 総合

的場祥人 Ｂ 伏見
伏見区石田大山町72
醍醐病院

571－0030 精・神・内

藤本 舟 Ｂ 宇治
城陽市中芦原11
独立行政法人南京都病院

(0774)
52－0065

児

天池 寿 Ｂ 亀岡
亀岡市篠町篠野田１－１
亀岡市立病院

(0771)
25－7313

外



44

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

喜多 健 Ａ→Ａ
伏見→
伏見

宇治市六地蔵奈良町63－58 ＵＭＣビル２Ｆ
喜多クリニック

(0774)
33－8751

心療内・
精・神

磯 彰格 Ａ→Ｂ
宇治→
宇治

城陽市富野狼谷２－１
南山城学園診療所

(0774)
52－0425

内・外・
皮

十倉孝臣 Ｂ→Ａ
左京→
左京

左京区一乗寺里ノ西町９－２
十倉医院

781－5650 内・児・循

有馬成紀 Ｂ→Ａ
伏見→
伏見

伏見区石田大山町72
醍醐病院

571－0030 精・神

井土 昇 Ｂ→Ａ
福知山→
福知山

福知山市笹尾高貝995
いづち医院

(0773)
22－5358

整外

十倉利彰 Ａ→Ｂ
左京→
左京

左京区一乗寺里ノ西町９－２
土倉医院

781－5650 内・児

竹田秀子 Ａ→Ｄ
中東→
中東

－ － －

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

石瀬昌三 Ａ 舞鶴 渡邉俊光 Ｂ 綴喜 吉岡 誠 Ｃ 府医大

【報 告】
１. 会員の逝去について
２. 地区医師会との懇談会・保険懇談の状況
３. 平成17年度指定更新時講習会の状況
４. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況
５. 平成17年度京都府医師会子宮がん検診研修
会の状況
６. 10月度地域医療担当部会の状況
７. 第12回京都府医師会健康講座の状況
８. 第９回健康日本21対策委員会の状況
９. 京都府内における予防接種広域化実施説明
会の状況
10. 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援
機構第２回設立準備会の状況
11. 第９回学校保健委員会の状況
12. 府医学術講演会の状況
13. 第27回京都府医師会懇親シニアゴルフ大会
の状況
14. 第９回医療事故処理室の状況
15. 看護専門学校厚生労働省実地調査の状況

【議 事】
16. 会員の入会・異動・退会11件を可決
17. 常任委員会の開催を可決
18. 第170回府医定時代議員会及び第87回定時総
会の運営を可決
19. 平成18年度京都府・京都市への予算要望を
可決
20. 会費検討・会館建設特別委員会の設置を
可決

21. 広報誌 『Be Well』 の発行を可決
22. 京都府立宮津高校伊根分校学校医の推薦を
可決
23. アスベスト関連研修会の共催を可決
24. ｢学校における運動器検診体制の整備・充実
モデル事業｣ 小委員会の設置を可決
25. 新任学校医研修会の開催を可決
と き ２月25日(土) 14：30
26. 京都府広域予防接種委託契約の締結を可決
27. 予防接種講演会の開催を可決
と き 12月８日(木) 14：00
28. 産業医研修会の共催を可決

第25回定例理事会 (10.13)
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29. ｢気づきを築くユニットケア実践者セミナー
in 京都｣ への後援を可決
30. 1,000人のＡＥＤ講習会(仮称)の後援を可決
31. ＡＨＡ大阪トレーニングサイト京都出張
ＢＬＳコースの共催を可決
32. 市民公開講座 ｢肺がんの最新情報｣ への後
援を可決
33. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決
34. 京都府剣道連盟主催各種退会への医師の派
遣を可決

35. 京都陸上競技協会主催各種大会への医師の
派遣を可決
36. 平成17年度運動時心臓障害の相談事業､ ア
スリート体力測定診断・相談事業の学際研へ
の委託を可決
37. 指導医のための教育ワークショップの謝礼
を可決
38. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決
39. 京都府医療推進協議会第５回代表者会議の
開催を可決

【報 告】
１. 西京医師会との懇談会・保険懇談の状況
２. 第13回基金・国保審査委員会連絡会の状況
３. ｢目の愛護デー｣ 行事の状況
４. 産業医研修会の状況
５. 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援
機構設立総会の状況
６. 介護保険主治医研修の状況
７. 京都府介護支援専門員協議会臨時理事会の
状況
８. 第７回基本健康診査委員会の状況
９. 地域ケア委員会正副委員長打ち合わせの
状況

10. 府医学術講演会の状況
11. 第10回図書室検討小委員会の状況
12. 学術, 会員業務, 養成担当部会の状況
13. ｢第２回指導医のための教育ワークショップ｣
の状況
14. 日医理事会の状況
15. 京都市都心部小学校跡地活用審議会の状況

【議 事】
16. 会員の入会・異動・退会９件を可決
17. 常任委員会の開催を可決

18. 社会福祉法人京都市社会福祉協議会評議員
の推薦を可決
19. 京都市都心部小学校跡地活用審議会委員の
推薦を可決
20. 第14回基金・国保審査委員会連絡会の開催
を可決
21. 第170回定時代議員会決議(案)を可決
22. 学校保健委員会運動器学校検診モデル事業
小委員会委員の追加委嘱並びに第１回委員会
の開催を可決
23. 小児救急シンポジウムの開催を可決
24. 京都府広域予防接種委託契約の締結を可決
25. ＡＣＬＳ研修会の共催を可決
26. 平成17年度産業医部会総会の開催を可決
27. 第１回インフルエンザワクチン等確保検討
会の開催を可決
28. 全老健近畿ブロック10.28緊急集会への出席
を可決
29. 府医学術講演会の開催を可決
30. 講演会の後援並びに日医生涯教育講座 (３
単位) の認定を可決
31. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を可決
32. 日医認定局電子署名実証実験を可決

第26回定例理事会 (10.26)

～ 12月度請求書 (11月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (土) 午後５時まで

＊医保分点検＝８日

△

国保 10日 (土) 午後５時まで

＊国保分点検＝８日

△

労災 12日 (月) 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｡


