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京都赤ん坊審査会と健康幼児表彰会
少子化問題がさけばれる昨今, 歴史をひるがえってみる

と, 昭和恐慌の始まった昭和５年の秋近畿府県連合健康週
間の一行事として, 初めて ｢京都赤ん坊審査会｣ が開催さ
れ, 以後毎年戦争の激しさを増すまで継続された史実が見
られる｡ 目的の主旨は国家重大事に対し国力の充実を目的
とし, 審査基準は13段階に区別選考された, とある｡ (京都
医事衛生誌476号)
昭和８年11月９, 10日第４回の審査会場｡ 応募者1450名

中600余名が表彰を受けた｡ (写真 (上) 絵葉書より)
また, 昭和９年７月16日小児福祉事業の一環として第１

回幼児表彰審査会が開催された｡ この審査会以前, 朝日新
聞社主催･全国健康優良児審査会に, 京都より２回優勝者が
出たことも発足の一因と思われる｡ いずれの事業も京都市
の主催であるが, 審査委員などに京都府医師会が深く関わっ
た｡ 昭和12年５月第４回の健康幼児表彰会 (写真 (下) 絵
葉書より)

奥沢康正 (西京)
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京京都都府府医医師師会会ののあありり方方ににつついいてて

第第１１回回京京都都府府医医師師会会ののあありり方方にに関関すするる懇懇談談会会をを開開催催

京都府医師会では11月24日, 京都府医師会館において ｢京都府医師会のあり方に関する懇談

会｣ を開催｡ 橋本府医理事司会のもと約１時間半にわたり活発な意見交換が行われた｡

開会に引き続き森府医会長が挨拶に立ち２年後の府医新会館建設に向けて, 府医が国民・府

民・市民のために何ができるか, 京都府医師会はどうあるべきかを検討いただきたい｡ これま

で府医のあるべき姿を充分に検討してきたことはなく, 今後, 日医を含めどういう視点からわ

が国の医療制度を考えて行くべきか等についても示していただき, そのコンセプトをもって今

後の府医の活動に生かしていきたいと述べた｡

続いて, 田村 元 (北), 和田泰三 (左京), 清益英雄 (伏見), 笹田昌孝 (京大), 久 育男

(府医大), 川端真一 (前京都新聞編集委員) の各委員紹介の後, 委員長選出に移り, 委員長に

和田泰三委員が選出された｡

森府医会長より ｢開かれた医師会をめざし

て｣ の執行部コンセプトを説明｡ その概要は

医師会に対する認識が我々会員と一般人とは

違い, 一般の人に医師会への正しい認識を持っ

てもらう必要があると指摘｡ またより良い医

療, 地域医療を目指すため医師会が何をして

いくべきか｡ 新会館にどういう機能を持たせ

るかを考えていきたい｡

１, メディカルセンター機能として,

急病診療所構想に加えて小児救急電話相

談事業や医療相談, あるいは予防接種相談

を受ける機能も必要と考える｡

２, エデュケイションセンター機能として,

現在会館での講演会開催が困難な事も多

く, ホテルで食事つきの学術講演会が多く

催されており, 一般の批判もあることを踏

まえ, 新会館で充分に対応していけるよう

にしたい｡

また, 研修医や勤務医などは府医の活動

についてあまり理解していただいていない

現状があり, もっと医師会に足を運んでも

らうようにする必要がある｡

加えて卒前研修として医学生には医療制

度などにつき府医が解説できるような機能

を持たせる必要がある｡

さらに卒後研修として救急蘇生や処置の

自己研修ができる機能, また生活習慣病予

防に役立てられる機能も持ち, 医師あるい

は府民・市民にとって学習・研鑽の拠点と

なる機能を持たせる必要がある｡

３, 医師会活性化地域医療の拠点として,

特定健診・健康指導を取り扱うセンター

や在宅医療連携情報センター, あるいはが

ん検診登録事業センターというセンター機

能を持つ必要がある｡

とした上で, 各々を有機的に結びつけるため

にはどうしていけばよいかの検討が求められ

た｡
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情情報報発発信信のの拠拠点点化化へへ

協議の中で府医大図書館は大幅な見直しが

なされ, これまで以上に情報が集まっている

現状を生かし, 治療支援として適切な治療情

報を発信しており, 医師会もそういうところ

とリンクして情報交換しながら病診連携, 地

域医療支援をしてはどうかとの意見が出され

た｡ さらに治療支援は貴重な情報であり, 充

分な検討が必要とされた｡ 左京地区では以前

より情報ネットワーク委員会を設置, 若い層

の会員が中心に活動しているが, 府医はＩＴ

化が立ち遅れていると評価, 新会館では府医

が情報発信を引っ張るようにしてほしいとの

意見が出された｡ 安達府医副会長から誰がで

きるかといった人材確保や予算の問題なども

あるが, ＴＶ会議など日医のサーバーも使え

る環境もできており考えていきたい｡ また医

療相談に対する機能を府医がどこまで実施で

きるかも考えてゆく必要があり, どこの病院

に何ベット空いてるかというような医療機関

情報がリアルタイムに分かるようなシステム

も医療機関を訪れた府民のためになるだろう

とも考えられ, 多方面で考えたい｡ ただ他府

県との事情の違いや予算の問題もありよく考

えたいとの意向を表明した｡ 森会長からも

ＩＴ化は執行部が積極的でないと進まない面

があるので, 今後ＩＴを活用して医療連携情

報としてどこの医療機関でどういう在宅医療

や介護が可能かが分かるようなシステムも考

えていきたいと述べた｡

また委員からは, 府民・市民からみれば府

医は大きなブランドでもある｡ その信頼にど

う答えるかが重要との意見が出されるととも

に, 医師同士の情報の双方向性, 大学との双

方向性を図れば, ハード面・ソフト面ともか

なり変わるだろうとの意見が示された｡

新新会会館館建建設設のの明明確確なな ｢｢理理念念｣｣ とと徹徹底底ししたた広広報報,, ささららにに情情報報開開示示をを

委員から市民の目線で望ましい医師会とい

うのは具体的には見えにくい｡ それを新会館

で見せていくのは良いと思う｡ 京大病院も新

病棟の建設を検討中で, ここでいえることは

組織内の縦横の連携をしっかり持ち, 建設に

あたり何をどこまでするのかをしっかり詰め

ておかなければ結局中途半端になってしまう｡

それと同じように休日診療所でもどこまでの

到達度を考えるのかなど, 目標を設定し順に

クリアしてゆくことがポイントになるとの指

摘があった｡ 他委員から新会館の建設に関し

ては会員が参加を納得できるものが求められ

るとの意見が出された｡ 加えて他委員からも

会員のための医師会が基本コンセプトになる

との意見が出され, 上原府医副会長からは府

民・市民のための医師会というのは結局会員

のためになるが, それはなかなか理解しても

らえないことに言及｡ 安達府医副会長も10年

前と現在では会員の意識も変わってきたが,

組織である以上会員皆が同じレベルの意識は

ありえない｡ そういう意味ではトップが引っ

張っていくしかないが, 独走にならないよう

に, 充分な注意をしていかなければならない｡

そのために必要なこととして, 徹底した広報

と情報開示が不可欠である｡ 福岡県医師会は

建設に際し, 建築債を発行し, 地区医師会が

それを購入して, 建築債返還のために会費が

上げられていることも併せて紹介した｡ その

上でコンセプトとしては開かれた医師会とい

うことしかないのではないかと表明した｡ 他

委員からも執行部がある程度リーダーシップ

を発揮して, 引っ張れば良いとの意向が示さ

れた｡
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大大学学・・医医師師会会のの連連携携とと情情報報開開示示おおよよびび情情報報ののシシスステテムム化化をを

上原府医副会長の大学の医師には医師会は

どう写っているかとの質問に対し, 委員から

大学は医師会を充分に理解していないと考え

る｡ 大学でないとできない事と, ホームドク

ターでないとできないことがあると思うが,

これまでは全く別々に動いてきたし, それで

も問題なくできてきたと思うが, 今日では相

互に情報交換をしなければうまくいかないと

いうことがしだいに見えてきたと思う｡ 少な

くとも地域医療の教育は大学では全くできな

い｡ しかし大学でしかできないことで地域医

療に役立つこともあるとも思う｡ そのために

も大学と医師会が具体的な連携の場を作って

いくことが必要だとの認識が示された｡ 上原

府医副会長は病診連携において診療所の医師

は患者を自分の知り合いの医師に送ろうとす

るが, 患者はそれを必ずしも望んではいない

事もある｡ むしろ介護連携でもシステマティッ

クに送る方が患者は喜ぶことがあることを紹

介｡ 委員からもそうした情報や, 今日では学

会もインターネット上で誰が専門医だとの情

報開示をしており, そうした情報開示が重要

になるとの認識が示された｡

会会員員のの年年齢齢間間格格差差とと地地域域間間格格差差はは全全体体ととししててカカババーーをを

委員から地域間格差問題について北部・南

部では事情が違っていることが指摘された｡

森府医会長からも年配層と若い年齢層でも意

識の違いがあることを指摘｡ 上原府医副会長

からも昨今の若い医師の開業は勤務医に疲れ

たという理由での開業が多く, そういう意味

での開業であるがゆえに, 地域医療に協力し

てもらおうとしても協力してもらえないとの

見解を示した｡ 委員からは医師になればしん

どいのは当たり前という発想になるよう教育

しなければいけないし, 年齢間格差や地域間

格差は全部カバーできるわけはない｡ 全体と

してみるしかないとの認識が示された｡

叙 位 叙 勲

故 山� 昇氏が 正六位 を受章

このたび, 故 山� 昇氏が叙位叙勲の栄誉に浴されました｡

先生のご受章を心よりお慶び申し上げます｡
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平成19年度京都府医師会会費について (お知らせ)
～平成19年４月から均等割会費賦課徴収制度に改正～

平成18年10月28日(土) に開催した第173回定時代議員会において ｢京都府医師会会費賦課徴収規
定｣ の一部改正案が可決され, 均等割会費賦課徴収制度を平成19年４月１日から施行いたします｡
賦課会費額の確定は, 平成19年３月開催予定の第174回定時代議員会において決定することとなり

ますが, 改正点を下記のとおりお知らせいたします｡

記
１. Ａ会員への賦課会費額を均等割に改正
２. 会員区分による負担割合の改正 (Ａ100％, Ｂ18％, Ｃ４％, Ｄ４％)
３. 減免制度の追加
医業収入が一定額以下かつ医業所得が一定額以下のＡ会員については, 自己申告により減免｡

４. 高齢者減免制度の改正
満80歳以上に達したＡ会員のうち, 医業収入が一定額未満のＡ会員については, 自己申告によ

り減免｡

○減免対象者
(１) Ａ会員登録２年超の者｡
(２) (ａ) 前年の診療報酬総額 (社保・国保・介
護) が2,500万円以下かつ (ｂ) 税務上の医業
収入所得金額 {(診療報酬総額×0.28) ＋診療
報酬外収入 (自費・労災・自賠・雑収入等) の
課税対象額} が900万円以下の者｡

(３) 満80歳以上に達しているＡ会員
(４) 平成19年３月１日から平成20年２月29日まで
に満80歳以上に達するＡ会員

○所得対象期間
平成18年１月１日～平成18年12月31日の１年間

○減免会費額
(１) 上記(２)の該当者から, Ａ会員会費の60％または30％を減額
※所得対象期間の診療報酬総額と医業収入所得 (課税対象額) を基に審査を行い決定します｡

(２) 上記(３)(４)の該当者については, 年間の診療報酬総額が1,200万円未満の者は会費の100％を減額
※申請の無い場合は下記(３)に該当します｡

(３) 上記(３)(４)の該当者については, 年間の診療報酬総額が1,200万円以上の者は会費の60％を減額

○減額対象期間
平成19年４月１日から平成20年３月31日まで
満80歳に達したＡ会員は, 満80歳に達した月の翌月から平成20年３月31日まで

○会費減額申請期日：平成19年３月15日 (木)

19年度会費予定額と減免申請手続きの方法については, 後日, Ａ会員の先生方にご案内させてい
ただきます｡

※質問等については, 京都府医師会・経理課 (075－315－5277) へお尋ねください｡

診療報酬総額

(a)2,500
万円

減額
対象

医業収入所得
(課税対象額)

(b)900万円

①法人組織におけるＡ会員については, その法人の診療
報酬総額と医業収入所得金額 (課税対象額)｡
②複数の医療機関を管理するＡ会員については, その診
療報酬総額と医業収入所得金額(課税対象額)の合計額｡
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『『『奪奪奪わわわれれれるるる日日日本本本 ～～～郵郵郵政政政,,, そそそしししててて医医医療療療～～～』』』
－－－ノノノンンンフフフィィィクククシシショョョンンン作作作家家家・・・関関関岡岡岡英英英之之之氏氏氏をををおおお迎迎迎えええしししててて－－－

11月17日(金), 府医会館においてノンフィクション作家・関岡英之氏をお迎えして ｢医療政策懇

談会｣ を開催し, 会員など65名の参加を得た｡

冒頭のあいさつで森府医会長は, 医療政策懇談会について, ｢初めての試みとして, 多くの会員の

先生方に医療制度への関心をもっていただき, 今後の医師会活動の活性化に繋げていきたい｣ との

開催趣旨を伝え, 今後も定期的に開催する意向を表した｡

引き続き, 安達副会長から ｢医療制度改革の動向 －政権からのメッセージ－｣ と題して, 混合

診療, リハビリテ－テーションの日数制限, 後期高齢者医療制度設立, 在院日数, 療養病床再編成

などの問題について解説し, 現政権下での市場原理主義による経済政策の運用と, その中での公的

医療給付の圧縮の方針がその根底にあると指摘した｡

他団体との連携深め国民運動の展開を ＝講演会で関岡氏＝

ノンフィクション作家・関岡英之氏から ｢奪われる日本 ～郵政, そして医療～｣ と題して講演

が行われた｡ その中で関岡氏は, アメリカ政府が年次改革要望書を通じて, 日本の社会構造や経済

政策に対する長期的戦略で遂行しつつあり, 特に小泉政権下では殆どこれに抗し切れていないと解

説され, ｢郵政民営化｣ も実際には, 米国の保険会社による ｢簡易保険の解散｣ の要求が強かったも

のであることなどが紹介された｡ 現在の日本がこれに抗するためには, 例えば医療制度については,

医師会が関係団体や市民団体などと連携して, 国民に対して事実を啓蒙し, 広汎な国民運動を展開

していく他はないと述べた｡

米国の戦略に対抗するため今こそ国民の総力を結集すべき

講演会後の懇談会では, 西村府医理事からの ｢安倍新総理は靖国問題や郵政造反議員に対しても

曖昧なところがあるが, 小泉前総理との差異についてどのようにお考えか｣ との質問に対して, 関

岡氏は ｢全く違う｡ 小泉前総理は国土や自然などの愛郷心の愛着が全く感じられない政治家である｡

安倍総理は日本の伝統や社会の秩序に対して, しっかりした価値観と信念を持っている｡ しかし総

理の立場になると信念を貫くことは難しいので, 今は曖昧な表現にしていると考える｡ 郵政造反議

員の復党問題にしても, 安倍総理は明らかに早く復党させたい心情である｣ と説明｡ さらに医療制

度との関連についても言及し, ｢今後, 医療制度改革の過酷な実態をどのように一般の国民に知って

もらうか, また世論をどう目覚めさせるか｡ そしてメディアへの対策が大切である｣ と訴えた｡ さ

らに安達府医副会長から ｢どうして日本の政府は, アメリカの要望に答える形でしか日本の政治を

運用できなかったのか｡ それにもかかわらず, 日本の国民は昨年９月11日衆議院総選挙において,

小泉自民党に2,500万人を超える票を投じ, 296議席を与えるという結果になった｡ この点について,

どのように考えておられるのか｣ との質問に対して, 関岡氏は ｢日本の高度成長期は政治家, 官僚,

民間 (経団連等) の鉄のトライアングルが, がっちりと情報交換して機能していた｡ しかし, 昨今

さまざまな形でこの団結が切り崩されてきた｡ また政治家自身も, 自らの権力の空洞化に対する不

安があり, こういったことが原因になっていると考える｡ 今後, 日本の国民が総力を結集しないと

アメリカの周到な世界戦略に対抗するのは厳しい｣ と説明した｡
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小川欽治上京東部医師会長の挨拶に続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 少子高齢社会にお

ける社会保障のあり方が議論される中で, 厳

しい医療情勢を打開するためには ｢我々医療

側の意識改革も必要である｣ とし, 様々な見

地からあるべき医療制度の構築に対応してい

く姿勢を示した｡

また, 来年度から始まる都道府県による医

療機関の情報開示について, 11月中にパブリッ

クコメントの募集があることから, 現場の声

を反映させるためにも, 是非投稿していただ

くよう求めた｡ さらに, 府医でも来年度より

地区単位で情報を集め, 府医でデータベース

化し, 病診, 診診連携のネットワークを構築

していきたいとの意気込みを示した｡

最後に, 10月28日に開催された代議員会で,

府医会費を基本割のみとする案が承認された

ことを報告し, 代議員会に出席されていない

会員への周知を依頼するとともに, 会館建設

に関しては, 11月に開催する ｢京都府医師会

のあり方に関する懇談会｣ で検討の後, 会館

建設検討委員会等を立ち上げ平成19年度中に

設計に取りかかるために議論いただくと述べ

るとともに, 会員に忌憚のない意見を求めた｡

新首相下での医療制度改革について

地区から, 安倍政権下での医療制度改革の

行方について質問が挙がったことに対し, 安

達府医副会長は, ６月に医療制度改革関連法

が成立している現状において, 首相が代わっ

たからといって方向が変わるものではないと

した上で, ｢小泉前首相の改革による格差の

是正, 医療制度のひずみは我々が指摘してい

くしかない｣ との考えを示した｡

医療制度改革の目玉の１つである療養病床

の再編については ｢医療型療養病床をどれだ

け残せるか, またそれが, 社会構造における

必要度をどれだけ満たすものになりうるかが

ポイントである｣ との見解を示した｡ また,

もう１つの目玉である後期高齢者医療制度の

財源については, 現在示されている案 (老人

保険料１割, 国５割, 拠出金４割) では, 自

ずと高齢者の総医療費が決まってしまう (老

人１割という案からその料率が決まると, そ

の総枠も決まる) と指摘し, その是非も含め

て検討が必要との認識を示し, 会員の意見を

求めた｡

さらに地区から ｢法令・通知等を現場に伝

上京東部医師会と府医執行部との懇談会が11月８日(水), 丸太町東洋亭において開催され,

地区から14名, 府医から12名が出席, 内田秀一上京東部医師会副会長の司会のもと, 約２時間

にわたり活発な意見交換が行われた｡

上上京京東東部部
医師会との懇談会

医療制度改革めぐる諸問題で活発な意見交換

上京東部医師会との懇談会 (11.８ 丸太町東洋亭)
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達するだけではなく, 医療政策に対する方向

性を分かりやすく示してほしい｣ との要望が

出された｡ これに対し安達府医副会長は, 国

民皆保険制度にもとづく日本の医療制度が共

助中心の社会保障のあり方として優れたシス

テムであり, これを存続させることが, 人口

減少社会に向かう日本の社会構造に対しても

有効であるとの見解を示した上で, 政府の財

政主導の医療費抑制政策に対し我々の主張を

反映させる手段の選択が, 本年４月の日医会

長選挙であったとし, 植松前執行部下で進め

られてきた国民運動の成果が唐澤執行部下で

白紙に戻りかねないことへの懸念をあらわに

した｡

また, 森府医会長は医療制度改革が推し進

められる中で, 政府と日医の主張がぶつかり

合う時が必ずくると見通した上で ｢その時が

くれば, 日医として対峙すべきところは対峙

する姿勢が必要である｣ との考えを述べ, 府

医としても日医の委員会に７人の委員を出し

ていることから ｢我々も日医内で力を発揮す

べきところは発揮して, 是々非々で対応して

いきたい｣ との意気込みを述べた｡

日本医師会の進める方針について

森府医会長は, 日医の方針としては ①地

域医療のデータベース化 ②医療制度のあり

方についてのグランドデザインの策定 ③日

医総研の建て直しが柱であるとし, いろいろ

な段階で意見を求めてくることが考えられる

ので, 取り込まれないようにしっかり意識を

持ちながらやっていきたいとの考えを述べた｡

地区から, ｢方向性を早く出して団結して

いかないと, 医療制度そのものに手がつけら

れなくなる｣ との意見に対し, 上原府医副会

長は, 日医代議員会等での唐澤日医会長の答

弁が, ｢皆さんの意見を聞いて一番いい方向

に持っていく｣ といった内容に終始している

ことを紹介し, 我々が何らかの形を持って日

医を誘導するしかないと述べた｡ 加えて森府

医会長は, 各都道府県の会長・代議員も方向

性を出すべきとの意向を持っているが, 反映

できていないことが問題であるとし, 強い執

行部を作るためにどうあるべきか考えないと

いけないとの認識を示した｡ また, 基本健診・

レセプトオンライン化・療養病床の問題等に

ついて, 日医は現在対応を検討中であるとし

た｡

基本健康診査の変更点について

福州府医理事は, 医療制度改革に盛り込ま

れた平成20年度からの特定健診は, 医療費適

正化が発端であると指摘した上で, 従来の基

本健診と比較しながら, 現在示されている具

体的な変更点と, 保健指導対象者の選定と階

層化の方法について説明した｡ 問題点として

①実施主体の保険者が保険料を健診費用とし

て使用するのは保険料の用途外使用に該当す

る可能性がある ②電子データが管理医療に

結びつく可能性が考えられる ③従来の健診

で見つけられていた疾病が見つからなくなる

こと等を挙げた｡

府医としては現在の基本健診と同様に関わっ

ていく考えを示した上で, 個別健診について

は ｢府医が窓口となり医療機関で健診から保

健指導まで一括して行えるようにしたい｣ と

述べ, また, 集団健診については現在のとこ

ろ流動的であり, 詳細が明らかになり次第,

随時情報を提供していくとした｡

｢75歳以上はどうなるのか｣ との質問に対

し, 介護予防としての健診は残るが, 75歳以

上は後期高齢者医療制度の対象となり, どの

ような形になるのかは未定であると説明した｡

レセプトオンライン化について

藤井府医理事は, レセプトのオンライン請
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求とその実施時期について説明するとともに,

オンライン化で懸念されているポイントにつ

いて解説した｡ また, オンライン請求の義務

化に関する日医の見解を述べ, オンライン請

求にはいろいろな問題があるため, ４年後の

100％オンライン化は ｢実現させるべきでな

いし, 実現しない｣ との見解を示した｡

地区からの ｢レセプトオンライン化に対し

て, 反対している姿勢を示してほしい｣ とい

う意見に対し森府医会長は, 進めてはいけな

いと主張し反対していたが, 法制化されてし

まった現在においては, 反対一辺倒ではなく,

その実施についての対応も必要であると理解

を求めた｡ 加えて, 上原府医副会長は, 医報

等で反対の主張を続けてきたが, 周知がたり

なかったとした｡

地区からの意見・要望

地区から, 病院の勤務医による過重労働の

問題が挙げられ, 上原府医副会長は, 勤務医

対策は重要であり, 日医にも積極的に要求し

ていくので意見をいただきたいと協力を求め

た上で, 日医が勤務医対策を考えることが医

師会の会員を増やすことに繋がるとの見解を

示した｡ また, 中野府医理事から, 勤務医の

過重労働や現場の状況を市民に知ってもらう

ことも重要であるとし, そのような機会を設

けたいとの意向を示した｡

他に, 女性医師に関する問題が挙げられ,

サポート体制を整えること, また府医で女性

医師の声を取り上げてほしいとの意見が出さ

れた｡

飯田泰啓相楽医師会長は開会挨拶の中で,

医療費削減の方向を受けて包括医療に議論が

進むことに対する危惧を示した他, 身近な問

題として来年３月に控える地区内３町の合併

に伴う対応についても議論したいと述べ, 懇

談会での意見交換に意欲を示した｡

続いて挨拶に立った森府医会長は, 中央情

勢について報告｡ 安倍内閣においても医療費

抑制の方向は続くとの見通しを示した上で,

消費税増税を避け医療費・社会保障費の削減

によって2011年のプライマリーバランス黒字

化を目標にしているという政府の方針を説明

相楽医師会と府医執行部との懇談会が11月11日(土), ホテルフジタ奈良で開催され, 地区か

ら47名, 府医から７名が出席, 藤木新治相楽医師会副会長の司会のもと, 約２時間にわたり活

発な意見交換が行われた｡

相相 楽楽
医師会との懇談会

地区が抱える諸課題で熱心な意見交換

相楽医師会との懇談会 (11.11 ホテルフジタ奈良)
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した｡

また, 平成20年度からの基本健診の見直し

に対応すべく府医としてもワーキングチーム

を立ち上げ検討中であると報告, 財源やその

具体的な対応について, 来年度までに協議し

取り組んでいく意向を示した｡ さらに療養病

床削減に伴う在宅医療推進についても, 病診

連携・診診連携を推進するために府医がセン

ター的な役割を果たして情報提供に努めたい

との意気込みを示したほか, 来年度から義務

付けられる自治体による医療機関の情報提供

についても慎重に対応していきたいと述べた｡

領収証発行義務化について

地区から, 領収証発行の義務化に関し, 日

医がとった方針の是非, 今後の厚労省への対

応を問う意見の他, 表向きは患者にとって良

いことに見える領収証発行に真っ向から反対

したことは, やましいことがあるからだと捉

えられたのではないか, 発行にかかる費用と

時間の問題を根拠に反対すべきだったのでは

ないかとの指摘がなされた｡

この指摘を受け, 安達府医副会長は, 自ら

が委員長を務める日医社会保険診療報酬検討

委員会で担当理事に意見具申したいと述べた｡

加えて, 日医が反対したにもかかわらず, 昨

年９月の衆院選での自民党圧勝の後押しを受

けて中医協の審議の場で押し切られてしまっ

たものであると説明｡ 現在の診療報酬体系の

手直しを残したまま領収証発行が決定されて

しまったこと, 規制改革・民間開放推進会議

としては医療も商行為であるとの印象を国民

に植え付けたいという思惑があること, 確定

金額ではない窓口負担金に対して領収証を発

行するのは疑問が残ること等, その問題点を

示し, 今後は状況を確認しながらしっかりと

対応していきたいと述べた｡

小児救急について

地区から, 相楽地区で難航している小児救

急体制整備にかかる経過報告がなされ, 他地

区の状況や, 地域小児科センターの設置と小

児医療供給体制の集約化の状況について質問

がなされた｡

辻府医理事は, 京都府の小児医療整備計画

では各医療圏に24時間・365日対応できる拠

点を１ヶ所作るという目標であり, 京都府と

してもあとは中丹と丹後を残すのみとの認識

であるとしながらも, 山城南医療圏について

は平日準夜・夜間の診療体制ができておらず,

地区の小児科医が交替で山城病院へ出務する

構想も実現に至らなかったことから, ｢体制

整備にかかる費用を負担するところがなけれ

ば, 医師の好意と意欲だけでは成り立たない｣

と指摘, 多くの問題が残されているとした｡

加えて, 唐突に出てきた地域小児科センター

構想についても, 地域的な事情が考慮されて

いないと指摘した｡

森府医会長は地域小児科センター構想につ

いて ｢学会主導であり地域医療を理解してい

るとは言い難く, 各都道府県・２次医療圏の

中でも実状がそれぞれ異なる｣ と指摘し, そ

の矛盾を指摘する声が広がっていることを説

明した上で, 日本小児科医会でも小児医療の

あり方のグランドデザインを作成しており,

学会と調整しながら, 病院が小児科から撤退

せざるを得ない事態に歯止めをかけられるよ

う提言していきたいとの意気込みを示した｡

加えて, 患者教育も視野に入れて検討してい

く必要があるとした｡

電子カルテ・レセプト
オンライン請求への対応について

地区から, レセプトの電算化により医療の

画一化が進み, 医師の裁量権が狭められるこ
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とへの懸念と, 今後の対応について問題提起

がなされた｡

西村府医理事はレセプトオンライン化の流

れを説明｡ 森府医副会長は, 現在手書きレセ

プトで請求している医療機関は22％程度であ

るとのデータを示した上で, 請求件数が少な

く医師が高齢の医療機関に対し, 除外規定が

できるのではないかとの見通しを示した｡ 一

方で, レセプトオンライン化は, 請求内容の

データを集約して診療報酬改定の材料に使用

すること, レセプト点検の費用を削減するこ

とがその大きな目的である上, 健診データと

突合して実態を掴みたいとの意向が見えると

し, 徹底的に反対していきたいとした｡

市町村合併に伴う対応について

地区から, 来年３月12日に控える木津町・

山城町・加茂町の合併により医療機関コード

番号が変更されることに伴い, 各医療機関の

対応の煩雑さを懸念する意見が挙げられた｡

西村府医理事は社会保険事務局, 支払基金,

日医にそれぞれ問い合わせた結果, いずれも

まだ対応が決定しておらず, 明確な回答が得

られていないことを報告｡ 来年３月分の請求

を新・旧どちらかのコードで一括してできる

よう府医としても要請したいと述べ, 重ねて

地区医師会からも要請するよう呼びかけた｡

安達府医副会長は ｢まずは行政が国保の扱い

を一致させた上で, 社会保険事務局に対し要

請して欲しい｣ と述べ, 法的に定められた事

項であり容易ではないとしながらも, 医療機

関に被害が出ないように働きかけていきたい

と述べた｡

地区からのご意見・ご要望

地区から, 予防接種広域化の状況について

質問が挙げられ, 辻府医理事は, 予防接種法

改正による経過措置の対応に自治体間で差が

あったことが, 予想していたほど広まらなかっ

た理由であると説明, 患者の意向が行政に伝

わらないとなかなか難しいのが現実であると

した｡ さらに, 法定の接種期間を過ぎて接種

する場合にもらう ｢同意書｣ について府内の

現状を問われ, 辻府医理事は, ｢他府県と比

較して京都が敏感に対応しているようだ｣ と

し, 現在, 感染症情報センターの医師を通じ

て厚労省の意向をたずねていることを報告し

た｡ 森府医会長は, 感染症予防法の改正が現

在審議中であることから, 関連して日医から

提言してもらうつもりであると述べた｡

地区からは他に少子化問題・医師不足問題

について意見が挙げられ, 議論がなされた｡

�������

引き続き行われた保険医療懇談会では, 西

村府医理事から最近の指導状況から見た日常

診療の留意点として, 特に個別指導において,

各種指導管理料算定の根拠となる指導管理内

容の要点がカルテに記載されていないもしく

は不充分な事例が散見されることに対して,

改めて注意を喚起した｡
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金乙訓医師会長の挨拶に引き続き, 森府医

会長が挨拶に立ち, 医療を取り巻く厳しい社

会状況について触れるとともに11月17日に府

医主催で開催された ｢医療政策懇談会｣ の状

況説明等を行った｡

森府医会長は, 冒頭の挨拶で医療を取り巻

く環境は相変わらず厳しいものの今年４月の

府医師会長就任以降, とりわけ大きな混乱も

なく順調に会務が進行されていることを示し,

府医執行部への協力に謝意を示した｡ また,

中央情勢については, 安倍内閣が発足したも

のの未だ経済重視・財政主導の構造改革が継

続されていることに強い危機感を露わにする

一方, 今後予定されている長岡京市長選挙へ

の協力を要請した上で, 来年４月の統一地方

選挙について触れ, 昨今の地方分権の流れか

ら様々な事柄が自治体に移行されることによ

り, 一層地域への密着度が増してくることか

ら更なる協力を呼びかけた｡ さらに来年７月

の参議院議員選挙については, 今年４月の日

本医師会長選挙での国会議員の介入問題から,

近畿医師会連合では日医連の推薦議員を推す

ことができない理由を説明, 来年１月16日に

日医連執行委員会が開催されるとし, 今後の

府医師連盟の方針を決定する上での参考にし

たいとの見解を示した｡ 一方, 府医のスタン

スは ｢政治は政治｣ として捉えているとした

上で, 厳しい医療情勢の中, 協力すべき所は

協力するとの意向を示すとともに, 現在, 府

医執行部の中で７名もの役員が日医の各種委

員会に参画していることで日医の活動に大き

く貢献していることを明らかにした｡

また, 11月17日には初めての試みとなる

｢医療政策懇談会｣ を開催したとし, 政治の

あり方が医療機関に及ぼす影響について非常

に解りやすい講演がなされたと報告した｡

医療制度改革について

西村府医理事は, 今年６月の法律成立まで

の経過を示した上で法律の概要について述べ,

｢健康保険法等の一部を改正する法律｣ 並び

に ｢良質な医療を提供する体制の確立を図る

ための医療法等の一部を改正する法律｣ を示

し, 患者等への医療に関する情報提供の推進

について９月22日に ｢医療情報の提供の在り

方等に関する検討会｣ で医療情報公開制度の

乙訓医師会と府医執行部との懇談会が11月20日(月), 乙訓休日応急診療所で開催され, 地区

から14名, 府医から７名が出席, 水黒知行乙訓医師会副会長司会の下, ｢医療制度改革｣ ｢平成

20年からの基本健診｣ ｢障害程度区分認定｣ ｢京都府医師会館建設資金｣ ｢地区医師会への助成

金｣ について, 約２時間にわたり意見交換が繰り広げられた｡

乙乙 訓訓
医師会との懇談会

医療制度改革への対応, 基本健診などで議論

乙訓医師会との懇談会 (11.20 乙訓休日応急診療所)
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具体的範囲・内容等が大筋で了承されたこと

を説明した｡ また, 医療法人制度改革につい

ては, 日医の反対も効果的には働かなかった

とした上で平成19年４月から社会医療法人

(公益性の高い法人), 退社や法人の解散時の

財産分配は不可とする持ち分のない医療法人

の２類型のみしか認められなくなることを示

した｡

｢健康保険法等の一部を改正する法律の骨

子｣ については, 医療費適正化の総合的な推

進として ｢伸び率管理的手法｣ となっている

と前置きし, 医療費適正化計画の策定の政策

目標として平成27年度には平成20年度比で糖

尿病等の生活習慣病有病者・予備軍を25％減

少させることや在院日数の全国平均36日と最

短の長野県27日との差を半分に縮小すること

等が政策目標とされていることを明らかにし

た｡ 保険給付の内容・範囲の見直しについて

は, 18年10月から施行されている現役並の所

得がある70歳以上の高齢者の窓口負担を２割

から３割りへ引き上げ, 医療型療養病床に入

院する70歳以上の食費・ホテルコストの見直

しを説明するとともに介護型療養医療施設の

廃止に関して, 具体的数字は示されてはおら

ず, 医療型療養病床の廃止には触れられては

いないものの医療・介護療養型病床が38万床

から医療療養型病床のみの15万床に削減され

る動きがあることを示し, 断固抵抗していく

構えであるとの姿勢を示した｡ また, 西村府

医理事は後期高齢者医療制度の創設について

詳細に説明, 平成20年４月から75歳以上の後

期高齢者の保険料を１割, 現役世代からの支

援を４割, 公費の５割を投入し独立した高齢

医療制度が設立されることや包括払い制度の

導入がマスコミによって取りざたされている

現状を示すとともに前期高齢者の医療費に係

る財政調整制度の創設に関しては, 平成20年

４月から65歳～74歳の前期高齢者の給付費お

よび前期高齢者に係る後期高齢者支援金につ

いて, 国保および被用者保険の加入者数に応

じて財政調整が実施されることを示した｡ 保

険者の再編と統合に関して, 医療提供体制は

都道府県単位であり, その中に医療圏がある

ため医療保険料の設定・徴収と医療提供を連

動させた方が保険者機能を発揮しやすいとい

う厚労省の考え方を示し, 国保の財政強化,

政管健保の公法人化, 地域型健保組合につい

ての説明を詳細に行った｡

地区から, レセプトオンライン化について

の質問が挙がり, 西村府医理事は本法律とは

直接的な関係はなく省令で定められたものと

した上でレセコンを持っている医療機関では

約３年半後には開始しなければならないとし,

レセプトの枚数が少ない医療機関にはさらに

経過措置がとられるとの見方を示すとともに,

府医の方針として多くの問題が予見されるこ

とから必ずしも賛成できるスタンスではない

とした｡ また, 森府医会長は表向きには医療

の効率化としているものの, デジタルでのデー

タ収集によって診療報酬改定の際の利用を目

論んでいるとの見方が示され, 現在全国的に

手書きでレセプトを作成している医療機関は

２割程度存在すると述べ, 100％の医療機関

がオンラインで請求することは難しいと述べ

るとともに早急にオンラインでの請求体制を

整える必要がある訳ではないとした｡

また, 地区から医療法人制度改革を含め公

益法人の今後について質問が挙がり, 橋本府

医理事は医療法人制度については今後５年間

程度で２類型のどちらにするかの選択を迫ら

れる可能性が高いとの見通しを示した｡ また

公益法人については, 同一業者の関係者が占

める割合を２分の１以下とする厳しい改革で

あるとし, 公益目的事業に係る収入について

の足かせもあることを示した｡

基本健診の今後について

北川府医理事は, 基本健康診査の変更点に

ついて平成20年度からの制度の概要を説明,

最も大きな変更点として, 実施主体が市町村
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から保険者に移行されることやメタボリック

シンドロームに着目した健診項目とされるこ

とを紹介し, 生活習慣病予防のために抽出す

るための保健指導重視の健診となることを示

した｡ また, 医療制度改革における医療費の

適正化の施策としては, 療養病床の再編と並

ぶ大きな柱として挙げられているとの見方を

示し, 糖尿病等の生活習慣病有病者・予備軍

を25％減少させることを目指していることを

示した｡ 具体的な健診・指導方法については

概ね決定はしているものの流動的でもある状

態を説明し, 運営については具体的な情報が

得られていないとした｡ また, 府医の方針と

しては, 今後の動きを予測しながら極力地区

医師会, 会員によって実施できるような方向

性を打ち出すために, 各保険者との契約や電

子媒体での請求など個々の医療機関での対応

の困難性に対し, 府医に窓口を設置した上で

保険者との契約や結果判定, 保健指導につい

ても会員を支援していく方式を検討中である

ことを説明した｡ ただし, 情報不足の中, 流

動的な部分が未だ多いとした｡

地区から, 基本健診は医師会の主要な業務

であり, 特定健診における医師の介入部分の

減少を防ぐ手だての検討を要請されるととも

に, 健診の方法や精度管理の低下を懸念する

声が挙がった｡ 北川府医理事は, 健診結果に

ついては医師の判断が重要とし, 健診結果を

提示するための根拠を示す必要があるとの見

方を示すとともに, 国からの情報が不足して

いることから具体的な報告はできないものの,

財政面においては現状を維持することは困難

との見解を示した｡ また, 保健指導について

は会員から様々な声があがっているとした上

で府医の方式は会員による保健指導を前提と

していることを示し, 医療費が削減され医療

の幅が狭められていく中で ｢予防｣ という分

野に介入できる一つのチャンスとして捉える

ことも重要との見解を示した｡ 森府医会長か

らは, 保険者が府医に委託する形がとれれば,

概ねの懸念事項は解消方向に向かうとの私見

を述べた｡

また, 地区から国が示す保健指導が従来の

健診の役割を果たさなくなった場合には別立

ての健診が必要になるとされ, 民間業者が介

入し自由競争の市場が予見されるとの指摘が

あった｡ これに対し北川府医理事は, 多くの

民間企業の介入は否めないとした上で会員の

積極的参加がなければ医師会の参入は容易で

はないとし, 会員の理解が必要として協力を

呼びかけた｡ 地区からは, 病院や検診センター

がビジネスチャンスとする声があがった｡

また, 地区から最も懸念されるのは財政的

な問題とされた上で, 要望事項については参

与会レベルの会合での回答の提示が要請され

た｡

障害認定区分について

まず, 地区から障害認定審査によって利用

しているサービスが受けられなくなる懸念や

意見書の記載についての問題等が示された｡

北川府医理事は, 本認定審査では区分によっ

て受けられないサービスが出てくることが最

も大きな問題と前置き, 適切な認定結果を得

るためには主治医意見書が重要とし, 府医と

しても京都精神科医会, 京都精神病院協会か

ら出された意見書の書き方等について情報提

供をしているとした｡ また, 会員に対してよ

り意見書の重要性をＰＲしていく必要がある

とし研修会等の開催の必要性を示した｡

地区からは, 独自で出版された障害者の意

見書の書き方の書籍を紹介するとともに, 認

定審査の際の意見書から知的障害の判断はつ

いても自閉症かどうかが解っていない医師が

多いことや特記事項の欄についての問題が指

摘され, 北川府医理事は, 障害に対する理解

も主治医機能として必要との見方を示した上

で, 乙訓の問診票のようなシステムとして情

報収集し意見書を記載することの必要性を訴

え, 府医においても混乱した状況を打開する



14

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

施策を行わなければならないとの見解を示し

た｡

また, 地区から厚労省の通達が遅すぎたた

め十分な準備ができず更なる混乱を招いたと

する指摘や府医からの情報提供, 日医への積

極的な働きかけを要請する声が挙がった｡

京都府医師会館建設資金・
建設スケジュールについて

橋本府医理事は, 京都府医師会館建設の進

捗状況について, 現段階ではコンセプトを決

定するにあたっての準備段階であることを説

明, 計画としては来年４月から具体的に決定

しはじめるとし, 着工は再来年にかかると見

通した｡ 新会館建設に係る会費徴収について

は平成13年に会費を値上げしてから平成17年

度まで15億円がプールできたことを報告, 二

条駅前の土地購入の費用を示すとともに現会

館の土地の売却を含めた形での大まかな試算

等を示した｡

地区から, 会館内に入る団体についての質

問が挙がり, 森府医会長は会員の会費で確実

な運営をするためには, 家賃・会館および備

品の使用料の問題をはじめ新医師会館のラン

ニングコスト等, 不透明な事項が山積してい

ることから現段階では具体的に示すことがで

きないことに理解を求めた｡ 地区から, 新会

館と現会館のランニングコストの違いについ

ての質問があり, 森府医会長は新しく医師会

館を建設した２県医師会への訪問結果を報告,

デジタル化やＩＴ化等からランニングコスト

の増加は否定できないとの見通しを述べた｡

地区医師会への助成金について

地区から, 府医の地区医師会への助成金の

値上げについての要望があり, 乙訓医師会で

は財政の厳しい中で行政との直接交渉にかか

る人件費や他の地区医師会では行っていない

独自の活動を実施していることから多額の費

用がかかっている現状が報告され, 具体的な

事業を行っている医師会には手厚い補助が必

要との見解が示された｡ 橋本府医理事は, 今

までも特定事業のモデル地域には補助金を優

先的に回してきたとし, 今後の検討事項とし

たいとの意向を示した｡

�������

地区懇に引き続き行われた保険医療懇談会

では, 地区から ｢情報の公開による, 領収証

発行の義務化に伴い, 特に検査および処置の

項目で診療内容と領収証の項目に挙がる内容

が違うなどと患者から苦情が出ている｣ との

質問が挙がり, 西村府医理事は ｢領収証発行

の問題が非常に多いことは, 厚労省に強く訴

えているが現在は個々に対応してほしい｣ と

説明｡ さらに森府医会長は ｢できる限り患者

に誤解を招かない対応をするよう厚労省に要

望している｣ と説明を加えた｡

その他, 西村府医理事から最近の個別指導

時に指摘が多い各種指導管理料算定の指導内

容等のカルテへの要点記載もれおよびセット

検査 (CRP 定量, 血液像, 蛋白分画) の画

一的な施行等に対して, 改めて注意を喚起し

た｡
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地区基本健康診査担当理事連絡協議会開く
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地区基本健康診査担当理事連絡協議会が11月11日(土) に開催された｡ 当日は, 医療費適正

化の中長期的対策として平成20年度から医療保険者に義務づけられる特定健診・特定保健指導

について, 府医としての取り組み状況の紹介, 各地区医師会との質疑応答がおこなわれた｡

府医では, 現在, 基本健康診査委員会委員や府医の理事等をメンバーとしたプロジェクトチー

ムを作り対応策を検討している｡ 府医としては基本健診と同様に平成20年度からの特定健診・

特定保健指導にも積極的に関与し, 健診から保健指導までひとつの流れとして取り組んでいく

方向で検討しており, 現時点での対応イメージを紹介した｡

地区医師会からは, 健診・保健指導の実施に係る委託料金, 現在の集団方式による健診の存

続の有無などについて質問が出されたが, 現時点で特定健診・保健指導について国においてま

だまだ未確定の部分が多く, 引き続き対応策を検討し, 情報を伝達していきたいとした｡

【府医の特定健診・特定保健指導に対する対応策 (イメージ)】
①府医に健診・保健指導を実施する医療機関の受付窓口のような役割を担当するセクション

(以下, 担当窓口) を設置し, 各医療保険者 (市町村国保が中心) と契約｡

②受診者は府医の契約医療機関で健診を受ける｡

③受診者の身体計測, 質問票, 血液検査結果等のデータを健診実施医療機関, 検査業者から府

医の担当窓口に集める｡

④府医の担当窓口にて, 集められたデータから各受診者の保健指導レベル (情報提供, 動機づ

け支援, 積極的支援) を判定, さらに各受診者の保健指導に応じた保健指導のための資材を

作成｡

⑤府医の担当窓口から健診実施医療機関へ健診結果と保健指導のための資材を送付｡

⑥健診実施医療機関で保健指導をおこなう｡

⑦保健指導の結果を府医の担当窓口に集める｡

⑧健診・保健指導の結果は, 府医の担当窓口で一括して各医療保険者へ送付｡
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肺肺肺がががんんん検検検診診診研研研修修修会会会ををを開開開催催催

11月15日(水) 京都府医師会館において平成

18年度の肺がん研修会が開催された｡ この研修

会は, 肺がん対策委員会 (昨年までの肺がん検

診委員会) が肺がん検診の精度向上を目的とし

て, 年１回開催しているものである｡ 今回は下

京保健所長の今井弘行先生に ｢肺がん検診の一

次読影について－記載法の原点に立ち返って－｣

と題して講演いただいた後, 研修参加者に60例

の検診フィルムを検診読影と同じ形で読影いた

だき, 京都第一赤十字病院の繁田正子先生, 京

都ルネス病院の下山恵司先生が中心となって解

説を加えるという形式で開催した｡

今井先生の講演では, 長年, 胸部Ｘ線フィルムの読影に携わった経験を基に, 読影の基本に

ついて, わかりやすく講義いただいた｡ 今井先生は, 前年までのフィルムと比較する ｢比較読

影｣ の重要性を強調, ｢比較読影は精度管理の礎｣ と述べられた｡

読影実習では, 参加者それぞれが実際に間接Ｘ線フィルムを読み, その後の解説では判定の

難しいフィルムについて, 熱心な意見交換が行われた｡

研修会は読影委員18名, 研修医５名を含む計49名が参加し, 盛況のうちに閉会した｡

京医発第678号

平成18年12月15日

京大地区選挙人 各位

京都府医師会長 森 洋一

地区予備選挙管理委員の辞任について (公示)

このほど下記のとおり, 地区予備選挙管理委員の異動がありましたので公示します｡

記

＜京 大＞ 予備選挙管理委員の山田祐一郎氏が辞任｡
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第45回十三大都市医師会連絡協議会が11月18日(土)・19日(日) の両日, ザ・リッツ・カー

ルトン大阪において, 大阪府医師会主管のもと開催された｡ 全国の政令指定都市から約370名

が一同に集い, 大都市ならではの共通する諸問題を中心に活発な意見交換が行われた｡

初日の分科会では ｢老人保健事業・在宅医療と介護との連携｣ ｢大都市での救急医療の現状

と課題｣ ｢大都市における特色ある事業｣ の各分科会において, それぞれ直面する課題につい

て協議が行われた｡ 各分科会の状況は後述の分科会報告参照｡

今回の協議会では, 今年４月に政令指定都市にとなった堺市医師会がオブザーバーとして参

加した｡ 本協議会の開会に先立ち行われた会長会議において, 堺市医師会の参加が正式に承認

されたため, 次年度からは ｢十四大都市医師会連絡協議会｣ となる｡

特別講演 ｢社会的共通資本としての医療を求めて｣
＝日本学士院会員・東京大学名誉教授 宇沢弘文氏＝

特別講演では, 日本学士院会員・東京大学名誉教授の宇沢弘文氏より ｢社会的共通資本とし

ての医療を求めて｣ と題して講演が行われた｡ 講演の中で宇沢氏は市場経済原理主義の導入が

社会保障に及ぼす影響の大きさを改めて指摘｡ 医療こそが最も重要な社会的共通資本であり,

そのうえで医療政策・医学教育などを考えるべきだと力説した｡

第45回
十三大都市医師会連絡協議会

｢｢｢老老老人人人保保保健健健事事事業業業・・・在在在宅宅宅医医医療療療ととと介介介護護護とととののの連連連携携携｣｣｣
｢｢｢大大大都都都市市市でででののの救救救急急急医医医療療療ののの現現現状状状ととと課課課題題題｣｣｣
｢｢｢大大大都都都市市市にににおおおけけけるるる特特特色色色あああるるる事事事業業業｣｣｣ にににつつついいいててて情情情報報報交交交換換換

���������������������������������������������������������������������������������

第第第１１１分分分科科科会会会 ｢｢｢老老老人人人保保保健健健事事事業業業・・・在在在宅宅宅医医医療療療ととと介介介護護護とととののの連連連携携携にににつつついいいててて｣｣｣

健診制度や地域包括ケアシステム・地域ケア整備について意見交換

第１分科会では, ｢老人保健事業・在宅医

療と介護との連携について｣ をメインテーマ

に, ①平成20年度から大きく変更となる健診

制度について, ②１人の高齢者を地域全体で

支えるという概念の ｢地域包括ケア｣ につい

て, ③療養病床再編後の地域での受け皿を検

討する ｢地域ケア整備｣ のモデル事業につい

て, 各都市の状況報告, 意見交換, 日医への

要望などが行われた｡
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老人保健法・健康増進法・介護保険法に

よる健診 (基本健康診査・がん検診・

介護予防検診) の問題点と医療保険者

による特定健診・特定保健指導への取り組み

平成20年度から基本健診の実施主体が市町

村から各保険者に移ることになる (特定健診・

特定保健指導) が, 健診はかかりつけ医 (医

師会) で請け負うものの保健指導までは難し

いとの見解はどの都市でも同じで, 仙台市は

｢健診は医療機関で, 保健指導は市でと提案

していきたい｣ と述べた｡ 内視鏡による胃が

ん検診実施を報告した福岡市は, その精度管

理について ｢撮影の研修を重ね, そのレベル

の判定を行っている｡ 読影も２人で行ってい

る｣ ことを紹介｡ 横浜市は, ｢同じようにや

りたいが基準が国で定められているものでは

ないので, 会員からの抵抗が大きく難しい｣

状況を報告した｡

介護予防について名古屋市は, ｢基本チェッ

クリストを自己チェックできるように各所で

配布している｣ という工夫を紹介｡ しかし他

都市同様, 特定高齢者の把握は進んでいない

模様｡ 特に医療機関での実施は対象者が結果

として要支援以上ばかりで無意味という見解

で一致した｡

特定健診は受診が義務化されることになる

と, 受診者が急増し現状のキャパでは対応仕

切れない状況に各都市とも不安を示した｡

地域包括ケアシステムについて

～運営協議会への医師会の参画が重要～

京都府医師会の北川理事は, 地域包括ケア

構築の基幹となる地域包括支援センターの活

動について京都市における状況を報告｡

｢予防給付のケアプランに忙殺され, 本来

の地域包括支援センターの役割が機能してい

ない｡ 高齢者の権利擁護等もセンターから,

行政につなげるのが本来の役目なのに, 行政

がセンターに仕事を丸投げしている状態｣ と

し, 将来的にはセンター１ヵ所あたりの介護

予防マネジメント対象者が300件ぐらいに達

する見込みであることから, ｢当分地域ケア

の拠点としての役割が果たせそうにない｡ セ

ンターは予防給付ケアプランには関与を減ら

す方向での施策が必要｣ と制度そのものの改

善の必要性を訴えた｡

札幌市は ｢地域全体で入退院を円滑にする

ため, 市医師会のホームページで空床情報を

オープンにし, 情報交換する入退院システム

を構築している｣ ことを報告した｡ 今春の改

定で導入された ｢クリティカルパス｣ とは連

動していないとのこと｡

福岡市では地域包括支援センターのたくさ

んの仕事に対し, ｢介護予防ケアプランを一

生懸命やったおかげで報酬に余裕がある｣ と

してケアマネを増員して対応したと報告｡ そ

の他神戸市は, 地域包括支援センターの公正

中立性の確保のため, いくつか遵守事項を定
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めたこと, 京都市では, 市に１つ運営協議会

が, そして各区毎にそのボランチが設置され

ており, さらにある区では, 地域単位の協議

会の役割を果たす｢地域ケア会議｣にも医師会

員が参画していることを, それぞれ紹介した｡

地域ケア整備モデル事業を実施して

療養病床再編後の受け皿の整備についての

国の考え方である ｢地域ケア整備指針 (仮称)｣

を策定するにあたり, 各地域で今年度モデル

事業が行われた｡ この構想には高齢者の住ま

いのあり方についての検討も求められており,

神戸市は ｢地域のコミュニティが大事だが,

高齢者だけでは地域のコミュニティが生じな

い｣ と述べた｡ その理由として, 阪神・淡路

大震災時の仮設住宅に高齢者を優先的に入居

させたため, 高齢者だけの地域となってしま

いコミュニティが誕生せず, 認知症, うつ等

の発生・増強, 孤独死の多発等の問題が生じ

た状況を報告した｡ また, 北九州市は, ｢国

は高齢者を専用住宅に住まわせ, 医学的管理

は在宅療養支援診療所をセットすると考えて

いる｣ ことを紹介し, ｢在宅療養支援診療所

に参画していないが, 在宅医療はやっている

医療機関が多いことを理解していない｣ と行

政の視野の狭さを批判した｡

また広島市は, ｢厚労省は現存の介護療養

型医療施設は全て老健をメインに居住系施設

への転換を確保するとしているが, 具体的な

情報がほとんどなく, 病院はどうすればいい

かわからない状況｡ 日医から積極的に情報を

流してもらいたい｣ と要望した｡

療養病床入院料, 来年４月に改定も

飯沼日医常任理事

最後に飯沼日医常任理事が総括, 特定健診

化について, ｢共同利用施設の検査センター

ががんばれる最後のチャンス, 絶好の好機｣

と位置づける一方, ｢ 『健康日本21構想』 が

うまく運ばなかった｡ 今度もうまく行かなかっ

たら, 健診を廃止する恐れは十分ある｣ と注

意喚起した｡

療養病床問題については, ｢療養病床入院

患者への実態調査において, 医療の必要度を

故意に読み替えたことから, 話がどんどん進

んでしまった｣ ことを紹介, 参議院厚生労働

委員会でも報告して附帯決議を勝ち取ったと

報告した｡ さらに現在厚労省が実施中の実態

調査で思うような結果が出たら, ｢来年４月

に改定はある｣ との見込みを示し, ｢厚生労

働省との話はかみ合い始めている｣ と事態の

好転を示唆した｡ 療養病床を老健に転換する

ことについては, ｢老健は常勤医師がいるの

で医療度が高い方にも対応できると国は言う

が, 医師の勤務態勢が病院とは全く異なる｡

我々はその点に気づくのに時間がかかった｡

そういうことが他にもあれば教えていただき

たい｣ との要請があった｡

���������������������������������������������������������������������������������

第第第２２２分分分科科科会会会 ｢｢｢大大大都都都市市市でででののの救救救急急急医医医療療療ののの現現現状状状ととと課課課題題題にににつつついいいててて｣｣｣

各医師会が抱える独自の課題や問題点について情報交換

第２分科会は, 各都市の医師会が抱える救

急医療体制の課題や問題点について情報交換

を行い, 地域特性を踏まえた解決策も披露し

合うことで各都市の体制の充実, 強化に反映
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させることを目指して開催された｡ そのため

事前に綿密なアンケートを実施し, その結果

に基づき各医師会ごとに特徴的なテーマを１

題ずつ割り振り, 分科会で発言を求めた｡

Ⅰ. 各都市における
救急医療体制の現状について

１) 初期救急医療体制について：千葉市医

師会は, 夜間初期救急 (内・小・外・整)

に他科疾患患者 (眼・耳・産・精など)

が紛れ込み, 出務医師が専門外で対応に

苦労する現状を報告した｡ 対策として,

たとえば内科・小児科医師でも耳鼻科や

眼科疾患をなんとか診られるようにと,

他科疾患のトリアージ講習会を開催した

ところ好評で, 今後も充実, 拡大させて

いきたい意向｡

広島市医師会によると, 広島市では内

科夜間救急は定点方式で, 近く拠点が別

の病院に移管される｡ しかし一次救急か

ら三次救急まで扱いトリアージもほとん

どできていないことから, 別途対策を検

討中で, 当番医制などは現実的でないた

め, 定点制を基本に医師会主導の夜間救

急診療所が計画段階に入っている｡

２) 第二次救急医療体制について：｢救急

医療体制基本問題検討会報告書 (平成９

年12月厚生省)｣ 等で示された救急告示

医療機関と二次医療機関の一元化にかか

る対応, つまり手上げ方式による ｢告示

制度｣ と後送ベッド確保に必要な ｢二次

体制｣ を一元化する上での課題と対策に

ついて, 発言を求めた｡

札幌市医師会が報告し, 札幌市の救急

告示医療機関は外科系の初期救急を担っ

ていたが, 平成16年４月に運用を開始し

た新しい救急医療体制では, 外科および

整形外科に対応できる病床が概ね30床以

上ある救急告示病院と脳神経外科の救急

告示病院を市独自の二次救急医療機関に

位置付け, 全日体制で整備した｡

神戸市医師会によると, 市第２次救急

病院協議会は1999年より病院間イントラ

ネットにより救急医療情報システムの構

築を始め, 2002年には当時参加した60病

院すべてから情報を得るようになった｡

この情報は市医師会のホームページを通

じて医師会員に公開されている｡ 現在,

イントラネットをインターネット化し,

本年11月には, その一部をＰＣで消防署

へ, 救急車にはｉ－mode で, さらに一

部を一般市民にＰＣおよびｉ－mode で

公開する予定｡

Ⅱ. 特定科目の救急医療体制について
１) 周産期 (新生児科・産科) 救急医療体

制について：府医・岩崎理事が ｢周産期

医療情報システム｣ について報告した｡

京都府の周産期医療情報システムは, 平

成９年11月から稼働しており, 総合周産

期母子医療センターを京都第一赤十字病

院に置き, サブセンターとして北部ブロッ

クに舞鶴医療センターを, 南部ブロック

に府立医大病院を置き, その下に二次病

院として16病院を指定している｡ 現在,

北部で産科医不足のあおりを受けて変則

的な状態にあり, 府も対応に苦慮してい

る｡ 本年８月に奈良で妊婦が搬送先の病

院で死亡した問題で産科医療体制がクロー

ズアップされたことに言及し, 総合周産

期母子医療センターが全国で奈良など８

県が未整備と報告し, 早急な設置と整備
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を訴えた｡

２) 精神科救急医療体制について：横浜市

医師会が, 平成16年度よりスタートした

｢精神科初期救急医療事業｣ について報

告した｡ 横浜市の外来の休日救急システ

ムとして市医精神保健懇話会の協力を得

て, 市単独事業として市医会長が理事長

を務める市総合保健医療財団内で実施し

ているが, 受け皿となる二次救急病院体

制の整備が急務であると指摘した｡

名古屋市医師会によると, 精神科病院

協会が精神科救急を受託しているが, 医

師偏在問題が波及し, 救急患者の医療費

未収や一次・二次救急未分化の問題も加

わって輪番病院が減少してきている｡ そ

こで, 精神科診療所協会と協力して一次

と二次を分け, 精神科救急体制の再構築

について検討を始めたところ｡

３) 小児救急医療体制について：仙台市医

師会は, 初期救急におけるコンビニ化現

象による受診者増, また深夜帯の小児科

医師確保困難に対し, 繁忙期の二診体制

と報酬割増制度を導入し, 大きな効果を

挙げている｡

福岡市医師会によると, 福岡市急患診

療センターへの出務が, 新医師臨床研修

制度の影響から大学小児科医の出務回数

が減少し, さらに同医療圏に医師会運営

の急患診療センターが複数設置されてい

ることも加わって, 大学小児科医の確保

は困難を極めている｡ そこで, 患者数や

交通状況等を勘案し１か所に集約するこ

とも視野に入れて検討を進めている｡

Ⅲ. 救急医療機関情報
システムについて

川崎市医師会は, 救急医療機関情報シス

テムを17年度から川崎市より完全受託し24

時間対応で運営している｡ 市民や医療機関

からの照会に直接応答し, 15年からネット

でも検索が可能になっている｡ 問題点とし

て, 周辺都市の情報への対応が困難な点や

医療相談と勘違いされ煩わされることなど

を挙げた｡

Ⅳ. 消防本部 (救急隊)
との連携について

東京都医師会は, 民間救急車の利用につ

いて報告した｡ 東京では救急車出動件数激

増により救急車の適正利用が課題となり,

東京民間救急コールセンターを17年４月よ

り試行開始した｡ 民間救急車を使い主に転

医搬送に利用し, 救命講習受講者によるタ

クシーキャブ搬送を行う｡ タクシー業界が

積極的で普及が進み, それに伴い消防庁救

急車の転医搬送は減ってきている｡

北九州市医師会は, 平成12年から医師会

主催でヘリコプター緊急搬送に関する講習

会を開催している｡ 空港内での座学と実技

による１日コースで年３回開催し, 受講者

は１回10名程度だが既に約200名が受講し

た｡ 実際の搬送実績も伸びつつある｡

救急医療・災害医療
－医師会が積極的に関与を

総括にあたりコメンテーターの日医・石井

常任理事はまず, 救急医療や災害医療は行政

責任が絡む政策医療であることから, 医師会

がどのように関与するか, システム面でも姿

勢の問題でもその影響は重大と, あらためて

積極的な取り組みを求めた｡ また, 急病セン
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ターや救命センターなどにおけるマンパワー

の不足や偏在は, 診療費の伸びが抑えられて

いることが最大の理由とし, 増員につなげる

諸要求を強化するとともに, メディカル・リ

ソースの適正な配分について検討することも

訴えた｡

注目を集めているドクターヘリの件につい

ては, 与党のワーキング・チームで意見を求

められ, ①日医や都道府県医を関与させる

②ＭＣ (メディカル・コントロール) 下で運

用する (法律にもその旨明文化する) ③医療

保険に導入せず, 他の財源 (なければ労災・

自賠責など) を投入する, などを陳述したと

報告があった｡ 最後に, 初期から ｢救急車か,

ドクターヘリか？｣ という選択が求められる

状況に進みつつあるとして, 各ＭＣ協議会を

はじめ各界で新しい方式を一緒に考えてほし

いと呼びかけた｡

第３分科会では, 酒井英雄大阪府医師会副

会長を座長に, ｢大都市医師会における特色

ある事業について｣ をテーマに熱心な協議が

繰り広げられた｡

今回のテーマは各都市医師会が実施してい

る特色ある事業や活動, いわゆる ｢お国自慢

の活動｣ を紹介し合いながら, 情報交換を行

い, 各医師会がより良いものを取り入れ, 今

後の医師会活動の活性化を図ることを目的に

設定された｡ 情報交換を実りあるものにする

ため, 事前にアンケート調査が実施され, 今

回オブザーバーとして参加した堺市医師会を

含め, 14の医師会から28にも及ぶ特色ある事

業や活動の報告があった｡

京都府からは
｢医療安全シンポジウム｣ を紹介

これらの活動について, (１) 医療機関連

携, (２) 各種の検診事業, (３) 研究・調査

活動, (４) 会員支援・研修活動, (５) 市民

対象の相談・啓発事業―と５つのカテゴリー

に整理され, それぞれの分野ごとに説明と意

見交換を展開した｡

◆医療機関連携

医療機関連携では, ①札幌市の ｢入退院サ

ポートシステム｣, ②仙台市の ｢産科セミオー

プンシステム｣, ③神戸市の ｢在宅医療情報

システム・逆紹介｣, ④北九州市の ｢インター

ネットを利用した医療情報検索システムの公

開｣ などが報告された｡ 中でも仙台市の産科

セミオープンシステムについては妊婦定期健

診は近医の診療所, 分娩は連携病院で行うシ

ステムだが, 近年の産科医不足や看護師の内

診問題など, マンパワーの充実の必要性が説

明されるとともに, 難易度の低いものは診療

所, 難易度の高いものは３人以上の医師がい

るスタッフの多いところで対応するようにし

第第第３３３分分分科科科会会会 ｢｢｢大大大都都都市市市医医医師師師会会会にににおおおけけけるるる特特特色色色あああるるる事事事業業業にににつつついいいててて｣｣｣

相互の情報交換により医師会活動の活性化を
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ていることが報告された｡ また神戸市の ｢在

宅医療情報システム・逆紹介｣ については一

般住民に公開してもそれぞれの事情により違

う点を踏まえ, あくまで医師のサポートとし

て活用することが有効と考えていることも説

明された｡

◆各種の検診事業

各種の検診事業では, ①千葉市の ｢ＰＳＡ

二次検診精度管理研究会｣ ならびに ｢胃がん

検診読影委員会｣, ②東京都の ｢エイズ検診

等事業｣ などが報告された｡ 横浜市からは

ＰＳＡ二次検診について二次検診時のデータ

管理の問題や精検機関対策の必要性が指摘さ

れた｡

◆研究・調査活動

研究・調査活動では, ①東京都の ｢健康食

品・サプリメントに関する安全性情報共有事

業｣, ②川崎市の ｢医師会医学会｣, ③横浜市

の ｢横浜市内保育園児予防接種実態調査｣,

④名古屋市の ｢医師会臨床試験ネットワーク

支援センター・医師会治験審査委員会｣, ⑤

福岡市の ｢学校精神保健協議会｣ などが報告

された｡

◆会員支援・研修活動

会員支援・研修活動では, ①東京都の ｢離

職小児科医師再就職支援研修事業｣ ならびに

｢診療所開業支援事業｣, ②神戸市の ｢神戸大

学医学部付属病院群 卒後臨床研修プログラ

ム｣, ③北九州市の ｢後期臨床研修制度｣ な

どの報告が行われた｡ 東京都の ｢離職小児科

医師再就職支援研修事業｣ に関連して, 現在

日医でも再就職支援について検討が行われて

いることが紹介された｡

◆市民対象の相談・啓発事業

市民対象の相談・啓発事業では, ①京都府

の ｢医師会医療安全シンポジウム｣, ②広島

市の ｢ひろしまフラワーフェスティバルにお

ける対外広報活動｣ などが報告された｡ 京都

府の医療安全シンポジウムについては良い試

みであるとの評価が述べられるとともに, 当

日に困ったケースはなかったかの質問に, 大

藪府医理事からそういうケースもあったが,

個別の問題を話し合う場ではないことを説明

し, おさめたことを説明した｡

各都市の事業, 活動の報告に引き続き内田

健夫日医常任理事からコメントが出され, 事

業内容がきわめて多岐・多様な事業活動であ

ることから総括は難しいとしつつも, 財政的

に困難な状況のもとで, 各医師会が創意工夫

を凝らして取り組んでいる実態を高く評価｡

医師会が行政等とも連携しながら, 独自性の

ある事業を展開していくことは, これからも

益々重要になってくると指摘され, こうした

貴重な情報を全国に提供していくことが重要

と締めくくった｡ その上で内田日医常任理事

は, 現在の中央情勢にも言及すると共に, 日

医の活動, 国民への広報活動への協力を要請

した｡

最後に座長である酒井英雄大阪府医師会副

会長は各医師会からの報告を受け, 国, 自治

体等の政策を先取りし, 先進的な活動を展開

されていることを評価｡ これらの活動・事業

を参考に, 各医師会で取り入れるような事業

があれば, 相互に情報交換を行いながら積極

的に取り組みを行い, 今後の医師会活動の活

性化を図られるよう要請し協議を終了した｡
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糖尿病対策の現状

第第第２２２回回回日日日本本本糖糖糖尿尿尿病病病対対対策策策推推推進進進会会会議議議総総総会会会

11月22日(水), 日本医師会館において, 第２回日本糖尿病対策推進会議総会が開催された｡

唐澤日医会長のあいさつの後, ｢糖尿病対策の推進について｣ としてこれまでの経過と現状報

告, ｢事例報告｣ として３府県での取り組み状況の報告, ｢かかりつけ医による２型糖尿病診療

を支援するシステムの有効性に関する研究 (Ｊ－ＤＯＩＴ２)｣ についての報告があり, その後

活発な質疑応答があった｡

今村日医常任理事は, 全国で糖尿病対策推

進事業への取り組みが始まったこと, ｢足チェッ

クシート｣ 等が多数活用されていること,

｢ガイドライン｣ の改訂版を作成中であるこ

とを報告し, さらに2008年度から予定されて

いる ｢特定健診・特定保健指導｣ の基本的な

考え方について述べ, 予防・治療の一貫性が

高まり, かかりつけ医がより重要な役割をも

つことになるとの考えを示した｡

春日日本糖尿病学会理事長からは2004年度

以降の経過報告があり, 国民向けリーフレッ

ト・医師向けガイドライン・種々の書式案を

作成したことや, 各地区への財政支援を決定

したことなどが紹介された｡

清野日本糖尿病協会理事長は, マスメディ

アを活用したキャンペーン, 公開シンポジウ

ム, 小児Ⅰ型糖尿病患者の療養支援等, 最近

の協会の対策事業について紹介した｡

京都府の取り組みを紹介

｢事例報告｣ では, 岐阜県, 京都府, 徳島

県からそれぞれの府県の状況についての報告

があった｡

京都からは土井糖尿病対策推進事業委員会

副委員長が, 京都糖尿病医会と府医の取り組

みについて報告した｡ 府医の対策事業として

は, 医師を対象とした ｢糖尿病対策推進講習

会｣ を①総論・診断 ②治療 ③合併症の３シ

リーズとし, それぞれ府内４会場 (府医会館

では２回開催), 合計15回の予定で開催中で

あること｡ 講習会では委員会で作成した共通

スライドを用い, 内容の統一を図っているこ

と｡ 紹介状・逆紹介状を作成し, かかりつけ

医と専門医の機能分担・連携強化を図ってい

ることなどが紹介された｡
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Ｊ－ＤＯＩＴ２の現況

小林富山大学附属病院院長からは, 厚生労

働科学特別研究事業 ｢かかりつけ医による２

型糖尿病診療を支援するシステムの有効性に

関する研究 (Ｊ－ＤＯＩＴ２)｣ の現況報告

があった｡ Ｊ－ＤＯＩＴ２は, ｢耐糖能異常

から糖尿病型への移行率が半減する介入方法

の研究 (Ｊ－ＤＯＩＴ１)｣ ｢糖尿病合併症の

進展を30％抑制する介入方法の研究 (Ｊ－

ＤＯＩＴ３)｣ と並んで進められているもの

で, 医師とカウンセラーの連携等により, い

かにして受診中断率を下げるかについての研

究で, 本年９月からパイロット研究が始まり,

その終了後に全国30医師会で本試験が開始さ

れる予定とのことである｡

新たな ｢健診・保健指導｣ に高い関心

質疑応答では, ｢特定健診・特定保健指導｣

に関連した質問が多く, 今村常任理事は,

｢すべての健診 (市民・職場) で基準の統一

化を検討中である｡｣ ｢標準物質の開発も進行

中である｡｣ ｢保健指導の人材については不足

を危惧しているが, ５年間で100％達成を目

標に, 各府県で徐々に増やしていく努力が必

要で, 日医もカリキュラムの変更等を検討し

ている｡｣ などと回答した｡

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



26

近
畿
医
師
会
連
合
学
校
医
研
究
協
議
会
総
会

◇◇ 京都からの研究発表：｢学校心臓検診 (京都府統一方式) について｣ ◇◇

���������	
����������

�������

第55回近畿医師会連合学校医研究協議会総会が奈良県医師会の担当で11月26日(日) 奈良県

新公会堂にて開催され, 近畿各府県の学校医および学校保健関係者

187名 (京都府からは22名) が参加した｡ 各府県の発表では京都か

らは府医心臓検診委員会委員長の上田 忠氏が ｢学校心臓検診 (京

都府統一方式) について｣ と題しての発表を行った｡ また午後の特

別講演は大阪大学保健センター教授の井上洋一氏が ｢児童・思春期

の心の問題と対応｣ と題する講演を行った｡ 開会式では, 奈良県医

師会副会長大手信重氏の挨拶の後, 日本医師会長代理として内田健

夫常任理事から来賓祝辞が述べられ, 引き続き会務報告と永年勤続

学校医表彰があり, 京都府からは猪谷孟雄氏 (乙訓), 山野 究氏

(宇久), 柴田族光氏 (福知山), 中川竹彦氏 (山科), 樋口博保氏

(山科) の５氏が受賞された｡

６府県より１題ずつの発表が行われたが,

京都からは上田 忠氏が上記の演題で発表し

た｡ 京都府における学童心臓検診の歩みから

組織, 府医の役割さらに検診の現状までを,

特に現状については京都府統一方式の特徴で

ある, 生徒への負担を軽減するために一次か

ら二次検診までを原則として学校現場にて実

施すること, また, 一次検診にて突然死の危

険性の高い心疾患が疑われる場合には ｢至急

精検｣ として学

校へ連絡し, 二

次検診を待たず

に直ちに精検を

受けるよう指導

する等のシステ

ムについて詳細

な解説を行った｡

◇◇特別講演 ｢児童・思春期の心の問題と対応｣ ◇◇

大阪大学の井上洋一教授による午後の講演

では, ｢児童・思春期の心の問題と対応｣ と

題し, 今を生きる子供たちを取り巻く問題に

ついて ①今の子どもを理解するには？ ②現

代の児童・思春期の病理とは？ ③困ってい

る目の前の子どもを援助するには？ ④子ど

もの世界を住みよくするには？ の４点につ

いて詳述し, 現代の子どもを理解し, 援助す

表彰式での猪谷先生, 山野先生

研究発表される上田先生
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るためのヒントを示された｡

①については, 昔の集団に帰属して役割を

生きる ｢自分｣ から, 現代の ｢自分は自分｣

として役割も自分で探しつつ個性を発揮する

生き方へ180度の転換があり, 個人中心の時

代に生まれた子どもの光と影をしっかりと認

識する必要があること, いまの子どもたちの

新しい体験をみておく必要のあることを話さ

れた｡

また③については, 尋問・詰問はせず, 子

どもの土俵に上がってよく話を聞くこと, 援

助は教育や指導とは異なり, ともに考えるこ

とが大切であること, 徐々に相手を知ること

で深い話ができるようになるのであり, 最初

から踏み込まずまず冷静で中立的な立場から

出発し, 子どもが周囲に伝えることができな

かった心情を理解することが信頼関係を形成

する, 自分が相手の立場に立ったと考えて聞

いているとどこで怒りが生じ, どこで失望す

るかがわかる, 詳しく聞いて理解しようとす

る態度が信頼関係をつくるのであり, 会話そ

のものが重要であって, ｢子どもにとってじっ

くり聞いてもらえることは最高の体験である｣

と話された｡ 非常にわかりやすく内容のある

講演であった｡

最後に, 次期開催地である和歌山県医師会

の平石英三理事より挨拶があり, 盛況の内に

終了した｡ 学校医各位には是非とも来年11月

18日(日) に和歌山市にて開催予定の第56回

総会にご参加いただくようお願いしたい｡

■■■府府府医医医メメメーーールルルマママガガガジジジンンン ｢｢府府医医通通信信｣｣ ・・・
府医では昨年よりメールマガジン ｢府医通信｣ を配信しています｡
配信は原則週１回で, 主に府医ＦＡＸ情報 (感染症サーベイランス情報など) のデジタル版

としての配信のほか, 診療報酬改定情報や介護保険情報などの府医ホームページの更新状況を
随時配信しています｡
配信をご希望の先生は府医ホームページから登録できますので, ぜひアクセスしてみてくだ

さい｡ また, 現在, 府医ＦＡＸ情報を受信されておられる先生で, メールマガジンへの登録変
更をお考えの先生は府医事務局 (学術広報課) までご連絡ください｡

URL：http://www.kyoto.med.or.jp

登録画面にログインする場合はＩＤ・パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課までご連絡ください｡
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個個個人人人情情情報報報保保保護護護法法法 ＱＱＱ＆＆＆ＡＡＡ

平成17年４月から個人情報の保護に関する法律が全面施行され, 様々な分野において大きな影響

を与える一方で, ＪＲ福知山線の脱線事故をはじめ社会の至るところで混乱を招いたことも事実で

あります｡

医療分野においては, 刑法上における ｢守秘義務｣ が個人情報保護法施行以前に課せられており,

法律のみならず職業倫理上においても厳しく守られてきた経緯があります｡ 以上のようなことをふ

まえ日本医師会におきましても ｢診療に関する個人情報の取扱指針｣ を出し, 平成19年１月１日か

ら施行することにしております｡

昨今, 会員のみなさまから個人情報保護法とりわけ個人情報の開示についての質問が多く寄せら

れ, 混乱が生じていることから, 問い合わせがあった内容並びに ｢医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン｣ の改正事項をＱ＆Ａ式でお知らせいたします｡

Ｑ１. 未成年の患者から, 妊娠, 薬物乱用, 自殺未遂等に関して親に秘密にしてほしいとの依

頼があった場合, 医師は親に説明してはならないか｡ 逆に親から問い合わせがあった場合,

未成年の患者との信頼関係を重視して, 親に情報を告げないことは可能か｡

Ａ１. 患者本人が, 家族等へ病状等の説明をしないよう求められた場合であっても, 医師が,

本人または家族等の生命, 身体または財産の保護のために必要であると判断する場合であ

れば, 第三者である家族等へ説明することは可能です｡

一方で, 未成年だから何でも親が代理できるわけでもありません｡ 親が法定代理人だと

いって子どもの個人情報の開示を求めてきても, 開示についての代理権が与えられている

か, 本人 (子ども) に確認する必要があります｡ したがって親に問われて告げない選択も

医師には可能です｡

具体的には, 個々の事例に応じて判断が異なりますが, 患者の状態等を踏まえ, 医師が

判断して対応することになります｡

Ｑ２. 民間保険会社等から医療機関に対して, 患者の治療結果等に関する照会があった際, 民

間保険会社等が患者本人から取得した ｢同意書｣ を提示した場合は, 回答に当たり, 本人

の同意が得られていると判断しても良いか｡

Ａ２. 個人データの第三者提供に当たっては, 個人データを保有し, 第三者提供を行う個人情

報取扱事業者である医療機関が, 本人の同意を得る必要があります｡ このため, 民間保険

会社から照会があった際に, 本人の ｢同意書｣ を提出した場合であっても, 医療機関は当

該同意書の内容について本人の意思を確認する必要があります｡

これは, 本人が同意書に署名する際に提供して良いとは考えていたものの, その後考え

が変わっている場合もあり得るからです｡ このため, 病院が民間保険会社に第三者提供を

行う際に, 提供する個人データの範囲 (いつからいつまでの時期の情報を提供するのか,

診療録の要約等を作成するのか, 検査結果のデータも提供するのか, など) や, どのよう

な形態で提供するかなどについて, 具体的に説明し本人の意思を確認する必要があると考

えます｡
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Ｑ３. 学校医として生徒の健康診断を行った場合, 診断結果を学校に提供することは第三者提

供に該当するか｡

Ａ３. 学校医は, 学校保健法に基づき各学校 (学校教育法第１条に定める学校) に置かれ, 学

校の職員として健康診断を行うこととなります｡ このため, 学校に健診結果を提出するこ

とは事業者内での利用であり, 第三者提供には該当しません｡

なお, 専修学校については, 生徒に健康診断を行う必要があり, 学校医に相当する医師

を置くことが望ましいとされておりますが, 必ず置かれているわけではありません｡ この

ため, 専修学校で学校医に相当する医師が置かれていない場合は, 外部の医療機関に健康

診断を委託することになります｡ この場合, 委託を受けた医療機関が専修学校に診断結果

を提出することについては, 生徒の黙示的な同意が得られているものと考えます｡

Ｑ４. 大規模災害時や事故等で, 意識不明で身元の確認できない多数の患者が複数の医療機関

に分散して搬送されている場合に, 患者の家族または関係者と称する人から, 患者が搬送

されているかどうかという電話での問い合わせがあった｡ 相手が家族であるか十分に確認

できないが, 患者の存否情報を回答しても良いか｡

Ａ４. 患者が意識不明であれば, 本人の同意を得ることは困難な場合に該当します｡ また, 個

人情報保護法第23条第１項第２号の ｢人の生命, 身体または財産の保護のために必要があ

る場合｣ の ｢人｣ には, 患者本人だけでなく, 第三者である患者の家族や職場の人等も含

まれます｡

このため, このような場合は, 第三者提供の例外に該当し, 本人の同意を得ずに存否情

報を回答することができ得ると考えられるので, 災害の規模等を勘案して, 本人の安否を

家族等の関係者に迅速に伝えることによる本人や家族等の安心や生命, 身体または財産の

保護等に資するような情報提供を行うべきと考えます｡

なお, ｢本人の同意を得ることが困難な場合｣ については, 本人が意識不明である場合等

のほか, 医療機関としての通常の体制と比較して, 非常に多数の傷病者が一次に搬送され,

家族等からの問い合わせに迅速に対応するためには, 本人の同意を得るための作業を行う

ことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます｡

Ｑ５. Ｑ４.のような状況で, 患者の家族等である可能性のある電話の相手から, 患者の容態等

についての問い合わせがあれば, どの範囲まで回答すべきか｡

Ａ５. 電話による問い合わせで, 相手と患者との関係が十分に確認できない場合には, 存否情

報やけがの程度等の情報提供に限定することも考えられますし, 相手が患者の特徴を具体

的に説明できるなど相手が患者の家族等であると確認できる場合には, より詳細な情報提

供を行うことも可能と考えます｡

Ｑ６. Ｑ５.のような方法により連絡のついた家族等から, 意識不明である患者の既往歴, 治療

歴等を聴取することは問題ないか｡

Ａ６. 治療のために必要な既往歴, 治療歴等の情報を家族から聴取することは, 個人情報の適

正な取得であり, 問題ありません｡ この場合, 本人の意識が回復した後に, 家族等から取

得した情報の内容とその相手について本人に説明することになります｡
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Ｑ７. 学校でけがをした生徒に担任の先生が付き添ってきた｡ ｢学校からの照会には回答しては

ならない｣ とされているが保護者の同意書等がなければ担任の先生にけがの状態等を説明

してはならないのか｡

Ａ７. 個人情報保護法では ｢あらかじめ本人の同意を得ないで, 個人データを第三者に提供し

てはならない｣ とされており, けがの症状を担任の先生に説明することは第三者提供に該

当します｡

質問ケースにあてはめると ｢本人｣ は生徒のことであり, 保護者ではありません (保護

者は未成年である子どもの代理人にはなります)｡ そして質問のケースについては ｢学校か

らの照会｣ (下記参照) ではなく, ｢本人の同意が得られていると考えられる場合｣ の一例

である ｢家族等への病状説明｣ (下記参照) の記述が参考になります｡

すなわち, 生徒が付き添ってきた先生の同席を拒まないのであれば, 生徒本人と担任の

先生を同席させてけがの状態や治療の進め方等について説明を行うことができると考えま

す｡

同席して説明を受けなかった場合に, 後から担任の先生が医療機関に問い合わせるのは

｢学校からの照会｣ (下記参照) の考え方に戻りますので, 本人の同意がなければ回答して

はならないことになります｡

ただし, けがの原因となった事故の再発防止や, 再発した際の応急処置等に有効であり,

学校側に必要な情報を伝えておくべきと医師が判断できる場合には ｢人の生命, 身体の保

護のために必要がある場合｣ に該当し, 仮に当該生徒本人の同意が得られない場合であっ

ても, 必要な範囲で担任の先生に情報提供できると考えられます｡

【参照ガイドライン】

第三者提供の取扱

｢学校からの照会｣ …学校の教職員等から, 児童・生徒の健康状態に関する問い合わせや,

休学中の児童・生徒の復学の見込みに関する問い合わせがあった場合, 患者の同意を得ず

に患者の健康状態や回復の見込み等を回答してはならない｡

本人の同意が得られていると考えられる場合

(例) ｢家族等への病状説明｣ …病態等について, 本人と家族等に対し同時に説明を行う場合

には, 明示的に本人の同意を得なくても, その本人と同時に説明を受ける家族等に対する

診療情報の提供について本人の同意が得られたものと考えられる｡ 同様に, 児童・生徒の

治療に教職員が付き添ってきた場合についても, 児童・生徒本人が教職員の同席を拒まな

いのであれば, 本人と教職員を同席させて治療内容等について説明を行うことができると

考えられる｡

Ｑ８. 警察や検察等捜査機関からの照会や事情聴取に関して ｢第三者提供の制限の例外｣ に該

当する場合には, どのようなものがあるのか｡

Ａ８. 警察や検察等の捜査機関の行う刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会 (同法第507条に

基づく照会も同様) は, 相手方に報告すべき義務を課すものと解されている上, 警察や検

察等の捜査機関の行う任意捜査も, これへの協力は任意であるものの, 法令上の具体的な

根拠について行われるものであり, いずれも第三者提供の制限の例外である個人情報保護

法第23条第１項第１号の ｢法令に基づく場合｣ に該当すると解されます｡

また, 個別の犯罪捜査以外でも, 例えば, 災害発生時等に警察が負傷者の住所, 氏名や

傷の程度等を照会する場合等公共の安全と秩序の維持の観点から照会する場合は, 同法第

23条第１項第４号の ｢国の機関が法令で定める事務を遂行することに対して協力する必要
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がある場合｣ で ｢本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るとき｣ に該当すると考えられます｡

Ｑ９. 警察や検察等捜査機関から患者の状況について照会や事情聴取があった場合, 患者本人

の同意を得ずに回答できるのでしょうか｡ 個人情報保護法第の施行を機に警察等からの照

会等に対する取り扱いを変えた方が良いか｡

Ａ９. 警察や検察等捜査機関からの照会や事情聴取は, 個人情報保護法第23条第１項第１号の

｢法令に基づく場合｣ に該当し, 患者本人の同意を得ずに回答しても同法違反とはなりませ

ん｡ また, 災害発生時等における照会については同法第23条第１項第４号に該当すると考

えられることから, これらに関する取り扱いを変更する必要はなく, 従来通りの対応が可

能と考えられます｡

なお, 上記照会や事情聴取により求められた患者の状況その他の医療情報を患者本人の

同意なく提供することが民法上の不正行為を構成することは通常考えにくいと思われます｡

もっとも, 求められた以外の情報を提供した場合には, 損害賠償を請求されるおそれも否

定できません｡ 照会や事情聴取に応じ警察や検察等捜査機関に対し個人情報を提供する場

合には, コールバック等により相手先を確認するほか, 当該情報提供を求めた捜査官の役

職, 氏名を確認するとともに, その求めに応じ提供したことを後日説明できるようにして

いくことが必要と思われます｡

Ｑ10. 生活保護法に基づき行われる, 都道府県・市町村による指定医療機関への被保護者に係

る病状調査とはどのようなものか｡ また, 本人の同意を得なくても, 回答することは可能

か｡

Ａ10. 福祉事務所が指定医療機関に対し, 現に生活保護を受給している者について, その

・稼働能力の有無や程度の判定

・医療扶助等生活保護費の給付の必要性や程度の判定等, 生活保護の決定・実施および自

立の助長・指導のために必要な医学的所見を求める調査のことをいいます｡

この病状調査は, 生活保護法第50条 (※１) および指定医療機関医療担当規定第６条

(※２) に基づくものであり, 指定医療機関はこれに応じる義務があるものであって, 第三

者提供の例外規定の内 ｢法令に基づく場合｣ に該当するので (個人情報保護法第23条第１

項第１号), 医療機関は本人の同意を得ずに当該調査に対して回答することが可能です｡

なお, 電話による個人情報の照会の場合には, コールバックにより相手先の確認をする

等, 慎重な取り扱いが望ましいことを申し添えます｡

※１. 生活保護法第50条

１. 生活保護の指定医療機関は, 厚生労働大臣の定めるところにより, 懇切丁寧に被保護

者の医療を担当しなければならない｡

２. 指定医療機関は被保護者の医療について, 都道府県知事の行う指導に従わなければな

らない｡

※２. 指定医療機関医療担当規程

第６条 指定医療機関は, その診療中の患者及び保護の実施機関から生活保護法による保

護につき, 必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは, 無償でこれを交

付しなければならない｡
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介護保険制度改正により, 新たに介護予防サービス, 地域密着型サービスというサービス類

型が創設されました｡ これらのサービスの利用料にかかる医療費控除の取り扱いについても,

基本的には従来と同じ考え方であり, 具体的には下記の図のとおりです｡

【従来の取り扱い】

�
【改正後の取り扱い】

介護保険サービス利用料の医療費控除の取り扱いについて

医療費控除の取り扱い サービス種別

医療費控除の対象

① 訪問看護
② 訪問リハビリテーション
③ 居宅療養管理指導
④ 通所リハビリテーション
⑤ 短期入所療養介護
⑥ 介護老人保健施設
⑦ 介護療養型医療施設

①～⑤のサービスと併せて利用する場合のみ
医療費控除の対象

⑧ 訪問介護 (生活援助中心型を除く)
⑨ 訪問入浴介護
⑩ 通所介護
⑪ 短期入所生活介護

２分の１医療費控除の対象 ⑫ 介護老人福祉施設

医療費控除の対象外
⑬ 認知症対応型共同生活介護
⑭ 特定施設入所者生活介護
⑮ 福祉用具貸与

医療費控除の取り扱い サービス種別

医療費控除の対象

①
訪問看護
介護予防訪問看護

②
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション

③
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導

④
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

⑤
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護

⑥ 介護老人保健施設
⑦ 介護療養型医療施設

①～⑤のサービスと併せて利用する場合のみ
医療費控除の対象

⑧
訪問介護 (生活援助中心型を除く)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護

⑨
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護

⑩

通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

⑪
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

２分の１医療費控除の対象 ⑫
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設

医療費控除の対象外

⑬
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

⑭
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

⑮
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
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【医療費控除についての留意事項】
※ (１), (２) については居宅サービス, 地域密着型サービス, 介護予防サービスの場合

(１) 居宅サービス計画, 介護予防サービス計画に位置づけられていること (上記①～⑤

のサービスを除く)

(２) 指定居宅サービス, 指定地域密着型サービス, 指定介護予防サービス (つまり介護

保険適用) であること (ただし訪問看護, 介護予防訪問看護は医療保険適用の場合も

対象)｡

(３) １割負担分が対象｡ 全額自己負担の場合は対象外｡

(４) その他の日常生活品費等も対象外｡

(５) 通所サービス, 短期入所サービスおよび施設サービスにおける居住費 (滞在費)・

食費にかかる医療費控除の取り扱いは下記のとおり｡ 特別な居住費・食費については,

従来のとおり医療費控除の対象としない｡

介護報酬１割負担 居住費 食 費

介護療養型医療施設 ○ ○ ○

短期入所生活介護 ○ × ×

短期入所療養介護 ○ ○ ○

通所介護 ○ － ×

通所リハビリテーション ○ － ○

介護老人福祉施設 ○ (１／２) ○ (１／２) ○ (１／２)

介護老人保健施設 ○ ○ ○
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【領収書の様式例】
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今回の情報企画レポートでは, 本紙10月15日号掲載の ｢日レセ導入ユーザーからの声｣

＜PART１＞に引き続き, 本会会員ユーザーのご協力のもと, 導入体験記を執筆いただいたの

で, 以下にご報告させていただく｡ 今後, 日レセの導入を検討中の医療機関におかれては, 前

回の＜PART１＞および今回の記事を参考にしていただければと考えている｡

◆基本情報
地区：左京

医療機関名：那須医院

診療科目：内科・胃腸科

◆導入体験記

Ｑ１：日レセを導入した動機は？

Ａ１：Ｓ社のものを使用していましたが, 改正の度にコスト, 手間, 質問事項が発生し,

なおかつ今後現在のマシンが使用できなくなる恐れがあるとのことで日レセを導入し

ました｡

Ｑ２：導入時に他の大手レセコンと比較しましたか？

Ａ２：Ｓ社の最新機種と比較しました｡

Ｑ３：導入された機器のおおまかなハード機器セットは？

Ａ３：本体１台 (ハードディスク２台), プリンタ１台, ディスプレイ１台, 無停電電源

１台, ルータ１台｡

Ｑ４：導入作業はどのような経過でしたか？

Ａ４：平成18年４月の診療報酬点数改正開始約３ケ月前から導入の講習が始まりました｡

１月, ２月, ３月はＳ社と日レセの両方に入力し点数漏れの有無やソフトの特徴やク

セを把握しながら日レセのみの本出力に備えました｡
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Ｑ５：医療事務の方の反応は？

Ａ５：Ｓ社の画面の構成, 内容, なにより特殊なキーボードだったためかえって, 日レセ

の一般用のキー配列とマウスの使用に時間がかかってしまいました｡ Windows や Linux

ユーザーの方であれば, 問題ないと思われます｡ １社だけのレセコンに慣れきってし

まっていると, ちょっと頭の転換に時間がかかるかもしれません｡ 逆に日レセに慣れ

ると, オンラインでプログラム更新やマスタ更新が日医白クマ通信と共にあっという

まに完了してしまいます｡

Ｑ６：導入設定後の入力方法等の指導は？

Ａ６：１回約３時間５回｡ サポート事業者 (三栄メディシス) のレスポンスは大変良く,

質問に対してもＦＡＸ等で迅速にいただいています｡

Ｑ７：現在まで使用して日常診療での使い勝手は？

Ａ７：業務メニューまでの立ち上がりも早く現在特に問題ありません｡

Ｑ８：大規模改正時の対応はうまくいっていますか？

Ａ８：プログラム更新や重要なバージョンアップはサポート事業者が更新手順を指示して

くれますのでそれに従っていれば全く問題ありません｡ なによりオンラインですので,

フロッピーのやりとり等なく極めてスムーズです｡

Ｑ９：過去に何か急なトラブルを経験したことは？ その際の対応は？

Ａ９：突然すべての入力ができなくなりましたが, 再起動で復活することがありました｡

ある特定の入力だけができなくなった時, サポート事業者が遠隔操作により当院の

ソフトの不具合を修復してくれました｡ これは本当に心強く頼りになります｡

Ｑ10：今まで使用してきて日レセのメリットやデメリットは？

Ａ10：メリット

・ソフト内容のきめ細かい更新

・大改正時のコスト削減

・今後のオンラインレセプトの布石

・ハード間で融通がきく

デメリット

・オンライン化による情報の漏洩 (最重要危惧事項)

・ソフト内で何をされているのか全くわからない

・日レセがスタンダードになるとは限らない

(編集部注：日レセバージョンアップの際, 日医サーバーに接続した際に上記のよう

に医療機関のレセデータ等が日医側に送られるようなことは100％ありません)
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◆基本情報
地区：相楽

医療機関名：岡村耳鼻咽喉科医院

診療科目：耳鼻咽喉科

◆導入体験記

Ｑ１：日レセを導入した動機は？

Ａ１：開業以来18年間手書きでレセプトを作製してきた｡ 以前からいつかはレセコンを導

入しなければと思っていたが, 今年４月診療内容のわかる領収証の発行が義務づけら

れることとなったため, 思いきってレセコンを導入することにした｡ レセコン会社が

数ある中で, 日レセを選んだ理由は, 長期的に見た費用が, 他社に較べて大幅に安い

ことである｡ これは京都医報の日レセについての特集号で知った｡ また既に日レセを

導入している, 知り合いの先生に問い合わせてみたところ, 特に問題なく, 良いレセ

コンであり, 業者のサポートもよいとのことだったので, 導入を決心した｡

Ｑ２：導入時に他の大手レセコンと比較しましたか？

Ａ２：比較しなかった｡ いろいろな人から聞くのに, 大手レセコンは制度改正のたびに費

用が要るとか, トラブルがあるらしいし, 定期的に高額のハードウェアの購入をせま

られるらしいので, 最初から比較せず, 日レセに決めた｡

Ｑ３：導入された機器のおおまかなハード機器セットは？

Ａ３：コンピュータ本体１台, プリンタ１台, 無停電電源１台｡ これは一番小さいハード

機器セットである｡ すべて受付の横に置いている｡ 当院は耳鼻科で診療行為と投薬が

単純で種類が少なく, 検査の種類も頻度も少なく, 患者数も多くないので, 最低限度

のシステムでよいと考えた｡ 費用は約130万円, インターネットは ADSL の常時接続

である｡

Ｑ11：他の先生方にこれを勧めることができますか？

Ａ11：機能, 価格, サポート面からも十分勧めることができると考えます｡ オンライン化

の恩恵には多大なものがありますが, 逆にそれがデメリットにもなり得ます｡ またサ

ポート事業者の選定が, 使い勝手の良し悪しを決める可能性があると思います｡
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Ｑ４：導入作業はどのような経過でしたか？

Ａ４：詳しい領収書発行の猶予期間が切れる平成18年10月１日から実際に使用することに

した｡ ７月中旬にハード機器セットを別室に据えた｡ ９月末までに５回インストラク

ターに来てもらい, 私と従業員１人との２人で講習を受けた｡ １回の講習時間は２時

間から３時間｡ 残りの従業員３人には, 私と講習を受けた従業員とが教えた｡

８月, ９月の慣らし運転中に自院で使用する薬の登録, 処置行為の登録, 患者の登

録等をやった｡ 従業員はローマ字入力にとまどっていた｡ マウスの扱い方も覚束なく

間違ったところでクリックすることも多かった｡ 分からないことは業者に電話すると

すぐ教えてくれた｡

10月１日から実地に日レセを使用したが, 患者登録の際, 難しい漢字の入力につま

ずいたり, 診療行為の変更, 保険の変更にとまどった｡ 一時的に手書きで領収書を発

行することもあった｡

Ｑ５：医療事務の方の反応は？

Ａ５：銀行の自動現金預け払い機, 電車の駅の自動券売機等, コンピュータとのつき合い

が避けられない現在, 時代の趨勢として, 来るべきものが来たとの受け止め方で拒否

感はない｡ 操作も, 銀行や駅のタッチパネルがマウスに変っているだけで簡単で, 計

算しなくて済む分, 楽だと言っている｡ ただ, ローマ字による日本語入力に, 従業員

の一部は11月現在もまだ慣れていない｡

Ｑ６：導入設定後の入力方法等の指導は？

Ａ６：１回２時間から３時間の指導を５回受けた｡ 入力方法で分からないことは電話で質

問した｡ サポート事業者は親切に分かりやすく説明してくれた｡

Ｑ７：現在まで使用して日常診療での使い勝手は？

Ａ７：特に問題ない｡ 使い勝手は良い｡ DO 検索によって, 前回と同じ処置の場合, 入力

が簡単にできる｡ 当然のことながら, コンピュータにあらゆる保険診療上の, 処置,

検査, 薬が記憶されていて, 検索も容易である｡ 本をめくって調べ, 手で計算してい

た時と違って, 楽になったし, 計算間違いもなくなった｡ レセプトの作製も楽になっ

た｡

Ｑ８：大規模改正時の対応はうまくいっていますか？

Ａ８：まだ大規模改正に出合っていないので分からない｡
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Ｑ９：過去に何か急なトラブルを経験したことは？ その際の対応は？

Ａ９：プリンタが動かなくなったことがある｡ プリンタ製造会社に電話して指示をあおい

だが, それでも復旧しなかったので, 会社の保守要員がその日に来てくれて直った｡

結局紙づまりだった｡

Ｑ10：今まで使用してきて日レセのメリットやデメリットは？

Ａ10：他社のレセコンを知らないので, よくわからないが, 日医からの長期的なサポート

が得られることが利点と思う｡

Ｑ11：他の先生方にこれを勧めることができますか？

Ａ11：勧めることができる｡ 日常使っていて特に問題ないし, レセプト作製も問題ない｡

(原文歴史的仮名遣い)

参考：過去のレセコン関係の医報記事

①７月１日号 ３ページ レセオンライン請求

②８月１日号 ８ページ 厚労省開発レセスタに関する注意点

③８月15日号 ８ページ 日レセソフトの優位性

④９月15日号 ４ページ 日レセソフト導入に関わる日医認定ＩＴサポート業者

⑤10月15日号 19ページ 日レセ導入ユーザーからの声

⑥11月15日号 22ページ 日レセユーザーへのアンケート調査結果
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医局崩壊は国の政策であったと考えてい

る｡ 04年からの新臨床研修スーパーローテー

ション制度はその目的は表向きプライマリ

ケア医 (なんでもできる医者) 育成のため

の研修場所に一般市中民間病院を加えるこ

とであったが厚労省のもうひとつの狙いは

それまでの大学医局における教授や医局長

の人事権を奪う戦略であったと推察してい

る｡ 医局はそれまで医師の生涯にわたる就

職に暗然たる影響を及ぼしていた｡ 今回の

それはこの医局を中心とした医師の集結力

を削ぐことがその目的ではなかったのか｡

これに加え, 国の指導による大学病院の病

態別講座再編や国立病院独立採算制により

医学部教授会は医学, 医療を論ずる場から

彼らがもっとも不得手な 『経営』 を論議す

る場に変わることを余儀なく強いられ, そ

れまで教授を頂点に長年にわたり人事権と

博士号を武器として強大な権力を有してい

た日本の医局講座制度は意外なほど脆く短

時間に崩れ去った｡ この是非についての議

論はさておき, 私は医局崩壊後の10年, 20

年先を危惧している｡

私の時代には医師は大学を卒業した後は

基本的に大学病院の医局において給料月額

７万円程度の薄給の研修医生活, 引き続き

その後も数年を医局で送るものが７割を占

めた｡ 大学病院の患者は重篤な患者が多く,

この研修医時代に必然的に, 心の準備も充

分でないまま, 受け持ち患者の死という事

態にまともに向き合うこととなる｡ 医局の

師弟制度の中で数多くの先輩医に医師とし

ての基本を叩き込まれたこの時期は他にた

とえようもなく重要な医師としての第一歩

であったといえる｡ またこの医局の生活の

中で医療の基礎研究の重要性を認識するこ

ともあれば海外留学の夢を持つ医師もいた｡

医局には個性と一家言を有したベテランの

医師が数多く机をならべており, その中で

研修医も多くの日を病院で寝泊した｡ 私の

いた医局と医局病棟看護部門は24時間共に

生活する大家族のような集団であった｡ ８

年間を大学病院で過ごし, その後は市中病

院を経て開業したが大学病院での研修生活

と専門性の高い臨床, 市中病院での広範な

臨床経験が今の外来診療の大きな支えになっ

ていると感じる｡ 医局を出て20年以上経過

したが数年ごとに開催される当時の医局員

や病棟看護師らによるＯＢ会は今でも最も

楽しみな再会の場である｡ この場は自らの

医師としての原点であり, かつて寝食を共

にして日夜診療に真剣勝負で向き合ってい

た戦士たちの懐かしい顔がある｡ ８年にわ

たる大学病院生活でのオーベンや先輩医に

今も深く感謝している

２年前始まった新研修医制度における研

修病院選定でのマッチングでは大学病院に

は人気がなく, 大都市に近く雑用が少なく

雰囲気のよい市中病院を選ぶ研修医が半数

であったという今風の若い医師の気質とも

呼応した結果が出ている｡ 新卒医師たちは

ネットで全国の研修指定病院の研修プログ

ラムを詳細に検討し, 研修プログラムに従っ

た教えを受け, おまけに結構な額の給料も

支給されていると聞く｡ 新制度で研修を受

けた医師の中には, 幅広く臨床の場を見る

ことができたと好感を持って受け入れられ

ている意見も多く散見する｡ が, それは

『広く浅く』 ではないのか｡ そもそも医師

たるもの, どこでどのようなプログラムで

研修するかではなく, 眼の前の患者に臨床

医として如何に悩み続け, 答えの出ない場

合も常に決断を迫られる厳しい職業である

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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ことを最初に学んでいただきたい｡ 医師成

り立ての貴重な２年間の時期をローテンショ

ンで 『お客さん』 として各科をラウンドす

るだけというのはいかにももったいない｡

この時期には患者さんへの基本的な対応,

医師である前に一般社会人としての振る舞

い, パラメディカルとの共同作業等々, ロー

テート以前に医師としての基本を先輩医か

ら盗み見, 自ら学んで自分のものとするの

が大人の所作なのではないのか｡ 厚労省の

お考えもわからないわけではないが本物の

プライマリケアのできる医師が育つには卒

後最低でも10年かかるのは医療の現場の常

識である｡ 医療側から出たものではない行

政官僚指導の一律のシステムというものは

私には胡散臭く思える｡

20年前のおそらくはバブルの頃に端を発

し日本人そのものが変質しつつあるように

私には見える｡ 医師や医療に対する日本人

の認識や要求もそれまでとは異なるように

なりこのため医師も変わらざるを得ない｡

臨床の世界にはもともと不確実性を内在す

ることが医師・患者間に暗黙に了解されて

いた｡ 法的には医師は患者の病態改善のた

め一定の注意と努力を尽くすという手段債

務を負っているがこれがいつの間にか結果

債務が問われるようになり高額の賠償金や

刑事罰・逮捕に巻き込まれている｡ この５

年ほどの国の一方的強引な診療報酬の財政

的なしめつけとマスコミの暴力的医師誹謗

論等の追い討ちにあって志を持って医師と

なり第一線で努力してきた勤務医のみなら

ず開業医も今, 医療そのものへの使命感,

モティベーションを失いつつあるように見

受ける｡ 正常分娩以外はすべて医師側の落

ち度として訴えられ, 場合によって官憲に

引っ張られるような現状では産科医はます

ます減少する｡ 封印された医師たちの現場

からの退去という反逆が今確実に静かに始

まりつつある｡ 達成後45年の歴史を持つ日

本の国民皆保険制度の根幹からの崩落も起

こりつつある｡ 今後は従来の医局という自

らの医師としての拠り所を持たないフリー

タ医師も世に増える｡ 旧体制の医局には多

大な弊害があったのも事実である｡ ただ厚

労省は今回の研修医制度変更は10年以上議

論してきたとのお話であるが周辺整備の準

備が十分ではなくあまりにも性急すぎたと

考える｡ このままでは今後も新たな負の波

及効果が出現する可能性がある｡

(情報企画委員会担当理事 藤井純司)

捜査協力のお願い

今般, 京都府五条警察署より阪急電鉄(株) 河原町駅コインロッカー内において発見された

男児嬰児死体について捜査協力依頼がありました｡ 本嬰児は, 肺等の浮遊実験の結果, 浮遊す

ることから ｢生産児であった｣ こと, および正常分娩で出産と判断されるとともに, へその緒

の切断状況から自力分娩の可能性も認められるとのことです｡ 京都市内および周辺の産婦人科

医院等に対して, 平成18年11月もしくは12月を産み月とする妊娠女性を診察し, その胎児 (男

児) と推測されるが出産事実のない母体女性について (出産したが死亡した男児の母体女性を

含む), お気づきの点がありましたら, 下記連絡先までご連絡ください｡

【連絡先】
京都府五条警察署 ｢刑事課嬰児死体遺棄事件特捜班｣

(電話 075－352－0110 内線 566, 546, 548)
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理
事
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横
顔
紹
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早いもので理事になって４年目となりました｡ 府医の理事は１期２年で, 原則的に２年に１

度入れ替わりの時期があるのですが, 私は前任の岩田先生が右京医師会の会長になられて退任

された関係で ｢中途採用｣ のような形で入りました｡ 油谷前会長の暖かいご配慮か, あるいは

単に ｢こいつは仕事できそうにないなあ｣ と見抜かれたのか, 最初の１年は見習いのような形

で楽をさせていただきました｡ しかしそのような日々がずっと続くはずはなく, だんだんと忙

しさを増しつつ現在に至っている次第です｡

現在の担当は, 基本健診, 心臓検診, 糖尿病対策です｡ (ちなみに担当をみると内科医っぽ

いですが元々は外科医です)

糖尿病の発症予防・早期発見・合併症予防をめざし, 日本医師会, 日本糖尿病学会, 日本糖

尿病協会の三者により平成17年２月に日本糖尿病対策推進会議が設立されました｡ それを受け

て京都府でも京都糖尿病医会, 両大学および府医が協力して平成17年12月に京都府糖尿病対策

推進事業委員会を立ちあげました｡ 本委員会は稲垣委員長, 土井副委員長以下非常に熱心な先

生方がそろっており精力的に活動をしております｡ 現在京都府内４会場でそれぞれ３回シリー

ズで行う糖尿病対策推進のための医師向けの講習会を行っております｡ 第１シリーズの総論・

診断には各会場でたくさんのご参加をいただきありがとうございました｡ この12月からは第２

シリーズ・治療が始まっています｡ 第１シリーズに負けない充実した内容で必ず日常診療のお

役に立てるものと自負しておりますので, ぜひとも奮ってご参加いただきますようお願いいた

します｡

心臓検診委員会でも上田委員長以下, 長年にわたって京都府統一方式の学校心臓検診を推進

し大きな成果を上げております｡

さて現在の懸案事項は, 平成20年度から大きく変更される健診・保健指導制度です｡ 12／１

号の医報に解説記事を書かせていただきましたので, 変更点等の詳細は省略いたしますが, 現

在の基本健診とは全く様変わりすることになります｡ これに対しましては, 基本健診委員会だ

けではなく, 医師国保も交えて対応プロジェクトを作って検討を重ねています｡ 現在, 京都府

では先生方のご協力の下, 基本健診に医師会が積極的に関与する体制にあります｡ 平成20年度

からの新しい健診・保健指導制度には多くの問題点が指摘されていますが, できるだけ問題点

を一つ一つクリアして, 医師会として今後も健診・保健指導に関わっていきたいと考えており

ます｡ 重大な問題ですので, 新しい情報が入り次第, 随時庶務担や担当理事連絡協議会等でお

伝えいたします｡ また皆様方からのご意見, ご提案がいただければ幸いです｡
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総合周産期母子医療センター
新生児集中治療室 (ＮＩＣＵ) の増床工事について

このたび, 京都産婦人科医会ならびに総合周産期母子医療センターより, センターＮＩＣＵ

の増床改修工事に伴う入院受入制限についての協力依頼がありましたので, お知らせいたしま

す｡

京都府における周産期医療の中心的機関としてその役割を果たしてきた本センターでは, 昨

今の周産期医療を取り巻く環境から, さらなる充実を目的に, 以下のとおり増床改修工事を行

うこととなりました｡ 各医療機関におかれましては, 本件の趣旨を十分ご理解いただき, ご協

力いただきますようお願いいたします｡

●新生児集中治療室 (ＮＩＣＵ) の増床：６床→９床 (３床の増床)

●工事期間：平成19年２月８日～４月15日

●工事期間中の対応：仮設病棟 (ＮＩＣＵ４床, 仮設後方病床８床) で運営を存続されます

が, 病床数が現行の半数以下になるため, 下表のとおり入院受入制限が行われます｡

改築工事に伴う入院受け入れ制限について

仮設病棟では病床数が現在の半数以下となりますので, 受け入れはかなり制限せざるを得ま

せん｡ また, 多胎 (特に品胎) は受け入れが困難と思われます｡

なお, 工事期間中, 緊急電話 (075－525－6620) は通常通り使用可能です｡ また, ドクター

カーによる搬送も行います｡

12／３～12／９ 12／10～12／16 12／17～12／23 12／24～12／30 12／31～１／６

母体搬送 24週以降 25週以降 26週以降 27週以降 28週以降

新生児搬送 ○ ○ ○ ○ ○

１／７～１／13 １／14～１／20 １／21～１／27 １／28～２／３ ２／４～２／10

母体搬送 29週以降 30週以降 31週以降 32週以降 ×

新生児搬送 ○ ○ ○ × ×

２／11～２／17 ２／18～２／24 ２／25～３／３ ３／４～３／10 ３／11～３／17

母体搬送 30週以降 30週以降 30週以降 30週以降 30週以降

新生児搬送 ○ ○ ○ ○ ○

注１) ２月８日に予定の仮設病棟への引っ越しの日は全面的に受け入れできません｡

注２) ４月10～15日に予定の新病棟への引っ越しの日は全面的に受け入れできません｡

注３) 当院で新生児搬送の受け入れが不可能な場合でも, 他院への三角搬送は行います｡

３／18～３／24 ３／25～３／31 ４／１～４／７ ４／８～４／15

母体搬送 30週以降 30週以降 × ×

新生児搬送 ○ ○ ○ ×
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在宅酸素療法中の禁煙徹底についてのお願い

京都市消防局

本年８月および10月に, 在宅酸素療法 (HOT：Home Oxygen Therapy) を受けている方の住

宅から火災が発生し, 高齢の方が２名亡くなられました｡ また, 過去には市内の病院において

も, 酸素吸入中の喫煙による出火事案が発生しています｡

■事例１
84歳の女性が自宅で酸素吸入中に喫煙した際, たばこの火種が

床面の酸素チューブの上に落ちて, 酸素チューブが溶け酸素が噴

出したために火事になったもので, この女性は焼死されました｡

■事例２
70歳の男性が酸素吸入中に, たばこを吸おうとしてライターに

点火したため火事になったもので, この男性は焼死されました｡

■事例３
77歳の男性が, 病院の廊下で酸素吸入中に喫煙したため, 酸素

吸入用マスクに引火して火事になったもので, この男性は１～３

度の火傷を負われました｡

消防局では, 酸素吸入中に喫煙すると, どのようにして火事に

なるのかについて再現実験を行いました｡

火の付いたたばこと酸素吸入用のカニューラの先端の間隔を３

㎝に保ち, 毎分1.5�の酸素を流すと, 約５秒でたばこが炎を上げ

て燃え出します｡

たばこが炎を上げて燃えると簡単にカニューラに着火し, いっ

たんカニューラが燃え出すと, 酸素の作用によってカニューラの

燃焼は一気に進みます (写真１)｡ さらにカニューラからガスバー

ナーのように炎を噴出しながら燃焼を継続しますが (写真２),

ここまでに要する時間は実験開始からわずか20秒です｡

以上の実験から, 酸素吸入中の喫煙の恐ろしさを再認識してい

ただけたと思いますが, 在宅酸素療法を行っている患者さんに対

して, 酸素吸入を行いながらの喫煙の危険性をはじめ, 火気取り

扱いについて十分に注意するよう指導していただくなど, 再発防止についてご協力をお願いい

たします｡

■担当 京都市消防局安全救急部市民安全課

京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の２

電話 075－212－6695

写真１ 人形に装着したカニュー
ラにたばこの火が引火して激し
く燃えているところ｡

写真２ 人形から燃え落ちたカ
ニューラが炎を噴出しながら激
しく燃えているところ｡
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①図説血栓・止血・血管学 血栓症制圧のために

(一瀬白帝／編 2005.９ 中外医学社 29,400円)

②血栓症ナビゲーター

(池田康夫／監修 2006.１ メディカルレビュー社 4,935円)

③ＤＩＣ治療の新たなストラテジー

(丸藤 哲／編 2004.８ 先端医学社 4,410円)

血栓・止血, 凝固・線溶というのは, 我々一般臨床医にとっては取っ付きにくい学問ですが,

元々血液学の一分野として特に出血傾向を来す血友病の研究とともに発達してきたものです｡

しかし最近は動脈硬化を基礎疾患とした生活習慣病が話題になり, 高齢化社会ともあいまって

脳梗塞や心筋梗塞といった血栓症が注目されてきています｡ 従ってこの学問は血液内科だけで

なく, 循環器内科, 神経内科, 血管外科はもちろん一般外科, 産婦人科, 整形外科など多くの

分野にも関係しており, また多くの研究報告がされています｡ かって19世紀半ばにドイツの有

名な病理学者である Virchow は血栓形成の発症には血流の変化, 血液成分の変化, 血管壁の変

化の３要素が必要であると述べています｡ このことは研究が飛躍的に進歩した現在でも当ては

まるものです｡ そういった意味でも最初にあげる ｢図説血栓・止血・血管学 血栓症制圧のた

めに｣ はこの分野に関係した最新の全ての研究成果を踏まえて, 我が国を代表する多くの専門

家が執筆をされており現在の血栓止血学の集大成といえるものです｡ まずこの本は教科書的な

ものとしてご利用いただければと思います｡ それに対して ｢血栓症ナビゲーター｣ は血栓症学

の幅広い領域をカバーする多くのトピックスを各項目別に簡潔に見開きで説明しており, 手軽

に読める本です｡ 各頁に見出しが書かれており自分の知りたい項目が直ぐに理解できるように

なっているのも特徴としてあげられます｡

播種性血管内凝固症候群 (ＤＩＣ) は全身の微少血管内の血栓形成により凝固因子が消費さ

れ, 出血傾向をきたす疾患として理解されています｡ 1970年代に主に造血器腫瘍特に急性前骨

髄球性白血病に合併してくることが多く, 出血傾向があるのに抗凝固剤であるヘパリンを使用

室室室 だ図図図 書 よよよ り



47

図
書
室
だ
よ
り

医
薬
品
・
医
療
用
具
等
安
全
性
情
報

することには当初抵抗を感じたものです｡ 最近では多くの重症疾患の末期に付随する多臓器不

全に合併するものとして注目されています｡ それに従ってＤＩＣの定義や診断基準も変わって

きています｡ またＤＩＣ治療のガイドラインについても現在血栓止血学会で検討中であり, そ

のためＤＩＣに関する最近の図書が余りないのですが, この ｢ＤＩＣ治療の新たなストラテジー｣

では最新のＤＩＣについての知見がコンパクトにまとめられています｡

(府医学術・生涯教育委員会委員長 木谷輝夫)

���������	
��

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, 学術・広報課までご連絡

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

①医療機器 (インスリンペン型注入器用注射針) の自主回収について (日医常任理事)

今般, 日本ベクトン・ディッキンソン㈱が輸入販売したインスリンペン型注入器用針

｢ＢＤマイクロファインプラス31Ｇ５mm｣ の一部に, 製造過程において潤滑油の除去が不十

分なため, 薬液が注入されない製品があることが明らかとなりました｡ 当初, 同社は当該製

品全ロットの回収としておりましたが, その後原因が判明し, 回収範囲を下記に示す６ロッ

トに特定することとしました｡

医療機関に対しては, 患者の安全の確保という視点から, 注射前の空打ちの実施 (薬液が

出ることの確認), 薬液が出ない場合の当該針の使用中止などを患者に指導徹底することを

求めるものです｡

回収対象

製造ロット番号：6061207, 6095680, 6095682, 6095683, 6095684, 6095697
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今回は西陣, 伏見Ａ, 伏見Ｂの３チームが

３勝０敗, 総勝数７の好成績で優勝を争った

が, チーム勝数・総勝数共に同じ場合は対戦

した相手の勝数が多い方が上位との規定によ

り, 伏見Ａの優勝, 伏見Ｂの準優勝, 西陣の

３位が確定した｡

本大会は今後も12月の第１日曜日に開催

したいと考えているが, 和気あいあいの一日

をぜひ, 多くの会員に共有していただきたく,

来年度のご参加をお待ちしたい｡
△

優勝＝伏見Ａチーム

(神谷康隆, 竹友重信, 藤原哲司)

△

準優勝＝伏見Ｂチーム

(原 敬吾, 相川一郎, 植田謙次郎)

△

３位＝西陣チーム

(守屋 新, 永原博基, 野田善夫)

(敬称略)

△

４位＝北チーム

△

５位＝中京西部・西京混成チーム

△

６位＝伏見Ｃチーム

△

７位＝宇治久世Ｂチーム

△

８位＝宇治久世Ａチーム

△

９位＝左京チーム

△

10位＝山科チーム

府医地区対抗囲碁大会 対戦表 Ｈ18.12.３

������������������������			
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本年度の府医地区対抗囲碁大会が12月３日

(日), 府医師会館で開催された｡ 当日は, 各

地区より10チーム (北, 西陣, 左京, 山科,

伏見Ａ, 伏見Ｂ, 伏見Ｃ, 宇治久世Ａ, 宇治

久世Ｂ, 中京西部・西京混成)30名が参加,

それぞれ３回対局し, 日頃鍛えた腕を競い合った｡
見事好成績を収められた伏見Ａ・Ｂ, 西陣チームの方々

熱戦が繰り広げられた地区対抗囲碁大会

チ ー ム 名 ① 西 陣 ②宇久Ａ ③伏見Ｃ ④ 左 京 ⑤伏見Ｂ ⑥伏見Ａ ⑦宇久Ｂ ⑧混成 (中
西・西京) ⑨ 北 ⑩ 山 科

１
回
戦

対 戦 相 手
勝 敗
勝 数

②宇久Ａ
○
２

①西陣
×
１

④左京
○
２

③伏見Ｃ
×
１

⑦宇久Ｂ
○
３

⑧混成
○
３

⑤伏見Ｂ
×
０

⑥伏見Ａ
×
０

⑩山科
○
２

⑨ 北
×
１

２
回
戦

対 戦 相 手
勝 敗
勝 数

③伏見Ｃ
○
２

⑤伏見Ｂ
×
１

①西陣
×
１

⑦宇久Ｂ
×
１

②宇久Ａ
○
２

⑨ 北
○
２

④左京
○
２

⑩山科
○
２

⑥伏見Ａ
×
１

⑧混成
×
１

３
回
戦

対 戦 相 手
勝 敗
勝 数

⑩山科
○
３

⑥伏見Ａ
×
１

⑨ 北
×
０

⑤伏見Ｂ
×
１

④左京
○
２

②宇久Ａ
○
２

⑧混成
×
１

⑦宇久Ｂ
○
２

③伏見Ｃ
○
３

①西陣
×
０

合

計

チーム勝数
総 勝 数
相 手 勝 数

３
７
８

０
３
21

１
３
16

０
３
13

３
７
９

３
７
13

１
３
14

２
４
12

２
６
12

０
２
17

順 位 ３位 ８位 ６位 ９位 準優勝 優勝 ７位 ５位 ４位 10位
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日本医師会主催 ｢在宅医研修会｣
参加者募集

日本医師会は下記の要領にて ｢在宅医研修会｣ を開催します｡ 参加申込は都道府県医師会経

由となっていますので, 参加ご希望の方は12月19日(火) までにＦＡＸ (様式は任意) にて,

｢日医在宅医研修会参加希望｣ とご記入の上, 氏名, 地区医師会名, 連絡先住所, 電話番号,

ＦＡＸ番号を府医事務局地域医療課 (075－315－5290) までお知らせください｡ 申込者が多数

の場合は日本医師会で調整の上, 都道府県医師会経由で受講票が送付されます｡

目 的

少子高齢の進展とともに, 総人口が減少化する傾向の中, 多くの国民は, 住み慣れた地

域で, 可能な限り自立した生活と尊厳のある暮らしを続けたいと望んでいる｡ このような

状況の下で, 24時間365日を合い言葉に地域の医療提供体制についても国の各種審議会を

はじめ, 様々な場面においてそのあり方が論じられている｡

今般, 国による療養病床再編施策が打ち出され, それに伴う施設から地域への流れが加

速する中, 適正な地域の体制づくりが喫緊の課題となっている｡

かねてから日本医師会が主張してきた在宅重視の姿勢を受け, 平成18年４月の診療報酬・

介護報酬の同時改定において, ｢在宅療養支援診療所｣ や ｢地域密着型サービス｣ 等, 在

宅療養を支える様々な仕組みが新設され, さらには, これまでの自宅とは違った形で在宅

の概念が拡大されようとしている｡

どのような住まいであっても医療を確実に提供し, 国民の健康と安全を守っていくこと

が重要で, これまで以上に在宅療養の役割について, 期待や関心が高まっている｡

一方, 日本医師会では, 地域ケア体制整備において, 地域を一つの病棟と考え, 多職種

協働により ｢在宅療養｣ を支えることが重要で, その要となる在宅療養に携わる医師を支

援する責務があると考えている｡

このような状況に鑑み, 日本医師会では, 今年度から, 在宅療養に携わる医師の知識・

技術向上と研鑽に努めることを目的として ｢在宅医研修会｣ を開催する｡

１. 主 催 日本医師会

２. テ ー マ ｢在宅での看取り (がん以外の老衰死)｣ (次面にプログラム)

３. 期日・会場 平成19年２月４日(日) 日本医師会館 大講堂 (１階)

住所：〒113－8621 東京都文京区本駒込２－28－16

電話：03－3946－2121 (代表) 03－3942－6491 (介護保険課直通)

４. 受 講 者 在宅療養に関心のある医師会員

５. 募 集 定 員 400名程度

６. 受 講 料 他 無 料 (旅費・宿泊費は自己負担・昼食支給なし)
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〈午前の部〉
９：30 ～ ９：35 開会・挨拶／ (日本医師会)
９：35 ～ 10：35 ・終末期ケアへの対応

－診療所が中心となる場合 (老衰・認知症等, 長期間に
わたり徐々に機能低下するパターン) について－ (仮題)

池上 直己 (慶応義塾大学医学部 医療政策・管理学教授)
10：35 ～ 11：35 ・一般の診療所が実施可能な在宅医療について (仮題)

黒岩 卓夫 (医療法人社団萌気会 萌気園浦佐診療所所長)
11：35 ～ 12：35 休憩 (昼食) 60 分

〈午後の部〉
12：35 ～ 13：35 ・在宅医療を推進するための地区医師会の役割について (仮題)

野中 博 (医療法人社団博腎会 野中医院院長)
13：35 ～ 14：35 ・在宅療養者が安心できる疼痛管理等 (肺炎など, どこまで在宅で

行うべきかも含めた内容) と家族支援について －病院との連携を中心に－ (仮題)
山崎 章郎 (ケアタウン小平クリニック院長)

14：35 ～ 15：35 ・在宅医療の推進 －地域リハビリテーションの観点から－ (仮題)
米満 弘之 (医療法人社団寿量会 熊本機能病院理事長)

15：35 ～ 15：45 休憩 10分
15：45 ～ 16：45 全体ディスカッション
16：45 終了

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

高橋牧子 Ａ 左京
左京区花背別所町1054－９
高橋医院

746－0562 内・児

平田剛秀 Ｂ 上東
上京区一条通新町東入日野殿町394－１
愛寿会同仁病院

431－3300 循

前田咲弥子 Ｂ 下西
下京区西七条南衣田町11
京都武田病院

312－7001 内

高尾由美 Ｃ 京大
左京区聖護院川原町54
京都大学医学部附属病院

751－3111 産婦

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

高橋康廣 Ａ→Ａ
左京→
左京

左京区静市市原町1278
静市診療所

741－2102 内

諸岡 憲 Ｂ→Ａ
相楽→
北

北区西賀茂榿ノ木町31－２
もろおかこどもクリニック

494－3811 児・アレ

谷村 弘 Ｂ→Ａ
右京→
上東

上京区一条通新町東入日野殿町394－１
愛寿会同仁病院

431－3300 外

＜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

中井哲郎 Ａ 上東 川西秀徳 Ａ 左京 藤村直樹 Ｂ 山科
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【報 告】
１. 会員の逝去について
２. 京都府医師会創立59周年記念式典の
状況

３. 地区医師会との懇談会の状況
４. 11月度保険医療担当部会の状況
５. 第４回環境保全対策委員会の状況
６. 京都府地方障害者施策推進協議会の
状況

７. 第４回脳卒中登録事業委員会の状況
８. シンポジウム ｢ドメスティック・バイ
オレンスと子育て支援｣ の状況
９. 産業医研修会の状況
10. 第50回京都府学校保健研究大会の状況
11. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況
12. 第33回くらしと健康展第４回実行委員
会の状況
13. 府医学術講演会の状況
14. 第５回図書室検討小委員会の状況
15. 平成18年度全国医師会勤務医部会連絡
協議会の状況
16. 看護専門学校２年課程推薦入学試験の
結果
17. 第３回日医介護保険委員会の状況

【議 事】
18. 会員の入会・異動・退会11件を可決

19. 常任委員会の開催を可決
20. 第８回近医連常任委員会並びに第５回
近医連保険担当理事連絡協議会等の出席
を可決
21. がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用
推進のための講習会の後援を可決
22. 京都ぜん息対策事業検討会 (仮称) の
開催を可決
23. ｢平成18年度在宅におけるがん終末期
医療推進のための実地研修事業｣ の委託
契約締結を可決
24. ｢学校医の手びき｣ の発行を可決
25. ｢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18年度第２回研究協議会・
学校保健委員会合同会議への出席を可決
26. 第２回日本糖尿病対策推進会議総会へ
の出席を可決
27. 府医学術講演会の開催を可決
28. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を
可決
29. 男子第57回・女子第18回全国高等学校
駅伝競走大会への協力を可決
30. 第25回全国都道府県対抗女子駅伝競走
大会への協力を可決
31. 平成18年度第３回都道府県医師会長協
議会への出席を可決

第29回定例理事会 (11.９)

会
員
消
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～ １月度請求書 (12月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (水) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (水) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 15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｡

訃 報

相馬秀臣氏／西陣・相馬病院・10月31日ご逝去・78歳


