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新春初詣
写真／竹中 健 (西陣)

護王神社の拝殿前には, 他の神社の狛犬のかわりに, 霊
猪石像の雌雄一対が相対侍しており, 俗にこまいのししと
言っているが, 全国11万余の神社の中では本神社のみとい
う存在であるらしい｡

｢ＩＴフェア｣ の開催について
＝多数 ご参加ください＝

と き １月27日 (土) 午後２時～

ところ 京都府医師会

(詳細は31ページ)
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平成19年度京都府医師会会費賦課徴収予定額のお知らせ
および減免申請のご案内

京都医報12月15日号にてお知らせいたしましたとおり, 平成19年４月１日から均等割会費賦

課徴収制度を施行いたします｡

会費賦課徴収額は, 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, 平成19年度会費賦課徴収予定額を下記のとおりお知らせいたします｡

なお, 別紙 ｢京都府医師会費減免申請のご案内｣ のとおり, 一定の条件を満たす会員の自己

申告により京都府医師会費を減免する制度を設けましたので, 対象の会員におかれましては,

ご留意くださいますようお願い申し上げます｡

減免を希望される会員には必要書類 (申請用紙等) を送付いたしますので, 別紙申込書 (本

号付録に掲載) を京都府医師会経理課までＦＡＸ・郵送にてご送付いただきますようお願い申

し上げます｡

記

��������	
����

高齢者Ａ会員＝平成19年３月31日現在満80歳以上に達しているＡ会員および

平成20年２月29日までに満80歳に達するＡ会員

������

※１ 全額免除 一定の条件を満たす高齢者Ａ会員

※２ Ａ会員会費の60％を減額 (減免①) 年額 ８４,０００円 (月額 ７,０００円)

※３ Ａ会員会費の30％を減額 (減免②) 年額１４７,６００円 (月額１２,３００円)

※１, ※２, ※３は自己申告による減免申請が必要です｡ 申請のない方は規定の会費を賦課

徴収させていただきます｡

別紙 ｢京都府医師会費減免申請のご案内｣ をご覧ください｡

平成19年度会費賦課徴収予定額と減免申請のご案内については, 別途, Ａ会員の先生方にご

案内させていただきます｡

Ａ会員 １名 年額 ２１０,０００円 (月額１７,５００円)

Ｂ会員 １名 年額 ３８,４００円 (月額 ３,２００円)

Ｃ・Ｄ会員 １名 年額 ８,４００円 (月額 ７００円)

高齢者Ａ会員 １名 年額 ８４,０００円 (月額 ７,０００円)
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京都府医師会費減免申請のご案内

○減免対象者 (自己申告制)

※１ 全額免除 下記の条件を満たす高齢者Ａ会員

(１) 満80歳以上に達しているＡ会員で, 前年度の診療報酬総額 (社保・国保・介護) が1,200

万円未満の者

(２) 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会員で, 前年度

の診療報酬総額 (社保・国保・介護) が1,200万円未満の者

※２ Ａ会員会費の60％を減額 (減免①) 年額８４,０００円 (月額７,０００円)

(１) Ａ会員登録２年超の者で, 前年の診療報酬総額 (社保・国保・介護) が1,200万円以下

かつ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500万円以下の者

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

※３ Ａ会員会費の30％を減額 (減免②) 年額１４７,６００円 (月額１２,３００円)

(１) Ａ会員登録２年超の者で, 前年の診療報酬総額 (社保・国保・介護) が2,500万円以下

かつ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

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

○減免対象期間

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歳に達した翌月から平成20年３月31日まで

○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

○会費減免申込締切期日：平成19年２月15日(木)

○会費減免申請締切期日：平成19年３月15日(木) 必着

＊傷病, 不慮の災害その他特別な事由により減免申請を希望される方は, 別途ご相談ください｡

※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｡



2007年(平成19年)１月15日 No.1853 3

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

柳川哲二綾部医師会長の挨拶に引き続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 北部地域の医師不

足について言及｡ 来月に府医でも委員会を立

ち上げ検討を進める予定であるとしたうえで,

京都府も地域医療対策協議会を立ち上げ検討

を始めるとともに, 当初より予算4,000万円

を計上して専攻医10名程度確保し不足地域に

派遣することになっていると説明｡ ただ, こ

の程度では医師の確保は困難であり, 数名の

確保がぎりぎりと考えられるが, できれば早

急に数人でも確保していただきたいというの

が北部地域の本音と思っているとした｡

新府医師会館建設については, ｢京都府医

師会のあり方検討会｣ を設置し, 府医の将来

像について医師会館建設という節目とあわせ

て, ｢開かれた医師会｣ というコンセプトに

基づく検討を始めたところであるとした｡

老人保健の個人負担増に伴う医療
機関の収支の今後の見込みについて

西村府医理事は現時点では予測になるとし

たうえで, 今回の改正とよく似た平成14年４

月の診療報酬の改定時並びに10月の老人完全

定率化のデータを示し, 当時は１施設当たり

の医療費は診療所で5.6％減と非常に大きな

マイナスとなったが, その原因は１件当たり

の実日数が3.7％の減, １日当たりの医療費

の減, １件当たりの平均点数が6.9％減となっ

たことを示した｡ また平成15年４月の健保本

人負担が２割から３割負担になった影響にも

ふれ, 診療所の総医療費が1.4％減で, 主な

原因は１件当たりの実日数で3.2％の減で大

きく影響しているとしたが, ただ１件あたり

の実日数の減は自己負担率が増えたからとい

うことだけではなく, 長期投薬制限の廃止も

影響しているのではないかと説明した｡ さら

に京都府国保の高齢者の現役並み所得者は高

齢者全体の５％程度の方が１割負担から３割

負担になったと思われると説明した｡ 地区か

らは受診時３割自己負担となる条件としての

高齢者の一定所得の上限が今後下がるのでは

ないかとの質問が出され, 安達府医副会長は

全体的な流れと内閣府等の方針を考えあわせ

てみると先生の指摘は正しいと言わざるをえ

ない｡ 強行採決された医療制度改革関連法の

中の後期高齢者医療制度の独立・創設は来年

の３月までに社会保障審議会で政府の成案を

作成する方向で進んでいる｡ この運用は全体

綾部医師会と府医執行部との懇談会が11月25日(土) ホテル綾部において開催され, 地区か

ら26名, 府医から８名が出席, 綾部医師会の安村忠樹副会長司会のもと約１時間30分にわたり

活発意見交換が行われた｡

綾綾 部部
医師会との懇談会

療養病床の再編, 府医会館建設, 医師不足問題などで議論

綾部医師会との懇談会 (11.25 ホテル綾部)



2007年(平成19年)１月15日 No.18534

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

の医療費をひとくくりにして, その内の１割

を受診者の自己負担として残りの９割が給付

となる｡ その内訳は50％が公費負担, 40％が

現役世代の保険財政からの援助, 10％が後期

高齢者の支払う保険料とされている｡ つまり

国の財政云々ではなく後期高齢者から徴収す

る保険料が実際に徴収できるであろう金額で

後期高齢者全体の医療費の総枠を規制をする

ことになると説明した｡

療養型病床再編の将来像について

北川府医理事は, 療養病床の削減の経緯に

ついて説明し, 療養病床の再編成が医療費適

正化計画の柱であることを説明した｡ さらに,

厚労省が再編の根拠としたアンケート資料に

言及し, 文言を故意に変えて, 療養病床は必

要なしとしていることに強い不快感を示した｡

全国の都道府県, 療養病床, 病院協会等がア

ンケートをとり反論を行っているが, 日医の

療養病床のアンケート結果では, 退院を余儀

なくされる医療区分１の患者10万人のうち約

２万人は療養病床での医療が必要であり, 病

状は安定しており退院可能な患者のうち, 約

４万人が在宅での受け入れが困難であるとの

結果が得られた｡ 医療区分１のあり方につい

て中医協での分科会でもう一度再調査をする

とのことであるが, 厚労省はどうしても15万

床へもっていきたい意図が明白であるとした

うえで, このままでは先行きが非常に不安定

で医療難民, 介護難民がでてくると憂慮し,

日医を通じて, 実態に応じた計画を立てるよ

う厚労省に働きかけるとした｡ さらに, 現在

療養病床に入院中のほとんどは, 在宅へは復

帰出来ないことは明らかであるが, 高齢者の

増加や在宅志向に対応することが医師会に求

められているとし, 府医では地域ケア委員会

でどうすれば多くの先生方に在宅医療に参加

していただけるか議論していると報告した｡

地区からは療養型は症状が安定してくると

収益が下がってくるが, 成功報酬的な評価を

いれていただけないかと要望があり, 北川府

医理事は医療区分の報酬については, 中医協

に分科会のコスト調査の結果が報告されず,

退院誘導のため不当に低い点数がつけられた

経過があると説明し, 現在分科会の再調査が

行われていると説明した｡

安達府医副会長は日医執行部はこの療養病

床の問題については, しっかり反論をしてい

る｡ 一番大事なことは医療区分１の中味の変

更, 点数の変更であり財政重視のスタンスで

やらせてはならないと強調した｡

上原府医副会長は, マスコミ等で医療難民・

介護難民問題が取り上げられており今後また

方針が変わってくることも予想される｡ 一番

の問題は介護保険が導入されるときは医療と

介護は異なるとして介護保険に医療保険が引っ

張られるようなことがあってはならないと繰

り返し言ってきたが, 確実に介護保険をフロ

ントランナーとして医療保険の改定がおこな

われつつあると報告した｡ 成功報酬について

は, 介護保険が創立されたときに議論になっ

たが, 医療保険は成功報酬がないため介護保

険も導入されなくなったと説明した｡ 今回の

医療区分も介護保険から導入しており, 日医

も介護保険には十分注意してほしいといって

おり, 今後は介護と医療と両方見ながら対応

していく必要があると述べた｡

府医師会館建設の進捗状況について

橋本府医理事は, 平成13年から新会館を建

設するために毎年１億円を積み立て, 17年度

末に目標額15億円に達し, 昨年末にＪＲ二条

駅前の土地1,000坪を購入, 新会館は建坪900

㎡の７階建で建延6,300㎡ぐらいを予定して

おり総額15億円～20億円程度を考えていると

説明｡ また会館の中味は, 救急医療などの機

能や医療相談窓口の設置, 生涯教育・地域医

療を中心に考えていると説明した｡ 入居団体
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は現時点で決定はしていないが, 現在の会館

賃貸料は非常に低額であるが新会館に入居し

ていただく場合は相当なご負担をいただく必

要があると考えているとした｡ 今後の予定と

しては平成19年の始めから会館建設特別委員

会を立ち上げ検討していただき, 平成20年春

の着工を予定していると説明した｡ 地区から

は綾部は府医まで遠いので何かアイデアを考

えて欲しいと要望があり, 橋本府医理事は現

在考えているのはＴＶ会議等を検討しており,

時間的な問題と交通費が節約されるメリット

があると答えた｡ 森府医会長は従来から北部

地区の会員の先生から不便で府医会館を利用・

活用できないといった声を耳にしているが新

会館のＩＴ化はキーポイントであるとは思う

が, 良いシステムを構築しないと費用の割に

効率が悪いものになりかねないので十分検討

した上でＩＴを活用していくとした｡

直面する課題で熱心な議論展開

地区から①府医の看護学校の卒業生の北部

地区医療機関への勤務について, ②北部地区

への医師確保について, ③卒後臨床研修医制

度と地域医療研修のあり方についての要望が

あり, 森府医会長は看護師確保問題は従前か

ら言われており府医の看護学校もできるだけ,

その方向で進めていきたいが卒業生は都会に

定着する傾向がみられる｡ もし先生方で府医

看護学校へ入学させてほしいという要望があ

れば協力は可能だと思うが, 北部の医師会の

看護学校の建設については現状では非常に厳

しいと答えた｡ 医師確保については, 府医

は12月から委員会を立ち上げ, 基本的には病

院を退職された医師, 休業されている医師等

を対象に, データを把握していくことから始

めたいとした｡ 卒後の研修は確かに北部の病

院は地域医療を兼ねて行われているが, 全国

の研修内容を均一にするのは難しく開業医へ

行くのが全て地域医療の研修だとは思ってい

ないが地区によっては開業医でしか学べない

内容があるのも事実であるとした｡

地区からＨＢｓ抗原検査の定性と精密定量

の使い分けの保険診療上の取り扱いについて,

東京都医師会の平成13年度のコメントでは定

性検査は陰性が多いのでＨＢｓ抗原測定を事

実上容認すると申しあわせをしており府医で

もできないかとの質問があり, 安達府医府副

会長は, 基金・国保代表の審査委員が出席し

て府医の保険医療部が主催する, 基金・国保

連絡協議会は毎月開催して両方の審査の齟齬

のないように議論をしているがこの件に関し

てはそこへ投げかけ議論したいと述べた｡
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内山京都大学医師会長は開会挨拶で, 今回

のテーマである医師の偏在について触れ, 国

レベルで考えなければ日本の医療は荒廃する

と指摘, 意見交換への意気込みを示した｡ そ

の後挨拶に立った森府医会長は, 先日開催さ

れた臨床研修指導医のためのワークショップ

への協力と, 現在開催している京都府医師会

のあり方懇談会への参加に感謝の意を示すと

ともに, 会館建設については来年度からの取

り組みに向けて, いただいたコンセプトをも

とに検討していきたいとの意気込みを示した｡

さらに, ワークショップについては北部で

の開催希望が寄せられているとし, 来年度の

実施に向けてさらなる協力を依頼｡ 京都府医

療対策協議会での検討においては, 北部の医

師不足問題, 京大からの協力, 府医大との連

携, 京都府医師会の取り組み等を含めて検討

していきたいと述べた｡ 他に, 地域がん診療

連携拠点病院についても言及, 府医大との連

携を改めて呼びかけるとともに, 府医として

も２次医療圏の拠点病院とのスムーズな連携

に向けて検討・協力していきたいとした｡

また, 在宅医療の推進についても触れ, 各

診療所がいかに病院での医療を引き継げるか

が重要であるとし, 情報提供システムの構築

とその稼働に意欲を示した｡

医師の偏在について
～勤務医の労働環境改善

にどう取り組むか～

まず地区から, 医師偏在をめぐる検討状況,

全国の臨床研修医マッチング状況, 研修医向

けに厚労省が実施したアンケート結果等のデー

タが示され, 地域偏在, 診療科偏在, 診療所・

病院間の偏在が見られ, 医師の不足と過剰が

混在している現状が指摘された｡ さらに, 偏

在を招いた要因とも考えられる病院勤務医の

過酷な労働環境に言及, 今後の方向について

府医の見解を問う意見が挙げられた｡

これに対し安達府医理事は, 勤務医が疲弊

して病院を立ち去る現象を解決するには, 日

本の医師の勤勉さ・使命感・倫理観でカバー

しきれない程に低く抑えられた診断・治療技

術への評価および総医療費を根本的に見直す

ことが必要であるとした｡ その中で, 診療報

酬は入院医療費へシフトしているとしながら

も, 大枠が安いため病院の赤字は解消されず,

それが勤務医の疲弊を招き, 引いては医師不

京都大学医師会と府医執行部との懇談会が11月27日(月), 京都大学医学部附属病院で開催さ

れ, 地区から９名, 府医から４名が出席, 内山卓京都大学医師会会長の司会・進行のもと, 約

１時間半にわたり活発な意見交換が行われた｡

京京都都大大学学
医師会との懇談会

医 師 偏 在 問 題 に つ い て 活 発 な 議 論

京都大学医師会との懇談会 (11.27 京都大学医学部附属病院)
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足に繋がっていると指摘｡ これに対抗するに

は, 医療費が必要であることを訴えるしかな

いとし, 経営者団体として運営してきた医師

会が勤務医と共にどのように団結し, どのよ

うに国民に伝え, 運動に繋げるかを考えてい

く必要があるとした｡ 加えて, 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,

日本の診療報酬体系全体の歪みを指摘すると

の意気込みを示した｡

上原府医副会長は, 勤務から開業へのシフ

トは全国的に見られる傾向であるとした上で,

日医では勤務医の激務緩和策として, 仕事の

うち医師でなくても出来る仕事を少しでも切

り離すことができるよう, 医療秘書の教育等

について議論を始めていると報告｡ また, 開

業医の中でも, 診療所の診療時間外に地域医

療にどの程度貢献するかという点で, 診療所

間の偏在が見られるとした｡

地区からは, 診療所は病院の協力がなけれ

ば成り立たない面があることを開業医が認識

し, 勤務医に手を差しのべることで今の危機

を救うという発想や, どう共存していくかを

医師会から提案することが必要ではないかと

の意見が挙げられた｡

安達府医副会長は, 開業医が生涯教育で知

識向上を図る等の自浄作用を発揮し, 本当の

意味での病診連携を築かなければならないと

述べた｡ 上原府医副会長は, 開業医は開業す

るまでにＧＰとしての教育を十分受けること

なく開業しており, また今の医賠責制度はほ

とんど医師に責任を負わせており, 何か問題

が起こればすぐに自分の責任になるというリ

スクを背負っていることを挙げ, 勤務医と開

業医のリスクの共有にはお互いの歩み寄りが

必要ではないかとの見解を示した｡ また, 病

院と診療所がお互いの情報をフィードバック

しなければ開業医のレベルは決して上がらな

いと指摘した｡

～医師会員として共に取り組みを～

地区からは, 特に産科医療においては少人

数の医療機関が多いことから一歩退いた診療

になっており, 患者の搬送に際して不条理な

事例が多いとの報告がなされ, それが勤務医

の疲弊の一因となっているとの意見が挙げら

れた他, 制度上の矛盾があるとの指摘がなさ

れた｡ 安達府医副会長は, それらの意見を現

場の声として主張してほしいと返答した｡

これに対し地区からは, 勤務医の疲弊によ

り主張する余裕がないこと, 勤務医としての

組織がないため主張する手段がないこと等,

問題点が挙げられた｡ 森府医会長は ｢組織が

なければせめて医師会に入会していただき,

お互いに声を掛け, 現場の声を出していただ

いた上で一緒に進めたい｣ と呼びかけた｡ 加

えて安達府医副会長は, 勤務医として新たに

組織しなくても, それぞれの所属学会を通じ

て外保連・内保連から意見を上げることもで

きると提案した｡ 上原府医副会長は, 勤務医

の入会で組織率を上げ, 『医師が正当な扱い

を受けていない』 という共通の考えを主張す

ることが重要であるとした｡

さらに森府医会長は, 勤務医や学生に医師

会活動を理解してもらうために意見交換の場

を設けたり, 京都府医療推進協議会が10月に

開催したイベントのような, 一般府市民に理

解を得るための取り組みにも目を向けていた

だく等, 具体的な方法を例示し, 情報を共有

しながら共に取り組んでいきたいとの意気込

みを示した｡

東府医理事は, 診療の合間に患者に現状を

訴えていくことが強い力になると述べ, 勤務

医一人一人の力の重要性を示し, 協力を呼び

かけた｡
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実習施設の謝礼金について 等

東府医理事は, 府医看護専門学校の学生の

実習にかかる費用について, 京大病院の実習

費が府内の各協力病院と比較して群を抜いて

高い金額であることを示し, 検討を依頼した｡

地区からは, この意見を受けて検討するとし

ながらも, 決して高い金額ではないとの見解

を示した上で, ｢実習の実施を阻害するもの

ではなく, しっかりとした教育を目指す趣旨

でスタートしたものである｣ とし, 質を充実

させていきたいとした｡ また, 地域の病院と

連携してさらに高度な専門職教育をしたいと

の意向が示された｡

東府医理事からは他に, 日医生涯教育制度

申告率を報告, 医師免許更新制に向けた材料

にされる可能性も懸念されることから, 申告

率100％を目指したいとの意気込みを示した｡

第１回医師確保対策特別委員会が12月15日(金) 開催された｡ 森府医会長は挨拶で ｢医師不

足問題が全国的にも大きな問題になっているが京都府においても北部を中心に医師不足と偏在

が問題になっている｡ 京都府においても検討が始められているが, 委員会でいただいた意見を

京都府の施策に反映させていきたい｣ とした上で, 諮問事項 ｢京都府における医師確保対策｣

について説明し, 当面の対策は平成18年度中にいただき, 長期的, 継続的な取り組みについて

は改めてお願いしたい, と本年度中の答申のまとめを依頼した｡

委員会は, 委員長に内藤和世氏 (府病協), 副委員長に中田好則氏 (産婦人科医会) を選出

し, ３月答申提出に向けて精力的に議論を進めていくことになった｡

医師確保対策特別委員会
委�員�会�だ�よ�り�

＜医師確保対策特別委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

岩田 征良 (京都内科医会) 清澤 伸幸 (京都小児科医会)
笹野 満 (北丹) 清水 紘 (京都私立病院協会)
常盤 和明 (舞鶴) ◎内藤 和世 (京都府病院協会)
○中田 好則 (京都産婦人科医会) 能見伸八郎 (京都外科医会)
平出 敦 (京都大学) 本庄 英雄 (京都府立医大)
松村 淳子 (京都府) 柳沢 衛 (相楽)

担当副会長 久山 元 担当理事 藤村 聡
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平成18年度京都府保健医療・救急医療功労者表彰

保健医療・救急医療の各分野で
個人６名, ５団体が受賞

平成18年度京都府保健医療功労者等表彰式が昨年12月18日, 京都府公館で
行われました｡ 医師および医療機関の受賞者は下記のとおりです｡
先生方のご受賞を心からお喜び申し上げますとともに, 今後ますますのご

活躍を祈念いたします｡

《保健医療功労》
○個人の部 地域保健医療部門 大西 省司氏 (福知山)

油谷 桂朗氏 (綴喜)
内田 實氏 (右京)

○団体の部 精神保健部門 長岡病院 (乙訓)
地域保健医療部門 中央診療所 (中東)

綾部市立病院 (綾部)

《救急医療功労》
○個人の部 矢野想之輔氏 (与謝), 久野 敏人氏 (東山)

島田 誠一氏 (左京)
○団体の部 �川病院 (左京), 相馬病院 (西陣)

めでたく表彰を受けられたみなさん
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内閣府 ｢ＩＴ戦略本部｣ の急激な改革に伴い,

医療においてもＩＴ化は避けて通れない課題と

なっている｡ 広報では今後, 会員がいかに対処

すべきか, これまで医報において早い段階でこ

れらの情報を提供する一方で, これが ｢医療｣

という国民にとって秘匿性の高い情報を扱う分

野であるだけにその内容を検証し慎重に対応し

てきた｡ 各地区との懇談会においてもレセプト

オンライン化に関する質問や意見が多数出され

ており, 会員の関心は高い｡ 府医がこれをどう

考えているかという点に関し, 会員に十分伝わっ

ておらず, 企画・広報担当理事として会員への

広報不足があったと反省しており, 今回先生方

にこれを明らかにして広くご意見, ご批判を頂

戴したいと考えている｡

以下に日本医師会ＩＴ推進化検討委員会 (日

医担当：中川常任理事) での京都府医師会理事

としての提言を示す｡

平成18年８月８日付の 『オンライン請求義務

化に関する日医見解』 にもあるように日医の

ＩＴ化の推進には医療の質と患者の安全性を担

保するという基本理念がある｡ またこの中の参

考資料では平成17年の支払基金の調べでは全国

のレセプト提出医療機関において

●診療所 87,270施設

レセコン利用施設 67,670 (78％)

手書きレセ施設 19,600 (22％)

内 レセ200枚以下

(手書きレセ施設の63％)

というデータがある｡

①現実の診療所規模ならびにオンライン化に伴

う財源問題

このデータから推測されるように, 今の日本

の地域医療を底辺で支えているのは零細な規模

の診療所である｡ 何十年も猫の目のように頻繁

に変わる診療報酬改定に耐えて紙レセプトを提

出し生計を立ててきた診療所に対して, いきな

りレセコンを導入して期限付きで100％オンラ

イン請求せよというのは生存権をも脅かす横暴

の極みである｡ 現状を理解すればこれがいかに

不可能な要求なのかは自明の理である｡ かよう

な診療所では人員的にもレセコンを扱える従業

員もいない｡ また財政的にも厳しい昨今, レセ

コンやオンライン回線に伴うさらなる費用捻出

は経営的にも困難である｡

一方レセコン既利用施設の場合においても現

在のレセコンにオンライン請求のための追加レ

セ電算化プログラムを組み込むには数十万円の

出費と数ヶ月の準備期間が必要であり, 厚労省

の勧める無料ソフトと銘打った 『レセスタ』 を

利用したとしてもデータ変換用のパソコン購入

費, セットアップ外注費用, ヘルプデスク費用

(診療所は15万円), 大改定時の追加支払等, や

はり数十万円の出費が必要であることに変わり

はない｡ またこれらに対する補助は 『電子加算』

初診患者１件30円以外, 一切ない｡

このような現状で厚労省の目指す平成23年の

完全オンライン化は100％不可能である｡

②いわゆる健診データとレセプト突合問題

厚労省は保険者が平成20年からの特定健診の

個人電子データとレセプトデータを突合させる

指導を開始している｡ これは国による国民の管

理医療であることは明らかである｡ このような

レセプトオンライン化の諸問題

理 事 藤井 純司

理
事
解
説
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国の動きは医師会として事前にマスコミや国民

に広く周知する必要がある｡ 特定健診データ結

果は決して保険者の所有物ではなく, ましてレ

セプトデータはカルテに準じた個人の最高機密

事項である｡ これを, 国民の了解なく, 本人を

特定できる状態で突合した瞬間には個人情報保

護法に抵触する可能性が浮上する｡

当然ながら医師会としても国民の保健・医療

に関して広くデータ集計し, これらから学術的・

疫学的に分析したナショナルデータベースを構

築してこれからの医療の方向を考え, これを国

民に還元してゆくことには反対する理由はまっ

たくない｡ 国の ｢標準的な健診・保健指導のあ

り方に関する検討会議事録｣ によると国は健診

結果を ｢健診データ・レセプト突合データファ

イル｣ という連結不可能になった匿名情報とい

う形で保険者に報告を求めている｡ 即ち健診デー

タとレセプトデータは保険者に集中管理される

ことになる｡ 保険者において個人健診データや

レセプトが誰によってどのように保管されるか,

突合匿名化データがあとから紐付けして再度個

人の特定化がされることがないか, また匿名化

データであったとしても健康食品関連事業等に

流すような目的外使用がないか, 等を国民に代

わり厳重に監視する必要がある｡

③個人情報の流出の危険性

電子情報となった個人情報は他分野で再三報

道されているように情報の流出の危険性が, そ

れも大規模に起こるリスクをはらむ｡ 繰り返し

になるが医療情報は個人において最高度のラン

クの秘匿性の高い情報であり, もし情報流出が

起これば個人ならびに医師・患者関係において

は取り返しのつかない事態を生じる｡ 即ち, 特

定できる患者情報の流出がいったん報じられる

ような状況になれば, 長年にわたって医師と患

者との間で築いてきた信頼関係は確実に失墜し,

患者は自己防御し, 医師に真実を伝えなくなる

可能性がある｡

ＩＴ化においてはセキュリティを高める技術

革新の進歩は目覚しいものがあるが, 従来から

の専門家の指摘の如く, ｢敵は内部にいるのが

現実｣ の過去の事例である｡ またこのような重

大な国民の安全問題に関し, 今後この情報を扱

う医療従事者以外の人員の法的な守秘義務規定

等の法整備も明らかにされていない｡ 最近の例

では住基ネットで防衛庁が自衛官募集に利用す

るため一部自治体からこのネットに登録された

本人確認情報以外にも健康情報等も受け取るこ

とを内々に取り決めしていたことが判明し, 大

阪高裁で違憲判決が出た｡ 国民はますます警戒

感を強めている｡ 住基ネットは国民の名前, 住

所というプライバシーランクにおいてさほど秘

匿度が高いと考えられないような情報にもかか

わらず, このシステム運用開始後４年を経過し

た現在, カード申請率はいまだ１％に満たない｡

まして医療情報など, たとえこのような情報コ

ントロール権を国民側に委ねたとしてもリスク

に敏感な日本人の国民性を考慮すればハードル

の高さは相当なものであることを覚悟する必要

がある｡

④保険者の強化

オンライン化に伴うレセプトの電子データ処

理化ならびに特定健診主体が保険者に委譲され

ることにより今後は保険者がより一層被保険者

のデータ分析や保険者レセプト点検を行う可能

性が高く, これによって医療費の適正化を図る

ものと推察される｡

今後最も懸念されるのは, 経済的観点から保

険者が被保険者を特定の医療機関へ誘導する勧

奨である｡ ４年前に規制改革会議の要請で厚労

省が保険者と医療機関の個別契約 (いわゆる割

引契約通知で診療報酬単価を１点９円等に変更)

が可能な旨の通知を出したのは記憶に新しい｡

今後は保険者が優位な立場に立つことで再度こ

の問題が息を吹き返す可能性がある｡ これは従

来の日本の皆保険制度下の患者の医療機関への

フリーアクセス権を奪うことになり, 決して容

認できることではない｡
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日本医師会

オンライン請求義務化に関する日医見解

日本医師会は2002年のＩＴ化宣言以来, 医療におけるＩＴ化を積極的に推進してきた｡ ＩＴ化は医療の質の向

上と患者の安全性を担保するためのものでなければならない｡

ＩＴ化を具現化するための周辺整備がおざなりにされたまま本格稼動すれば, 医療現場が混乱に陥り, 患者と

医師の信頼関係が損われるだけでなく, 医療の安全確保や良質な医療の提供にも大きな影響を与える結果となる｡

またＩＴ化によって患者に必要な医療が制限され, 治療や回復の中断に繋がってはならない｡

下記に挙げた課題を解決し, 万全の基盤整備がなされた後にＩＴ化のための財源措置が講じられるべきである｡

記

１ 薬効薬理作用に基づいた医薬品の投与を認めること

・デジタルによる画一的な審査をしないこと

２ 被保険者証 (保険証) 有効性確認システムの確立

・保険証の資格を医療機関が即時確認できるようにすること

・受診日に確認された保険証の資格に保険者は責任を持つこと

３ レセプトコンピュータ (レセコン) の統一基準化

・医師とＩＴ専門家による統一化されたコードを採用してのレセプトチェックシステムの確立

４ レセプトデータ利用に関する問題

・民間利用の禁止 (例：民間保険会社など)

５ ＩＴ化財源の別途確保

・オンライン化で医療機関が導入しなければならない機器とメンテナンスコストについての別途財源が必要

・月間200枚以上のレセプトを出している医療機関がオンライン請求するには約650億円 (参考資料)

・月間200枚未満の手書きレセプト医療機関 (約12,000軒) まで含めると1,000億円は超えるであろう

(オンライン化に伴う医療機関のメンテナンス費用は含まれていない)

以上

(参考資料) レセプトオンライン化に必要なコストの粗い試算

診療所 87,270施設

・レセコン利用施設 67,670

・手書きレセ200枚以上 7,260

・手書きレセ200枚以下 12,340

病院 9,050施設

・レセコン利用施設 8,760

・手書きレセ200枚以上 290

・手書きレセ200枚以下 － ※Ｈ17 支払基金調べ

１医療機関あたりの概算費用

ソフトウェア費用 20万円 (レセ電算対応ソフト＋オンライン対応)

ハード・回線費用 30万円 (ＰＣ一式＋回線契約費用)

レセコン購入一式 300万円 (手書き医療機関の場合)

((67,670＋8,760)＊ 500,000) ＋ ((7,260＋290)＊ 3,500,000) ＝64,640,000,000



2007年(平成19年)１月15日 No.1853 13

第第第111333回回回京京京都都都府府府医医医師師師会会会健健健康康康講講講座座座

���������������������������			


���������������������������

府医では地域医療活動の一環として, 一般府・市民を対象に毎年１回, 健康講座を開催して

おり, 今年度は11月25日(土) に開催した｡

毎年, 府・市民に関心の高いテーマを選び, 専門医に講師を依頼している｡ 今年度は府医健

康日本21対策委員会副委員長であり京都整形外科医会理事の中嶋 毅先生に講師を依頼した｡

高齢化に伴い骨粗鬆症や転倒予防への関心が高

まっており, 講演は ｢骨の健康｣ と題して骨粗

鬆症にならないために注意することや心がける

こと, また転倒予防のための方法など, スライ

ドを使用して分かりやすく講演, 参加者に大変

好評であった｡

講演後に質疑応答の時間を設け, 参加者から

の質問に答えた｡ 毎回, 講演要録を作成, 健康

教室, イベント等で希望者に配布し, 喜ばれて

いる｡

公立学校の学校医, 学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償の
基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行について

文部科学省スポーツ・青少年局長から京都府教育委員会を通じて標記の件についての通知が

ありましたのでお知らせいたします｡ 改正の主な内容は下記のとおりです｡

①障害等級ごとの障害について文部科学省令で規定

②補償基準額の改定

③扶養加算額の改定

④介護補償の額の改定

⑤入所している場合に休業補償を行わない施設の改正

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

お送りいたします｡
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12月１日(金), 日本医師会館において ｢国家財政と社会保障－国家財政を破綻させた原因は

どこにあるのか｣ というテーマで医療政策シンポジウムが開催された｡ 唐澤日医会長の挨拶に

続き, 基調講演 ｢国家財政と社会保障｣ と５つの講演 ｢米国型モデルは正しいか｣, ｢社会保障

財源の安定確保と財政健全化｣, ｢データに基づいた医療政策｣, ｢新しい福祉ガバナンスの展望

―所得保障から参加保障へ―｣, ｢国家財政と社会保障－日医総研の取り組み｣ およびパネルディ

スカッション ｢国家財政と社会保障｣ が行われた｡

唐澤日医会長は冒頭の挨拶で, ６月の医療

制度改革関連法案の成立にあたり日医の主張

を21項目の付帯決議に一定程度反映させるこ

とができた｡ 今後は運用面での改革実行を強

力に監視していきたい｡ さらに, 点数改定に

よる引き下げや療養病床再編については, エ

ビデンスをもって中医協, 厚労省, 国会議員

に語りかけを展開しているので, 都道府県医

師会, 会員の方々には, ご理解とご協力をお

願いしたいと述べた｡

基調講演 ｢国家財政と社会保障｣

基調講演では, 東京大学大学院経済学研究

科の神野直彦教授から次のとおり話があった｡

わが国は, 近代化によって始まった重化学

工業を基盤とした福祉国家, 男性中心で家庭

には無償労働をする女性がいるという形態に

行き詰まりつつあり, サービス・知識・情報

産業への転換すなわち女性の社会進出という,

歴史の転換点にある｡

1970年代, 先進国において租税負担率と経

済成長率の間に相関性はなかったが, 70年代

末に金融の自由化があり, 資本が自由に国家

間を動き出すと, 租税負担率の高い北欧の国

は成長率が低下し, 日本や米国等の負担率の

低い国は高い成長率を維持することとなった｡

1980年代のサッチャー政権下, 英国の生産

性は著しく向上したが, 倒産件数, 失業率,

犯罪率が著明に増加｡ そのような中, 欧州諸

国は1985年頃より育児・養老・医療の提供に

ついて現金給付から現物給付に転換していく｡

その結果1990年代には, 租税負担率と経済成

長率との相関は全く消失｡ 一方日本はバブル

崩壊, 低い租税負担率と低い経済成長率に苦

しむ｡ 政府は介護・育児は地域や家庭でと言

うが, 地域や家庭にその力はない｡ 新自由主

義者は ｢伝統の家族・伝統の国家｣ を強調す

るが, ｢伝統の家族｣ はもはや機能せず, ｢伝

統の国家 (暴力)｣ で鎮圧するしかなく

なった｡

その後日本は, 法人税・所得税を減税し公

共事業で景気回復を図ったが, 育児・養老・

医療などのサービスを怠ることにより種々の

格差が生じ, 社会の病理現象として顕在化す

ることとなった｡ 今日に至っても懲りずに同

じ道を歩んでいるが, 現物給付によるサービ

スや社会保障をさらに充実させる政策に転換

するべきである｡
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講演 ｢米国型モデルは正しいか｣ では, 慶

応義塾大学経済学部の金子勝教授から, 日本

の財政赤字について, 不良債権処理の失敗が

財政赤字の累積をもたらした, 貸倒れ引当金

を充当せずに不正会計を続け, 公的資金の大

胆な注入をなし得なかったことが主たる原因｡

この間に財政赤字は猛烈に膨らみ, 量的緩和

政策・ゼロ金利政策を続けざるを得ない状況

となった｡ 小泉政権の間, 借金は250兆円ほ

ど膨らんだ｡ 小泉前首相は ｢世界一の借金王｣

であると切り捨てた｡

講演 ｢社会保障財源の安定確保と財政健全

化｣ で, 慶応義塾大学経済学部の土居丈朗助

教授は, 財政破綻の原因は, 公共事業や中小

企業対策等が失業保険的な意味合いでどんど

ん実施されたが, 税収は増えなかったことが

大きいと話した｡

講演 ｢データに基づいた医療政策｣ で, 一

橋大学国際・公共政策大学院の井伊雅子教授

は, 医療分野が第２の公共事業と批判されな

いためには節度をもって財源を要求するべき｡

要求にあたってはデータが必要｡ 日本では正

確なデータがほとんど入手できない｡ レセプ

トの電子化は必須であると述べた｡

講演 ｢新しい福祉ガバナンスの展望｣ で,

北海道大学公共政策大学院の宮本太郎教授は,

日本は ｢時代遅れの小さな政府論｣ に固執し,

先進国の流れから立ち遅れている｡ 社会の持

続可能性の維持には, 所得保障ではなく参加

保障を拡大する分権的な福祉ガバナンスを目

指すべき｡ 社会の持続可能性があってこその

財政の持続可能性である｡ 参加保障のために

は社会参加を阻害している要因 (育児・介護・

疾病・障害・貧困など) を除去する装置すな

わちＮＰＯ法人の活動等が必要と述べた｡

最後に日医総研の前田由美子主席研究員か

ら, ｢国家財政と社会保障－日医総研の取り

組み｣ として次のとおり発表があった｡

医療費の話になると保険料, 公費, 自己負

担のどれを減らすべきか, 医療費は高いのか

安いのかといった議論になるが, このような

呪縛から逃れ, あるべき医療を求めて, 財源

の問題に早く踏み込むべきである｡

国の財政赤字は社会保障が原因ではなく,

不良債権処理の失敗や過大な公共事業投資に

よるものである｡ 社会保障費は, 一般歳出の

約４割で約20兆円であるが, 特別会計と連結

すると歳出総額は260兆円となり, ８％にも

満たない｡ 国家財政の再建は, 社会保障の削

減で済むことではないのは明らかであり, 新

たな財源の可能性を模索することが必要であ

る｡

引き続いて ｢パネルディスカッション―国

家財政と社会保障―｣ が行われた｡

国家財政は立て直せるのかというの質問に

対し, ｢国の巨額の借金は返せないと思われ

る｣ というのが全員一致の考えであった｡ 神

野氏は, ｢日本は内国債しか発行していない,

外国債は発行していないどころか他国のもの

をたくさん持っている｡ 日本は国債が原因で

いつか破綻すると言われてきたが, 一向に気

配がない｡ 国債は急いで返す必要はない｡ 財

政を有効に機能させて, 社会の病理現象を防

止すべき｣ と主張｡ 金子氏は ｢金利上昇のリ

スクを防止するシステムは必要｣, 土居氏は

｢プライマリーバランスのみは黒字にすべき｣,

井伊氏は ｢財政健全化の姿勢は見せないと国

債の買い手がなくなる｣ と言及し, 協議終了

となった｡

財政破綻の原因は, 不良債権処理の失敗, 公共事業費の拡大｡ 社会保障削減は議論のすり替え
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救命率向上のため, 救急関係者の連携強化を

第第第５５５回回回京京京都都都救救救急急急医医医療療療研研研究究究会会会開開開くくく

京京都都のの救救急急医医療療のの充充実実にに向向けけてて

昨年11月25日, 京都駅前の ｢ぱるるプラザ京都｣ で第５

回京都救急医療研究会が開催され, 医師, 看護師, 救急救

命士等138名が参加し, 京都の救急医療の充実に向けて活

気にあふれた討議を行った｡

この ｢京都救急医療研究会｣ は, 府医, 府

病協, 私病協の３団体の主催により, 救急医

療およびその関連分野の発展を図り, この方

面の新しい知見の普及, 啓発ならびに地域医

療の充実発展に寄与することを目的として平

成14年に発足した｡ その事業の一つとして,

医師, 看護師, 救急救命士をはじめ, 救急医

療従事者の研鑽のため, 学術集会を年１回開

催することを掲げており, 今回が第５回の開

催となった｡ 今回も, 京都府消防長会, 京都

市消防局, 京都府看護協会, 京都府救急救命

士会の４団体の後援を得た｡

救急医療をめぐっては救急救命士の活動範

囲が拡大し, 除細動, 気管挿管に加え18年４

月からエピネフリン１剤の薬剤投与も認めら

れるなど, 激変が続いている｡ 救急業務の高

度化に伴い, メディカルコントロール体制の

さらなる充実が求められるところである｡

このような情勢を受け, 挨拶に立った府医

救急委員会の吉川順介委員長は, 医療を担う

側として救急救命士をはじめ救急業務従事者

との連携をより一層強化し, 救命率向上のた

め尽力したいと訴えた｡

新しい心肺蘇生法について分かりやすく－特別講演

特別講演は ｢新しい心肺蘇生法について－

2005ガイドライン改訂に学ぶ｣ と題し, 国立

循環器病センター緊急部長 (心臓血管内科部

長) の野々木宏氏により行われた｡

心血管系疾患や脳血管疾患などの循環器疾

患は大多数が救急診療の対象となり, 院外に

おいて重症化するなどの致命的な出来事が少

なくなく, 院外死を含めると致命率はなお高

い｡ その救命には救命の連鎖と呼ばれる応急

処置が時間の遅れなく機能する必要がある｡

この救命対策に関わるガイドラインは, 米

国心臓協会 (ＡＨＡ) により1974年から６年

ごとに提唱されており, 2005年11月に国際蘇

生連絡協議会 (ＩＬＣＯＲ) から ｢心肺蘇生

に関わる科学的根拠と治療勧告のコンセンサ

ス (ＣｏＳＴＲ)｣ が報告されたのを受け,

ＡＨＡからも新しいガイドラインが発表され

た｡ これに基づき, わが国の実情に即して独

自の改訂ガイドラインが策定され統一化が図

られようとしている｡

2005ガイドラインの主な改訂点は, １) 循

環のサインの確認は不要, ２) 心臓マッサー

熱心な質疑が交わされたシンポジウム
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各界の立場から市民除細動を考える－シンポジウム

シンポジウムは ｢市民除細動について－各

界の立場からどのように対応するか｣ と題し

て行われた｡ ＡＥＤの一般市民による使用も

認められ, 市中でＡＥＤを見る機会も多くなっ

ていることから, 現段階の京都におけるＡＥＤ

を中心とした救急態勢を再確認し問題点を洗

い出すべく, 各界の代表から報告を受けると

ともに意見交換を行った｡

まず, 京都経済同友会常任幹事 (京都・都

市問題研究委員会委員長) の田辺親男氏は,

｢京都経済同友会 京都・都市問題研究委員

会からの提言｣ と題し, 京都・都市問題研究

委員会で 『安全・安心のまち ｢京都｣ を目指

して』 を大きなテーマとして取り組んできた

経験をもとに, 経済界から見た意見を述べた｡

その３つのポイントとして, １) 市民への救

急意識への啓蒙, ２) 具体的なツールとして

のＡＥＤ設置促進と救急講習の充実化, ３)

夜間救急体制の拡充整備 (小児科, 産婦人科

等) を挙げた｡

京都市消防局安全救急部長の奥田善治氏は,

｢ＡＥＤを含めた応急手当の普及啓発｣ と題

し, 気管挿管や薬剤投与などの救急救命士業

務の高度化について触れるとともに, 救命の

もう一つの要素であるバイスタンダー (現場

に居合わせた市民) による応急手当について,

一般市民によるＡＥＤ使用が認められたこと

も相まって, 全国の消防機関で積極的に普及

啓発に取り組んでいる状況を報告した｡ さら

に, 京都市消防局で推進している応急手当普

及啓発事業についても報告した｡

セントジョンアンビュランスジャパン協会

理事長の松井道宣氏は, ｢主役は市民～ＰＡＤ

成功の鍵｣ と題し, ＰＡＤ (Public Access

Defibrillation) の成功に向けて取り組んでい

る同協会の活動状況を報告した｡ 救命の主役

が一般市民であるとは言うもののなかなか活

動できない現状があり, その理由として, 手

当ての方法が分からないことや, 手当てをし

た結果逆に症状が悪化した場合の責任問題な

どへの危惧が挙げられる｡ 松井氏は, 市民に

よる救命処置の必要性と有効性を強調し, 法

整備を前提とした, お互いに助け合う社会の

構築を訴えた｡

京都府保健福祉部理事の成瀬昭二氏は,

｢京都府におけるＡＥＤ普及の取り組み｣ と

題し, 行政の立場から, １) ＡＥＤの持って

いる機器素材としての意義をどのように捉え

たか, ２) 観光地京都の特殊事情, 国の法制

度の動きを見ながら, 施策をどのように企画,

実践したか, ３) 今日の普及に至るまでの展

開と現在の普及状況, ４) そのために必要と

したハード面 (機器整備促進) とソフト面

(人材育成) の実践, ５) 各分野との連携・

役割分担, などを紹介し, 府民の立場に立っ

て救命率の向上をともに考えていきたいと

した｡

これらの基調報告を受けて, 社会一般への

浸透度, 医療従事者自身の認識, ＡＥＤ設置

の充足度などについて討論が行われ, いずれ

もまだ十分とは言えない現状であることから,

座長の福山正紀氏 (ふくやまクリニック院長・

府医スポーツ医学委員会副委員長) はあらた

めて各分野間の相互理解と連携に向けた活動

の強化を訴えた｡

ジの中断時間を短くする, ３) 心臓マッサー

ジとリコイルの質が重要, ４) 心臓マッサー

ジと呼吸比率は30：２, ５) 電気的除細動実

施前後でのＣＰＲの重要性, ６) ＡＣＬＳで

のＢＬＳの重要性, 等である｡ 野々木氏は改

訂に至った科学的背景を分かりやすく概説す

るとともに, 改訂を踏まえ今後わが国でとる

べき救急医療対策の方向についても言及し,

救命の連鎖の迅速かつ効率的な運用を訴えた｡
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平成18年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
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18年度全国勤務医部会連絡協議会が11月４

日, 埼玉県大宮市で, ｢勤務医のアンガージュ

マン (積極的な社会参加) を求める｣ をメイ

ンテーマに開催され, 全国医師会から340名

の勤務医が参加した｡

主催者を代表して唐澤�人日本医師会長よ

り, ｢勤務医の過重労働や医師不足は政府の

医療費抑制策が基本的な要因である｡ 問題解

決には, 医師会を中心として勤務医と開業医

の大同団結が是非とも必要である｣ と挨拶が

あった｡

特別講演として, 唐澤会長より, ｢国民医

療と医療制度改革｣ と題する講演があった｡

報告では, 日本医師会勤務医委員会の池田

俊彦委員長より, 勤務医部会の状況報告に加

えて, 会長諮問事項 ｢第５次医療法改正にお

ける勤務医の課題｣ について報告があった｡

【シンポジウムⅠ】

テ－マ ｢勤務医の労働条件｣

①大学病院の立場から ｢医療環境と医療の

質・構造の変化｣ 埼玉県立医科大学病院：里

見 昭先生, ②小児科医の立場から 草加市

立病院：土屋史郎先生, ③内科医の立場から

深谷赤十字病院：茂木陽一先生, ④産婦人科

医の立場から 越谷市立病院：依田綾子先生,

⑤女医の立場から 朝霞台中央総合病院：下

田仁恵先生, から報告があった｡

各科の共通点は, 勤務医の労働環境問題で

あり, 新臨床研修制度の導入に伴い医師が大

学に引き上げられ, 残った医師の負担が増加

し過重労働になっている｡ 小児救急において

は, 軽症患者の救急患者数が増加し, 当直回

数が増えしかも忙しくて眠れない｡ また, ク

レームやトラブルが多い｡ 内科でも同様に,

業務は週60時間, 当直は月２・３回で待機番

が月７・８回はあり, 当直明けも通常業務で

36時間連続労働を強いられている｡ 産婦人科

では, 第１に過酷な労働条件, 第２に訴訟の

頻発, 第３に労働環境に見合わない低い収入

等の現況の報告があった｡

また, 女性医師からは, ｢出産や育児など

次世代の育成という女性本来の役割を担い,

しかも, 医師として社会貢献しながら活動し

続けるためには, どのような環境が必要なの

か｣ として, ｢妊娠中の労働について, 当直

や心マッサ－ジなどの職務における配慮, ま

た, 育児休暇, 搾乳をする時間や空間, さら

には病児保育が可能な環境を提供してほしい｣

との生々しい提言があった｡

【シンポジウムⅡ】

テ－マ ｢勤務医と医政活動｣

基調講演 ｢勤務医と医政活動｣

～ ｢立ち去り｣ か ｢参加｣ か～

まず, 慶應義塾大学法科大学院医学部助教

授・弁護士：古川俊治先生からは, ｢勤務医

の現場は, 医療費削減政策と患者側からの医



2007年(平成19年)１月15日 No.1853 19

全
国
医
師
会
勤
務
医
部
会
連
絡
協
議
会

療安全・医療の質向上への要求が強い｣, そ

の結果, ｢勤務医の労働環境は厳しさを増す

一方でありながら, 給与は低く抑えられて閉

塞感が強まっており, 小児科, 産科, 麻酔科,

内科・外科などの労働条件の厳しい診療科で,

やむなく職場から立ち去る状況にある｣ との

発言があり, 勤務医が職場環境を改善するた

めには, ｢医師会と学会, 開業医と勤務医が

一体となって医政活動に参加し, 自らが政治

的実行力を発揮していかなければならない｣

と強調した｡

続いて, ①医療のトラブルを中心に 埼玉

県社会保険病院：細田洋一郎先生, ②産科医

療の集約・重点化について 川口市立医療セ

ンタ－：栃木武一先生, ③救急医療について

さいたま赤十字病院：加藤泰一先生より報告

があり, 特に, 細田洋一先生からは, 裁判所,

弁護士会, 医師会, 基幹病院からなる ｢さい

たま医療訴訟連絡協議会｣, また, 埼玉県に

よる ｢医療事故検討委員会｣ の活動報告が

あった｡

次回の協議会は沖縄県医師会が担当であり,

下記日程で開催される｡

と き 19年10月13日(土)

ところ 沖縄ハーバービュホテル

メインテ－マ

｢高めよう勤務医の情熱・

ひろげよう勤務医の未来｣

シンポジウム

｢病院の機能分化について｣

脳卒中登録にご協力を！
－個人情報保護条例等には抵触しません－

ご承知のように, 脳卒中登録事業は, 平成元年より府医が京都府からの委託を受けて行っ

ております｡ 京都府内の脳卒中患者の発症と経過に関する情報を継続的に収集, 保存し,

脳卒中発生の頻度と疫学的特性を把握し, 予防から社会復帰までの一貫した脳卒中対策の

推進を図ることが目的です｡

そのためには, 脳卒中登録数を増やすことが何よりも重要な課題となります｡ 個人情報

保護の観点から, この脳卒中登録に対しても慎重になっておられる医療機関あるいは医師

各位がいらっしゃいますが, 府医の脳卒中登録事業は, 京都府個人情報保護条例における

収集の制限の ｢適用除外｣ に該当し, その旨平成16年11月京都府からも各医療機関に通知

されております｡ がん登録同様に, 個人情報保護に抵触するご心配はご無用です｡

先般, 関係各位には重ねてこの旨詳述した協力依頼文書と登録票用紙等をお送りしたと

ころですが, ここにあらためて登録へのご協力をお願い申し上げる次第です｡

なお, 現在お願いしているのは, 平成17年・18年に発症のあった脳卒中患者登録票の届

け出です｡ １件につき350円の登録手数料を本年度末にお支払いさせていただきます｡

◇問い合わせ先：府医地域医療課脳卒中登録係 (電話：075－315－5274)
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今期２期目の理事を勤めさせていただいている藤村 聡です｡ 私の担当は, 健康支援, 臨床

研修制度, 医師確保を主務として担当させていただいています｡ 私の診療所が京都府の南端の

相楽郡であるため, 一人前の仕事ができず, 多くの理事の先生方や委員会の先生の助けを借り

てなんとか３年が経ちます｡ この紙面を借りて感謝を申し上げます｡

私の担当ですが, まず１番目は健康支援です｡ これは府民の皆様の健康増進を実現するため

の様々なイベントを行ったり, 健康施策の検討をしています｡ イベントとしては ｢京都市民健

やかフェア｣, ｢くらしと健康展｣ がありこれらは５千人以上の参加者があります｡ また京都府

医師会独自の企画として ｢京都府医師会健康講座｣ を開催しています｡ さらに各地区医師会の

先生方にはそれぞれの地区で ｢健康教室｣ を, また各専門医会の先生方にも健康講座をひらい

ていただき深く御礼申し上げます｡ 施策としては京都府は健康寿命21アクションプランという

ものが開催され, そのメンバーとして ｢どうすれば京都府民の健康寿命が日本一になれるか｣

という諮問事項に取り組んでいます｡ 健康寿命とは聞きなれない言葉ですがこれは何歳で死亡

するかという平均寿命とは異なり, 介護を受けたり入院しないで何歳まで頑張れるかという年

齢が健康寿命と定義されます｡ 現在健康寿命日本一は長野県ですが, 京都府の目標はこれで日

本一になることで, 様々なプランの作成に関わっています｡ もしご興味のある方は京都府のホー

ムページをご覧ください｡

２番目の担当は臨床研修制度です｡ これは３年前の新臨床研修制度の発足に伴い京都府での

臨床研修がスムーズに行われるように府医師会がお手伝いすることが目的で ｢指導医のための

ワークショップ｣ ｢研修医向けの講演会や交流会｣ など, 臨床研修医と指導医の育成に取り組

んでいます｡

３番目の医師確保は皆さんもご存知のように地方での医師不足, 小児科, 産婦人科の不足な

ど日本全体を震撼させている社会現象となっています｡ 他府県の人からは ｢京都府には２つの

大学に医学部があるから医者は余っているだろう｣ と言われそうですが (実際には医者余りの

地域もありますが…) 府北部を中心に深刻な医師不足が生じています｡ 府医師会としても行政

とともに何とかこの北部の医師不足に取り組むために今期より新設された部門です｡ この ｢医

師不足｣ という言葉は非常に微妙で, 実は京都府の人口当たりの医師数は２つの医学部がある

ため全国４位になります｡ ある地域, ある診療科で医師が不足しているから ｢医師の偏在｣ と

いう言葉が正しいのかもしれません｡

森会長以下府医師会として全力でこの問題に取り組んでいくつもりですので会員の先生方に

はご指導とご鞭撻をお願いいたします｡

���

����
～～～こここんんんななな仕仕仕事事事しししてててままますすす～～～

� �

�� �
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狂犬病ワクチンについて

現在, 日本で狂犬病患者発生以来, 狂犬病のワクチンが不足してきています｡ 狂犬病流行国

で犬に咬まれるなどして至急, 暴露後ワクチンの接種を必要とする場合でワクチンが入手しに

くい場合は下記を参考にしてください｡

①まず, 京都府保健福祉部：薬務室 (電話：075－414－4786＜担当：真田氏＞) まで, ご相談

ください｡ 暴露後の緊急用ワクチンをそなえております｡

②ワクチンの保管場所は京都府立医科大学病院 (薬剤部) ですので, 暴露後の緊急用ワクチン

接種をご希望の場合は, 府立医科大学病院を受診させてください｡

なお, 海外渡航前の狂犬病ワクチンは, 急激な接種増加により入手困難な状況ですので, 協

力医療機関での対応ができず, 検疫所においてもワクチン接種を一時的に中止しているような

状況です｡ 渡航者に対しましては, 渡航先でかまれないように注意すること, 万一かまれた場

合は, すぐに現地の医療機関で治療すること, また渡航先でも接種できる場合があるので渡航

前に接種できる機関を調べておくことなどにより対応してください｡

狂犬病に関する関連サイト
●京都市 http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/iryou/rv.htm

●渡航者向け感染症情報 http://www.forth.go.jp/

●｢動物由来感染症を知っていますか？｣ http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_e/e03.html

●国立感染症研究所 http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_18/k03_18.html

『平成19年４月１日発足に向けての一人
医師医療法人の設立申請書』 の受付を下記
の要領で行います｡
＜受付要領＞
①平成19年４月１日発足の申請をされる方
は, 平成19年１月30日(火) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず
つ) を京都府医療室へご提出いただくこ
ととなります｡
③一人医師医療法人の事前概要書ならびに

各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡
④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術広報課までご連
絡ください｡

すでにご報告のとおり, 医療法の改正に
より現行制度での申請受付は今回が最後と
なります (平成18年９月１日, 15日号参照)｡
詳しくは京都府医療室 (TEL：414－4746)
までお問い合わせください｡

平成19年４月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成19年１月30日(火) までに ｢事前概要書｣の提出を
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麻薬と麻薬免許の取り扱い等について

麻薬と麻薬免許の取り扱いについては, ｢麻薬及び向精神薬取締法｣ の下, 厳重に規制され

ています｡ 中でも麻薬免許を所持しない医師や免許が失効した医師が, 麻薬を取り扱った場合

(下記の事例参照) 等は, ｢麻薬及び向精神薬取締法｣ 違反として, 罰せられることとなります

ので十分ご注意ください｡

また, 麻薬を医療機関内で保管される場合は, ｢鍵をかけた堅固な設備｣ 内に保管すること

が同法で定められています｡ 容易に移動できない金庫で施錠のあるものが必要です｡ 鍵付きの

机の引き出しやロッカー等は該当しないのでご留意ください｡

なお, 同法の罰則規定には, 懲役刑等も含まれておりますので重ねてご留意ください｡

＜事例＞

①麻薬と知らずに院外処方せんに記載し, 処方した場合

②麻薬免許が失効した後に, 気づかず麻薬を処方 (院外処方含む) または購入した場合

③麻薬免許が失効した後に, 麻薬の在庫があった場合

������������������������			
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－－－ 京京京都都都市市市かかからららのののおおお知知知らららせせせ －－－

京都市では, 保護者の子育てと就労の両立を支援し, 児童の健全な育成および資質の向上を

図るため, 病気回復期にあり, 医療機関による治療の必要はないが, 集団保育が困難な児童

(市内に居住する０歳児から小学校３年生まで) を対象に, 乳幼児健康支援デイサービスを実

施しております｡

定員は１施設につき４名, 利用料は１日につき2,000円 (生活保護世帯, 市民税非課税世帯は

減免措置有) となっており, 別途, 京都市から事業委託費をお支払いしています｡

実施施設には, デイサービス要員として, 看護師１名と看護師または保育士等を１名 (合計

２名) 配置するほか, 保育室11.9㎡以上, 児童の隔離等のための安静・観察室が6.6㎡以上, 別

に調理室および調乳室の設置が必要です｡

本市では, 予算の範囲内で, 立地条件, 実施体制等を考慮して実施施設を選定しています｡

この事業に関心をお持ちの医療機関がございましたら京都市保健福祉局健康増進課までご相

談ください｡

○問合せ先

京都市保健福祉局健康増進課 保健指導担当 電話 222－3420
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府医図書室検討小委員会では, 図書室を１人でも多くの会員の方々にご利用いただくよう,

府医ホームページの ｢図書室コーナー｣ の内容を充実させましたのでご紹介いたします｡ まだ

ご利用いただいてない会員の方々は是非ご利用ください｡ また, 図書室へもお立ち寄りくだ

さい｡

＜新設コーナー＞
☆図書室の紹介 (利用時間・サービス内容)

☆図書室 蔵書 (書籍, ビデオ・ＤＶＤ) の検索コーナー

☆新着図書の紹介

☆ ｢診療ガイドライン｣ について

｢東邦大学医学メディアセンター｣ または ｢Minds 医療情報サービス｣ へのリンク

☆京都府立医大図書館ホームページへのリンク

☆京都大学医学図書館ホームページへのリンク

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 ｢使用上の注意の改訂｣ について (日医常任理事)

【対象医薬品名】

｢トシリズマブ (遺伝子組換え)｣ ｢ダナパロイドナトリウム｣ ｢メシル酸ガベキサート｣

｢ジノスタチンスチマラマー, ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル (懸濁用液)｣ ｢ペグイ

ンターフェロンアルファー２ａ (遺伝子組換え)｣

｢使用上の注意の改訂情報｣ については医薬品医療機器情報提供ホームページ (http://www.

info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html) にも掲載されています｡

②医薬品・医療機器等安全性情報第231号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重要な副作用等に関する情報｣ は, ｢タクロリムス水和物 (カプセル剤0.5mg・１mg)｣

｢ゲフィチニブ｣ の情報, ｢２. 使用上の注意の改訂について (その182)｣ では, ｢ジクロフェ

ナクナトリウム (経口剤, 坐剤, 注腸軟膏剤) 他 (９件)｣ の情報, ｢３. 市販直後調査の対

象品目一覧｣ などが掲載されています｡

なお, ②は日本医師会雑誌の平成19年２月号に掲載される予定です｡

③ ｢リツキサン注｣ の使用上の注意の改訂について (日医常任理事)

この通知は, リツキサン注を使用した患者に, 劇症肝炎による死亡例など, 重篤な副作用

が発現した報告を受けたため, 使用上の注意の改訂がされたものです｡
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学術講演

会期：2007年 (平成19年) ４月６日(金) ～４月８日(日) ３日間

会場：大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル・ホテルニューオータニ大阪

学術展示 ｢いのち・ひと・夢 Medical Exhibition 2007｣

会期：2007年 (平成19年) ４月５日(木) ～４月８日(日) ４日間

会場：大阪国際会議場

企画展示 ｢いのち・ひと・夢 ＥＸＰＯ 2007 ～みんなで考える医学と医療～｣

会期：2007年 (平成19年) ３月31日(土) ～４月８日(日) ９日間

会場：大阪城ホール・大阪ビジネスパーク (ＯＢＰ) ほか

１) 特別シンポジウム (４月８日(日))

｢今日の医学教育, 医療制度の問題点とその改革－医学, 医療制度の理想像へ向けた提言－｣

２) 特別講演

４月６日(金)

｢“病”に挑む医学の未来｣

第27回日本医学会総会会頭 岸本 忠三 氏

｢Life is Short, Art is Long －いのちを守る－｣

経済学者・東京大学名誉教授 宇沢 弘文 氏

４月７日(土)

｢人間を信じる｣

建築家・東京大学名誉教授 安藤 忠雄 氏

４月８日(日)

｢宇宙飛行最前線｣ 宇宙飛行士・宇宙航空研究開発機構 向井 千秋 氏

３) 学術プログラム

第１日目 ｢いのち｣ (４月６日(金)) 基礎医学, 分子, 遺伝子, 生命

第２日目 ｢ひと｣ (４月７日(土)) 臨床医学, 疾病, 医療

第３日目 ｢夢｣ (４月８日(日)) 未来医療, 最先端医療, 未来の医療像

４月５日(木) ～８日(日) 日本医師会認定産業医・認定健康スポーツ医プログラム

※第27回日本医学会総会2007大阪 [学術講演案内] プログラム冊子をご希望の方は, 京都府医

師会 学術広報課 (075－315－5276) までご連絡ください｡



2007年(平成19年)１月15日 No.185326

日
本
医
学
会
総
会
の
案
内

登録問い合わせ先：第27回日本医学会総会登録事務局

TEL：06－6875－8391 FAX：06－6875－8392 E-mail：touroku@isoukai.jp

第27回日本医学会総会における日本医師会認定産業医制度産業医学研修単位ならびに
認定健康スポーツ医制度再研修単位取得の申請手続きについて

第27回日本医学会総会では, 総会への参加登録および該当セッションを受講すると, 下記の

単位取得が可能となりました｡ なお, 産業医およびスポーツ医の単位取得申請には, 総会への

参加登録 (決済完了) が必要となります｡ 決済が完了していないと, 申込が無効となりますの

で, あらかじめご了承ください｡ また, (２) (３) の単位を希望する場合は, 総会参加登録後

に, さらに事前の申込が必要となります｡ 次ページの単位取得申請方法をご確認ください｡

※産業医の ｢生涯研修｣, スポーツ医の ｢再研修｣ 単位交付には, 研修受講日がお手元の ｢認

定産業医証｣ もしくは ｢認定健康スポーツ医証｣ の有効期限内であることが必要です｡

参加登録区分
※特別割引登録料
2007年１月31日まで

当日受付登録料

１. 医師・歯科医師・研究者
医薬情報担当者 (ＭＲ, 製薬会社社員)

３０,０００円 ３５,０００円

２. 卒後５年までの医師・歯科医師
大学院生 (医師・歯科医師)

１５,０００円 ２０,０００円

３. 臨床研修医 １０,０００円 １５,０００円

４. コ・メディカル ５,０００円 ８,０００円

５. 学生, 大学院生 (医師・歯科医師以外) ２,０００円 ３,０００円

６. 同伴者 (医療従事者以外) ３,０００円 ５,０００円

１. 日本医師会認定産業医制度産業医学研修単位

(１) 基礎研修 (後期) または生涯研修 (専門) ８単位

(２) 基礎研修 (実地) または生涯研修 (実地) １単位

(３) 基礎研修 (後期) または生涯研修 (更新) １単位

２. 日本医師会認定健康スポーツ医制度再研修単位 １単位

事前登録受付中
http://www.isoukai.jp/
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単位取得申請方法

※申請方法およびプログラム等詳細は, 第27回日本医学会総会ホームページ (http://www.isouk

ai.jp/) をご覧いただくか, 総会事務局 TEL：06－6875－8391 FAX：06－6875－8392 E-mail：

touroku@isoukai.jp にお問い合わせください｡

12月10日, 豊元ビルにて納め句座を開き

ました｡ 昨日と違い今日は晴天に恵まれ,

暖冬のため東山も未だ眠れず残りの紅葉を

眺めながらの句会を楽しみました｡ 今年は

高齢化しつつも現状維持, 新しく小林明子

様を迎え, 初句会を約束し2006年最後の句

会を終えました｡ 来年はよい年であります

ようにと祈りつつ｡ (当番 妃佐子)

��������	
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井上代志子

��	����������
上山 青柿

������������ 
小林 明子

�!"#$�	%&'(	)*�
田村江津子

+�,'-�.�/#0�)1
福原 宏一

2%34'5�67�8
西村妃佐子

12月例会
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11月26日(日) 曇・微風の天候の中, 大阪

から14名・京都は21名が参加し, 対大阪府医

師会テニス大会が向島西コートで開催された｡

平成10年から大阪, 京都と交互が主管開催す

ることで今回, 第９回となった｡

対戦は男子ダブルス戦10戦と混合ダブルス

戦９戦を争いあった｡

結果は京都の18勝, 大阪１勝とのことであ

るが, その内容は大変な僅差で接戦の連続で

あった｡ 公式戦後は京都, 大阪と混ざりあっ

てのお好み試合を楽しんだ｡

大会終了後に祇園花見小路での懇親会が開

催された｡ なごやかにおいしい京料理とビー

ル, 酒を楽しみテニス談義に花咲いた｡

来秋は大阪府の主管で開催されることとなっ

ている｡ 多数のご参加を願っています｡

(平杉嘉昭記)

＜戦績＞
(男子ダブルス)

(混合ダブルス)

第９回京都府・大阪府
医師会親善テニス大会

京 都 ９勝－１勝 大 阪

冨井紘久, 堀士雅秀 ⑥－２ 山田 修, 小西正人

上田 誠, 玉置公一 ⑥－２ 宮田 學, 今村正之

平杉嘉平太, 田端義久 １－⑥ 難波直樹, 横山悟朗

岩井眞樹, 木村 實 ⑥－１ 山田 修, 小西正人

古家敬三, 具志堅保 ⑥－２ 宮田 學, 今村正之

池村辰夫, 堀士雅秀 ⑥－５ 難波直樹, 横山悟朗

上田 誠, 玉置公一 ⑥－５ 難波直樹, 横山悟朗

平杉嘉平太, 田端義久 ⑥－１ 山田 修, 小西正人

岩井眞樹, 木村 實 ⑥－３ 宮田 學, 今村正之

古家敬三, 具志堅保 ⑥－５ 山田 修, 小西正人

京 都 ９勝－０勝 大 阪

平杉嘉昭, 平杉とよ子 ⑥－１ 江本 敬, 江本秀子

荒巻駿三, 荒巻たか子 ⑥－５ 南原征哲, 南原静恵

池村光枝, 池村京之介 ⑥－０ 難波昴宏, 上杉裕子

平杉とよ子, 永田葉子 ⑥－１ 土肥美和子, 飯山佳英子

横山晴一, 谷口英里子 ⑥－１ 難波昴宏, 難波優希

荒巻駿三, 荒巻たか子 ⑥－３ 江本 敬, 江本秀子

平杉嘉昭, 平杉とよ子 ⑥－３ 南原征哲, 南原静恵

横山晴一, 谷口英里子 ⑥－３ 難波直樹, 上杉裕子

池村光枝, 池村京之助 ⑥－０ 難波昴宏, 難波優希

お詫びと訂正

京都医報 ｢新春号｣ 表紙の ｢発行人｣ ｢編集人｣ に

誤りがありました｡ 正しくは ｢発行人｣：｢森 洋一｣,

｢編集人｣：｢藤井純司｣ です｡ 訂正のうえお詫び申し

上げます｡
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[申告書の提出期限]

平成19年１月31日(水)

[提出先]

資産の所在する区役所 (支所) の

固定資産税課 (課税課)

[対象資産]

平成19年１月１日現在に所有されている事業

用資産で次のようなものが該当します｡

１ 構 築 物 ― 看板, 門, 塀, 植栽, ガレー

ジ等舗装路面など

２ 機械設備 ― 機械式駐車設備, 給食用設備,

クリーニング設備など

３ 器具, 備品

①理学的療法機器 (電気水浴装置, 低周波治

療器など)

②運搬用具 (患者運搬車, 診療運搬車, ベッ

ドなど)

③臨床検査および研究室用具 (培養器, 各種

測定装置など)

④手術機器 (手術台, 麻酔器, 心肺装置など)

⑤調剤機器 (調剤台, 分包器など)

⑥光学検査機器 (顕微鏡, ファイバースコー

プなど)

⑦医用データ処理装置

⑧待合室および診療室用の器具, 備品 (エア

コン, 椅子など)

⑨事務室用機器 (コンピューター, コピー機,

ファックス, パソコンなど)

※リース資産の取り扱い

リース期間終了後に譲渡されることになって

いる場合は, ユーザー (買主) が申告を行うこ

とになります｡

[評価額, 決定価格, 税率および免税点]

①評 価 額：固定資産評価基準に基づき, 取得

価格をもとに, 取得後の経過年数に応じた減

価を考慮して評価します｡

②決定価格：評価額と理論帳簿価額 (定率法に

よる月割償却を行った１月１日現在の帳簿価

額) の高い方が決定価格となります｡

③税 率 １.４％

④免 税 点 １５０万円

⑤取得価額30万円未満の少額資産の損金算入特

例について

租税特別措置法の規定により取得価額30万

円未満の少額資産を一時に損金算入した場合

については, 償却資産の申告対象となります｡

◆家屋の所有者以外の方が取り付けた家屋の附

帯設備について

家屋の所有者以外の方が事業の用に供する

ため, 平成16年４月１日以降に取り付けた家

屋の内装や建築設備などといった附帯設備は,

すべて償却資産の申告対象となります｡

◆実地調査について

地方税法の規定により実地調査を実施して

おります｡ 調査資料として, 税務書類や決算

書類の開示または写しの提出を求める場合が

ありますので, ご協力をお願いします｡

[問い合わせ先]

理財局税務部資産税課 [電話 075 (213) 5214]

または, 資産の所在する区役所 (支所) 固定資

産税課 (課税課)

京都市からのお知らせ
平成19年度

償却資産(固定資産税)の申告書の提出について

医療用機器などを含め, 事業用資産 (償却資産) については, 毎年１月１日現在所

有されている資産について申告を行うことが義務づけられております｡ 下記の内容を

ご留意いただき申告書の提出をお願いいたします｡
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医療界を巡る動き

平成18年11月 医療界を巡る動き
地 域 医 療 関 係 医 療 保 険 関 係 一 般 情 勢

11. ２ 厚労省, 医療安全支援センターの実施要項を
まとめる－来年４月より施行, 患者・国民に対
して情報提供｡ 相談窓口の設置も

11. 17 フィリピンから帰国後に狂犬病発症の男性が
死亡

11. 22 与党ドクターヘリワーキングチーム, 救急医
療用ヘリコプター普及に関する特別措置法案の
要綱をまとめる－財源は当面, 公費と基金

11. 24 第１回京都府医師会のあり方に関する懇談会－
｢開かれた医師会｣ を目指して議論

11. 25 介護保険の ｢訪問リハビリテーション｣ が増
加傾向－06診療報酬改定 ｢維持期リハビリは介
護保険｣ 明確化が要因か

11. 15 一般病棟入院基本料７対１の届け出数が大幅
増, 一方で地域格差も浮き彫りに－日看協が届
け出を集計

11. 15 日医, 07年５月より医療費動向の定点調査研
究事業を開始－日レセ導入医療機関より毎月デー
タを収集

11. 17 府医主催, ｢医療政策懇談会｣ を開催－ノン
フィクション作家・関岡氏招聘

11. 17 日医が緊急レセプト調査結果などをもとに中
医協であらためて７対１入院基本料について問
題提起へ－看護師不足の深刻化に対応

11. 28 入院基本料７対１をめぐり, 中医協総会で集
中審議－算定要件の見直しに看護必要度の導入
を検討へ

11. 29 診療報酬引き下げの影響により, 病院収入が
２％減－日本病院団体協議会の06年度診療報酬
改定による収入変化調査

11. ８ 後発品への苦情内容を発表－日医 ｢ジェネリッ
ク医薬品に関わる緊急調査｣

11. 10 経済財政諮問会議の民間議員が, 厚労相に医
療・介護分野の高コスト改善５年プログラム策
定を提言－目標額の設定要求は, 厚労相が拒否

11. 10 医療費適正化に努めるも, 高齢化の進行によ
る社会保障給付増加は不可避と主張－柳澤厚労
相

11. 15 株式会社による医療機関経営の全面解禁, 医
師免許の更新制, 医薬品の保険給付の縮小など
を提言－規制改革会議の最終答申骨子

11. 29 療養病床割合60％の医療機関で入院総点数は
減少－ ｢適切な病棟管理は困難｣ 日医緊急レセ
プト調査 (６～９月)

11. 29 国民医療推進会議の新会長に唐澤日医会長を
選出

11. 30 産婦人科・産科標榜施設の半数以上で分娩が
実施されず－厚労省 ｢05年医療施設調査・病院
報告｣
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『『『『『ＩＩＩＩＩＴＴＴＴＴフフフフフェェェェェアアアアア』』』』』 開開開開開 催催催催催
多多多数数数 ごごご参参参加加加くくくだだださささいいい

日本医師会の中川常任理事をお迎えし ｢日本医師会のＩＴ戦略 (仮題)｣ と題してご講演い

ただきます｡

◆と き：１月27日(土) 午後２時～４時

◆場 所：京都府医師会館

◆プログラム ○総合司会：藤井 純司 府医理事

○講演会

２：00～ 開会挨拶 森 洋一 府医会長

２：05～ ｢日医標準レセプトソフト 導入体験記｣

橋本医院院長・京都府医師会理事 橋本 京三 氏

２：30～ 特別講演

｢日本医師会のＩＴ戦略について (仮題)｣

日本医師会 常任理事 中川 俊男 氏

３：40～ 質疑応答

４：00 閉会挨拶 安達 秀樹 府医副会長

○｢日医標準レセプトソフト｣ ブース出展 (１：30～４：30)

★出展業者

三栄メディシス, スカイ・エス・エイッチ, 松浦産業, スペースチャート

◆参 加 費：無 料

◆参 加 対 象：京都府医師会員の医療機関 (会員および従業員)

◆日医生涯教育講座 ５単位

◆申し込み ｢ＩＴフェア参加｣ と明記のうえ, ①氏名 ②地区 ③医療機関 ④参加人数を記入

し, 京都府医師会：学術広報課 (FAX：075－314－5042) までＦＡＸでお申し込

みください｡

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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訃 報

森 孝雄氏／下西・８・８月５日ご逝去・76歳
人見 恭一氏／西陣・衣笠・金閣・10月26日ご逝去・78歳
福味 シゲ氏／綴喜・京田辺・11月19日ご逝去・95歳
西村儀一郎氏／舞鶴・東部・11月28日ご逝去・83歳

＜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

高瀬 卓志 Ａ 山科 宮田たみ恵 Ａ 西京 川井 啓市 Ｂ 下西

山中 一朗 Ｂ 下西 伊藤 一貴 Ｂ 下西 榎本 栄朗 Ｂ 下西

若林 俊剛 Ｂ 下東 伊東 宏晃 Ｃ 京大

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. レセプト出張受付の状況

４. 平成18年度第２回京都市国保運営協議

会の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 第２回産業医リーダー研修会の状況

７. 第２回産業医部会正副幹事長会の状況

８. 11月度地域医療担当部会の状況

９. 府医居宅介護支援事業所の ｢介護サー

ビス情報の公表｣ 調査の状況

10. 近医連介護保険担当理事連絡協議会の

状況

11. 第37回全国学校保健・学校医大会の

状況

12. 地区基本健康診査担当理事連絡協議会

の状況

13. 第７回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

14. 2006年 ｢皮膚の日｣ の状況

15. 学校医部会心臓検診委員会症例検討会

の状況

16. 肺がん検診研修会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 第１回臨床検査精度管理特別委員会の

状況

19. 第３回京都医学会小委員会の状況

20. 第２回京都府医療対策協議会の状況

21. 第３回医療安全対策委員会の状況

22. 平成18年度都道府県医師会勤務医担当

理事連絡協議会の状況

【議 事】

23. 会員の入会・異動・退会12件を可決

24. 常任委員会の開催を可決

25. 京都府国民健康保険団体連合会審査委

員会委員の推薦を可決

26. 第10回京都地域リハビリテーション研

究会への後援を可決

27. 第５回環境保全対策特別委員会の開催

を可決

28. 第３回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

29. 第８回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

30. 府医学術講演会の開催を可決

31. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

第30回定例理事会 (11.16)
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可決

32. 第２回勤務医部会幹事会の開催を可決

33. 医師確保対策特別委員会委員の委嘱と

第１回委員会の開催を可決

34. 第27回府医ボウリング大会の開催を

可決

35. 南部４地区医師会連絡協議会への出席

を可決

36. ノロウイルス集団感染について

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 南部四地区医師会連絡協議会の状況

３. 地区医師会との懇談会の状況

４. 第７回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

５. 第１回京都府医師会のあり方に関する

懇談会の状況

６. 医療政策懇談会の状況

７. 基金合審の状況

８. 第５回社会保険研究委員会の状況

９. 国保合審の状況

10. 新規指定前講習会の状況

11. 11月度基金幹事会の状況

12. 新規個別指導の状況

13. 11月度労災審査協議会の状況

14. 産業医研修会の状況

15. 第４回子宮がん検診委員会の状況

16. 第４回基本健康診査委員会の状況

17. 第６回救急委員会の状況

18. 第３回産業保健委員会の状況

19. 第５回地域ケア委員会の状況

20. 第２回運動器学校検診モデル事業小委

員会の状況

21. 平成18年度きょうと健康長寿日本一プ

ラン政策検討会 (第５回) の状況

22. 第13回京都府医師会健康講座の状況

23. 第２回日本糖尿病対策推進会議総会の

状況

24. 京都府高度救急業務推進協議会の状況

25. みんなで創ろう ｢子どものための市民

憲章｣ シンポジウムの状況

26. 第４回消化器がん検診委員会の状況

27. 第５回京都救急医療研究会の状況

28. 第55回近医連学校医研究協議会総会の

状況

29. 第２回検診対策特別委員会の状況

30. 南部学校医研修会の状況

31. 府医学術講演会の状況

32. 平成18年度近医連医業経営担当理事連

絡協議会の状況

33. 第５回医業経済・融資斡旋委員会の

状況

34. 第６回スポーツ医学委員会の状況

35. 11月度協会医賠処理室会提出件数

36. 第６回学術・生涯教育委員会の状況

37. 看護専門学校３年課程推薦入学試験の

結果

38. 第２回日医社会保険診療報酬検討委員

会の状況

39. 十三大都市医師会連絡協議会の状況

40. 京都府医療審議会ワーキング委員会の

状況

【議 事】

41. 会員の入会・異動・退会11件を可決

42. 常任委員会の開催を可決

43. 京都市立病院整備事業に係る地区計画

への意見を可決

44. 第８回地区庶務担当理事連絡協議会の

第31回定例理事会 (11.30)
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開催を可決

45. 広報誌 『Be Well 』 VOL. 42の作成を

可決

46. 新規個別指導の開催を可決

47. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

48. 産業医研修会の共催を可決

49. 平成18年度産業医部会総会の開催を

可決

50. 感染症発生動向調査定点医療機関の推

薦を可決

51. 健診・保健指導の指導者研修会への出

席を可決

52. 融資斡旋を可決

53. 府医学術講演会の開催を可決

54. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

55. 学術・生涯教育委員会委員の委嘱替え

を可決

56. 医師確保対策特別委員会委員の追加委

嘱を可決

57. 看護専門学校パート職員の採用を可決

58. 看護専門学校実習謝金の支出対象施設

の変更を可決

59. 平成18年度近医連医事紛争担当理事連

絡協議会への出席を可決

【報 告】

１. 平成18年12月１日現在の会員数

12月１日現在 4,221名 (－８名)

２. 総務担当部会の状況

３. 12月度保険医療担当部会の状況

４. 京都府介護保険審査会の状況

５. みんなで創ろう ｢子どものための市民

憲章｣ シンポジウムの状況

６. 第１回京都ぜん息死対策事業検討会の

状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第２回インフルエンザワクチン等確保

検討会の状況

９. 12月度地域医療担当部会の状況

10. 第５回環境保全対策特別委員会の状況

11. 平成18年度家族計画・母体保護法指導

者講習会の状況

12. ｢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の状況

13. 第４回学校保健委員会の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. 第５回生涯教育検討小委員会の状況

16. 府医地区対抗囲碁大会の状況

17. 12月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

18. 看護専門学校学校関係者研修・懇親会

の状況

19. 第３回日医ＩＴ化推進検討委員会の

状況

20. 平成18年度日医医療政策シンポジウム

の状況

21. 平成18年度第８回近医連常任委員会の

状況

22. 第５回近医連保険担当理事連絡協議会・

常任委員会との合同懇談会の状況

23. 日医第３回定款・諸規定検討委員会の

状況

【議 事】

24. 会員の入会・異動・退会７件を可決

25. 常任委員会の開催を可決

26. 参与会の開催を可決

第32回定例理事会 (12.７)
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27. ｢第２回医療通訳を考える全国会議｣

への後援を可決

28. 不動産取得税の支払いを可決

29. 第２回京都府医師会のあり方に関する

懇談会の開催を可決

30. 京都府医師会諸会費の免除を可決

31. 京都府医師会退職年金規約に基づく資

金運用および給付事務委託に関する覚書

の終了を可決

32. 京都府福祉人材・研修センター運営委

員会委員の推薦を可決

33. 京都市生涯学習市民フォーラム委員の

推薦を可決

34. ＩＴフェアの開催を可決

35. 若年者心疾患対策協議会の補欠に伴う

専任者の推薦を可決

36. ｢母体保護法指定医師の指定基準｣ 細

則の一部改定を可決

37. 平成18年度母体保護法指定医師必須研

修会の開催を可決

38. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

39. 第２回京都ぜん息死対策事業検討会の

開催を可決

40. 子ども・子育ていきいきフェアへの出

展を可決

41. こどもの健康相談支援 (アレルギー性

疾患対策) 事業にかかる北部講演会の開

催を可決

42. 京都市地域リハビリテーション交流セ

ミナーへの後援を可決

43. 産業医リーダー研修会開催日の変更を

可決

44. 新型インフルエンザ対策研修会の開催

を可決

45. 平成18年度介護支援専門員専門研修

(課程Ⅰ) への講師の派遣を可決

46. 第39回近畿地区医師会共同利用施設連

絡協議会への出席を可決

47. 在宅医療のための生涯教育シリーズ第

１回の開催を可決

48. 糖尿病対策推進講習会の開催を可決

49. ＴＶ会議システムの導入を可決

～ ２月度請求書 (１月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (土) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (土) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 13日 (火) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡




