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の千枚田
写真／冨士原 正人 (福知山)

天橋立から丹後半島を北上すると, 舟屋で有名な伊根が
あります｡ そこからさらに北上すると海に面した傾斜地に
小さな田が幾重にも重なった棚田があります｡ これが ｢新
井の千枚田｣ です｡ 棚田を見ると, 昔から大変な労力で米
を作り続けてきた人々の思いを感じることができます｡ 経
済性や効率ばかりが求められる現在, 棚田が持つ魅力は我々
の心を引きつけます｡ 高齢化が進み, 農業もますます厳し
い時代ですが, この景観がいつまでも残ってほしいと思い
ます｡

学術講演会の動画配信スタート！

視聴方法についての詳細は別冊をご覧ください｡
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国民健康保険中央会 (以下, 国保中央会) は平成18年12月, ｢高齢社会における医療報酬体

系のあり方に関する研究会｣ 報告書を公表し, 2008年度からの後期高齢者医療制度における

｢かかりつけ医｣ 体制の強化と, ｢かかりつけ医｣ に登録した後期高齢者の人数に応じた定額払

い制度の導入を提言した｡

近畿医師会連合 (以下, 近医連) では, １月19日(金) に第９回常任委員会を開催し, 国保

中央会の提言に対する近医連としての抗議声明文を送付することおよび日医に対して抗議声明

文を発表するよう求める要請書を唐澤日医会長に送付することを決定し, ２月５日付で送付し

た (別掲①～③参照)｡

(別掲①)

近医連発第 73 号

平成19年２月５日

国民健康保険中央会

会長 斉藤 十朗 様

近畿医師会連合

奈良県医師会長 和歌山県医師会長

有 山 雄 基 柏 井 洋 臣

京都府医師会長 大阪府医師会長

森 洋 一 酒 井 國 男

兵庫県医師会長 滋賀県医師会長

西 村 亮 一 浅 野 定 弘

声明文の送付について

貴会 ｢高齢社会における医療報酬体系のあり方に関する研究会｣ が, 平成18年12月に提言さ

れた報告書は, 国民皆保険制度の基本理念である患者のフリーアクセスを阻害するものであり,

到底容認できるものではありません｡

よって, 近畿医師会連合の総意として, 別紙のとおり表明するものであります｡
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(別掲②)

声 明

国民健康保険中央会は平成18年12月, ｢高齢社会における医療報酬体系のあり方に関する研

究会｣ 報告書を公表し, 後期高齢者の医療における ｢かかりつけ医｣ 体制の強化と, ｢かかり

つけ医｣ に係る報酬体系の新設を提言している｡

その内容は, ｢かかりつけ医｣ にリハビリテーションの指導やターミナルケアの対応と看取

りをも義務付け, 英国の人頭割りによる家庭医認定制度と同様に, 高齢者には ｢かかりつけ医｣

を登録させ, 初期診療時には登録 ｢かかりつけ医｣ しか受診出来ない体制を強制し, 登録され

た高齢者の人数に応じた定額払いを導入すると云う我国の医療のあり方を根底から揺るがすも

のである｡

本来 ｢かかりつけ医｣ とは職業倫理上の医師の機能を表す言葉であり, 英国の家庭医や, 米

国の専門医としてのＧＰ (General Physician) のもつ概念とは一線を画するもので, 機能内容

の義務化も行われてはならぬものである｡

一方, 戦前の貧富の差による階層医療, 軍部主導による管理医療, 戦後の統制経済による制

限医療を経て我国で構築された国民皆保険制度は, その歴史への反省と, 国民の健康権・生存

権への強い希求とが相俟って生まれた文化であり, ｢いつでも, だれでも, どこへでも｣ とい

う医療理念は, 世界の範たる国是として守り続けねばならない｡

以上の理由により近畿医師会連合は, 国民健康保険中央会の報告書が提言する ｢かかりつけ

医｣ 機能を義務化する体制の強化と, 患者のフリーアクセスを制限する ｢かかりつけ医｣ 登録

による人頭割り制度には断固反対すると共に, 国保中央会の誤った考え方の是正を強く求める

ことをここに表明する｡

平成19年１月19日

近 畿 医 師 会 連 合
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(別掲③)

近医連発第 74 号

平成19年２月５日

日本医師会長

唐 澤 � 人 様

近畿医師会連合

奈良県医師会長 和歌山県医師会長

有 山 雄 基 柏 井 洋 臣

京都府医師会長 大阪府医師会長

森 洋 一 酒 井 國 男

兵庫県医師会長 滋賀県医師会長

西 村 亮 一 浅 野 定 弘

国民健康保険中央会提言への要請について

国民健康保険中央会は平成18年12月, ｢高齢社会における医療報酬体系のあり方に関する研

究会｣ 報告書を公表し, 後期高齢者の医療における ｢かかりつけ医｣ 体制の強化と, ｢かかり

つけ医｣ に係る報酬体系の新設を提言しております｡

その内容は, ｢かかりつけ医｣ にリハビリテーションの指導やターミナルケアの対応と看取

りをも義務付け, 英国の人頭割りによる家庭医認定制度と同様に, 高齢者には ｢かかりつけ医｣

を登録させ, 初期診療時には登録 ｢かかりつけ医｣ しか受診出来ない体制を強制し, 登録され

た高齢者の人数に応じた定額払いを導入すると云う我国の医療のあり方を根底から揺るがすも

のであります｡

本来 ｢かかりつけ医｣ とは職業倫理上の医師の機能を表す言葉であり, 決して認定制度に馴

染むものではなく, 機能内容の義務化も行われてはならぬものであると認識致しております｡

一方, 戦前の貧富の差による階層医療, 軍部主導による管理医療, 戦後の統制経済による制

限医療を経て我国で構築された国民皆保険制度は, その歴史への反省と, 国民の健康権・生存

権への強い希求とが相俟って生まれた文化であり, ｢いつでも, だれでも, どこへでも｣ とい

う医療理念は, 世界の範たる国是として守り続けねばなりません｡

この国保中央会には, 竹嶋日医副会長が参画されているにも拘らず, このような報告書が発

表されたことに対し, 多くの会員から疑問の声が上がっております｡

更には, ｢日本医師会による医師確保対策 (案) ｣ の中で強調されている ｢日医認定かかり

つけ医｣ 構想や ｢地域における開業医の診療科別枠の設定｣ なる文言が一人歩きし, あたかも

日本医師会が ｢かかりつけ医｣ 登録による人頭割り制度を推奨するかの如き印象を与えており

ます｡

以上の様な疑念と誤解を払拭する為にも, 日本医師会執行部より国保中央会の報告書に対す

る抗議声明文を発表して頂くことを, 近畿医師会連合として強く要請いたします｡
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(参考)

高齢社会における医療報酬体系のあり方に関する研究会報告書 (概要)

平成18年12月 国民健康保険中央会

１. 研究の趣旨・目的
さきの第164回国会で, ｢健康保険法等の一部を改正する法律｣ が成立した｡ これにより, 平成20

年度から, 後期高齢者を対象とする独立した医療制度が創設されることとなり, その診療報酬体系
については, 基本的な考え方を平成18年度中にとりまとめ, 国民の議論に供した上で策定すること
とされた｡ 創設にあたり, 国民健康保険中央会に設置された ｢高齢社会における医療報酬体系のあ
り方に関する研究会｣ (水野肇委員長) では, 後期高齢者に焦点を当てて, より良い医療体制のあり
方を検討するとともに, 後期高齢者の医療にふさわしい報酬体系のあり方について検討を行い, 具
体的な提言をとりまとめた｡

２. 研究の概要
検討に当たっては, 本年４月以来会合 (研究会５回・小委員会５回) を重ねて, 議論を深めると

ともに, ヨーロッパ４か国 (イギリス・デンマーク・オランダ・フランス) の関係機関等にヒアリ
ングを行った｡

３. 提言
(１) 後期高齢者の医療におけるかかりつけ医体制の強化

後期高齢者を対象として, 在宅医療を中心とするかかりつけ医の体制を強化すべきである｡
具体的には以下の通り｡
① 後期高齢者は, 原則として診療所の中からかかりつけ医を選ぶ
(病気になった場合には, 最初にかかりつけ医を受診することを原則とする)

② かかりつけ医は以下のような役割を担う
－登録された後期高齢者の健康状態の把握と, 健康上の相談への対応 (例えば, 健康づく
りや保健指導, 疾病予防, 介護予防)
－診察, 治療 (専門医や病院への紹介を含む)
－リハビリテーションの指導
－ターミナルケアの対応と看取り

③ かかりつけ医は, 登録された後期高齢者が介護保険給付の対象となっても, そのサービス
提供機関・施設と協力しながら, 引き続き, かかりつけ医としての役割を果たす

(２) かかりつけ医に係る報酬体系の新設
① 登録された後期高齢者の人数に応じた定額払い報酬を導入する
② 後期高齢者におけるかかりつけ医の報酬は, 出来高払いと上記定額払いを併用する

(３) 効果
後期高齢者におけるかかりつけ医の体制を強化することによって, 以下のような効果が期待

できる｡
① 医療機関に対するフリーアクセス (｢いつでも, 誰でも, どこへでも｣) の中の ｢どこへで
も｣ をある程度制限することにより病診機能が明確になり, 効率的な医療が提供される｡ そ
の結果, 真に医療を必要とする人に必要な医療が提供されるようになる
② 後期高齢者におけるＱＯＬの向上が推進される
③ 診察から入退院, リハビリテーション, 介護サービスとの連携まで含めて, 継続的な医療
が推進される

以 上
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京京京都都都市市市内内内ののの社社社会会会福福福祉祉祉施施施設設設へへへ招招招待待待券券券ををを寄寄寄付付付

京都府医師会では, 昨年12月８日から１月21日まで, ＪＲ二条駅前の新京都府医師会館建設予定

地 (京都市中京区栂尾町) において開催されていました京都新聞社主催 ｢スーパードリームサーカ

ス｣ 京都公演の招待券500枚を, 京都市を通じて京都市内の社会福祉施設に寄付しました｡

各施設の方からは ｢子ども達に貴重な体験をさせることができました｣ といった感謝のお手紙が

届きました｡ また, ショーを鑑賞した児童福祉施設や障害者福祉施設の子ども達からも ｢ありがと

う｣ の気持ちがこもった直筆のお手紙もいただきましたのでご報告します｡

チケット配布先一覧

児童福祉施設

児童養護施設

乳児院

母子生活支援施設

児童相談所一時保護所

情緒障害児短期治療施設

高齢者福祉施設 養護老人ホーム

障害者福祉施設

知的障害児施設

知的障害児通園施設

児童デイサービス

その他

平平平成成成111999年年年度度度 ｢｢｢京京京都都都府府府医医医師師師会会会会会会費費費減減減免免免申申申請請請書書書｣｣｣ 受受受付付付中中中
��������	
�������

平成18年10月28日の代議員会にてご承認いただきましたとおり, 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｡

Ａ会員の会費については, 一定の条件を満たす先生方の自己申告により会費負担を軽減

する制度 (会費減免制度) を定めております｡

減額を希望される場合は, 早急に手続きくださいますようご案内いたします｡

※会費減免申請に関する詳細は, 京都医報１月15日号をご覧ください｡

また, 質問等ございましたら, 京都府医師会経理課 (075－312－3671) まで, ご連絡を

お願い申し上げます｡
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地域産業保健センター事業は, 地区医師会が厚労省から労働局を通じて委託を受け, 形式的

には随意契約の形で実施しているが, 平成19年度から公募・企画競争を行った上で委託契約を

することになった｡ このことについて, 各府県が ｢地域産業保健センター事業は限られた予算

で医師としての使命感に基づく献身的な取り組みにより支えられ, 地域の小規模事業場の労働

者の健康保持増進に大変重要な役割を果してきた｡ また, 地域産業保健センター事業を適切に

行える団体は医師会以外にないという気構えで, 厳しい条件にも関わらず事業を実施してきた｡

しかし, 昨年末に突然, 契約方式の見直しが通達され, 各地区医師会ではいろんな意味で異論

が唱えられている｣ ことを踏まえ, 前久保大阪府医師会理事が３月の日医産業保健委員会で,

競争入札となったことについて実際に活動している地区医師会の受け止め方をまとめて日医に

伝えることとなった｡

平成18年度近医連産業保健担当理事連絡協

議会が２月10日(土), ホテルグランヴィア大

阪で近畿各府県から計11名の役員が出席して

開催された｡ 協議会では, 冒頭, 主務地であ

る有山奈良県医師会長が ｢産業構造や就労形

態の変化による労働者の健康障害の増加, さ

らに過労死とともに精神障害に関する労災補

償請求件数が増加し, 自殺者数が毎年３万人

を超えるという深刻な状況の中, 産業保健に

関する諸問題について活発な議論をお願いし

たい｣ と挨拶｡

協議事項の ｢地域・職域連携ネットワーク

の進捗状況｣ では, 一部の地区医師会レベル

で行政と協力して活発な活動を行っていると

ころはあるものの, 地域・職域連携について

は各府県ともこれから取り組んでいく予定で

あると報告された｡

｢メンタルヘルスケア・自殺防止に対する

取り組み｣ については, 各府県における地域

産業保健センターの相談窓口や産業保健スタッ

フへの研修会の実施状況などが報告された｡

中野府医理事は, 府医産業保健委員会で産業

医とかかりつけ医の連携について協議してい

る中, 特にメンタル不全者への対応として認

定産業医の資格を持つ精神科医や産業保健に

関心の高い精神科医を把握し産業医との連携

を推進することや, 学校職員にメンタルヘル

ス不全者が多いことから学校職員への対応を

検討していきたいと述べた｡

前久保大阪府医師会理事は, 日医産業保健

委員会では平成20年度からの特定健診・保健

指導と労働安全衛生法で行う事業者健診との

整合性がクローズアップされていることを紹

介｡ また, 日医認定産業医制度について, 認

定資格の取得に関しては基礎研修50単位の研

修最終受講日から５年以内に限り申請できる

こととなったことを報告した｡

日医産業保健委員会では, ①唐澤日医会長

からの諮問事項 ｢産業保健と地域保健の連携

の推進―特にメンタルヘルスと健診・保健指

導を中心として―｣, ②医師の過重労働問題,

③地域産業保健センター事業に係る契約方式

の見直し, ④日医認定産業医制度などについ

て協議中である｡
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今回の情報企画レポートでは, 本誌2006年10月15日号, 12月15日号に掲載の ｢日レセ導入ユー

ザーからの声｣ に引き続き, ＰＡＲＴ３として, ユーザー個人で日レセを導入された会員から

の体験記をご報告いただく｡

通常の日レセ導入には府医としては従来より会員の先生方に日医認定ベンダーの利用を推奨

している｡ ただ会員の中にはパソコンに堪能な方もおられ, 今回は特別な例として個人で日レ

セソフトをパソコンに導入された会員の先生に寄稿していただいた｡ 本文をお読みいただき,

ご理解の適う先生方には自己導入も不可能ではないというのが今回のレポートの趣旨である｡

なお本文中の用語解説は編集部において追加させていただいた｡

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

日医標準レセプトソフト (ＯＲＣＡ) の個人導入

地区医師会：西陣医師会

医療機関名：佐々木医院

診 療 科 目：外科・胃腸科・内科

日医標準レセプトソフト (以下ＯＲＣＡ) を導入しようかと考えている先生方もおられると
思います｡ ＯＲＣＡ導入のメリットは, 日本医師会 (以下, 日医) が作った, インターネット
に繋げて使う, 無償 (タダ) のソフトということだと思います｡ 日医がソフトを管理している
ため, 将来にわたり点数改正に対応して使うことができます｡ インターネットに繋げているこ
とには, ウィルスや情報漏洩などのデメリットはありますが, 常に最新の情報を入手できるメ
リットがあります｡ 不具合を報告すれば, すぐに対応してもらえますし, 新薬が薬価収載され
れば, すぐに登録されます｡ おかげで, 簡単なアップデートは月に数回, バージョンアップは
年に数回行われ少々面倒ですが, 常に最新の状態で使うことができます｡ ＯＲＣＡには, 労災
や自賠責の計算, 院外処方箋, 薬剤情報の発行, レセプトチェック, レセ電など充分な機能を
持っていますし, 医見書 (主治医意見書/訪問看護指示書作成), 給管鳥 (給付管理・介護報酬
請求), WOLF (診療支援) などのソフトと連携して使うことができます｡ また, CLAIM
(CLinical Accounting InforMation) 機能という医療データをやり取りする際の統一規格に対応
しており, 将来, 市販の電子カルテの導入や医療機器のデジタル化などの際にも問題ないと思
われます｡ これらの最新機能を持ったソフトをタダで手に入れることができるのです｡ タダと
いっても, 日医の会費から数億とも十数億円いわれる巨費を投じて作られたもので, これを使
わないと会費が無駄になってしまいます｡ 是非ＯＲＣＡを使ってください｡ ただ, 日医は個人
での導入は薦めておらず, あくまでもベンダー (導入支援事業所) からの導入を薦めています｡
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ベンダーから導入すると, 市販のソフトに比べて多少割安になる程度で, 今までのデータがほ
とんど使えなくなることや, 操作方法も変わることを考えると, 新規開業以外ではあまりメリッ
トがないように思われます｡ 日医がなぜ個人の導入を薦めないのかわかりませんが, 導入方法
を素人でも理解できるようにわかりやすく説明したホームページを作るとかプリインストール
マシンを販売するとか, ぜひ個人の導入を薦めてもらいたいものです｡
私はちょうど１年前, 約６ヶ月の準備期間の後, 平成18年１月分の請求からＯＲＣＡを本格

稼働させました｡ この１年間特にトラブルもなく順調に動いております｡ 個人導入の際, １)
１台運用 ２) １～３ヶ月の試験運用をお薦めします｡ 日医は２台 (主サーバ, 従サーバ) で
お互いにバックアップを取りながら運用するようにしていますが, 小さな医院では１台で充分
ですし, コンピュータも性能の低いマシンですみますし, 保守も楽です｡ 運用当初は Pentium
4 1.5GHz メモリ 384MB のマシンで問題なく半年ほど使っておりました｡ １台運用といって
も, 故障した時のために, もう１台準備しておく必要があります｡ バージョンアップの際には
まず予備のマシンで行い動作確認してから, 主マシンで行うようにも使えます｡ ＯＲＣＡをイ
ンストールすると, サーバソフト (jma-receipt) , クライアントソフト (glclient) , データベー
ス (PostgreSQL) が入ります｡ ふだんは, この３つが動いているのですが, rcconf というコマ
ンドを使い jma-receipt と PostgreSQL を止め, glclient だけを動かし, データベース (主マシン)
のアドレスを指定するとクライアント (端末機) として動かすことができ, 主マシンが故障し
た時には切り替えて主マシンとして使うことができます｡ 端末機としては, WindowsXP 用と
MacOSX 用のソフトも用意されています｡ データのバックアップは jma-admin というソフトを
使い, USBフラッシュメモリにしています｡ 約200MBありますが, ５分程度でできます｡ バッ
クアップさえしっかりすれば (毎日), 故障しても予備のマシンにデータを移せば10分程度で,
復旧できます (その日のデータはダメですが)｡
ＯＲＣＡを導入していきなり本格稼働するのには勇気がいります｡ できれば, １～３ヶ月は

今使っているレセコンの横に置き, 暇なときに入力して操作になれ, 点数が同じになるか, レ
セプトがでるかを確認してから, 本格稼働するほうが安全です｡
ＯＲＣＡを導入するのに必要なものは, DOS-V パソコン (Windows が動くもの) とインター
ネットに接続できる環境 (できればADSL か光ファイバー) だけです｡ Pentium 4 2.0GHz,メモ
リ 512MB, ハードディスク40GB 以上のスペックがあれば充分かと思います｡ モニターは1024
x768以上の表示できるものが必要で, 表示がこまかいので, 17インチ以上のものをお薦めしま
す｡ あとはすべてインターネットから入手します｡ ＯＲＣＡはWindowsではなくDebian (Linux)
というＯＳ上で動きます｡ そのため, まず Debian (バージョン3.1 Sarge) をインストールし,
その上にＯＲＣＡをインストールします｡ Debian のインストールに必要な起動ディスクは,
Debian のホームページで i386用 (DOS-V) の Sarge 版のシステムディスクの１枚目のイメージ
ファイル (debian-31r4-i386-binary-1.iso), または, ネットワークインストールＣＤ (debian-31r4-
i386-netinst.iso) をダウンロードし, ＣＤに焼き付けて作ります｡ Debian の雑誌などの付録にこ
のＣＤがついていることもあります｡ また, 日医のＯＲＣＡのホームページから 『Debian (Sarge)
インストールおよび日医標準レセプトソフトインストール手順書』 を入手します｡ 医療機関
ＩＤの申請をすると医療機関ＩＤと簡単なＯＲＣＡの操作説明書を送ってくれます｡ (詳しい
マニュアルもホームページ上に公開されています)｡ ネットワークに接続した状態で, 起動ディ
スク (ＣＤ) でコンピュータを起動しインストールしていきます｡ 日医の説明書は結構よくで
きており, 指示通りにすればできると思います｡ 問題はインターネットにつながるか (イーサー
カードを認識するか) とビデオカードのドライバーがあるかの２点です｡ 最悪の場合でもカー
ドを追加してやればよいのですが, 大抵なんとかなります｡ ビデオカードの場合, vesa という
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汎用ドライバーがありますし, lspci というコマンドでカードの状態を調べ, xserver-xfree86の
設定を何回か変えてみるとうまくできるようになります｡
次いで説明書にしたがってＯＲＣＡをインストールするのですが, 入力が結構面倒です｡ 世

の中には, 偉い先生がおられるようで, 煩わしい入力をしなくてもよい方法を公開されていま
す｡ 黒田医院のホームページの中に 『ＯＲＣＡ簡単インストール』 (http://yukeikai.jfast.net/orca/
index) のページがあり, その中の sarge ＯＲＣＡの部分に書かれている６行ほどのコマンドを
入力すれば, 一気にインストールが行われます｡ 終われば, KDE 環境のＯＲＣＡが完成してい
ます｡ メニューからＯＲＣＡを選ぶとＯＲＣＡが起動するはずです｡ メニューバーを隠れるよ
うにしたり, お好みでデスクトップを変えたりします｡ 後は, ＯＲＣＡの操作説明書にそって,
医療機関ＩＤの登録, 地域公費・国保総括表請求書 (京都府), プリンターの設定 (CUPS :
Common Unix Printing System) をすれば完成です｡
必要な情報はすべてネット上にあります｡ 日医のホームページのコントリビューションには

先生方が色々な情報を公開していますし, メーリングリストをみれば大抵の解決方法が載って
います｡ また, 日医のサポートセンターに問い合わせると, 親切に教えてもらえるそうです｡
是非一度ＯＲＣＡの個人導入に挑戦してみてください｡

＜編集部追記＞
日レセソフトに使用するパソコンは会計ソフトの入った基幹業務という診療の要となる重要な存

在です｡ このパソコンをインターネット閲覧やメールの送受信にも併用するとウイルス等の感染を

受ける可能性が飛躍的に高まります (Linux 用の抗ウイルスソフトもあります)｡ 基本的設定として,

日レセのパソコンは他からの進入を困難にするためファイアーウォール設定のあるブロードバンド

ルータを使用し, 日レセサーバー通信以外にネットで使用できないようにすること, たとえ医療事

務系ソフトであっても出所の明らかでないようなソフトはインストールしないこと (Winny のよう

なファイル共有ソフトは論外です)｡ これのみで大切な個人情報の入っているパソコンをウイルス等

の脅威から守ることができます｡

なお日医総研では現在ＵＳＢ駆動方式も開発中とのことで, 将来自力でインストール, バージョ

ンアップされるようなユーザーにも福音となると考えられることを申し添えます｡

用語解説

・jma-receipt

glclient

・PostgreSQL

・jma-admin

・Debian

・Sarge

・vesa

・xserver-xfree86

・KDE

日レセのサーバソフト, クライアントソフトの名称｡ jma-receipt はクライアントソ
フトも含んでいる意味合いの時もあり｡
無料で利用できるオープンソースのオブジェクトリレーショナルデータベース管理
システム｡ Linux, Windows 等多くのＯＳで動作可能｡
ORCA for Vine Linux の開発者による, 日レセの管理ツール｡ データベースのバッ
クアップなどがグラフィックユーザインターフェースでできる｡
Linux ディストリビューションの一つ｡ フリーのＯＳである｡ ここでのフリーとは
無料より自由の意味合いが強い｡ 強力なパッケージ管理や, カーネルを含めたパッ
ケージのバージョンアップが早い時期よりネットから行うことができたのが特徴｡
Debian の安定版バージョン (2007年２月19日現在) のコードネーム｡ ディズニー映
画 ｢トイ・ストーリー｣ のキャラクタ名から名前が選ばれている｡
パソコン向けグラフィックス機器メーカーの業界団体 ｢Video Electronics Standards
Association｣ の仕様に対応したディスプレイドライバ｡
ウインドウシステムの一つであるXFree86の Debian パッケージ名｡
UNIX 用のデスクトップ環境およびその環境を構築するソフトの一つ｡ フリーソフ
トとして無償で提供されている｡
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11月に島根県松江市で開催されました第37

回全国学校保健・学校医大会において, AIDS

教育について考えさせられることがありまし

たのでそのことについて記載いたします｡

シンポジウムの ｢学校医による健康教育の

実践｣ の最後にフロアからの発言があり, そ

の内容は私にとり非常にショッキングでした｡

それまでの話は聞いてはおりましたが, その

発言で目が覚めたと言っても良いでしょう｡

ただ単に眠りから起きたというだけでなく,

AIDS 教育に対して今のままではいけないと

いう気持ちが目覚めたのです｡ その基となっ

た発言を覚えている範囲で記載いたしますと

次のようになります｡ ｢私は東京から来てお

りますが, 私の子供は東京の私立の医科大学

の６回生になっています｡ 卒業前に友達と４

名で AIDS 検査に行ったところ, 行くからに

はそのような覚えがあったのでしょうが, ４

名のうち３名がＨＩＶ陽性となりました｡ こ

のような状況なのです｡｣ 何分記憶によるも

ので微妙な覚え違いなどはあるかと思います

が, その骨子は間違っていないものと思って

おります｡ その先生は, 先生のお子様が３名

の中に入っているのかは発言されませんでし

たが, 会場は静まりかえって質問などはもち

ろんなく, その後もそれに関しての追加発言

などはありませんでした｡ 会場にいる多くの

ものが, 私と同様あっけにとられていたのだ

と思います｡

今日本ではＨＩＶ感染者の新規発見が, 昨

年よりついに年間1,000名のラインを超しま

した｡ 先進工業国の中で感染者が増加してい

るのは日本だけだそうです｡ 本当の意味で日

本が先進国かは疑問があると私は以前より考

えておりますが, 事態は気楽に考えている場

合ではなさそうです｡ 今から20年ほど前に,

誰だったかは忘れましたが ｢AIDS 患者はゴ

キブリと同じで, １人いれば10人いる｡｣ と

発言して, ｢人間とゴキブリを一緒にしてけ

しからん｣ と問題点をすり替えた非難を浴び

た方がいました｡ 表現の仕方に問題はあると

思いますが, 表在化した感染者が1,000名な

ら実際の感染者はその数倍はいて当然です｡

上記の先生のお子さんのように医学的知識が

有ってすらこの有様です｡ これまでの AIDS

対策では感染者の増加を食い止めることは出

来ていません｡ AIDS は特殊な人だけがかか

る病気ではありません｡ 今私が感染したとし

たら多くの方は, 彼なら自業自得だと思われ

るでしょうし, 失う未来もそう多くはありま

せん｡ しかしながら医学部の６回生といえば

長年の苦労がやっと実り, これからの将来に

大きな期待を持っているはずです｡ それが全

て失われてしまいます｡ 同じような思いをす

る人が毎年わかっているだけで1,000名も生

まれてくるのです｡ 今何とかしなければなり

ません！

医者として病気を治療していて, 本当に無

力を痛感することが多々あります｡ しかし

AIDS は感染症であり, 感染を予防すること

が出来ます｡ 感染してからその結末を迎える

時期を遅らすのではなく, 感染さえしなけれ

ば何の問題も起こらないのです｡ 10年前には

我が国においてＨＩＶ感染者の報告は年間100

��������	
���

府医学校保健委員会副委員長 長村 吉朗
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名程度であり, 死亡者も100名ほどでした｡

今1,000名の感染者がいても, 死亡者は30名

だそうです｡ 死亡者だけを見ると, 日本では

AIDS による死亡者は減少しているという事

になります｡ 新しい高価な薬により結末を迎

える時期が遅らされているだけであるのに,

本当にこのような認識で良いのでしょうか｡

日本人は一つのことに大騒ぎして, その後は

それを忘れてしまいます｡ ４年前の SARS

騒ぎは何だったのでしょう｡ たった１人の感

染者も出ていないのにあの騒ぎ, その陰で

AIDS は年間1,000名以上, いえ実際はその数

倍もその感染者を増やしているのに…｡

ＨＩＶ感染を防止するには教育が必要です｡

今学校で AIDS 教育は性教育の一環として教

育されているようです｡ しかしながら性教育

に対して小泉前首相が否定的な見解を表明し

た後, 性教育に対してバッシングともいうべ

きものが起こっています｡ このことのために,

子どもたちを感染から守る手段である AIDS

教育が後退するようなことがあってはなりま

せん｡ そのためには, AIDS 教育は感染症の

予防教育の一つとして, 性教育とは切り離し

て教えていく必要があるのではないでしょう

か｡ またその教育の方法やその時期など, 今

学校医を含め関係者がその知恵を絞って方策

を考えなければならない時なのではないでしょ

うか｡ さもないと, 数年後には年間10,000名

のＨＩＶ感染者が出るようになってしまいま

す｡ 未来に対する夢をなくした人が年間10,000

名以上も生まれることがないよう, 大至急対

策が必要です｡

(京都市学校医会校医ニュース２月号より転載)

京医発第843号

平成19年３月１日

京都府医師会員 各位

京都府医師会第90回定時総会の開催について (告示)

標記定時総会を次のとおり開催します｡ 会員各位にはお繰り合わせご出席いただきます
ようお知らせします｡

記

と き ３月31日(土) 午後４時15分 (予定)
ところ 京都府医師会館
次 第 １ 開会

２ 報告 (１) 庶務および会計について
(２) 事業について
(３) 代議員会における決議事項について
(４) その他

３ 協議
４ 閉会

京都府医師会第174回定時代議員会の開催について

と き ３月31日(土) 午後２時30分
ところ 京都府医師会館
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診察室でのあるひとこま

Dr. ｢こんにちは｡ どうですか, おかわり

ありませんか｡｣

Pt. 『それが…｡ 先生に言われて痩せよう

とがんばっているのですが…｡ 納豆や味

噌汁を取るようにしていたのに, あの報

道でしょ｡』

Dr. ｢あの健康番組, 打ち切りになったん

だって｡｣

Pt. 『データを捏造したんだもの, 仕方な

いですよね｡』

Dr. ｢テレビや雑誌で言われていることが

必ずしも正しくないというのは, 残念だ

ね｡ これからは鵜呑みにせず冷静に見な

くちゃいけないね｡｣

Pt. 『ほんまかいな？と一歩引いて見ると

いうことですね｡ ちょっと考えたら, そ

んなに簡単には痩せられないですよね｡』

Dr. ｢そう, 食事管理をして, 運動療法を

して｡ 地道に行くのが早道だよ｡｣

Pt. 『ごもっとも｡ しかし一抹の寂しさが…｡

あの番組, 好きな人多かったのに残念で

すね｡』

Dr. ｢肥満対策や動脈硬化など, 題名を見

たら思わず見たくなるような内容だよね｡

普遍的な病態について, 医療にかかる手

前での予防法を扱ったものが多かった気

がする｡｣

Pt. 『そうなんですよ｡ 私も先生に, 糖尿

病予備軍だからまず今の体重を５kg 減

らしなさい, て言われたんだけど, どう

やって減らすのかまではおっしゃっても

らえなかったから｡ 番組欄で ｢納豆でや

せる｣ なんて書いてあると思わず見てし

まいますよね｡』

Dr. ｢うん, そうなんだ｡ テレビや雑誌は

大勢の人が興味あることしか出さないか

ら, 番組欄や見出しを見るだけでも, 皆

が何に興味を持っているかわかるよね｡

医者のほうもみんなが興味あることにつ

いてもう少し, 特に薬物療法以外も勉強

しなくちゃね｡ それから 『テレビで言っ

ていた事は本当ですか』 と聞かれたとき

に, 今はっきりわかっていることとそう

でないことが区別できなければ, しっか

り答えられないよね｡ こりゃ大変だな｡｣

Pt. 『いいえ, 私の方こそがんばりますね｡

先生も画期的な治療法がわかったら是非

教えてくださいね｡』

Dr. ｢これこれ, そんな安直なこと言って

るからいけないのよ｡｣

(情報企画委員会委員・乙訓 角水正道)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

インシデントレポート ｢他山の石｣ 投稿募集
内 容：これまでに体験した ｢ヒヤリ・ハット｣

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

資 格：本会会員のみ｡ 掲載に関しては原則
｢匿名｣ とさせていただき, 関係者など
が特定できない形での掲載となります｡

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 広報課

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡
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下京東部医師会は, 平成18年４月より大川

正直会長, 小山秀樹副会長以下会務担当理事

19名で構成されています｡ 平成19年１月現在,

会員数 Ａ会員78名, Ｄ会員30名の計108名で

今年は下京東部医師会創立60周年を迎えます｡

当医師会は, 諸先輩先生方のご指導のもとに

｢仲良しクラブのように運営しましょう｡｣ と

会員の親睦を計るため, 真夏のビールパーティー

, 敬老月見の宴, 秋にかけての会員一泊旅行,

会員・家族・従業員参加のリクレーション,

お正月の会員・家族の新年名刺交換会, 随時

のゴルフ, 麻雀, 囲碁大会を開催して会員お

よび家族の交流を深めております｡ 会務とし

ては, 総会, 臨時総会, 理事会, 下東医報の

発行, ホームページの運営, 下京東部医師会

学術講演会の開催があります｡ わが医師会で

会員への連絡には一工夫がなされていて, 諸

行事の広報, 緊急連絡, 医療情報などを, 会

員へのダイレクトＦＡＸ, パソコン・ケータ

イへのダイレクト・メールを通じて, ほぼリ

アルタイムな情報伝達体制を敷いています｡

緊迫する医療情勢に対しても敏感で, レセプ

トオンライン対策として電算化対策委員会を

立ち上げ, 全会員のひとりもレセプトオンラ

インでふるいにかけられることのないように

周到な準備をしています｡ 医療制度改革関連

法案成立をうけて発生する大量の医療難民へ

は下京東部医師会医療難民対策協議会を立ち

上げて, ホームページでの対応も援用して,

きめ細やかで柔軟な対応を心掛けております｡

地域医療活動としては, 市民検診, 乳児保健

教室, 成人健康教室, 乳癌検診, 胃・大腸癌

検診, 介護保険認定審査会, 京都市消防, 京

都・下地域産業保健センター事業を着実に行っ

ています｡ 市民多数が参加する, くらしと安

全フェア, みなみ健康まつり, 下京区ふれ愛

ひろば, 南区ふれあいまつり, 下京区市民公

開フォーラムには下京西部医師会とともに後

援・共催しております｡

これらの下京東部医師会の諸活動は多くの

会員の信頼関係と地道な協力の上に築かれて

います｡ 下京東部医師会のモットーである

“和の精神”が脈々と受け継がれ, 生かされ

ているのが実感できます｡

下京東部医師会ホームページ (http://www.

shimohigashi.kyoto.med.or.jp/) にて当医師会

の活躍ぶりをご覧ください｡

下京東部医師会

庶 務 佐々木 敏之

節分を過ぎますと, 何となく天地が

明るくなった感じがします｡ 夕方の日

脚は伸びてきますし, 吹く風も光って

眩しく感じます｡ 柳は芽吹かんと色が

動いてきました｡ これからは, 山紫水

明の京都を吟行して,少しでも良い句を

拾いたいと思っている次第であります｡

(当番 青柿)
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井上代志子

��������������

小林 明子

���	����� !"�

田村江津子

����#$%&	'()

西村妃佐子

*+ ,-./012�

福原 宏一

34/56/7/89:�

上山 青柿

２月例会



2007年(平成19年)３月１日 No.185614

理
事
の
横
顔
紹
介

会員の先生方には, 平素よりいろいろとお世話になりましてありがとうございます｡ わたくしが,
京都府医師会の理事を拝受し, 早いもので１年がたとうとしております｡ 毎週の理事会の出席はじ
め理事としてわたくしなりの生活のリズムがやっと最近つかめて来ました｡ (といいますのも, お盆,
お正月以外毎週理事会が開かれている木曜日の午後は, 木曜休診の私にとりまして, 今までは最高
に気分転換できる心の洗濯のようなかけがえのないひとときでございましたので)
私の理事としての仕事は, まず感染症対策主担当としての仕事がございます｡ (副担当は学校保健,
乳幼児保健委員会他いくつかございます) 感染症対策委員会を開催し, 各種感染症のサーベイラン
ス事業はじめ, 感染症全般の問題を扱っており, 会員の先生がたに最新の大切な情報をおとどけで
きるよう努めております｡
特に SARS や新型インフルエンザをはじめとする感染症, 特に新型インフルエンザのパンデミッ

クについては, 厚労省, 京都府, 京都市においても取り組みがなされておりますが, 当委員会でも
｢京都府医師会としての新型インフルエンザおよび新興感染症に対応できる体制づくり｣ という会長
からの諮問事項を現在協議, 検討中でございます｡ これに関しまして今月行われます日本医師会感
染症対策会議に出席いたします｡
また, 先日１月13日, 府医師会館にて京都府, 京都市との共催で行いました ｢京都府・京都市新

型インフルエンザ等ガイドラインの策定について｣ の研修会にもおよそ300名もの会員の先生方がご
出席いただきまして大変ありがとうございました｡ この場をお借りしてお礼申し上げます｡
インフルエンザに関しましては, ワクチン, 診断キット, 治療薬の不足が生じないよう京都府,

京都市, 卸売業者とインフルエンザワクチン等確保検討会をもち安定供給ができるよう努めており
ますので先生方におかれましてもご理解, ご協力よろしくお願いいたします｡
また, 感染症対策を担当していますので, 行政などの外部審議会委員として出務することも多い

です｡ 主なところで, 京都府感染症対策委員会, 京都市結核・感染症発生動向調査委員会, 京都市
感染症診査協議会, 京都市ＨＩＶ感染症対策専門委員会, 同協議会などがあります｡
全国の新規ＨＩＶ感染者, エイズ患者 (2006年全国新規報告, 1304人で１日あたり3.6人発生) は

過去最高となり, 京都でも年々増加しているエイズに関して, また罹患率が充分下らない結核 (2005
年, 新登録患者数28,319人, 塗抹陽性患者11,318人) に対しても行政, 関係機関と協力し, 啓発運動
などに努めてまいりたいと思っております｡
世の中が男女共同参画を推進しているためでしょうか, 他にもわたくしが所属している会がいく

つかございます｡ 京都府麻薬中毒審査会, 京都府学校保健会理事, 京都市人権擁護委員会, それか
ら京都市人づくり21世紀委員会副幹事などです｡ 人づくり21世紀委員会は将来をになう子どもを健
やかに育むためにわたくしたち大人に何ができるかを考える委員会で約100近い団体で構成されてお
ります｡ 本年２月５日には, ｢子どもを共に育む京都市民憲章｣ が策定されました｡ 子どもの健やか
な成長を願うとともにこのような会を通し京都府医師会の活動を市民, 府民に理解していただける
よい機会でございますので, 森会長のめざされている ｢開かれた医師会｣ づくりに少しでも貢献で
きればと思っております｡
最後に, 理事就任以来, 何かとあわただしい毎日を送っておりますが, 理事の仕事を通していろ

いろと学ぶ機会をお与えいただき, 森会長をはじめ会員の先生方には感謝申し上げます｡ 微力なが
ら今後も努力する所存でございますので, ご指導, ご鞭撻よろしくお願い申し上げます｡

���

����
～～～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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１) ｢耳鼻咽喉科・頭頸部外科診療のコツと落とし穴｣
①耳疾患 (中山書店 2006.5 9,660円)

②鼻・副鼻腔疾患 ( 〃 2006.8 9,240円)

③喉頭・咽頭疾患 ( 〃 2006.8 9,240円)

｢コツ｣ には ｢落とし穴｣ に落ちない ｢コツ｣ もあります｡ 診断, 治療ともに, 不確実なと

ころがあるのが現在の医療です｡ 近年, 画像診断や機能診断法の進歩で以前より診断の確実性

が飛躍的に増しました｡ しかし, 新しい検査法や治療法について確実性の評価が決まるのには

かなりの時間がかかるのが通常です｡ 症例により病態が異なること, 術前に必ずしも画像診断

をもってしても病態がわからないこと, まれな疾患があることなどが落とし穴になります｡ コ

ツという科学的でない表現がでてくるのは, 治療では手術手技のように訓練を要するものや薬

の使い方, 放射線のかけ方などに経験的なものが必要だからです｡ *****経験したことがない

ことでも本書を読まれて経験が増えたと感じていただき, 合わせてコツや落とし穴について何

かを得ていただければ幸いです｡ (耳鼻咽喉科・頭頸部外科診療のコツと落とし穴①耳疾患：

序より抜粋) この序説からもわかるように, 今までの医学書とは少し違うなという印象を受け

る｡

①耳疾患では注意すべき外耳道の真菌, 耳閉塞感診療のポイント, 内耳道内病変診断と患者対

応のポイント, MRSA 感染耳に対する鼓室形成術の工夫と注意点, 聴神経腫瘍症例の経過観

察における注意点, 耳疾患に対する心理療法など耳鼻咽喉科診療におけるコツが書かれてい

る｡

②鼻・副鼻腔疾患では, 痛みを伴わない上顎洞穿刺を行うためのテクニック, シラカバ花粉症

と口腔アレルギー症候群の診断睡眠呼吸障害における鼻疾患の取り扱い, 嗅覚障害に対する

副腎皮質ステロイド薬の適切な使い方, 術後性上顎嚢胞の術後再閉塞予防のコツなど教科書

には書かれていないコツが多数書かれており, 日常診療に役に立つものと思われる｡

③喉頭・咽頭疾患では, 小児の扁桃摘出術の説明に役立つ基礎知識, 頸部手術後には急性喉頭

浮腫に注意, 声帯白色病変の取り扱い, 深頸部膿瘍の診断と治療には素早い対応が必要, 睡

眠時無呼吸症候群治療に対する耳鼻科医の方向性など日常診療に必要なコツが書かれている｡

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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ベテラン医師が長年の経験に基づいて, 耳鼻咽喉科外来での実践的な対処について執筆して

いて, 日常診療に役立つ書である｡ １項目について１～２ページでまとめられていて, 耳鼻咽

喉科専門医以外の先生方にも読みやすく, 最近の耳鼻咽喉科医はどのような診療をしているか

を知る上でも役に立つ書であると思う｡

２) ｢めまい診療のコツと落とし穴｣
(中山書店 2005.5 9,240円)

めまいを訴えて耳鼻咽喉科や内科を受診する人は多い｡ めまい

診療を得意とする耳鼻咽喉科医・内科医は少ない｡ 本書では末梢

性めまいから中枢性めまいに至るまで, 実践的な診療のコツ, 落

とし穴が, 診療所から救急施設, 大学まで幅広い執筆者によって

書かれている｡ 同じテーマについても複数の執筆者により書かれ

ていて, それぞれのめまい診療のコツが読者に伝わってくる｡ 例

えば, メニエール病については11名の執筆者による解説がある｡ また, 一般的なめまいの本で

は, 隅のほうに追いやられて記載の少ない ｢合併症に伴うめまい｣ の項目についても13人が執

筆している｡ めまい診療が苦手な人も, この本を読むことによってめまい診療が楽しくなるこ

とは間違いない｡

３) ｢耳鼻咽喉科頭頸部外科
外来手術の基本テクニック｣

(中山書店 2006.10 9,450円)

耳鼻咽喉科外来での日帰り手術が多く行われるようになってきてい

る｡ ＤＶＤ動画付き手術書が発行された｡ 文書や図では現せないテク

ニックがＤＶＤを見ることで読み取ることができる｡ 鼻出血止血法で

は動脈性出血に対して電気凝固で止血する様子が詳しく録画されてい

る｡ 耳科領域, 鼻科領域, 口腔・咽頭領域, 喉頭・気管, 頸部の21の

手術についての動画が含まれている｡ 耳鼻咽喉科診療のレベルアップに役立つ書 (ＤＶＤ) で

ある｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 三牧三郎)
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４) ｢生物記号論｣
(京都大学学術出版会 2006.11 3,400円 (税別))

(左京医師会会員 浅野 修氏よりご寄贈いただきました)

少し硬い表題の書名ですが決して難しい本ではありません｡ 著者

は京都大学ウイルス研究所教授 (現名誉教授) として永年生物学の

歴史経過から最新の成果まで考究された学究ですが, むしろ非常に

やさしく丁寧に説明されている生物学書です｡

地球上の生物はそれぞれ一個のみでは生存不可能で植物を含め他

の生物の交渉によってのみ生存し得ることは, 本能的に理解してい

たことでした｡

然るに我々人類はいつの間にか万物の上に位する霊長類と自認し傲慢の泥土に足を踏み入れ

て行きました｡ 今大いに反省すべきでしょう｡

本書の著者はその点に関し, 他の生物, 即ち ｢命｣ あるものに対し限りない畏敬と愛情をもっ

て見つめておられる視線を感じざるを得ません｡

我々医師は人間と同様, 他の命を持っている生物の世界を広く推察し学び, 自ら命の栄養と

すべきと愚考し, 本書を紹介させていただきました｡

京京京都都都府府府医医医師師師会会会ボボボウウウリリリンンングググ大大大会会会
参参参加加加者者者募募募集集集

と き ３月11日(日) 午後０時30分 (時間厳守)

と こ ろ しょうざんボウル〔北区衣笠鏡石町47, TEL 075－491－5101〕

参 加 費 １名 6,000円 (ゲーム料, 貸靴料, 懇親会費含む)

参加対象 会員・家族(高校生以上)・従業員
(原則として１地区に京都府医師会員が１名以上入っていること｡)

競 技 ３ゲームトータル制 (ハンディあり)

表 彰 団体賞・個人賞

＊参加ご希望の方は, 府医事務局福祉担当 (TEL 075－315－5276) までご連絡ください｡
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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医薬品・医療機器等安全性情報第233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 ｢リツキシマブ (遺伝子組換え)｣ ｢塩酸セフカペ

ンピボキシル｣ ｢女神散｣ の情報, ｢２. 使用上の注意の改訂について (その184)｣ では ｢ラ

ベプラゾールナトリウム他 (２件)｣ の情報, ｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載さ

れています｡ なお, これらは近日中に厚生労働省※よりマスコミに発表される予定であり,

また, 日本医師会雑誌の平成19年４月号に掲載される予定です｡

※厚生労働省の医薬品・医療機器等安全性情報に関するページ

http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j.html

京医選管発第14号

平成19年３月５日告示

選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

府医裁定委員補欠選挙の実施について (告示)

前号にて予告のとおり, 府医裁定委員の補欠選挙を実施します｡ 選挙人各位には自ら立

候補あるいは適切な候補者をご推薦いただきますようお知らせします｡

記

＜投 票 日＞ 平成19年３月31日(土)

＜投 票 所＞ 京都府医師会第174回定時代議員会議場

＜選 挙 権＞ 府医第174回定時代議員会出席中の代議員・予備代議員に限ります

＜定 数＞ １名

＜立候補締切＞ 平成19年３月７日(水) 午後４時

＊立候補の届出は所定の用紙 (府医事務局総務課に具備) をもって,

府医選管委員長宛, ご提出ください｡
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平成18年度

京京都都府府医医師師会会 医医療療安安全全講講演演会会
と き 平成19年３月10日(土) 午後２時30分～４時30分

ところ 京都リサーチパーク ルーム１ (西地区４号館２階)

ＪＲ丹波口駅より西へ徒歩５分 (五条七本松通下る西側)

テーマ ｢紛争予防論：医療事故の法律問題と事故への対応｣

内 容 ・インフォームド・コンセントを含む, 有害事象が発生した場合に問題に

なる法律上の責任について

・事故が発生した場合に医療機関がとるべき医療事故対応について

対象者 府医会員および医療関係者

演 者 前田 正一 氏 (東京大学大学院医学系研究科助教授)

※多数のご参加をお願いします｡



2007年(平成19年)３月１日 No.185620

京京京都都都府府府医医医師師師会会会会会会員員員ののの皆皆皆様様様へへへ ～～～ぜぜぜひひひ おおお問問問いいい合合合わわわせせせくくくだだださささいいい～～～
＜＜＜中中中途途途加加加入入入ももも可可可能能能ででですすす＞＞＞

100万円医師賠償責任保険

【医師賠償責任保険・医療施設賠償責任保険】

本保険制度は, 日本医師会医師賠償責任保険および特約保険の免責金額である100万円部

分の補償ならびに施設に関わる賠償責任をカバーする医療施設賠償責任保険が付帯されたも

ので, 日本医師会医師賠償責任保険制度を補完することを目的として発足いたしました｡

このご案内は, 概要について説明したものです｡ 保険の内容等につきましてはパンフレットをご覧ください｡
加入手続きにつきましては, (有)ケーエムエーまでおたずねください｡

【【【契契契 約約約 者者者】】】 社社社団団団法法法人人人 京京京都都都府府府医医医師師師会会会

【【【取取取扱扱扱代代代理理理店店店】】】 東東東京京京海海海上上上日日日動動動代代代理理理店店店 有有有限限限会会会社社社 ケケケーーーエエエムムムエエエーーー (((京京京都都都府府府医医医師師師会会会出出出資資資会会会社社社)))

〒〒〒666000444－－－888555888555 京京京都都都市市市中中中京京京区区区壬壬壬生生生東東東高高高田田田町町町１１１－－－９９９ 京京京都都都府府府医医医師師師会会会館館館内内内

TTTEEELLL 000777555－－－333111555－－－555222888111 (((担担担当当当：：：野野野田田田・・・山山山口口口))) FFFAAAXXX 000777555－－－333111444－－－555000444222

【【【引引引受受受保保保険険険会会会社社社】】】 東東東京京京海海海上上上日日日動動動火火火災災災保保保険険険株株株式式式会会会社社社 京京京都都都支支支店店店営営営業業業課課課

〒〒〒666000000－－－888555777000 京京京都都都市市市下下下京京京区区区四四四条条条富富富小小小路路路角角角

(１) 診療所の開設者個人 (Ａ１会員), 医
師会会員を理事もしくは管理者として
診療所を開設する法人

加入タイプⅠ

(２) 勤務医師 (Ａ２会員), 法人病院の管
理者個人
※医療施設賠償責任は含みません｡

加入タイプⅡ

加入タイプⅠ…7,420円・加入タイプⅡ…6,390円ですが, 中途加入の場合は
保険料が変りますので代理店にご連絡ください｡

年間保険料
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第27回日本医学会総会 2007大阪
｢生命と医療の原点 －いのち ひと 夢－｣
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当初１月末日予定の事前参加登録 ｢特別割引登録料｣ 締め切りが３月15日(木) まで延長さ

れることになりました｡ 当日受付登録料35,000円が, 事前登録では30,000円に特別割引されて

おります｡ まだ事前登録がお済みでない先生方は是非とも事前登録をお願いいたします｡

参加登録につきましては, 第27回日本医学会総会ホームページ (http://www.isoukai.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｡

なお, 単位取得に関しまして, 日医認定産業医制度産業医学研修単位 ｢基礎研修 (実地) ま

たは生涯研修 (実地)｣ ｢基礎研修 (後期)または生涯研修 (更新)｣ の受付は終了しております｡

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

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－｣

その他の学術プログラム詳細は第27回日本医学会総会ホームページ (http://www.isoukai.jp/)

をご覧ください｡ また, 府医事務局に [学術講演案内] プログラム冊子がございますので, ご

希望の方は府医学術・広報課 (075－315－5276) までご連絡ください｡

�������� !"#$%&'
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第27回日本医学会総会では, 医療サービスを提供する側 (医師), 医療サービスの提供を受

ける側 (一般市民) に大規模なアンケート調査をおこない, それぞれの医療に対する考え, 意

識の違いを浮き彫りにし, 特別シンポジウム ｢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－｣ において実りある討論を行えるよう企画されていま

す｡

アンケートは, 総会ホームページ (http://www.isoukai.jp) で実施されておりますので, 是非

ご協力ください｡
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【報 告】

１. 地区医師会との懇談会の状況

２. 第６回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

３. 第６回社会保険研究委員会の状況

４. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

５. 京都府介護保険審査会の状況

６. 第５回基本健康診査委員会の状況

７. 第８回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

８. 新型インフルエンザ対策医療機関研修

会の状況

９. 中丹圏域高次脳機能障害者支援体制検

討会議の状況

10. 第５回学校保健委員会の状況

11. 第２回京都ぜん息死対策事業検討会の

状況

12. 第３回産業医部会正副幹事長会の状況

13. 産業医研修会の状況

14. 第25回都道府県対抗女子駅伝競走大会

の状況

15. 府医学術講演会の状況

16. 第４回京都医学会小委員会の状況

17. １月度学術, 会員業務, 養成担当部会

の状況

18. 第４回医療安全対策委員会の状況

19. 看護専門学校入学試験の結果

20. 平成18年度第３回都道府県医師会長協

議会の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会11件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 第３回京都府医師会のあり方に関する

懇談会の開催を可決

24. 京都府麻薬中毒審査委員の推薦を可決

25. 第７回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

26. 京都府環境審議会委員の推薦を可決

27. 第32回腎臓病の総合対策の確立をめざ

すシンポジウムの共催を可決

28. 平成18年度母子保健講習会への出席を

可決

29. 近医連産業保健担当理事連絡協議会へ

の出席を可決

30. 産業医研修会の共催を可決

31. 第４回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

32. ｢耳の日｣ 行事の共催実施を可決

33. 第７回心肺蘇生法講習会の開催を可決

34. 府医学術講演会の開催を可決

35. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

36. 平成18年度京都市結核指定医療機関等

研修事業の委託契約の締結並びに研修会

の開催を可決

37. 平成18年度臨床検査精度管理事業委託

契約の締結を可決

38. 平成18年度 (第23回) 京都府医師会勤

務医部会総会の開催を可決

39. 看護専門学校平成19年３月卒業者の

｢卒業論文集｣ 作成を可決

40. 平成18年度都道府県医師会事務局長連

絡会の出席を可決

第37回定例理事会 (１.18)

理
事
会
だ
よ
り
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【報 告】

１. 第８回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

２. 個別指導の状況

３. 国保合審の状況

４. 基金合審の状況

５. 新規指定前講習会の状況

６. １月度地域医療担当部会の状況

７. 近畿地区医師会共同利用施設連絡協議

会の状況

８. 第５回子宮がん検診委員会の状況

９. 平成18年度母体保護法指定医師必須研

修会の状況

10. 社会保険健康づくり事業推進協議会の

状況

11. 第８回救急委員会の状況

12. 十三大都市医師会 ｢災害時相互支援対

策協議会｣ の状況

13. 第44回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の状況

14. ｢子ども・子育ていきいきフェア｣ の

状況

15. 第２回産業医部会幹事会の状況

16. 第４回産業保健委員会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 第７回スポーツ医学委員会の状況

19. １月度協会医賠処理室会提出件数

20. 看護専門学校入学試験の結果

21. 第３回日医社会保険診療報酬検討委員

会の状況

22. 第４回日医介護保険委員会の状況

23. 平成18年度京都市立学校結核対策委員

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. 第９回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

27. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

28. 京都府献血推進協議会委員就任の承認

を可決

29. 京都府・京都市介護認定審査会委員の

推薦を可決

30. 京都市環境審議会委員の推薦を可決

31. 子宮がん検診スクリーナー懇談会の開

催を可決

32. ｢自殺予防研修会｣ の後援を可決

33. 在宅医療推進講演会・シンポジウムの

開催を可決

34. 産業医部会総会の出席者に配布するガ

イドブックの購入を可決

35. 第３回産業医部会幹事会の開催を可決

36. 第９回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

37. 京都府糖尿病対策推進講習会の開催を

可決

38. 京都府糖尿病対策推進事業委員会委員

の追加委嘱を可決

39. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

40. 府医学術講演会の開催を可決

41. 学術講演会の開催並びに ｢日本内科学

会認定内科専門医資格更新講座｣ の申請

を可決

42. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

43. 日本音楽療法学会第６回近畿学術大会

へのパネリストの推薦を可決

44. 第２回臨床検査精度管理特別委員会

並びに参加施設に対する講評会の開催

第38回定例理事会 (１.25)



2007年(平成19年)３月１日 No.1856 25

理
事
会
だ
よ
り

を可決

45. 平成18年度京都府スポーツセンター指

導者研修講座への後援を可決

46. 平成18年度都道府県医師会医療関係者

担当理事連絡協議会への出席を可決

～ ３月度請求書 (２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 12日 (月) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡

■■■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｡




