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栗田口療病院開院式
明治５年11月朔日, 栗田口青蓮院内に仮療院がもうけ

られ, 医師の養成が始まった｡ 京都府立医科大学の濫膓
である｡ 開院式当日療病院設立の趣意ならびに規則が述
べられ, 病院勤務の医師全員が出席, 舞, 雅楽などのあ
と西洋料理がふるまわれた｡ 赤十字の旗がなびき門外左
に建つ四段の寄附札の前を, 見物人が長蛇の列をつくっ
ている｡ (『京都新報』 第13号・明治５年11月11日付より)

奥沢康正 (西京)
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第174回 定時代議員会

平成19年度 事業計画・予算を賛成多数で可決
＝府医会費賦課徴収額を可決＝

京都府医師会では３月31日(土), 第174回

定時代議員会を開催｡ 86名の代議員の出席の

もと, 平成19年度事業計画・予算などの重要

議案が上程され, 賛成多数で可決された｡ ま

た, 社保対策では適正な医療提供のための国

民皆保険制度とフリーアクセスの堅持を求め

る決議を採択した (決議文は別掲)｡

冒頭, 森府医会長の挨拶 (別掲) に続き,

平成18年度中間報告および裁定委員会報告

(会費滞納による除名処分) が行われた後,

議事では平成19年度一般会計予算など計９議

案のほか, 第10号議案では ｢京都府医師会選挙規定運用規則の一部改正に関する件｣ が上程さ

れ, いずれも賛成多数で可決された｡

■平成19年度の事業計画の中心は５本柱

第１号議案 ｢平成19年度京都府医師会事業計画に関する件｣ で趣旨説明に立った森府医会長

は, 今期の事業計画の中心として ｢特定健診・保健指導への対応｣ ｢レセプトオンライン化へ

の対応｣ ｢在宅医療の推進と地域医療連携ネットワークシステムの構築｣ ｢医師確保対策への取

り組み｣ ｢京都府医療推進協議会への取り組みをはじめとする対外広報活動の充実｣ を挙げ,

その詳細について説明した｡ また, 会館建設については, これまでの審議経過を報告するとと

もに, 07年度中には設計を完了, 08年度早い時期の着工を目指したいとの見通しを述べ, 今後

の審議状況についてもこれまで同様, 逐一, 会員に報告しながら取り組んでいきたいとした｡

■平成19年度府医通常会費の額が決定

第３号議案 ｢平成19年度京都府医師会通常会費の賦課徴収方法に関する件｣ について橋本府

医理事は19年度からの会費の割当 (案) について趣旨説明｡ 平成19年度４月１日からの会員区

分別の賦課徴収額および減免額について説明し, 賛成多数で可決された｡
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○賦課割合 Ａ 100 ： Ｂ 18 ： Ｃ ４ ： Ｄ ４

Ａ会員以外の会員の会費月額100円未満は四捨五入

○減免額

Ａ会員 １名月額 １７,５００円 (年額 ２１０,０００円)

Ｂ会員 １名月額 ３,２００円 (年額 ３８,４００円)

Ｃ・Ｄ会員 １名月額 ７００円 (年額 ８,４００円)

高齢者Ａ会員 １名月額 ７,０００円 (年額 ８４,０００円)

高齢者Ａ会員 １名月額 ０円 (年額 ０円)
Ａ会員減免① １名月額 ７,０００円 (年額 ８４,０００円)
Ａ会員減免② １名月額 １２,３００円 (年額 １４７,６００円)

１. 改正の主旨
平成18 (2006) 年４月, 北桑田医師会が右京医師会に統合されたことに伴い, 選挙規定第10条第２項

に定める京都府医師会選管委員および予備選管委員候補者の推薦ブロックおよび順序を変更する｡
２. 改正の内容 (抜粋)

改 正 案 現 行

第２条 会長は選挙規定第10条第２項に定める候補者の
推薦を郡市区医師会に求めるにあたっては, 次の
とおり取り扱うものとする｡
選管委員および予備選管委員は, 次の各ブロッ

クからそれぞれ１人とする｡
なお, ブロック内での順序は, その任期毎に番

号を付したところによる｡
①選管委員のブロック別および順序
Ａブロック ①北 ②上京東部 ③西陣 ④左京
Ｂブロック ①中京東部 ②中京西部

③下京東部 ④下京西部
Ｃブロック ①右京 ②西京 ③東山 ④山科
Ｄブロック ①伏見 ②乙訓 ③宇治久世
Ｅブロック ①綴喜 ②相楽 ③亀岡 ④船井

⑤綾部 ⑥福知山 ⑦舞鶴 ⑧与謝
⑨北丹

②予備選管委員のブロック別および順序
Ａブロック ①西陣 ②左京 ③北 ④上京東部
Ｂブロック ①下京東部 ②下京西部

③中京東部 ④中京西部
Ｃブロック ①東山 ②山科 ③右京 ④西京
Ｄブロック ①乙訓 ②宇治久世 ③伏見
Ｅブロック ①綾部 ②福知山 ③舞鶴 ④与謝

⑤北丹 ⑥綴喜 ⑦相楽 ⑧亀岡
⑨船井

第２条 会長は選挙規定第10条第２項に定める候補者の
推薦を郡市区医師会に求めるにあたっては, 次の
とおり取り扱うものとする｡
選管委員および予備選管委員は, 次の各ブロッ

クからそれぞれ１人とする｡
なお, ブロック内での順序は, その任期毎に番

号を付したところによる｡
①選管委員のブロック別および順序
Ａブロック ①北 ②上京東部 ③西陣 ④左京
Ｂブロック ①中京東部 ②中京西部

③下京東部 ④下京西部
Ｃブロック ①右京 ②西京 ③東山 ④山科
Ｄブロック ①伏見 ②乙訓 ③宇治久世
Ｅブロック ①綴喜 ②相楽 ③亀岡 ④北桑田

⑤船井 ⑥綾部 ⑦福知山 ⑧舞鶴
⑨与謝 ⑩北丹

②予備選管委員のブロック別および順序
Ａブロック ①西陣 ②左京 ③北 ④上京東部
Ｂブロック ①下京東部 ②下京西部

③中京東部 ④中京西部
Ｃブロック ①東山 ②山科 ③右京 ④西京
Ｄブロック ①乙訓 ②宇治久世 ③伏見
Ｅブロック ①綾部 ②福知山 ③舞鶴 ④与謝

⑤北丹 ⑥綴喜 ⑦相楽 ⑧亀岡
⑨北桑田 ⑩船井

■府医選挙規定運用規則を改正

橋本府医理事は第10号議案 ｢京都府医師会選挙規定運用規則の一部改正に関する件｣ につい

て趣旨説明｡ 2006年４月に北桑田医師会が右京医師会の統合されたことに伴い, 別表のとおり,

選挙規定運用規則を変更することが上程され, 賛成多数で可決された｡



2007年(平成19年)４月15日 No.1859 3

定
時
代
議
員
会

○澤井代議員 (綴喜)

08年度からスターとす

る特定健診・特定保健指

導への府医としての対応

と指針の提示

●上原副会長

これまで基本健診は地

域住民の健康を守る重要

な事業であり, 制度が新

しくなってもこれまでど

おり事業が継続できるよ

う, 府医では会内にプロ

ジェクトチームを設置し,

検討を重ねてきた｡ ただ, 国の方針にまだ不透

明な部分もあり, さまざまなケースを想定しな

がら計画を策定してきた｡ 実施方法については,

窓口となる部署 ｢特定健診サービス部 (仮称)｣

を会内に設置, 健診から保健指導までを１つの

流れの中で実施できるようにしたい｡ また各保

険者との契約については, 特定健診サービス部

で行い, 協力医療機関を募集し, 健診を行って

いただくこととする｡ 当然, 各地区で保険者と

直接契約を結ぶことも可能だが, 健診後の事務

作業などが煩雑なため, できれば府医に任せて

いただければ地区医師会, 協力医療機関の負担

は少しでも軽減できるのではないかと考えてい

る｡ また, 実施のノウハウについては, これま

での基本健診から大きな変更はないが, 何か問

題あれば, その都度府医で対応したい｡ 特に保

険者への健診結果の送付は電子媒体での送付が

基本であるが, 府医サービス部では入力作業を

代行し保険者に送付することにしている｡ さら

に, 保健指導についても, 健診結果を分析し,

それをもとに受診者ごとの指導結果と指導の際

に使用する資料を府医サービス部で準備したい｡

以上のようなシステム構築によって各医療機関

でも十分実施していただけるのではないかと思

われる｡ いずれにしても府医としては協力医療

機関の負担軽減に努めたいと考えている｡

最後に今年６月に医師国保組合との間でモデ

ル事業を実施する予定であり, 協力医療機関を

募集するので, 多数ご参加いただきたい｡ 今回

のモデル事業の成否が今後の方向性に大きな影

響を与えることになるので, 是非, 地区医師会,

医療機関のご理解・ご協力をお願いしたい｡

○柳川代議員 (綾部)

①北部地域における医師

不足への対応

②効果の疑わしい ｢健康

食品｣ に関する宣伝,

販売などへの対応

●久山副会長

医師不足への対応につ

いては, これまで京都府

や大学病院などと協調し

ながら解決に向けた方策

を検討してきたが, 今回,

山田知事の英断により看

護師対策を含め, 6億8000

万円の予算が計上された｡

京都府における医師不足の現状としては, 人

口10万人に対し京都市では346人, 京都府北部

◇◆◇ 代表質問 ◇◆◇

引き続いての代表質問では, 綴喜, 綾部, 下京東部の各医師会から３名の代議員が質問に立

ち, 直面する課題について質問, 活発な質疑が行われた｡ 質問内容および執行部答弁の概要は

以下のとおり｡
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では150人である｡ 京都府全体では274人の医師

がおり, 全国平均を上回っており他県と比較す

ると恵まれた地域といえるが, 北部においては

全国平均よりはるかに少なく, さらには新臨床

研修医制度の煽りを受け, 50名の勤務医が引き

上げる事態となり, 相当なダメージを受けてい

るのが現状である｡ 今回, 約７億の予算がつけ

られたが, 50人もの勤務医が引き揚げたことを

考慮すると, 財政的支援としては十分とはいい

難い｡ このように, いったん地域医療が崩壊す

れば, それを復旧させるにはとてつもなく高い

代償が必要になるという典型的な例である｡

こういった状況からも府医としても, 臨床研

修制度検討委員会を通じて, 両大学病院や臨床

研修医指定病院とも調整しながら, 北部の医師

確保に努めたいと考えている｡

なお, 京都府では４月より ｢医師派遣調整会

議｣ を設置し, 具体的検討を始めることにして

おり, 今後, 状況は好転に向かう可能性がある

のではないかと予想される｡

●安達副会長

代議員ご指摘のとおり

であり, 世に出回ってい

る無数にある健康食品の

中には成分すら明確でな

いものが多く, 患者さん

に聞かれて回答に窮する

ケースも多い｡ こういっ

たことからも, 今, 府医に相談窓口を設置して

もどれだけ対応できるかは疑問の残るところで

ある｡ 府医としては, 新会館建設に向けた会館

機能のひとつである ｢開かれた医師会｣ という

コンセプトの中で医療相談窓口を設置するにあ

たり, こういった問題に対しどうすれば府民・

市民の要望に応えることができるかということ

も含め, 今後, 会館建設検討委員会でもご議論

いただきたいと考えている｡

○大川代議員 (下京東部)

①日医標準レセプトソフトのバージョンアップ

に関する経過とその必

要性

②レセプトオンライン化

への対応

●森会長

｢なぜＯＲＣＡはWindows

ではなく Linux なのか｣

については, Windows で

はＯＳが変更になるたび

に機器の買い替えなどを

迫られるといった問題が

あるが, Linux ではそう

いったことはないため, 日医総研では採用した

という経過がある｡ ところが今回, Linux にお

いても Woody 版から Sarge 版へのバージョン

変更があり, 特に独自でＯＲＣＡを導入された

先生方にはご負担をおかけした｡ 今回の件につ

いては, １点はセキュリティーの問題, もう１

点は Woody 版のサポート打ち切りによって

Sarge 版に変えざるを得なくなったという問題

があった｡

基本ＯＳに変更はあったものの, ソフト自体

に大きな変更があったわけではなく, そのため

に基本ソフト以外の部分であるレセコンとして

のソフトを買い替えてほしいといった要求はな

かったはずであり, そういった面からも他社の

レセコンとは違うといえる｡

また, 今回のＯＳの変更に関しては, ほとん

どのベンダが無償で対応している｡ 一部, 有償

のベンダもあるようだが, 無償で対応するよう

日医総研からの働きかけを申し入れていきたい｡

また, ｢今回の件がＯＲＣＡ普及に水を差す

のでは｣ というご意見だが, ここ１年で急激に

増加しており, 導入医療機関はまもなく4,000

件に達しようとしている現状からも, そういっ

た心配はないのではと考えている｡

また, これまでから ｢Windows 版のＯＲＣＡ

を｣ という要望が多かったが, 日医総研では
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昨年４月の日医会長選挙

において, 植松執行部が破

れ, またその経緯について

は容認できないものの, 国

民の生命と健康を守る責務

がある我々にとっては会務

の後退, 日医としての業務

の停滞は容認できるもので

はなく, 苦渋の選択ではあっ

たが, 取り組むべきはしっ

かり取り組み, 意見を申す

べきことは申すという態度

で望んできた｡ 特に日医の

各種委員会に出席している

７名の役員はしっかりと日

医に対して意見を述べてき

たことをご報告する｡

本年９月より, 就学前ま

での外来医療費の上限が,

償還払いではあるが, 3000

円まで拡大され, 入院は小

学校６年まで月200円と乳

幼児医療費助成制度が大幅

に拡大された｡ 医療費助成

制度の拡大については積年

の課題であった｡ 自治体財

政難の中で, 何とか前進す

ることが出来たのは, 府医

執行部の永年にわたる自治

体との協調の成果を抜きに

は語ることの出来ない成果

であり, 今後もさらなる拡

大に向けて取り組んでいき

たい｡ また, 府北部の医師

不足についても, 京都府に

強く働きかけるとともに,

山田知事の絶大なるご理解

をいただくことにより, ６

億8000万円という予算を手

当てしていただくことが出

来たことも, 府医の大きな

成果であり, これが実効あ

るものとするためにも, よ

り一層の努力をしていきた

い｡

昨年４月から６月にかけ

て医療関連法案が多数成立

したが, これらの改革は今

後のわが国の医療に大きな

影響を与えるものばかりで

あった｡ この変革の時代に

おいて大切なことは, 国民

にとって, 医師にとって

｢医療とは何か｣ という基

本的理念をしっかり押さえ

ておくことである｡ 社会か

ら, そして国家から ｢医療

とは何か｡ どうあるべきか｣

が問われる時代となってお

り, 今こそ, われわれは

｢医療とは何か｣ というこ

とについて, 真摯に議論し,

国民に訴えかけていかなけ

ればならないし, 日常的に

かつ将来にわたって議論し

続けていくことこそが国民

に信頼される医師会の確立

に大切だと考えている｡

医療においては患者さん

と医師の間に大きな情報の

非対称があるといわれてき

た｡ また, 社会環境, 知る

権利を含めて社会の権利意

識が良きにつけ悪しきにつ

け大きく変わってきており,

このような社会の大きな変

化の中にあって, われわれ

医師としては, 患者さんの

疾病や健康についての当事

者として, ともに向き合い,

取り組んでいくという姿勢

なくしてこれからの医療は

成り立たないと考える｡ 医

療は医師だけのものではな

く, 患者さんの為だけにあ

るものでもなく, お互いが

ベストを尽くして始めて最

森会長

挨 拶

(要 旨)

Windows 版の開発予定はないものの, ＵＳＢメ

モリーによるＯＲＣＡ駆動を検討中ということ

であり, 今後の開発予定にご注目いただきたい｡

府医としては, より多くの医療機関でＯＲＣＡ

を導入いただきたく考えており, そのためにも

できるだけ医療機関に負担のかからないように,

日医総研には申し入れていきたいのでご理解い

ただきたい｡

レセプトオンライン化については, 日医とし

ても経過措置の緩和などの要望をしているとこ

ろである｡ また, 下京東部医師会での委員会に

ついても府医として協力させていただくので,

ご要望などがあれば申し付けていただきたい｡
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善の結果が得られるもので

ある｡ そのためには医師は

日常的にベストを尽くすこ

とが求められている｡ こう

した現状からも, われわれ

京都府医師会は, 地域の最

前線で活躍されている地区

の先生方の ｢かかりつけ医｣

としての機能が十分に発揮

できる環境の整備, またが

ん検診, 基本健診などの検

診事業, 学校医, 産業医や

救急医療など多くの公職医

としての活動の場の環境整

備のために取り組むととも

に, われわれが実践すべき

わが国の医療のあるべき姿,

医療制度構築に向けて邁進

しなければならない｡

残念ながら現状ではこれ

らの環境が十分に確保され

ているとは言い難い状況で

あり, そのひとつとして過

疎地における医師不足が顕

在化してきた｡ 背景には,

３年前の新医師臨床研修制

度が引き金となったことは

明らかであるが, 病院にお

ける過重労働の実態の放置,

医学部入学生における女性

比率の増加に対する勤務環

境への配慮が, 国をはじめ

多くの病院において十分な

されてこなかったことや医

師を志すものの医療へのモ

チベーションの低下などの

問題を先送りにしてきたこ

とが今の結果につながった

と考えられる｡ また, 小泉

内閣時代の医療費削減政策

によって, 病院経営が成り

立たなくなり, 医業収入を

十分に医療スタッフに再配

分できなくなった一方で,

医療事故対策や院内感染防

止対策など取り組まなけれ

ばならない課題が増え過重

労働が常態化｡ その過重労

働を軽減するための医療ス

タッフの増員が病院経営を

圧迫するという ｢負の連鎖｣｡

今こそ, この負の連鎖を断

ち切るべく全ての医師が立

ち上がるべきである｡

最近になってマスコミも

これらの現状を取り上げる

ようになってきたが, 残念

ながら, 裏を返せば, 医療

が崩壊し始めているという

ことでもある｡ しかしなが

ら, 今ならまだ間に合うと

言える｡ 崖っぷちにあるか

らこそ日本中の医師が一致

団結してわが国の医療を守

るために立ち上がらなけれ

ばならないときにきている｡

今こそ, 強い京都府医師会,

強い日本医師会が求められ

ている｡

現在, わが国の医師数は

27万にといわれており, う

ち16万人が日医会員である｡

残る11万人の医師に日医に

入って貰うかが今後のひと

つの課題になってくる｡ 従

来から府医執行部では開業

医, 勤務医の壁を取り払う

ことなくして真の医師会活

動はありえないとの認識を

共有してきたが, このよう

な認識を再確認し, 開業医,

勤務医の区別なしに府医に

参加していただき, われわ

れの熱い思いを全国に広げ

京都府民のみならず, 国民

に訴えかけていくこと, ま

たそのような活動を日常的

にかつ継続的に行うことが,

今の医療の閉塞状況を打破

できる唯一の手段と考え,

60周年を迎える平成19年度

の活動方針としたい｡

最後に, 勤務医の過重労

働を少しでも緩和すべく,

例えば休日診療などへの開

業医の先生方のご協力をお

願いしたい｡ このような思

いやりの心で優しい医療の

提供に努めていただくこと

で, 勤務医の先生方にもご

理解がいただけるであろう

し, また, 府民・市民の医

師会活動への理解を得るこ

とにつながると確信してい

る｡ そして ｢京都の医療｣

｢日本の医療｣ の未来のた

めに取り組む強い意志と信

念で京都の医療の一層の充

実に努めていくために, 会

員の先生方のご理解とご指

導を賜りたくお願い申し上

げる｡
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決 議

医療は, 国民とわれわれ医療人が協力して構築すべき社会資本である｡ ｢いつでも, どこ

でも, だれにでも｣ 最高水準の医療を受ける権利と機会は死守されねばならない｡ しかし,

いま断行されようとしている医療制度改革は, 国民に提供される医療の質の確保を全く無視

し, 医療費削減のみを目的とした ｢医療費適正化計画｣ であり, 病床数削減による患者の医

療機関からの追い出し, ｢地域ケア体制の整備｣ の名の下での医療の制限など, 弱者切り捨

ての施策がその実態である｡ 一方, 前小泉政権下での医療費抑制政策は, 患者自己負担増に

よる医療格差の拡大を生み, 医師の過重労働の結果としての深刻な医師不足と偏在という医

療提供体制の危機をもたらした｡ さらにこの政策の延長線上で検討されている後期高齢者医

療制度における ｢人頭払い制｣ やレセプトオンライン請求データの目的外の使用などが国民

皆保険制度を崩壊させようとしている｡

われわれには, 将来にわたり国民が安全かつ良質な医療を受けることのできる医療制度を

確保する責務があり, 適正な医療提供のために国民皆保険制度とフリーアクセスが堅持され

なければならない｡ よって以下のことを決議する｡

記

一, 後期高齢者医療制度への人頭払い制の導入に断固反対する

一, 介護難民・医療難民を生む療養病床の廃止・再編の見直しを強く求める

一, 医療費の削減, 国民の健康情報と個人情報の管理を目的としたＩＴ化の推進に反対する

一, 充分な医師・看護師を配置できる医療財源を確保せよ

一, 国民皆保険制度を堅持し, 医療の質と安全の確保のための財源を確保せよ

以上, 決議する｡

2007年３月31日

京都府医師会第174回定時代議員会

■第174回定時代議員会で可決承認された議案■

第１号議案：平成19年度京都府医師会事業計画に関する件

第２号議案：平成19年度京都府医師会一般会計予算に関する件

第３号議案：平成19年度京都府医師会通常会費の賦課徴収方法に関する件

第４号議案：平成19年度京都府医師会看護専門学校特別会計予算に関する件

第５号議案：平成19年度京都府医師会共済部特別会計予算に関する件

第６号議案：平成19年度京都府医師会労働保険事務組合特別会計予算に関する件

第７号議案：平成19年度京都府医師会会館建設特別会計予算に関する件

第８号議案：平成19年度京都府医師会看護専門学校改築特別会計予算に関する件

第９号議案：平成19年度京都府医師会一般会計ならびに特別会計に関する事項の一部を理

事会に委任する件

第10号議案：京都府医師会選挙規定運用規則の一部改正に関する件
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平成18年度京都府医師会諸会計中間報告 (19.１.31現在)

１ 一 般 会 計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.

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

511,500,000
108,050,000
848,540,000
100,000
7,470,000
2,350,000
90,000,000
246,440,000

454,710,560
77,717,682
452,865,681
515,000

13,234,935
776,500
1,890,000
259,217,356

88.9
71.9
53.4
515.0
177.2
33.0
2.1
105.2

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.

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

326,000,000
41,400,000
21,650,000

1,090,340,000
94,440,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000

258,291,153
27,101,505
18,988,780
649,573,418
39,949,245
50,000,000

0
0

79.2
65.5
87.7
59.6
42.3
100.0
0.0
0.0

合 計 1,814,450,000 1,260,927,714 69.5 合 計 1,703,830,000 1,043,904,101 61.3

２ 看護専門学校特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.
５.
６.

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

272,350,000
101,810,000
6,280,000

0
45,000,000
55,000,000

269,680,800
1,000,000
4,802,296

0
9,082,840
45,891,281

99.0
1.0
76.5
0.0
20.2
83.4

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.

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

344,400,000
40,800,000
45,000,000

0
18,000,000
20,000,000
1,900,000
50,000

10,000,000

267,618,086
24,934,998
20,879,277

0
0

4,582,840
510,900

0
0

77.7
61.1
46.4
0.0
0.0
22.9
26.9
0.0
0.0

合 計 480,440,000 330,457,217 68.8 合 計 480,150,000 318,526,101 66.3

３ 共済部特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.

会 費 収 入
雑 収 入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額

25,270,000
150,000

24,950,000
237,130,000

24,914,400
116,075

16,000,000
235,746,356

98.6
77.4
64.1
99.4

１.
２.
３.

事 業 費
特定預金支出
予 備 費

24,950,000
262,550,000

0

16,000,000
235,746,356

0

64.1
89.8
0.0

合 計 287,500,000 276,776,831 96.3 合 計 287,500,000 251,746,356 87.6

４ 労働保険事務組合特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.
５.

労働保険料収入
事 業 収 入
補助金等収入
雑 収 入
前期繰越収支差額

122,850,000
5,500,000
5,000,000
260,000

30,890,000

123,702,753
5,548,702
4,816,000
133,302

30,645,373

100.7
100.9
96.3
51.3
99.2

１.
２.
３.
４.

労働保険料支出
事 務 費
繰入金支出
予 備 費

122,850,000
12,600,000
350,000

28,700,000

122,287,562
9,302,814
265,600

0

99.5
73.8
75.9
0.0

合 計 164,500,000 164,846,130 100.2 合 計 164,500,000 131,855,976 80.2
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５ 看護専門学校建設特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.

事 業 収 入
雑 収 入
前期繰越収支差額

0
0

143,440,000

0
0

143,438,734

0.0
0.0
100.0

１.
２.
３.
４.

事 務 費
固定資産取得支出
借入金返済支出
繰入金支出

0
0
0

143,440,000

0
0
0

143,438,734

0.0
0.0
0.0
100.0

合 計 143,440,000 143,438,734 100.0 合 計 143,440,000 143,438,734 100.0

６ 看護専門学校改築特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.
４.

事 業 収 入
雑 収 入
繰入金収入
前期繰越収支差額

52,000,000
10,000

143,440,000
0

54,100,000
0

143,438,734
0

104.0
0.0
100.0
0.0

１.
２.
３.

事 務 費
特定預金支出
予 備 費

100,000
190,000,000
5,350,000

0
190,000,000

0

0.0
100.0
0.0

合 計 195,450,000 197,538,734 101.1 合 計 195,450,000 190,000,000 97.2

７ 京都府医師会会館建設特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.

繰入金収入
雑 収 入
前期繰越収支差額

0
20,000

196,370,000

0
2,066,117
196,495,792

0.0
330.6
100.1

１.
２.
３.
４.

事 業 費
事 務 費
特定預金支出
予 備 費

22,000,000
8,000,000
150,000,000
16,390,000

19,606,200
1,242,730
150,000,000

0

89.1
15.5
100.0
0.0

合 計 196,390,000 198,561,909 101.1 合 計 196,390,000 170,849,930 87.0



2007年(平成19年)４月15日 No.185910

日
本
医
師
会
定
例
代
議
員
会

医療提供体制の崩壊防ぐには国民医療費の増加が必要
－ブロック代表質問で安達府医副会長が主張

第116回日本医師会定例代議員会

��������	
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４月１日, 日医会館にて第116回定例代議員

会が開催され, 各都道府県から349名の代議員

が出席｡ 平成19年度事業計画, 一般会計予算,

医師再就業支援事業特別会計などに関する案件

が上程され, いずれも承認された｡

その後, 全国７ブロックからの代表質問, 18

名の代議員からの個人質問に対し日医執行部か

ら答弁が行われた｡

ブロック代表質問では安達府医副会長 (近

畿ブロック) が登壇し, ｢市場原理主義的経

済政策の下での国民医療費の総枠管理的削減

が, 従来からの低医療費政策の下で, ぎりぎ

りのところできわめて誠実に努力を重ねてき

た我が国の医師の意欲を直撃した｣ と指摘,

日本の医療提供体制は ｢まさに崩壊の淵にあ

る｣ との危機感をあらわにした｡ その上で

｢日本の医療を守り発展させるためには技術

料の適正な評価引き上げが必要であり, 結果

として国民医療費は今よりも, もう少したく

さん必要である｣ ということを, 誤解を恐れ

ることなくはっきりと主張すべきとの考えを

示した｡

さらにこの主張の裏づけとして, ｢地域ケ

ア体制の確立｣ へ向けた努力を明確に謳い,

｢入院医療と入院外医療の連携確立のための

方策｣ などを具体的に発信するほか, 勤務医

と開業医が等しく医師免許の下で医療を行う

者として真摯に協議できる場を設け, 従来の

実質的には医療機関経営者の団体として機能

してきた日医の性格を抜本的に改め, 真に日

本の医師全体を代表する組織となるべきと主

張した｡
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国民医療推進協議会の活動方針をただす －安達府医副会長

安達府医副会長はブロック代表質問の中で,

国民医療推進協議会の活動方針についても言

及し, ｢日医会員17万に比べれば, 一昨年の

獲得署名数1,700万筆は圧倒的な数字｡ 医療

制度改革関連法の実施を間近に控えて, 国民

医療推進協議会をどのように機能させていく

のか｣ とただした｡ これに対し唐澤日医会長

は ｢今日の医療の状況を展望ある方向に打開

すべく国民医療推進協議会などを通じ, 国民

一般に広く医療情勢の啓発活動を展開する｣

とし, 日医が本年３月にまとめた ｢グランド

デザイン2007｣ の内容に反する施策が推し進

められるような場合は, 国民医療推進協議会

を通じ, しかるべき活動を全国的に展開する

との決意を示した｡ さらに中川日医常任理事

は, 国民医療推進協議会については５月中旬

までに開催する予定であると報告｡ 財務省・

財政制度等審議会の平成20年度予算に関する

建議や ｢骨太方針2007｣, 厚労省の平成20年

度予算概算要求の時期よりも前に国民医療推

進協議会を開催し, 先手を打って医療政策を

提言するとの考えを示した｡

７対１問題について厚労省の矛盾を追及 －北川府医理事

北川府医理事はブロック代表質問における

７対１問題についての関連質問として, ７対

１問題で訪問看護に携わる看護師が病院に吸

収されていることを指摘, ｢厚労省の示す在

宅医療推進の方向性と現状が矛盾している｣

と述べ, 日医の対応を求めた｡

広報活動に関するプロセス, 意思決定のあり方を質問 －久山府医副会長

日医の広報活動に関するブロック代表質問

の中で, 久山府医副会長は関連質問として,

日医としての意思決定のあり方, 広報活動に

関するプロセスについて日医の考えをただし

たほか, 理事試案を安易に公表しないよう要

望した｡

予算委員会に北川府医理事が出席 －ＯＲＣＡ関連予算について質問

午後の個人質問の最中に, 予算委員会が開

催された｡ 委員会では, まず委員長の選出が

行われ, 横倉代議員 (福岡県医会長) が就任,

平成19年度事業計画案ならびに平成19年度予

算案の審議が行われた｡

各種予算案のうち一般会計予算案に関連し,

北川府医理事 (欠席した佐藤代議員の代理)

はＯＲＣＡ関連予算にかかる ｢特定健診対応｣

の具体的内容について質問｡ 今村 (聡) 日医

常任理事より ｢特定健診結果は保険者に電子

媒体としての提供が必要であり, 検査所の検

査結果自動取り込みなどのツール開発費であ

る｣ との説明がなされた｡

続いて北川府医理事は認証局への２億円も

含めた費用対効果を考慮に入れた今後の対応

およびソフト開発に当たっては随意契約では

なく競争入札を導入することなどを要望した｡



2007年(平成19年)４月15日 No.185912

在在在宅宅宅医医医療療療推推推進進進ににに向向向けけけててて講講講演演演会会会とととシシシンンンポポポジジジウウウムムム

������������������������			


���������������������

府医では, 今後の高齢者増, 家族介護力の低下に伴う高齢世帯・独居世帯の増加, 療養病床

見直しによる影響などを見据えて, 在宅医療の推進に向けて取り組みを強めている｡ ２月の在

宅医療生涯教育シリーズ第１回 ｢胃ろうと栄養管理｣ に続き, ３月24日には長崎市の在宅医療

を推進するにあたり中心的な役割を担った長崎在宅 Dr.ネットワーク事務局の白髭豊医師を招

いての講演会と府医地域ケア委員会委員によるシンポジウムを開催した｡

｢長崎在宅 Dr. (ドクター) ネットによる

地域医療連携｣ と題した講演で, 白髭医師は

長崎市における在宅医療の体制を次のように

紹介した｡

2003年３月に発足した長崎在宅 Dr.ネット

ワーク (以下, Dr.ネット) は, 当初在宅医

療に熱心な医師13名で始まったが, ４年後の

現在, 病院医師25名を含めて102名の参加を

得ている｡ 特徴的なのは患者への対応につい

て在宅にかかわる全ての職種が連携している

ことであり, 在宅医療を担う軸となる医師も

主治医, 副主治医制をとることによって主治

医の負担が軽減されている｡ さらに協力医と

して皮膚科, 眼科などの専門医, また病態の

変化に応じて再入院もできるよう病院医師の

協力を得ている｡

病院あるいはケアマネジャーから患者の紹

介があると, Dr.ネット事務局は Dr.ネット

のメール上で主治医・副主治医を公募, 主治

医・副主治医が決まると在宅に向けて患者,

家族, 医師のほか, ケアマネジャー, 訪問看

護師, 病棟看護師, ＰＴ, ＯＴらによる退院

前カンファランスを持って態勢を整える｡

Dr.ネットでは, 講演会や症例検討会など

を頻繁に催し, 勉強や情報交換を通じてこの

ような流れが円滑に進むよう努めている｡

長崎市の在宅医療に貢献する ｢Dr.ネット｣

主治医・副主治医制で負担軽減

シンポジウムパネリスト：
左から小川 直, 市田哲郎, 宇都宮宏子, 新田順子の各氏

コメンテーターの白髭 豊氏と座長の依田純三氏
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この度, 北陸能登地域の大規模地震により, 当該地域の多くの方が被害に遭われました｡

そこで, 京都府医師会では, 標記義援金を下記のとおり受け付けいたします｡ 会員各位に

おかれましてはご協力の程よろしくお願い申し上げます｡

１. 義援金の振込先

振込銀行 京都銀行本店

口座番号 普通口座 4066032

口座名義 社団法人京都府医師会 京都府医師会長 森 洋一

２. 義援金の受付期間

平成19年４月15日から平成19年５月15日まで

※税務上の控除対象とはなりません｡

３. 問い合わせ先

京都府医師会総務課 TEL：075－315－5273

シンポジウム＝京都の在宅医療, 現状と課題が明らかに

府医地域ケア委員会委員によるシンポジウ

ム ｢京都の在宅医療を考える｣ では, ４名の

パネリストがそれぞれの立場から京都におけ

る在宅医療の現状と問題点を指摘, 今後の在

宅医療推進にあたっての課題を明確にした｡

在宅医療を担う医師の立場から, 小川直氏

は多くの開業医は ｢在宅医療が１人で24時間

患者や家族に対応しなければならない｣ と考

えて在宅医療を尻込みしているとして, ｢ハー

ドルの低い在宅を皆で担う｣ ため, 在宅点数

の解説, 簡単な処置や管理についての研修,

地域における連携の強化などを提案した｡

ケアマネジャーでもある医師の立場から,

市田哲郎氏は左京区における在宅医療の現状

について, 行政も巻き込んだ左京区地域ケア

連絡協議会の開催や在宅協力医リストの作成・

配付, ケアマネタイムリストによる医療と介

護の連携促進など, 京都における先進的な取

り組みを紹介した｡

退院調整専任看護師の立場から, 宇都宮宏

子氏は京大医学部付属病院の退院支援システ

ムを紹介し, これからの病院は帰宅を前提と

した検査・治療が求められるとして院内の意

識・構造の変革を強調するとともに患者を受

け入れるための在宅医ネットワークの必要性

を訴えた｡

訪問看護ステーションの立場から, 新田順

子氏は京都府内の訪問看護ステーションアン

ケートの結果から, 在宅患者の円滑な受け入

れには, 訪問看護師の人員不足の解消, ター

ミナルケアに対応できる体制の整備, 主治医

との連携をはじめ多職種の連携を促進するこ

とが不可欠であるとした｡



2007年(平成19年)４月15日 No.185914

病
院
長
会
議

平成18年度第２回目の病院長会議が３月23日,

京都府医師会館で開催され, 京都私立病院協会

から３名, 京都府病院協会から５名, 京都精神

病院協会から３名, 京都府医師会から８名が参

加し, ｢病診連携｣ をテーマに活発な意見交換

が行われた｡

冒頭の挨拶で森府医会長は, ４月の診療報酬

改定, 医療法改正等により, 医療費削減を目的

とした在宅医療への誘導が進められており, 本

会としても在宅医療の充実の必要性は十分認識

し,取り組んではいるが,それには病院と診療所

のスムーズな情報交換や患者の支援がしっかりできるネットワークづくりが不可欠であり, 19

年度事業の重要課題であるとし, 在宅医療の推進に向けて病院からの忌憚のない意見を求めた｡

北川府医理事は医療費削減の一連の動き,

特に病床削減のための具体的施策について説

明し, それによって引きおこされた現象 (地

域格差, 勤務医の負担増, マンパワー不足等),

予想される現象 (医療, 介護へのアクセス阻

害による施設難民の悪化等) を挙げ, 最悪の

シナリオとして, ｢総枠制の導入, 皆保険制

度の崩壊, 混合診療の導入｣ が考えられると

の見解を示した｡ 府医としては, こうした最

悪の結果にならないよう反論, 提言していか

なければならないと前置きし, 現実的対応と

しては効率性の向上, 自己変革, 機能向上,

経営努力が必要であると述べた｡ また, 住民

を味方に付けることが重要であるとし, 住民

の要望に応え得る体制づくりに取り組み, 府

医の役割をマスコミ等でアピールしていくこ

とも大切であると強調した｡ こうした状況を

踏まえ, 今期, 府医地域ケア委員会で検討し

ている ｢在宅医療推進のための具体的取り組

み｣ (案) １. 在宅医療に関する窓口の設置

(府医・地区医), ２. 在宅医療機能に関する

医療機関データーベースの収集およびリスト

作成, ３. 在宅主治医紹介システムの確立,

４. 在宅に必要な連携体制の整備, ５. 在宅

医療の質向上, 参加医療機関の拡大－の各項

目について説明し, 病院の協力を求めた｡ 特

に在宅医療需要の拡大および政策的な入院期

間短縮という状況下では, 診療所と病院はよ

り密接で双方向性の新たな病診連携の構築が

求められ, 早期退院に向け, 院内連携体制の

確立, 特に退院調整機能と地域連携機能の充

実が不可欠であるとして, 改めて病院の協力

を求めた｡

在宅医療の推進に向けて －住民の要望に応えられる体制づくりを－

��������� ���������������			
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内藤府病協理事から宮津・与謝地域におけ

る病診連携体制について紹介があり, 体制づ

くりには, 地域の開業医の先生方との話し合

いも重要であるが, 最大の課題は如何に行政

を取り込むかということと, 在宅医療への地

域住民の理解であると強調された｡ 現在では,

かかりつけ医を持っている住民を最優先する

ことによって, 与謝の海病院では紹介率60％,

逆紹介率80％となっているとの報告があった｡

また, 体制づくりにおいては病院側が頑張ら

ないと開業医は頑張れないというのが現状で

あると述べた｡

主な病院からの意見として, ｢総合診療的

なかかりつけ医として在宅医療に取り組む開

業医と専門的医療の開業医とに分ける必要が

ある｡｣ ｢厚労省は病院に対し, 一方的に在院

日数削減の制度を押しつけるだけでなく, 国

民に対しても急速な高齢社会により全員が施

設に入ることは困難であることを認識させる

努力をすべきである｡｣ ｢各地域の開業医に今

よりもう少しずつ在宅医療に取り組んでもら

うことが必要であり, 在宅医療に対する会員

の意識を高めることも府医の重要な役割であ

る｡｣ 等, 府医の今後の取り組みに向けて参

考になる多数の意見が出された｡

最後に森府医会長から, 府医としてもまだ

まだ計画段階ではあるが, 患者のために何が

ベターなのか, ベストなのか模索しながら進

めていきたいとし, 今後も継続して協議して

いきたいとの意向を示し協力を求めた｡

在宅医療推進には地域住民の理解が不可欠

『平成19年７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７月１日発足の申請をされる方
は, 平成19年４月27日(金) 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｡

平成19年７月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成19年４月27日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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冒頭, 開会に際し, 岸本良博舞鶴医師会会

長より ｢当地区の抱える問題は北部地域での

医師不足であり, また公的病院の医師不足問

題は当地区の医療供給体制の崩壊の危機に直

面している状況であるため, 今日の会合で策

を見出したい｣ との開会挨拶があった｡ 続い

て森府医会長が挨拶に立ち, 平成16年から始

まった新医師臨床研修制度に伴う医師不足の

顕在化により, 北部では医師不足が喫緊の課

題となっている状況は十分に認識していると

し, 現状では医師派遣が可能か不透明である

が, 会内に医師確保対策特別委員会を設置し

取り組んでいる状況を説明した｡

また特定健診・特定保健指導に関して, 府

医として平成20年度実施に向け, 医師国保を

通じてモデル事業を立ち上げることを報告,

｢地区の先生方に取り組んでいただけるよう

足場を固めた上で, 京都府・京都府内の市町

村に申し入れする｣ と述べた上で, 地区でも

従来どおりの健診を行えるよう舞鶴市国保等

への後押しを求めた｡

国保中央会が, 昨年12月に公表した ｢高齢

化社会における医療報酬体系のあり方に関す

る研究会｣ 報告書については, 近医連から

｢従来のフリーアクセス・皆保険を堅持する

こと, 特に75歳を境に医療が変わることがあっ

てはならない｣ との声明文を送付し (京都医

報３月１日号参照), 日医に対しても国保中

央会の報告書に対する抗議声明を発表するよ

う求めたことを報告した｡ また, 日医が提示

した ｢後期高齢者医療制度｣ についての日医

の考え方の中で記されている慢性期疾患につ

いて一部包括払いを容認する内容については,

今後議論が必要であるとの見解を示した｡ さ

らに, かかりつけ医の登録医制に対しては,

フリーアクセスが阻害されることになるので

徹底的に反対する意向を示すとともに ｢反対

するだけでなく, かかりつけ医の機能を充実

したものとするためには会員の協力が必要で

ある｣ と述べ, 会員各位への協力を求めた｡

その上で, 今後府医としては, 在宅医療を

推進するための講演会等を開催し, 在宅医療

に活かしていただけるよう取り組みをはじめ

ていると報告するとともに, ３月の地区庶務

担当理事連絡協議会からＴＶ会議を試験的に

導入し, 今後は府医の講演会等を配信するな

ど, ホームページで情報提供できるようにし

ていきたいと述べた｡

舞鶴医師会と府医執行部との懇談会が３月10日(土) に舞鶴メディカルセンターで開催され,

地区から18名, 府医から５名が出席, 曽我哲司舞鶴医師会庶務担当理事の進行のもと約１時間

30分にわたり活発な意見交換が行われた｡

舞舞 鶴鶴
医師会との懇談会

北 部 地 域 の 医 師 不 足 問 題 で 議 論 集 中

舞鶴医師会との懇談会 (３.10 舞鶴メディカルセンター)
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北部地域の医療供給体制について

森府医会長は医師不足の現状を述べた上で,

根本的な問題は医療費削減の波の中で病院勤

務医の事務量が増加したことおよび医療の高

度化により勤務環境が悪化していることと訴

訟等のリスクが増えることなどで開業してい

く医師が多いことであるとの認識を示した｡

府医では昨年京都府医療対策協議会で議論を

重ねた結果, 北部に勤務する医師の給与・待

遇面での改善を図るため, 平成19年度から６

億８千万円の予算がつくことになったと述べ

た｡ また, 大学における後期研修医の給与の

充実のために手当を予算化して, 後期研修医

に北部の勤務についてもらうこと, さらに,

京都市立病院に地域医療を担う病院として研

修中の医師を北部に派遣するローテーション

を組んでもらえるように働きかけるなど取り

組んでいただいているので, 何らかの流れが

出てくるのではないかとの見通しを示した｡

さらに府医に医師確保対策特別委員会を立ち

上げ, ドクターバンク設置を検討中であるが,

京都府が運営しているドクターバンクには現

在応募がない状況で, 全国的に医師不足であ

ることを勘案しても, 現状としては京都府か

ら他府県に医師が流出しないような対策を考

えないといけないとし, ｢全体の動き, 要望

等を取り入れながら, 条件の合うところに勤

務できるシステムを構築していきたい｣ との

意気込みを示した｡

最後に, 産科の問題については, ある程度

の集約化は避けては通れないが, いったん集

約すると, 再分散が難しくなるので, 慎重に

検討しなければならないとした｡ 地区で懸案

となっている舞鶴市民病院に関しては, 市長

が変わったのでどのような対応をするのか注

視しながら慎重に対応していく必要があると

した｡

地区から, ｢大学に医師の供給を依頼する

のではなく, 府医レベルで医師を派遣するシ

ステムを構築できないのか｣ との質問に対し

森府医会長は, 医師派遣には教育問題と医師

の供給体制の２つのポイントがあり, 教育に

ついては大学において医療制度の問題等を含

め府医から講義を行うなどの取り組みを考え

なければならないとし, 医師の供給体制につ

いては京都全体の医療の将来像を検討し, 魅

力ある医療供給体制の基盤を作れば京都の中

で解決できるのではないかとし, 今後この２

点について力を入れたいとの意向を示した｡

加えて, 上原府医副会長は医師不足は京都だ

けでなく全国的な問題であるとし, 制度とし

て変えていかないと解決しがたい問題である

ため国に提言していくとの考えを示した｡

ＯＲＣＡの進捗状況について

ＯＲＣＡの進捗状況について藤井府医理事

は, まず他のレセコンに比べて導入・運用コ

ストが廉価である等ＯＲＣＡの優位性 (京都

医報平成18年８月15日号参照) について説明｡

また日レセは各ベンダーにより費用やサービ

スに違いがあるため, ベンダーを選出する際

には自分に合うサポート業者を選んでいただ

きたいとした｡ 稼働推移については, 年間

1200件程度伸びており, 京都においても現在

90件と順調に増加していることを報告｡ 今後

は2007年４月の改定に対応, また組み込まれ

ているネットワークが発展していくとの見通

しを示した｡

レセプトオンライン化については, 医報

(平成19年１月15日号) に府医の考え方を掲

載しているとし, 100％義務化することは不

可能でレセコンを導入していない診療所も今

までどおり診療が継続できる方向で取り組ん

でいく意向を示した｡
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災害対策システムについて

上原副会長は平成16年に成立した国民保護

法により, 府医が京都府から指定地方公共機

関として指定されたため, 今月中に ｢府医国

民保護業務計画｣ を作成するので, 業務計画

作成後, 現行の ｢災害時医療救護活動マニュ

アル｣ を基礎として, 国民保護の内容を加え

て改訂すると述べ, マニュアル改訂にあたっ

ては各地区の意見を伺いながら進めたいとの

意向を示した｡

新型インフルエンザ対策について

新型インフルエンザの診断と対応について

北川府医理事は, 世界の新型インフルエンザ

(Ｈ５Ｎ１) の発生状況, 感染確定症例数を

報告｡ 現在, 日本では家きんのみの発生であ

るが, 近い将来には家きんから人, 人から人

への感染が起こることも十分考えられるため,

国が対策を検討しているとした｡ また国およ

び京都府が作成した ｢インフルエンザ (Ｈ５

Ｎ１) に関するガイドライン (フェーズ３)｣

をもとに症例定義・作成ガイドライン等につ

いて説明し, 問診の徹底により, 症例定義の

疑い例に該当する患者が医療機関に受診され

た際は, 管轄の保健所に連絡することが原則

であるとした｡ またフェーズ３のインフルエ

ンザ (Ｈ５Ｎ１) 対応フローチャートに示さ

れている初期診療機関・入院医療機関につい

ては現在, 京都府から要請中であるとした｡

�������
～日常診療の留意点について説明

同日開催された保険医療懇談会では, 福州

府医理事が日常診療の留意点を説明, ①適応

病名のないHbA1c の算定 ②ＰＰＩとＨ２ブ

ロッカーの併用 ③タミフルやジスロマック

等, 用法や投与日数に上限のある薬剤の上限

超投与－については必ず査定となることを説

明したほか, 上原府医副会長は院外処方にお

ける病名もれにより保険者からの査定が多数

あることなどを紹介, 注意を促した｡

また, 森府医会長は, 保険者によるレセプ

トのデジタル化が進んでいることにふれ,

｢場合によっては過去１年分遡って査定して

くることもある｣ とし, 適正な保険請求の徹

底を求めた｡
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都道府県医師会広報担当理事連絡協議会
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平成18年度都道府県医師会広報担当理事連絡協議会が, ３月15日(木), 日本医師会館で開催

された｡

冒頭, 唐澤日医会長は報道と広報は現在の日医の最重要課題との認識を示し, 原則として毎

週水曜日に中川常任理事を通じて日医において48社を対象として定例記者会見を行い, マスコ

ミに対する迅速な日医の広報活動を行っていること, ＴＶコマーシャルを使って日医イメージ

アップ戦略を開始しているとのあいさつがあった｡ 引き続き, (１)日医広報委員会の審議状況

(２)日医の広報活動 (３)都道府県医師会 (広島県・福岡県・山口県) における活動について

報告が行われた｡

■日医広報委員会の状況

現在まで５回の委員会が終了し, この中で日医ＨＰのリニューアル, ＴＶコマーシャルのあ

り方, 勤務医に対して何ができるか等を検討していることが紹介された｡

■医師会広報活動の役割分担が必要

中川日医常任理事から, 日本医師会の広報活動

について報告が行われた｡ この中で中川常任理事

は ｢国民の日本医師会 (医師会) に対する意識調

査｣ (2006.6) の結果を報告｡ 特に ｢日本医師会

(医師会) をどのようにお感じですか？｣ の問い

に対し, 61.1％が ｢どちらともいえない, わから

ない｣ と回答｡ 主な理由として ｢閉鎖的｣ や ｢解

りにくい｣ ｢庶民とは遠い世界｣ 等があり, ｢国民

の日医に対するイメージは必ずしも良くない｣ と

の認識を示した｡ また一方で国民は ｢医療制度改

革に関心がありますか？｣ という問には ｢非常に

関心がある, 関心がある｣ が51.4％と関心度が高

いことが紹介された｡

そのうえで今後の方針として, 医師会広報活動

の役割分担の必要性を指摘｡ 日医と地域医師会が

同じような広報活動をしては非効率的であるとし,

日医は ｢イメージアップ戦略｣ を, 地域医師会は

｢医療制度や疾病に関する啓発活動｣ を行ってい

くといった役割分担が必要であると協調した｡
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■日医のイメージアップ戦略について報告

＝ 地上波ＴＶ－ＣＭ ｢認知症｣ ｢学校保健｣ ｢医師の心ない一言｣ ＝

中川日医常任理事は日医のイメージアップ戦略の一環として昨年10月よりスタートした地上

波ＴＶ－ＣＭについて紹介｡ ＣＭの内容は ｢認知症｣ ｢学校保健｣ ｢医師の心ない一言｣ の３編

で, 一般生活者の評価については, 男性からの評価は低いものの, 女性からの共感度が高く,

着実に日医のイメージアップにつながっているとの認識を示した｡

質疑応答では, ＴＶ－ＣＭに対し ｢暗い｣ ｢伝

えたいメッセージがわかりにくい｣ といった声

があがったが, 中川日医常任理事からは, 今回

のＣＭは対象を ｢女性｣ に絞って制作したもの

であり, また明るく派手なＣＭが多い中, あえ

て ｢暗く｣ することでインパクトあるものにし

たと説明した｡

なお, ＴＶ－ＣＭの内容については日医ホーム

ページ http://www.med.or.jp/etc/tvcm/ より閲覧で

きる｡

■各県医師会での広報活動について現状報告

広島・福岡・山口各県医師会での広報活動の取り組み状況が報告された｡ 広島県からはイン

トラネット (HMA-net) を活用した対内広報活動について, 福岡県からは医療モニター制度

｢メディペチャ｣ について, 山口県からは地元報道機関との連携についてそれぞれ報告があっ

た｡

質疑応答では, 地域医師会での取り組み等を紹介する日医テレビ健康講座 ｢ふれあい健康ネッ

トワーク｣ について, ホームページ上でのライブラリー化を求める意見が出され, 中川日常任

理事は今後検討したいとした｡ また, 日医ニュース ｢オピニオン｣ (朝日新聞：梶本記者) 掲

載の経過について日医の見解を問う声があった｡

その他, 集まった全国都道府県医師会において月１回程度の定例記者会見を行っているとこ

ろは３県あり, ｢時に｣ あるいは ｢臨時的に｣ 記者会見を行っているところは15医師会である

ことが会場での手挙げ方式の結果判明した｡

なお日医の定例記者会見は日本医師会ＨＰ最初のページ内のオピニオンの中に ｢定例記者会

見｣ から全内容が閲覧できることが紹介された｡

★広島県医師会 ｢HMA-net｣

速報デジタル化の一環としてイントラネット ｢KMA-net｣ 構築

07年３月：グループウェア ｢deskne's｣ 導入

→対内広報活動の充実｡ 医師会・会員相互の情報伝達が可能となった｡

★福岡県医師会 医療モニター制度 ｢メディペチャ｣

目的：県民との双方向性の意見交換の場を設け, ｢身近な医師会｣ を確立するため

運営：電通㈱九州に依頼｡ 第３者の介入により医師会主導でないことを協調｡

モニター：ホームページや新聞広告などで募集｡ 選定については医療関係者は選出せず, 年
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齢層・男女割合が偏らないよう選定｡ 謝礼１回5,000円｡

開催：年３回｡ ３回目は茶話会も行う｡

開催地：北九州・福岡・筑豊・筑後の４地区

運営費：280万円／年

モニターから医師会への意見・感想

第１回終了時と第３回終了時とでは内容が全く異なり, 第１回終了時の医師会への悪いイ

メージは第３回終了時には非常に好意的な意見・感想に変わっていた｡

★山口県医師会 ｢地元報道機関との連携｣

１. 地元テレビ局との医療問題番組の共同企画

テレビ山口 ｢スーパー編集局｣ で医療問題をシリーズ化｡

２. 県政記者クラブへの取材要請

日医 ｢ふれあい健康ネットワーク｣ での ｢花粉症対策 (県医師会の花粉情報システム)｣

が話題になり, テレビ局や新聞記者が取り上げた｡

３. 記者会見

｢医療費の内容のわかる領収証の交付｣ に関する ｢医療機関の怠慢｣ 報道に対し記者会

見｡ ３社が県医の会見記事を掲載｡

救急蘇生訓練人形等の貸出について

府医では, 地区医師会・京都市消防局・京都府各消防本部の協力により, 救急蘇生訓練

の啓発を推進しております｡

さて, 下記の救急蘇生訓練人形等について, 医療機関内または地域での救急講習会等で

会員の皆様にご利用いただきたく存じますので, 貸し出しご希望の方は, 事前に京都府医

師会地域医療課救急係 (TEL 075－315－5274) までご連絡くださいますようご案内申し

上げます｡

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ３体

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

・救急蘇生訓練人形 (成人用) ＡＣＬＳトレーニングシステム (コンピュータ付)

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体

・救急蘇生訓練人形 (小児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) [人工呼吸・心マッサージ・背部叩打法訓練可] ２体

・気道管理トレーナー １台

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会
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平成18年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会が３月16日(金), 日本医師会館にお

いて開催された｡ 唐澤日医会長は冒頭, 昭和62年からスタートした日医生涯教育制度が今年で

20年を迎えたことを報告し, これまで地域医療の第一線で, 日常の健康問題を幅広く取り扱え

る ｢かかりつけ医｣ ｢全人的医療の行える医師｣ の養成を支援してきたと評価した｡ 一方で現

在の医師・医療への不信から医師免許の更新制が議論されているが, それは医師が生涯教育を

積んでいる姿が国民からは見えにくいことが要因であるとの認識から, 引き続き日医では, 国

民に理解・支援される生涯教育制度を検討していくことを表明した｡

日医生涯教育制度関連事項を報告 －今後, 認定医制度の素案作成に着手

会議ではまず飯沼日医常任理事より, 日医生涯教育制度に関する報告がなされ, 今期の日医・

学術推進会議は諮問事項 ｢かかりつけ医の質の担保について －日医認定かかりつけ医 (仮)

の検討－｣ を基に議論を行い, 今後, 日医認定医制度の素案作成に着手することが報告された｡

新たな日医認定医制度は, 名称を ｢総合医｣ または ｢総合診療医｣ とし, 総合的な臨床能力を

もった医師の育成を目的とすること｡ さらに資格取得後５年ごとの更新制や学会の認定医と連

携したものにすることなどが飯沼常任理事の私案として示された｡ 詳細は作業部会を設け, 飯

沼私案を参考に検討予定であることが説明された｡ その他, 現在の日医生涯教育制度の申告率

について, 全体として上昇はしているが, 重要なことは質の問題であると述べ, 生涯教育の目

標, 方略, また, 現在発行している日医生涯教育修了証と認定証による評価のあり方も含め見

直しすることを示した｡

つづいて, 福井日医・生涯教育推進委員会委員長から, 生涯教育推進委員会の活動報告が行

われ, 現在委員会で行っている ｢日本医師会生涯教育カリキュラム｣ の改定作業は, 今後検討

予定の日医認定医制度と関連させ, プライマリ・ケアの専門医としての総合医 (総合診療医)

１人１人が最低限身に付けておくべき臨床能力を明示するものにしたいと述べ, 今期の重要課

題であることを強調した｡

各医師会の生涯教育活動を報告 －沖縄県, 東京都, 千葉県－

次に都道府県医師会の生涯教育活動事例として, 沖縄県医師会, 東京都医師会, 千葉県医師

会からそれぞれの取り組みが報告された｡

沖縄県医師会は, 卒後臨床研修の必須化に伴い, 地域に密着した臨床研修を実施することを

目的として地域医療臨床研修委員会を設立し, 研修病院群との連携, 研修医との交流やアンケー

ト調査などを行ったことが紹介された｡ 指導医の育成では, ｢指導医の教育ワークショップ｣
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とともに, 今年度からは, 指導医の更なる質向上に向けた ｢指導医のためのステップアップ講

習会｣ を予定していることが報告された｡

東京都医師会からは ｢新医師臨床研修制度 『地域保健・医療』 に関する指導医・研修医への

アンケート結果｣, ｢東京都医師会主催 『日本医師会生涯教育講座』 アンケート結果｣ の報告が

行われた｡ 指導医・研修医への地域医療研修に関するアンケート結果では, ①見学型ではなく

参加型の研修 ②指導医と研修病院担当者の事前協議の充実などの改善点が挙げられていた｡

千葉県医師会からは, (１) ｢インターネットを利用した生涯教育 e-learning｣ (２) ｢日医生

涯教育協力講座 セミナー慢性呼吸器疾患講座｣ の取り組みが紹介され, (１) は講演会の動画

配信だけでなく, 今後は会員全員に周知したい情報の配信や日医, 県医の主張・見解の広報に

活用していくこと｡ (２) では, 講演だけでなく, 実習を取り入れ, 参加者からは非常に好評

であったとのことが報告された｡

｢人頭払い制度｣ は絶対阻止 －岩砂日医副会長が日医の反対姿勢を強調

その後の質疑応答では, 滋賀県医師会より, 各種の認定医・登録医が設定され複雑多岐であ

り, 国民の理解も難しいため, 簡明でわかりやすい制度の創設を望むとの意見に対し, 飯沼常

任理事はそのための ｢日医認定総合医 (総合診療医) 制度｣ (仮称) であると述べ, 今後取り

組む考えをあらためて示した｡ また, 日医がこれまで日医認定医の名称案で使用していた ｢認

定かかりつけ医｣ が ｢人頭払い制度｣ に利用されかねないとの懸念に対しては, 飯沼常任理事・

岩砂日医副会長から, 日医は人頭払い制度に反対であり, 導入は阻止する考えを強調した｡ そ

の他, 日医生涯教育単位と専門学会単位の互換性, 新卒後臨床研修制度の見直しに向けた対応,

臨床研修協力施設における医療事故訴訟などについて各都道府県より質問が出された｡

平成18年度日医生涯教育申告について

上記の件につきましては, 昨年同様, 府医・地区医・専門医会・府医承認の各種研究会

への出席状況を把握し, 会員各位あてにそれぞれの出席単位数を記したハガキを送付, 追

加・訂正があればそのハガキをご返送いただく方法で一括申告をすべく準備を進めており,

５月末までに全会員あてに文書を発送する予定ですのでご協力をお願いいたします｡ (な

お, ３月１日発行の日医雑誌付録としてお手元に届けられている ｢生涯教育申告書｣ は,

提出不要です｡)
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都道府県医師会情報システム担当理事連絡協議会
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平成18年度都道府県医師会情報システム担当理事連絡協議会が, ３月22日(木), 日本医師会

館で開催された｡ 冒頭, 唐澤日医会長のあいさつ, 中川日医常任理事の趣旨説明に続いて,

(１)ＴＶ会議システムの運用 (２)文書管理システムの拡張 (３)ＯＲＣＡプロジェクトについ

て説明, 協議が行われた｡

■ ｢医療の質の向上・患者の安全性担保のためのＩＴ化｣ であるべき

冒頭, 唐澤日医会長は, 本会議に４都道府県医師会がＴＶ会議システムで参加していること

を紹介した｡ またレセプトオンライン化など医療分野におけるＩＴ化について, 医療費削減,

ＩＴ産業の増収, 管理医療につながるＩＴ化には断固反対するとの姿勢を改めて強調するとと

もに, 周辺整備が未整備のままで本格稼働すれば, 医療現場は混乱に陥ると指摘した｡ そのう

えで, ＩＴ化は ｢安定的, 効率的な医療提供体制を実現するためのツールである｣ との認識を

示し, ｢誰が運用するかが重要｣ で, ｢医療・患者のためのＩＴ化｣ であるべきと述べた｡

■日医標準レセプトソフトの導入施設が急増
＝ 京都府でも93施設と急増｡ 年間新規導入は41施設 ＝

日医総研の上野主任研究員よりＯＲＣＡ

プロジェクトの現状と今後の予定について

説明｡ 日医標準レセプトソフト (以下, 日

レセ) の導入件数はここ１～２年で急増,

2007年３月15日現在で, 3,238施設にのぼ

り, ここに ｢導入作業中｣ を加えると3,786

施設になり, 日レセのシェアは4.9％に達

し, 年間リプレースに占めるシェアは11.1％

に達していると報告した｡

日レセの今後の開発予定については, ①

保険証２次元バーコード読みとり対応 ②オンライン請求対応 ③特定健診・保健指導請求対応

④日レセソフト導入に関してＵＳＢサーバ方式での駆動 ⑤外部接続規格の強化について, ま

た普及活動に関しては, 各地区の事情を考えた都道府県単位での日レセ普及戦略会議の開催や

日レセオペレータの養成などについて検討中であると説明した｡
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■レセプトオンライン化への対応に意見集中
＝５項目の課題解決求め, 厚労省と折衝中＝

中川日医常任理事はレセプトオンライン化への対応について言及｡ 昨年８月発表の ｢オンラ

イン請求義務化に関する日医見解｣ での５項目の課題をもとに, 現在, 厚労省と折衝中であり,

今年度中にはなんらかの状況報

告ができるのではないかとの見

通しを述べた｡ そのうえで, 日

医としてはオンライン請求をし

ない医療機関へのペナルティー

などの法制化には断固反対して

いくとの見解を示した｡

質疑応答では, オンライン請

求にかかる財源確保の問題や請求時の回線 (ISDN・VPN) の問題, ＯＲＣＡと連携可能な電子

カルテ同士の互換性, また日レセのオンライン請求への対応状況についての意見が出された｡

中川日医常任理事は, 厚労省に解決を求めている５項目のうち, (１) ～ (４) については

厚労省と折衝中であるが, 財源問題をどうするかについては未だ, 議論の俎上にのぼっておら

ず, 今後の課題となっていると報告した｡ また, 回線の問題について日医総研より, 現在, 厚

労省と協議中であるが, 医政局と保険局が出しているガイドラインの整合性を図るよう厚労省

に要求しているとの報告があった｡ なお, 日レセのオンライン請求への対応については, すで

に対応済みである (本紙Ｐ.27参照)｡

＜参考＞

｢オンライン請求義務化に関する日医見解｣ における課題

(１) 薬効薬理作用に基づいた医薬品の投与を認めること
(２) 被保険者証 (保険証) 有効性確認システムの確立
(３) レセコンの統一基準化
(４) レセプトデータ利活用に関する問題
(５) ＩＴ化財源の別途確保
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■ＴＶ会議システムの運用, 文書管理システムの拡張について

日医事務局より標記システムの今後の運用について説明がなされた｡ ＴＶ会議システムにつ

いては, 運用範囲を都道府県医師会間や都道府県・郡市区医師会間での利用へと拡大していき

たいとした｡ また, 文書管理システムについても, システムの流れを説明するとともに, 都道

府県医師会専用のシステムとして是非活用してほしいと述べた｡

質疑応答では, 産業医研修会などでもＴＶ会議システムを活用し, 本システム参加者にも単

位取得が可能なようにできないかと質問が出された｡

医療施設における使用済み紙おむつの適正な処理について

この度, 府内のクリーニング所において, 病院等から排出された使用済み紙おむつを無

許可で収集運搬していた事例が判明したとの報告がありました｡

つきましては, 使用済み紙おむつの処理に当たりましては, 関係法令を遵守の上, 適正

に処理されますよう, 委託業務をはじめ院内の清潔保持等の管理体制を含めまして再度ご

確認いただきますようお願いいたします｡

｢授乳・離乳の支援ガイド｣ が策定されました

今般, 厚生労働省 ｢授乳・離乳の支援ガイド策定に関する研究会｣ において検討された

｢授乳・離乳の支援ガイド｣ がとりまとめられました｡

本ガイドは, 授乳についても, 妊産婦や子どもに関わる保健医療従事者において, 望ま

しい支援のあり方に関する基本的事項の共有化が図られ, 一貫した支援が提供されるよう

作成されたもので, 厚生労働省のホームページ (http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/s031

4-17.html) に掲載されておりますので, ご参照ください｡
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レセプトのオンライン請求について

標記については, 厚労省が平成18年４月10日付けで ｢療養の給付, 老人医療及び公費負担医療に

関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令｣, ｢保険医療機関又は保険薬局に係る光ディ

スク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて (通知)｣, ｢｢レセプトのオンライン請求に係

るセキュリティに関するガイドライン｣ 等の策定について (通知)｣ を発出し, レセプト請求の原則

オンライン化を平成23年度までに実現すべく, 本年４月より試行的オンライン請求を実施しており

ますが, それに先立つ３月29日付文書にて日本医師会より, 以下のとおり, 日医が求めている周辺

問題の解決に関する現時点での交渉等の進捗状況の報告がありましたので, お知らせいたします｡

府医では, オンライン請求の段階的実施について, 引き続き周辺諸問題の解決を日医に強く要請

し, 医療現場の混乱や患者との信頼関係の損失につながることのなきよう対応を求めていく所存で

あります｡

日医発第1253号 (保230)
平成19年３月29日

都道府県医師会長 殿
日本医師会長

唐澤 �人

レセプトのオンライン請求について

レセプトのオンライン請求につきましては, 平成17年12月の政府・与党医療改革協議会の ｢医療制度改
革大綱｣, 平成18年１月のＩＴ戦略本部の ｢ＩＴ新改革戦略｣ 等において, レセプト請求を平成23年度ま
でに原則オンライン化する政策提言が行われたこと等に端を発し, 厚生労働省は, 平成18年４月10日付け
で ｢療養の給付, 老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令｣,
｢保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて (通知)｣,
｢｢レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関するガイドライン｣ 等の策定について (通知)｣ を
発出しております｡
日本医師会は ｢医療制度改革大綱｣ がとりまとめられた平成17年11月に, ｢医療の適切なＩＴ化につい

ては日本医師会も賛成し, 促進すべきであると考える｡ しかし, レセプトのオンライン化については, 個
人情報の保護, 費用の問題等をはじめとして解決すべき課題が多く, 現時点での義務化は次期尚早である｡｣
との見解を示した経緯があります｡
また, 平成13年11月の ｢日医ＩＴ化宣言｣ 以来, 医療におけるＩＴ化を積極的に推進して参りました｡

ＩＴ化は医療の質の向上と患者の安全性を担保するものでなければならず, ＩＴ化を具現化するための周
辺整備が解決されないまま本格稼働すれば, 医療現場が混乱に陥り, 患者と医師の信頼関係が損なわれる
だけでなく, 医療の安全確保や良質な医療提供にも大きな影響を与える結果となります｡
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りません｡
平成18年度において, 日本医師会は平成19年４月実施の試行的オンラインのみ了解していたところであ

りますが, 厚生労働省は, 本会の了解なく, 平成24年度までに段階的に実施する旨の省令・通知を発出し
た経緯があります｡
日本医師会として, 平成18年６月13日に ｢健保法等の一部を改正する法律案｣ が成立した際に, 参議院

厚生労働委員会で附帯決議として ｢レセプトのオンライン化については目標年次までの完全実施を確実な
ものとするよう努めるとともに, これと併せて個別の医療内容・単価の分かる領収証の発行の普及に努め
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ること｡｣ と義務的要件ではなく, 努力目標とするように記載させました｡
さらに, オンライン化を実施するに当たっては周辺問題を解決し, 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と従来から訴えてきたところであります｡
平成19年４月から試行的オンライン請求が実施されるにあたり, レセプトのオンライン請求につきまし

て, 日本医師会が求めている周辺問題の解決に関する現時点での交渉等の進捗状況を, 下記のようにご報
告させていただきます｡
オンライン請求の段階的実施に向けては, 引き続き, 周辺問題の解決に努め, 地域医療にご尽力いただ

いている会員の先生方に混乱のなきよう対応していく所存でおりますので, 何卒よろしくお願い申し上げ
ます｡

記

(１) 特に診療所については, 最終的には一律義務化ではなく, 希望する会員が実施できるように ｢手挙
げ方式｣ を前提に対応するよう働きかけている｡ もちろん, 手挙げ方式であっても周辺問題の解決は
前提とすることとしている｡

(２) 薬効薬理作用に基づいた医薬品の投与を認めることについては, 平成17年４月に都道府県医師会社
会保険担当理事ならびに疑義解釈委員会のご協力の下, 適応外使用の具体例を収集し, そのデータを
厚生労働省に提示して解決を求めていた｡
厚生労働省から検討を付託された社会保険診療報酬支払基金では, ワーキンググループを設置し,

実際の審査状況等を踏まえた上で, 当該具体例の選別作業を行った｡ その結果, 薬効薬理作用に基づ
く適応外使用は, 日本医師会が提示した具体例の１割程度が ｢容認｣ と判断される事例であった｡
そのうち６例については, その後メーカーが治験等を実施したことで, すでに薬事法の追加承認が

なされており, 現在, 保険診療上使用可能となっていることが判明した｡
当該６例を除くものが ｢第１次事例案｣ として選定され, 今後, 支払基金各支部での審査状況等の

情報を集めるとともに, 審査情報検討委員会で半年かけて検討し, 適応外投与が承認される見込みで
ある｡

(３) 被保険者証の有効性確認システムの確立については, 平成20年度から被保険者証はＱＲコードを装
着する様式が原則となるが, 新様式の普及には一定期間を要する模様である｡

(４) レセプトコンピュータの統一基準化については, 支払基金における受付・事務点検プログラムを公
開するよう働きかけている｡

(５) レセプトデータの分析等に関する問題について
レセプト自体は保険医療機関が保険者に対して審査支払機関を通じて療養の給付に関する費用の請

求を行うために必要なものである｡
また, 保険者は審査・支払目的のためにレセプトデータを取得するとともに, レセプトについては

保存義務がかかっている｡
一方, レセプトデータそのものは, 個人情報でもあり, 患者自身も, 個人情報保護法に基づき開示

請求等のアクセス権が保障されている｡
医療機関も保険者もレセプトデータを正当な目的の下で作成・取得しているものであるが, 患者本

人にも一定の権利があるため, 本会としては, レセプトデータの利用については十分慎重であるべき
であり, 中立性を担保できる“第三者機関”を設立して学術的な研究・検証を行うべきと主張してい
る｡

(６) ＩＴ化財源の別途確保については, 現時点での明確な財源措置は目途がついていない｡ 継続交渉中
である｡

(７) 平成23年４月１日から２年間のうちで厚生労働大臣が定める日までの間はオンライン請求でなくて
よいこととなっている ｢平成21年４月１日に現存する病院・診療所・薬局のうち, レセプトコンピュー
タを使用していないものであって, 平成21年４月１日から平成22年３月31日までの間の療養の給付等
の請求件数が1,200件以下の医療機関｣ との条件については, 緩和させる方向で交渉中である｡
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医師および歯科医師の資格確認検索について

昨年の通常国会において, 医師等の氏名等を公表する旨の医師法および歯科医師法の改正が

行われ, 本年４月１日から施行となりました｡

これを受け厚生労働省ホームページ上で医師等の資格のための検索システムが開設 (http://li

censeif.mhlw.go.jp/search/) されましたのでお知らせいたします｡

(概要)

○厚生労働省ホームページ→医療→医師等資格確認検索

○職種 (医師・歯科医師), 性別 (男・女) ・氏名を入力することにより, 完全一致したデー

タを検索する

○公表事項は, 職種, 氏名, 性別, 登録年, 該当する者は行政処分に関する情報 (処分の種類,

期間, 再教育研修の未修了の場合はその旨)

お知らせ (http://licenseif.mhlw.go.jp/search/html/information.htm)

○『医師等資格確認検索』 の開始について (平成19年４月１日～)

｢医師等の行政処分のあり方等に関する検討会｣ の報告書 (平成17年12月) において, 以

下のことが提言されました｡

・医師等でない者からの医療の提供等を防止し, 国民の生命・健康を保護する観点から, 氏

名, 性別, 登録年月日により医師等の資格確認を行うことを可能にすることが適当である

こと｡ その際, 電話照会だけではなく, ホームページ上で資格確認を行うことを可能にす

ることが適当であること｡

・医業等を行うことを禁止されている医師等からの医療の提供を防止する等の観点から, 医

師等の資格確認の際, 行政処分の情報を, 医業停止処分等については処分終了時又は再教

育修了時の遅い方までの間, 戒告処分については再教育修了時までの間, 提供することが

適当であること｡

このため, 平成18年に医師法および歯科医師法が改正され, 医師等の氏名等を公表するこ

ととなりました｡

医師等の氏名等, 資格の確認に関する情報は個人に関する情報として保護の対象となりま

すが, 当該情報を提供することにより保護される国民の利益と, 提供しないことにより保護

される医師等の利益を比較し, 免許登録番号や生年月日は公表せず, 氏名, 性別, 登録年及

び行政処分に関する情報を公表することとしました｡

○医療機関の方へ

医師等資格確認検索により医師等の資格の有無を検索することはできますが, 医師または

歯科医師として医療機関へ採用する場合は, 従前のとおり, 医師 (歯科医師) 免許証及び卒

業証書の原本の提出を必ず求め, 資格を有していることの確認を十分に行ってください｡

(関係通知)

１ ｢無資格者による医業及び歯科医業の防止について｣ (昭和47年１月19日付医発第76号各都

道府県知事あて厚生省医務局長通達)
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(抜粋)

第２ 病院又は診療所の開設時等における免許資格の確認

１. 医師又は歯科医師が病院又は診療所を開設する場合には, 医療法第７条の規定による病院

の開設許可申請書又は同法第８条の規定による診療所の開設届の受理に際して, 有資格者で

あることの確認を徹底すること｡

２. 病院又は診療所の開設者又は管理者が, 医師又は歯科医師を雇用する際に免許資格を確認

するよう十分な指導をすること

２ ｢免許証の不正使用防止について｣ (昭和53年３月20日付医発第289号 各都道府県知事あて

厚生省医務局長依頼)

(抜粋)

２. 各医療施設等は, 免許取得者を採用するにあたっては, 戸籍謄 (抄) 本等の提示, 履歴書

の確認等の方法により採用希望者が免許取得者であることを, 十分に確認すること｡

３ ｢医師等の資格確認について｣ (昭和60年10月９日付健政発第676号 各都道府県知事あて厚

生省健康政策局長通知)

(抜粋)

２ 医師等免許資格の確認について

無資格医業等の防止については, 昭和47年１月19日付医発第76号医務局長通知をもって通

知しているところであるが, 今後とも次により徹底の上, その一掃を図られたい｡

(１) 医師及び歯科医師として, 就業する目的で採用する場合には, 事前に免許証及び卒業証

書の原本の提出を必ず求め, 資格を有していることの確認を十分行うよう指導されたいこ

と｡

(２) 免許証を亡失している場合には, 速やかに免許証の再交付申請を行わせるよう指導され

たいこと｡

(３) 免許証を保持していない採用者等については, 免許証の交付 (国家試験合格等による免

許申請後, まだ免許証が交付されていない者については, 登録済証明書の交付) を確認し

た後に医業に従事するよう指導されたいこと｡

(４) 免許資格等に疑義のある場合には, 当局医事課と十分な連絡をとること｡

○院内掲示について

医療機関の管理者は, その医療機関で診療に従事する医師等の氏名を医療機関内に掲示す

ることが義務づけられており (医療法第14条の２), 医療機関に勤務する医師等については,

院内掲示により資格の確認を行うことができます｡
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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, 学術生涯研修課までご連絡く

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】

｢エダラボン｣ ｢塩酸アミオダロン (経口剤)｣ ｢コハク酸シベンゾリン (経口剤)｣ ｢カルバマゼピ

ン｣ ｢アリピプラゾール｣ ｢塩酸ソタロ－ル｣ ｢ボセンタン水和物｣ ｢オキシトシン｣ ｢ジノプロスト｣

｢ナフトピジル｣ ｢エンテルード｣ ｢アナストロゾール, エキセメスタン｣ ｢シプロフロキサシン,

塩酸シプロフロキサシン｣ ｢硫酸インジナビルエタノール付加物｣

なお, ｢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://ww

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

京都市内保健所における性感染症検査
～ 週１回実施, 無料で受けられます ～

本年４月から, 京都市内保健所において, 性感染症のまん延防止を図るため, これまで実施して

いる検査 (梅毒, 淋菌) に加え, 新たに性器クラミジア感染症および肝炎ウイルス検査 (Ｂ型・Ｃ

型) が無料で実施されますので, 下記のとおりお知らせいたします｡

１. 検査の実施内容

・検査項目：ＨＩＶ・淋菌・梅毒・クラミジア・肝炎ウイルス (Ｂ型・Ｃ型)

(各検査の項目を個別に選択することはできないが, ＨＩＶ検査または肝炎ウイルス

(Ｂ型・Ｃ型) を単独で受けることは可能)

・検査は匿名で実施

２. 実施場所および日時：京都市内保健所

３. 検査費用：無料

４. 検査結果

・性感染症検査：２週間後に受検された保健所で面談により通知｡ 郵送や電話での問合せは不可｡

保健所 曜日 時 間 電 話 保健所 曜日 時 間 電 話

北
上 京
左 京
中 京
東 山
山 科

木
水
金
金
月
月

９：00～10：30
９：00～10：00
９：00～10：30
９：00～10：30
９：00～10：00
８：30～10：30

432‐1181
432‐3221
781‐5171
812‐0061
561‐1191
592‐3050

下 京
南
右 京
西 京
伏 見

火
木
火
月
金

９：00～10：00
９：00～10：30
９：00～10：30
９：00～10：30
９：00～10：30

371‐7101
681‐3111
861‐2176
392‐5690
611‐1161
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広広広告告告ががが可可可能能能ななな医医医師師師ののの専専専門門門性性性ににに関関関すすするるる資資資格格格名名名等等等にににつつついいいててて

一定の条件の下で医療機関が常時診療に従事する医師について広告することができる, いわ

ゆる ｢専門医資格｣ について, 今般, 新たに, 日本アレルギー学会, 日本核医学会および日本

気管食道科学会からの届出が厚生労働大臣に受理されておりますのでお知らせいたします｡

なお, これらの専門医資格について広告する際には, ｢○○学会認定｣ という文言を資格名

の前に付けることとされております｡ 会員各位におかれましてもご注意くださいますようお願

いいたします｡

◇現在までに届出が受理された学会一覧

団 体 名 資 格 名 広告できる
資格者 届出受理年月日 連 絡 先

(社)日本整形外科学会 整形外科専門医 医師 平成14年７月17日 (03) 3816－3671

(社)日本皮膚科学会 皮膚科専門医 医師 平成14年７月17日 (03) 3811－5099

(社)日本麻酔科学会 麻酔科専門医 医師 平成14年７月17日 (03) 3815－0590

(社)日本医学放射線学会 放射線科専門医 医師 平成14年10月１日 (03) 3814－3077

(財)日本眼科学会 眼科専門医 医師 平成14年10月１日 (03) 3295－2360

(社)日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 医師 平成14年10月１日 (03) 3260－2296

(社)日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 医師 平成14年12月16日 (03) 3443－3085

(社)日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 医師 平成14年12月16日 (03) 3814－7921

(社)日本形成外科学会 形成外科専門医 医師 平成15年２月24日 (03) 5814－5817

(社)日本病理学会 病理専門医 医師 平成15年２月24日 (03) 5684－6886

(社)日本内科学会 内科専門医 医師 平成15年２月24日 (03) 3813－5991

(社)日本外科学会 外科専門医 医師 平成15年４月25日 (03) 3812－4251

(社)日本糖尿病学会 糖尿病専門医 医師 平成15年４月25日 (03) 3815－4364

(社)日本肝臓学会 肝臓専門医 医師 平成15年４月25日 (03) 3812－1567

(社)日本感染症学会 感染症専門医 医師 平成15年４月25日 (03) 3473－5095

有限責任中間法人日本救急医学会 救急科専門医 医師 平成15年６月25日 (03) 5840－9870

(社)日本血液学会 血液専門医 医師 平成15年６月25日 (075) 752－2844

(社)日本循環器学会 循環器専門医 医師 平成15年６月25日 (075) 751－8643

(社)日本呼吸器学会 呼吸器専門医 医師 平成15年８月25日 (03) 3254－3103

(財)日本消化器病学会 消化器病専門医 医師 平成15年８月25日 (03) 3573－4297

(社)日本腎臓学会 腎臓専門医 医師 平成15年８月25日 (03) 5159－1051
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団 体 名 資 格 名 広告できる
資格者 届出受理年月日 連 絡 先

(社)日本小児科学会 小児科専門医 医師 平成15年８月25日 (03) 3818－0091

(社)日本口腔外科学会 口腔外科専門医 歯科医師 平成15年11月19日 (03) 5791－1791

(社)日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 医師 平成15年11月19日 (075) 752－2955

有限責任中間法人日本消化器外科学会 消化器外科専門医 医師 平成15年11月19日 (03) 3221－5690

(社)日本超音波医学会 超音波専門医 医師 平成15年12月３日 (03) 3813－5540

特定非営利活動法人日本臨床細胞学会 細胞診専門医 医師 平成15年12月３日 (03) 3915－1198

(社)日本透析医学会 透析専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 5689－0260

(社)日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 3812－6226

(社)日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 5966－2031

(社)日本老年医学会 老年病専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 3814－8104

特定非営利活動法人日本胸部外科学会 心臓血管外科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 3812－4253

特定非営利活動法人日本血管外科学会 心臓血管外科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 3342－6111

特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会 心臓血管外科専門医 医師 平成16年３月１日 (03) 5842－2301

特定非営利活動法人日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 3812－4253

特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医 医師 平成16年６月29日 (075) 254－0545

(社)日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 3291－4111

特定非営利活動法人日本小児外科学会 小児外科専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 5814－5801

有限責任中間法人日本神経学会 神経内科専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 3815－1080

有限責任中間法人日本リウマチ学会 リウマチ専門医 医師 平成16年６月29日 (03) 5251－5353

特定非営利活動法人日本歯周病学会 歯周病専門医 歯科医師 平成16年10月５日 (03) 3947－8891

有限責任中間法人日本乳癌学会 乳腺専門医 医師 平成16年10月５日 (03) 3918－0111

有限責任中間法人日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医 医師 平成17年８月９日 (022) 717－8141

(社)日本東洋医学会 漢方専門医 医師 平成17年８月９日 (03) 3274－5060

特定非営利活動法人日本レーザー医学会 レーザー専門医 医師 平成17年８月９日 (03) 3219－3571

特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 医師 平成18年３月24日 (03) 3238－3011

有限責任中間法人日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医 歯科医師 平成18年３月24日 (03) 3947－8891

有限責任中間法人日本小児歯科学会 小児歯科専門医 歯科医師 平成18年３月24日 (03) 3947－8891

※ (社)日本アレルギー学会 アレルギー専門医 医師 平成19年３月７日 (03) 3816－0280

※ 有限責任中間法人日本核医学会 核医学専門医 医師 平成19年３月７日 (03) 3947－0976

※ 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会 気管食道科専門医 医師 平成19年３月７日 (03) 3818－3030

※今回届出が受理された学会
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平成18年４月の介護報酬改定時から, 要支援１, ２, 要介護１の軽度要介護者等に対する車
いす等の一部の福祉用具貸与※については原則算定不可とし, 例外規定に該当する場合に限り
算定可となった｡
しかし, 軽度要介護者等であっても, 車いす等の福祉用具を算定不可とすると, 逆に利用者

の自立支援を阻んでいる事例が見られたことから, 19年４月から例外規定を拡大し, ｢医師の
医学的な所見に基づき判断され, かつ, サービス担当者介護等を通じた適切なケアマネジメン

トにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断される場合｣ も算定可となった｡
当該通知の改正部分は下記のとおり｡ この通知によると, 担当のケアマネジャーが主治医に

意見を聴取し, 各市町村が要否を判断することになっている｡ 具体的な取り扱い方法について
京都府・京都市から聴取して, 次号以降でお知らせする｡

・要介護１の者(介護予防：要支援１または２の者)にかかる指定(介護予防)福祉用具貸与費

次の�) から�) までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され, か
つ, サービス担当者介護等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要で
ある旨が判断されている場合にあっては, これらについて, 市町村が書面等確実な方法により
確認することにより, その要否を判断することができる｡ この場合において, 当該医師の医学
的な所見については, 主治医意見書による確認のほか, 医師の診断書または担当の介護支援専
門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない｡

�) 疾病その他の原因により, 状態が変動しやすく, 日によってまたは時間帯によって, 頻
繁に第23号告示第19号のイ※に該当する者｡
(例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象)

�) 疾病その他の原因により, 状態が急速に悪化し, 短期間の内に第23号告示第19号のイ※

に該当することが確実に見込まれる者｡
(例 がん末期の急速な状態悪化)

�) 疾病その他の原因により, 身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判
断から第23号告示第19号のイ※に該当すると判断できる者｡
(例 ぜんそく発作等による呼吸不全, 心疾患による心不全, 嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

注 ( ) 内の状態は, あくまでも�) ～�) の状態の者に該当する可能性のあるものを例
示したにすぎない｡ また, 逆に ( ) 内の状態以外の者であっても, �) ～�) の状態で
あると判断される場合もありうる｡

※第23号告示第19号のイ
十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注２の厚生労働大臣が定める者
イ 次に掲げる福祉用具の種類に応じ, それぞれ次に掲げる者
(１) 車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者

軽度要介護者への福祉用具貸与の規制が緩和
医師の医学的な所見に基づく判断を追加
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(一) 日常的に歩行が困難な者
(二) 日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者
(２) 特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者
(一) 日常的に起きあがりが困難な者
(二) 日常的に寝返りが困難な者
(３) 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者
(４) 認知症老人徘徊

はいかい

感知機器 次のいずれにも該当する者
(一) 意思の伝達, 介護を行う者への反応, 記憶又は理解に支障がある者
(二) 移動において全介助を必要としない者
(５) 移動用リフト (つり具の部分を除く｡)
(一) 日常的に立ち上がりが困難な者
(二) 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
(三) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者

・指定居宅介護支援事業の運営に関する基準

｢福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映｣
介護支援専門員は, 当該軽度者が上記福祉用具貸与費の解釈通知改定部分にある判断方法に

よる場合については, 福祉用具の必要性を判断するため, 利用者の状態像が, 当該通知の�)
から�) までのいずれかに該当する旨について, 主治医意見書による方法のほか, 医師の診断
書または医師から所見を聴取する方法により, 当該医師の所見および医師の名前を居宅サービ
ス計画に記載しなければならない｡ この場合において, 介護支援専門員は, 指定福祉用具貸与
事業者より, 当該軽度者に係る医師の所見および医師の名前について確認があったときには,
利用者の同意を得て, 適切にその内容について情報提供しなければならない｡

・Ｑ＆Ａ

Ｑ１：車いすについては, 認定調査項目の ｢歩行｣ が ｢できる｣ に該当する場合, 長距離歩行
ができない方や, 屋外における歩行ができない方であっても, 例外要件に該当しないと判
断するのか｡

Ａ１：長距離歩行ができない方や, 屋外における歩行ができない方については, ｢歩行｣ が
｢できる｣ に該当する場合であっても, 例外要件に該当しないと必ずしも判断されるわけ
ではない｡
すなわち車いすの例外要件については, 以前より, 認定調査項目の ｢歩行｣ によるほか,
｢日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者｣ としてケアマネジメント
による総合的な判断が認められており, 地域の実情に応じて判断することとなる｡
したがって, ｢長距離歩行は移動ではない｣, ｢屋外は日常生活範囲に含まれない｣ 等の

一律的な判断は妥当ではない｡
Ｑ２：移動用リフトのうち ｢昇降座椅子｣ については, 認定調査項目の ｢立ち上がり｣ による
必要性の判断ができないと思うが, 考え方如何｡

Ａ２：認定調査項目で判断する場合, ｢立ち上がり｣ ではなく ｢移乗｣ で判断することとなる｡
その理由は, ｢床からの昇降｣ を補助する ｢昇降座椅子｣ は ｢床から椅子の高さまでの

動き｣ を評価する必要があり, ｢畳からポータブルトイレへ｣ の ｢乗り移り｣ を評価する
｢移乗｣ の認定調査項目を用いる必要があるためである｡
したがって, 昇降座椅子について ｢立ち上がり｣ で必要性を判断することは妥当ではな

い｡
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今般の介護保険制度改正により, 事業所・施設に対し ｢改善勧告｣ や ｢改善命令｣ が出せる

ようになるなど, 事業所・施設の指定・監督制度の変更に伴い指導・監督も見直し, 指導指針,

監査指針も改正した｡ この指針に基づき厚労省は今般, ｢介護保険施設等実地指導マニュアル｣

を作成, 都道府県や市町村に通知した｡ 主な変更点は,

①指導と監査の明確化

②｢主眼事項・着眼点｣ の廃止

③書面指導の廃止

④実地指導は施設は２年に１回, 事業所は３年に１回という規定を廃止

⑤指導内容は高齢者虐待防止, 身体拘束禁止等の観点による ｢運営指導｣ と, 各種加算を中

心とした適正な算定を指導する ｢報酬請求指導｣ の２本立て

となっており, ケアの質の向上を目指すことに重きをおき, 質の高いサービス事例は他事業所

にも情報提供することとなっている｡

形骸化している実地指導を見直し

厚労省は, ｢施設・事業所が行う介護サービスの提供が, 個別ケアプランを含むアセスメン

トからの一連のプロセスを基に行われることが重要である｣ として, ｢真の意味で利用者の尊

厳を守りつつ事業者支援のための行政指導が実現するかどうかは, 地方自治体の指導内容, 指

導方法にかかっているといっても過言ではない｣ と, 都道府県, 市町村の姿勢が重要であるこ

とを強調している｡ 制度発足後６年以上経過した現在でもまだ, 高齢者虐待や身体拘束等の高

齢者の尊厳を侵すケアが見受けられ, また, 個別ケアプランの未作成や多職種によるチームケ

アができていないケースも見受けられるとして, これまでの指導が, 人員・設備・運営基準の

遵守および適切な介護報酬の請求事務についてのみ重点がおかれ, ケアの質の向上には不十分

であったことを指摘している｡

今後の指導は介護サービス事業者等の育成・支援を念頭において実施するとし, まず従来の

項目に沿ったチェック指摘型の指導が原因となって形骸化し, 本来の指導目的に即したもので

ないと指摘を受けている ｢主眼事項・着眼点｣ を廃止｡ 同時に意味をなさない ｢書面指導｣ も

廃止し, 施設は原則２年に１回, 事業所は原則３年に１回と決められていた実地指導を, 各自

治体において効率的かつ効果的に実施することとしている｡

実地指導の内容は, まず ｢運営指導｣ において, 高齢者虐待や身体拘束についての理解の促

進, 防止のための取り組みの促進について指導を行うとともに, 個々の利用者ごとの個別ケア

プランに基づいたサービス提供を含む一連のプロセスの重要性について, 理解を求めるための

ヒアリングを行い, 生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ, 個

別ケアの推進によって尊厳を保たれた生活支援の実現に向けたサービスの質の確保・向上が図

られるよう指導する｡ 次に ｢報酬請求指導｣ において, 報酬基準等に基づき必要な体制が確保

されているか, 他職種との協働は行われているかなど, 届け出た加算等に基づいた運営が適切

介護保険の指導・監督の指針等を厚労省が見直し
虐待防止, 身体拘束禁止を中心視
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に実施されているかをヒアリングし, 請求の不適正な取り扱いについて是正を指導する｡

なお, 実地指導の結果, 利用者の生命の危険がある場合や悪質な不正請求等が判明すれば,

その時点で監査に切り替えられるが, 算定上の解釈の誤り程度であれば実地指導の中で指摘,

是正される｡

また, 集団指導も見直され, 介護報酬の請求の仕組みや介護サービス情報の公表制度, 事業

所の指定更新制度などを中心とし, 介護報酬改定による算定ルールの変更を知らずに誤って請

求することなどを防ぐとしている｡

介護サービスに求められるケアの質の向上

新たな実地指導において, チェックされるポイントは下記のとおり｡

①認知症を含む基本的なケアの知識

②利用者本人等を十分にアセスメント (利用者の機能状態などの把握)

③利用者本位の個別ケアプランの作成

④職員一人一人が専門家としてアプローチすることの重要性

⑤チームとして個別ケアに取り組む姿勢や体制づくり

⑥個別ケアプランに基づいた一連のプロセスの理解と実行

⑦施設・事業所全体で一体となって取り組める体制づくり

一方行政側にも, ｢行政自らが施設・事業者の取り組みを支援する形で標準的なプロセス指

導 (どのようにすれば利用者に対する適切なケアになるか, サービス提供側が利用者の行動要

因に目を向けるような援助的な指導) を実施する｣ ことを求め, 実地指導にあたって指導担当

者は, 以下の点に留意して臨むことを求めている｡

○実地指導に臨む姿勢

実地指導は, 不適正なサービスを取り締まることを目的として行うものではないことか

ら, 摘発と認められるような言動・行為は厳に慎むこと｡

○介護についての理解

指導監督事務を専管とする部署が実地指導を実施する場合にあっては, 介護に関係する

知識が必要不可欠であることから, 介護保険の主担当課と十分に連携を取り, 実地指導に

あたること｡

○施設・事業所との信頼関係

実地指導においては, 行政と施設・事業所相互間の信頼関係なくして実行ある指導を担

保できないことから, 行政職員としても信頼関係を構築するためのコミュニケーション技

術や対人援助技術等の基本的な考え方の理解が必要不可欠であること｡

｢報酬請求指導マニュアル｣ に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａ

Ｑ：｢全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議｣ において説明された, 介護保険施設等に

対する介護保険法第23条および第24条に基づく加算請求指導時における返還指導等の取り

扱い如何｡

Ａ：報酬請求指導マニュアルに基づく加算請求指導時において報酬基準等に適合しない場合に

ついては, その実施内容を十分考慮の上, 具体的な指導として別紙を参考に適切な対応を
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お願いしたい｡

なお, 遡及する場合の遡及期間については, 従来からの取り扱いにより行われたい｡

加算請求指導時における対応

○著しく悪質で不正な請求と認められる場合 (指導から監査への変更を含む

区分 報 酬 請 求 の 内 容 報酬上の措置等 遡及

指

導

取

扱

が

不

適

切

○ 加算報酬上の基準要件を満たし, 解釈通
知に即したサービス提供を行っているが,
不適切な取り扱いが認められる場合
○ 解釈通知に即したサービス提供を実施し
ていないものの, 加算本来の趣旨を満たし
ていないとまではいえない場合
(例)
・ 利用開始時に利用者の状態等の把握はし
ているが, その内容が不十分
・ 本人および家族への説明および同意は得
ているが, 同意にかかる説明等が不十分
・ 多職種協働で行うべき計画書の作成が特
定の職種のみで実施されている
・ 介護支援専門員等に情報提供は行ってい
るが, その時期や内容等が不十分
・ 記録は保管されているが, 記録内容が不
十分
等

適切な取り扱いとなるよう指導 無

基
準
等
不
適
合

○ 加算報酬上の基準要件を１つでも満たし
ていない場合
○ 解釈通知に即したサービス提供を実施し
ていないことにより加算本来の趣旨を満た
していない場合

適切なサービスの実施となるよ
う是正指導の上, 加算報酬上の
基準要件等を満たしていない部
分について自己点検の上, 過誤
調整により返還させる

有

区分 報 酬 請 求 の 内 容 報酬上の措置等 遡及

監

査

加算報酬上の基準要件を満たしていない場合
および解釈通知に即したサービス提供が実施
されていない場合であって, 当該報酬請求の
内容が著しく不正な請求と認められる場合

法第22条第３項に基づく返還金
および加算の徴収

有



2007年(平成19年)４月15日 No.1859 39

介
護
保
険
ニ
ュ
ー
ス

ケアプランを作成している場合, 居宅介護支援事業所の管理者は資格更新が必要

介護保険制度改正により, 介護支援専門員として活動するには新たに ｢介護支援専門員証｣

の交付を受けることが必要で, この証の有効期限は５年間とされている｡ 制度改正前に資格を

取得した者には経過措置として当分の間介護支援専門員登録証が介護支援専門員証としてみな

され, 登録年月日によって有効期限が異なる (例：介護支援専門員登録証の交付日が平成12年

４月１日～平成14年３月31日の方は, 平成20年４月１日～平成21年３月31日の間の交付月日と

同じ月日)｡ 制度改正前に資格を取得された方は, すでに京都府介護保険推進室に申請して

｢介護支援専門員登録番号及び有効期間の終了日について｣ の文書を交付されていると思うが,

未申請の方はお早めに京都府介護保険推進室 (TEL 075－414－4578) に申請していただきたい｡

介護支援専門員証の更新のためには有効期間内に, 更新研修である専門課程Ⅰ (33時間・す

でに受講済みの方は不要) および専門課程Ⅱ (20時間・更新の度に受講が必要) の受講が必要

であり, 介護支援専門員として現に活動している場合および居宅介護支援事業所の管理者とし

て届け出ている場合は, 有効期間内に研修を受講していただきたい｡ 専門課程Ⅱの実施を京都

府から受託している京都府介護支援専門員協議会は, 19年度から土日コースも設置し, 専門課

程Ⅰを受託している京都府社会福祉協議会も土日開催を検討している｡

主治医意見書マニュアルの改訂版が完成 新意見書様式に対応

介護保険制度改正により主治医意見書様式も一部変更になったが, これに対応した ｢主治医

(かかりつけ医) 意見書記載マニュアル｣ がようやく完成した｡ 先日開催した ｢胃ろうと健康

管理｣ 等の講演会で配布したが, 参加されていない方で本マニュアルをご希望の方は, 府医事

務局地域医療課介護保険係 (TEL 075－315－5274) までご連絡いただきたい｡

介護支援専門員の資格更新について
主治医意見書マニュアルの改訂版について
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学術講演会等の京都府医師会ホーム・ページ内での動画配信

従来, 京都府医師会館で開催された学術講演会はビデオ撮影後記録に残し, 講演会に参加で

きなかった会員のために府内遠方の地区医師会にも送付し, また図書室にもこれを保管して貸

し出しを行ってきた｡ 現在のインターネットの技術革新と回線インフラの進歩は目覚しいもの

があり, インターネット上で各種の動画ファイルが多く配信されており映画等も鑑賞すること

が可能である｡ 府医・情報企画委員会においてもこの講演会ビデオをより有効に広く会員に提

供することを目的としてインターネットを通じた講演会ビデオの配信を検討してきたが本年２

月よりこの配信が可能となった｡ 本サービスを利用していただくにはまず京都府医師会ホーム・

ページの会員の部屋にログインしていただく必要がある｡ 詳細は医報３月１日号の別冊付録

｢学術講演会の動画配信・いよいよスタート！｣ をご参照いただきたい｡ なお本講演会ビデオ

を最後までご覧いただいた後に所定の部位をクリックすると講演会要旨と感想を記入する画面

が開く｡ これに記載いただいて送信することで日医生涯教育講座１単位が取得可能である｡ 今

後は学術講演会以外にも会員に有用な講演会や研修会等の配信も予定している｡

府医ＦＡＸ情報から府医通信メールマガジン登録への切り替えのお願い

この府医ホーム・ページ ｢会員の部屋｣ に登録いただく際に, 是非府医メールマガジン配信

にも登録をお願いしたい｡ 従来から迅速に情報を会員にお届けする目的で府医ＦＡＸ情報があ

る｡ しかしこの通信方法は１件ごとに課金され, トータルすると年間180万円となり, 場合に

よって配信数も絞り込む必要があった｡ この点インターネットを使用したメールマガジン (メ

ルマガ) は配信が無料であり, かつリンク等で多数の情報を参照可能でありＦＡＸに比較にな

らないほどの情報を配信可能である｡ 今後, 府医ＦＡＸ通信は財政的にも廃止する方向も検討

されているため是非早い段階でメールマガジンへの切り替え登録をお願いする｡

府医におけるＴＶ会議システムの導入

府医での会議には北は日本海に面した京丹後, 南は木津町と広域な地区から診療の合間に片

道２時間以上もかかって参集いただいている先生方が多数おられる｡ この時間的経済的な経費

も馬鹿にならない｡ 以前にもＴＶ会議システムの導入が協議されたことがあるが, 導入ならび

に維持コストが莫大であり, まずこの面から実現は不可能であった｡

日本医師会において平成16年～17年のＩＴ問題検討委員会 (委員長・森 洋一) において

ＴＶ会議について積極的な研究と議論が進み, 平成18年度から日医において実際の会議でこの
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使用が開始されることになった｡ 日医ＩＴ化推進検討委員会でも昨年９月の会議からＴＶ会議

が導入され現在まで順調に経緯している｡ 現在はこのシステムはほぼすべての都道府県医師会

と日医の接続が完了しているが日医としては将来的には郡市区医師会にまでこの利用を普及さ

せたいとの意向である｡ このため府医より現在の日医の余剰のライセンスの使用を申し出たと

ころこれが可能となり, 府医においてまず庶務担当理事連絡協議会でこのシステム導入を開始

することとなった｡ このシステムは東京の日医データセンタに専用サーバーがありインターネッ

トでつながる｡ １画面には最高で10の画面での会議が可能であり, 同時画面表示しない場合は

もっと多数の参加も可能である｡ ＴＶ会議で参加しようとする地区は基本的にはWeb カメラ

付きのパソコンとネット回線があればよく, 府医の会議室にも会議全体の映像を捉える専用カ

メラと無線マイクシステムの敷設が完了した｡ 今回３月の地区庶務担当理事連絡協議会におい

てテスト稼動として舞鶴医師会, 福知山医師会に初めてＴＶ会議で出席いただいた｡ 府医のサー

バーには庶務担当理事連絡会議・ＴＶ会議出席用の専門サイトが立ち上がっており, ＴＶ会議

出席地区にはこのサイトより前もって資料をダウンロードしていただいておいた｡ 初めてのこ

とでもあり当初無線マイクの使用方法等少し手

間取ったが基本的にテストは成功した｡ ただ片

方が光ファイバー回線でもう一方が ADSL 回線

で, 動画や音声は明らかに光回線が優れており,

今後の検討課題となった｡ 今後も順次用意の整っ

た遠隔地の担当理事の先生方にはＴＶ会議でご

出席いただく予定である｡ いずれは日医もライ

センス数 (現在60) を増加させる予定とのこと

で将来は地区医師会内でのＴＶ会議システムの

利用も可能となる可能性がある｡

京都府医師会ホーム・ページの見直しについて

現在情報企画委員会で検討されているが以下のような意見があった｡

１. 最初のページからまず全体の構成の把握がし辛く, 希望の情報を得にくい

２. 最初のページはもっと府市民に訴える内容が必要

３. 会員の部屋にすぐ飛べるように

４. 会員の部屋には会員同士や会員と執行部役員が多数の課題についてオープンに話し合える

仕組みが必要

５. 会員の多数の希望する情報がそれぞれ得られるような構成

このため情報企画委員会において現在府医ホーム・ページの見直しを始めている｡ 特に４に

ついては, 今後それぞれの協議するコラムを作成して地区会員の先生方が生の声でご協議いた

だく場を提供したい｡ また同時にこれが執行部にすぐ通達できるシステム作りをめざす｡ でき

れば今秋には完成をめざすべく委員会としても鋭意これを進めていきたい｡

ＯＲＣＡ日レセのＯＳ・Sarge 版について

日レセのＯＳは Debian Linux (正確には Debian GNU / Linux) ですがWoody 版と称せられ

るDebian GNU / Linux 3.0 は2002年７月19日にリリースされたものです｡ コンピュータの世界
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は進歩が激しく進んだ周辺機器やソフト等に対応するため, あるいは Linux の世界といえども

ウイルスもいますのでこれらへの対応のため当然ＯＳはバージョンアップされてゆきます｡

Woody 版は予定より長く使用されましたが2005年６月５日に Debian GNU / Linux 3.1 (Sarge

版) が発表されました｡ １年の経過処置としてWoody 版の Linux セキュリティアップデートは

2006年６月まで行われました｡ 昨年６月に日レセのWoody 版のサポートが中止されたのはこ

の連動によるものです｡ 自力で日レセをサポートしておられる先生方にはご迷惑をおかけしま

した｡ ベンダーのサポートをお受けになっている先生方にはベンダーが適切に対応したものと

思います｡ なおこの件に関してベンダーがユーザーに作業費用を請求したかどうかを日医総研

に問い合わせましたが全国レベルでもほとんどのベンダーは無料でこの作業をおこなったとの

確認を得ております｡ 現在日レセの初期インストールは通常のWindows のパソコンに小さな

ＵＳＢメモリースティックを差し込むだけでこれが可能となる方式がほぼ完成しています｡ 次

回のバージョンアップの際にはご迷惑をおかけすることはなくなると考えます｡

■■■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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その昔, 2020年には, 医者は聴診器の代わ

りにマウスを手にしているだろう, と予測し

ましたが, 当院では15年も早く, 予想が現実

のものとなっています｡ 電子カルテ, フィル

ムレスが当たり前となり, マウスで画像を検

索し, メールで看護師さんと指示や報告をや

りとりしています｡ 情報がやたらに肥大し,

カルテがどんどん主治医のブログのようになっ

てしまい, 第三者が一瞥で, その患者の全体

像を把握できなくなりました｡

法人化した組織は, 税金を自由には使えな

いので, 利益を生み出す必要があります｡ 東

大病院をはじめとして, すべての医療機関の

発想の出発点が病院経営です｡ ｢医療の質確

保, 医療安全のために, 利益を生み出さなけ

ればならない｣ と東大病院長は述べています｡

発想の逆転現象があるように思います｡ 利益

をすぐには生み出さないけれども, 医療の質

を維持し, 安全を保証するためにはすべきこ

とがあります｡ 勤務医の人件費を抑制し, 少

ない人員で効率よく働いてもらうことで, 経

常収支を上げる｡ 医療の質が低下するのは,

目に見えています｡ 常勤医の過酷な勤務体制

に別れを告げ, 辞職し, フリーターとなる,

麻酔医がいます｡ さらには過酷な勤務体制に

加えて, 訴訟され, 逮捕されるという状況で,

産科医になる医者が減っています｡ 非常勤医

になれば, 当直しなくてよいし, 24時間携帯

電話で対応することもない｡ 携帯電話の登場

で, 主治医は24時間, 365日患者と繋がって

います｡ 超過勤務の実体が様変わりしている

ことを, 世間の人は知らないようです｡ この

ような, 医療現場の様変わりを, どんどん社

会に向かって認知させる努力をする必要があ

ります｡

道端で人が死んでいたら, 警察に届けられ,

警察官は ｢死体の外表に異状｣ がないか検視

します｡ その人が, 病院に運ばれた場合, 医

師は ｢死体の外表に異状｣ があれば, 警察に

連絡してください, というのが, 医師法21条

です｡ ところが, 医療事故で, 不幸にして死

亡した場合, 医師の過失を判断するから, 届

け出よ, という意味に拡大解釈されると, 医

療は萎縮し, 何も出来なくなります｡ 裁判官

が, 医療行為の是非を判断し, 裁判官の認め

る医療しか出来ない, という Jurist based

medicine (ＪＢＭ) がＥＢＭよりも優位に立っ

ています｡ このような情況に対して, 医師は

もっと社会的発言をする必要があると思いま

す｡ ｢生老病死｣ は避けられない現実であり,

お互いの信頼関係に立脚して, 合併症の危険

も起こりうることを納得の上, 医療を受ける

という, あたりまえのことをするために, 医

師はもっと社会的発言をするべきです｡ 当院

では, 異状死届出の前に, 医学的見地から,

事例検討会を開催し, 院内の各科専門医と外

部の経験を積んだ医師による, 自由で柔軟な

議論を行い, 検証し, 臨床の場に還元してい

ますが, 法律家の参加の必要性を感じていま

す｡

医療崩壊が進む中で, 勤務医が余裕をもっ

て, 患者の治療にあたるために, 勤務医は現

状を社会に発言するしかありません｡

徒然なるままに, 勤務医の悲哀を書かせて

いただきました｡ 満開の桜の樹の下の気が読

者の先生方に届けば, と希望します｡

勤務医の悲哀
国立病院機構宇多野病院 統括診療部長 森村 達夫
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会員諸先生方には平素より大変お世話になっております｡

森会長陣営発足と同時に京都府医師会理事を拝命し, ちょうど１年が経過いたしました｡

業務といたしましては, 救急と福利厚生の２分掌を担当させていただいております｡

前任の武田理事 (兄) から非常に軽い気持ちで引き継いだことを後悔しないわけではないの

ですが, 同期の東前理事のように医師会館が近づくにつれ鬱状態に入るというほどの繊細な心

を持ち合わせているわけでもなく, 毎週木曜日の定例理事会では会長・副会長を始めとする先

輩理事皆さまの論客ぶりに感動しつつ勉強の場とさせていただいています｡

現理事の中では最年少となるのですが, 理事を経験せねば知ることのないような社会の構造

や, 医師会を取り巻く環境などを理解することは大変勉強になりますし, まだ若いこの時期に

理事を拝任したことは今後のプラスになるであろうと感じる今日この頃です｡

業務の救急に関しましては, 前期から担当をされております中野理事にご指導いただき, 形

だけの ｢主担当｣ を何とかこなしている状況です｡

本業では急性期病院のマネジメントをしておりますが, 元来は整形外科のため, 救急医療に

ついての諸問題に関わることなどできるのかは不安でしたが, 同じ整形外科の俣野理事はシッ

クハウスや脳卒中, 柏井先生は眼科なのに感染症全般など, 皆さん畑違いの分野で汗を流して

おられることを思えばまだましな方かもしれません｡ (習うより慣れろという感じでしょうか？)

救急業務は, 京都府救急委員会を通じて各消防機関が推進しております救急業務高度化事業

や, ＡＨＡ2005に対応すべくガイドラインの改訂などにも係わっています｡

また, プレホスピタルケアの継続的底上げをすべく, 京都市より救急救命士養成教育の業務

委託を受けており, こちらでも幅広く医師会の先生方のご協力をお願いしている次第です｡

福利厚生に関しましては, 囲碁やスポーツ, 音楽会など各種の親睦活動のサポート役をさせ

ていただいています｡

こちらは代々最年少理事が担当するものだという不文律があるとのことですので, 早く若い

理事の先生が陣営に入ってくださることを祈るのみです｡

至らぬ点ばかりではありますが, 今後も努力精進する所存ですので, 皆さまのご鞭撻の程よ

ろしくお願い申し上げます｡
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京都市では, 少子化対策の一環として, 病気回復期にあり医療機関での治療は必要ではない

が, 集団保育等が困難な児童に対し, 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに, 児童

の健全な育成のために, 医療施設での一時保育を実施しています｡

このたび, 一時保育が必要なときに, より多くの市民が利用できるよう, 新たに土曜日 (一

部の施設は月～金曜日) においても事業を実施するとともに, 実施施設についても下記のとお

り変更されましたのでお知らせします｡

１ 利用日時

毎週月～土曜日 (一部の施設は月～金曜日) の午前８時～午後６時 (日曜日, 祝祭日, 12

／30～１／３を除く｡)

２ 対象者

市内に居住する０歳児から小学校３年生までの児童で病気回復期にあり, 集団保育が困難

な児童等

３ 実施施設

武田総合病院：伏見区石田森東町30－１ 電話 572－6617

金井病院：伏見区淀木津町612－12 電話 631－1215 (代表)

京都博愛会病院 (土曜日も実施)

：北区上賀茂ケシ山１ 電話 781－1133

まつおこどもクリニック (新設：土曜日も実施)

：中京区西ノ京栂尾町１－１ ＪＲ二条駅ＮＫビル４階 電話 812－3725

武田病院 (新設：土曜日も実施)

：下京区油小路魚ノ棚下ル油小路町287－１ 電話 343－2476
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日医医賠責特約保険

５５５５５５５月月月月月月月11111115555555日日日日日日日まままままままでででででででににににににに京京京京京京京都都都都都都都府府府府府府府医医医医医医医師師師師師師師会会会会会会会ににににににに申申申申申申申込込込込込込込みみみみみみみををををををを

日医医師賠償責任保険については, 管理者責任の拡大および高額賠償請求に対応す

べく, 平成13年９月に 『日医医賠責特約保険』 を創設して, 加入の促進をはかってお

ります｡ つきましては, 是非ともこの機会に本特約保険への加入をご検討くださいま

すようお願いします (平成15年７月以降, 毎月随時中途加入が可能となりました)｡

※“日医Ａ会員”とは府医会員で日医Ａ１・

Ａ２会員に加入している会員をさします

現行の日医医賠責保険の上乗せ方式で, 日医Ａ会員が任意で加入する保険｡

①被 保 険 者 ：Ａ会員及びＡ会員が理事である法人またはＡ会員が管理者である

医療施設を開設する法人で

�診療所 (有床・無床) �個人立病院 � 99床以下の法人立病院

②てん補限度額 ：現行保険と合算して１事故 (同一医療事故につき) ２億円 (年間６

億円)

③免 責 金 額 ：１事故 (同一医療事故につき) 100万円

④そ の 他 ：医療施設事故は不担保

◆ 日医医賠責保険と ｢特約保険｣ との関係 ◆ ｢日医医賠責保険｣ の事務体制

<てん補限度額>
２億円

１億円

＜事業主体＞
｢特約保険｣ 保険会社 日本医師会 保険事務部門

医賠責対策室
↓↓

一部外部委託

保険契約

｢日医医賠責保険｣
注：｢日医医賠責保険｣ のてん補限度額は１億円

＜手続主体＞
都道府県医師会

(自己負担分) 免 責 金 額 (100万円)

行為者責任 開設者・
管理者責任 開設者責任 <責任>

Ａ会員Ａ会員
Ａ会員が理事
または管理者
である法人 郡市区医師会

【直扱い契約】

【特約保険の概要】

(中途加入も可)
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【加入を検討される方へ】

すでに日医Ａ会員に加入している会員は,

個人の行為責任については現行保険で１億円

まではカバーされているが, 今回, 特約保険

への加入を検討される際, 以下の項目に該当

する日医Ａ会員においては十分ご検討くださ

い｡

◇パート, アルバイト, ローテーションの

医師などを含めた, いわゆる非Ａ会員が

起こした医療事故について, 開設者・管

理者としての責任部分の賠償に備えたい

◇法人 (99床以下の法人立病院, 診療所の

み) の責任部分の賠償に備えたい

◇１億円を超す高額賠償請求に備えたい

※勤務医師である日医Ａ２会員については,

１億円を越す高額賠償請求に備えたいと

いう場合にのみご検討ください｡

【特約保険への加入手続き】

①加入手続き：加入を希望する日医Ａ会員

は ｢加入依頼書｣ (一枚目が緑色のもの)

に記入, 捺印のうえ所属の都道府県医師

会に提出する｡ 提出期限は５月15日まで｡

加入依頼書は府医に完備している｡

②保険期間：平成19年７月１日から平成20

年７月１日までの１年間 (今後１年間契

約となる)｡

③掛金：下記掛金表を参照｡

④掛金の納入：都道府県医師会を通じて集金｡

⑤被保険者証の交付：日本医師会より日医

Ａ会員に直送｡

⑥その他留意事項

次年度以降は加入条件に変更がない限り

自動継続｡

特約保険の１年間の掛金

①診 療 所 ２３,０００円

②Ａ２会員 ２３,０００円

③病 院

１病床あたり掛金

補償対象の
病院に常勤
するＡ２会
員数

在籍なし １６,０００円 ＊
一般病床の
許可病床数

＝ × －４０,０００円掛金
１～２名 １５,２００円

３名以上 １４,４００円

＊ ｢一般病床｣ の表示は, 医療法に規定する一般病床と療養病床を含みます

注. 中途加入の場合には, 上記の金額を月割で徴収します｡ 中途加入の手続に関しては, 府医

日医医賠責特約保険担当までお尋ねください｡
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(１) ｢眼科アトラス｣
本書は大きく分けて, 異常眼底所見と疾患アトラスとの２つの章か

ら成り立っています｡ 前者では, 白斑や出血など, 眼底でよく見られ

る異常を取り上げています｡ それぞれの異常所見が, 如何なる病態か

ら出現したものかを模式図を用いて解説しその上で, どのように診断

を進めるか, を示しています｡ また, 考えられる疾患を列挙しその鑑

別診断のポイントを明示するようにしています｡

一方, 後者では, 眼科研修医ガイドラインで挙げられた疾患で眼底

に異常所見が出現するものを, 出来るだけ網羅的に取り上げるため,

日常診療では滅多に眼にすることのない疾患も取り上げる努力がされています｡ さらに, 同一

疾患の経時的な変化, あるいは治療による変化も述べられています｡ また, 蛍光眼底やＯＣＴ

など, 眼底所見を補足する画像も取り上げています｡

(２) ｢解決？ 目と視覚の不定愁訴・不明愁訴｣
種々の愁訴を有して医療機関を受診した実際の症例を用いながら,

どのように診断したか, あるいは診断しにくかった, また, どのよう

に解決したかが素直に書いているものです｡ 第１章では, 目と目の周

囲の愁訴を, 第２章では, 視覚に関する愁訴が書かれています｡ 第３

章では, そうした多彩な不定愁訴, 不明愁訴や疾患特異な訴えがどう

表れるかを, 今度は, 疾患の側から見て具体的に述べられています｡

第４章では, 眼科における不定愁訴の雄といえる眼精疲労をとりあげ

て, これをできるだけ分解して解明していこうとしています｡ そして

第５章は, 目や視覚のさまざまな愁訴を, 精神医学の立場から取り上げています｡

(３) ｢糖尿病網膜症｣
数多く出版されてきた“糖尿病網膜症”に関する著書とは異なり,

この１冊で, 現在知り得る“網膜症治療”の総てを網羅しています｡

網膜症治療には, まず“内科的知識”が必須であり, この道の権威の

先生方が, 必要十分な知識を書かれています｡ 網膜症の治療に必要な

“眼科的知識”としてまずしっかり“病態の最前線”が解説されてい

ます｡ 次に“最新の診断技術”について述べられています｡

“網膜症の治療”に関しては, “実際に日常診療する医師の立場”

で必要な全ての手法を, この道で活躍されている先生方が, わかりや

すく解説しています｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 浅山孝彦)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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｢Dr.林の笑劇的救急問答｣
このたび京都府医師会図書室にて購入していただいた

｢Dr.林の笑劇的救急問答｣ を紹介させていただきます｡

このＤＶＤは, プライマリケアと救急を中心に活躍され

ている“福井の鬼才”林 寛之先生による, 厳しさの中

にも愛がたっぷりの救急の指南ビデオです｡ 高カリウム

血症を正確に判断し迅速に治療することの重要性, 熱中

症のタイプの判断から合併症の経過観察の必要性, 心肺

停止にいたることも多いアナフィラキシーショックに対

する適切な戦い方, Step Beyond なＡＣＬＳ (高次心臓救

命処置) 蘇生術の極意など盛りだくさん｡ 日常臨床にお

いてしばしばみられる症例を病院のスタッフによる自作自演の寸劇形式で提示｡ そのケースご

とにいかなる診断, 処置そして治療が適切か, またその理由を面白おかしく解説してくれてい

ます｡ 劇中のＥＲでは愛のハリセンが炸裂し, 最後にＮＧ集なんかもあって楽しんで視聴でき

ます｡ 救急だけではなくプライマリケア, 一般臨床にも非常に役立つ教材と思います｡ ぜひ一

度ご覧になることをお薦めします｡

(西京医師会 林樫原診療所 林 一資)

11号 老人性白内障とその手術
12号 高齢者のドライスキン
13号 腰痛の知識
15号 女性の尿失禁
16号 肩の痛みの知識
17号 薬の正しい使い方
18号 がん検診を受けよう
20号 学校と伝染病
23号 骨粗鬆症の知識
24号 知ってほしいタバコの害
25号 ストレスとうつ病
27号 脳卒中の予防とリハビリ

テーション
28号 子どもの発熱
29号 命を救う心肺蘇生法
30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療
31号 肝炎ウイルス検診を受け

ましょう！
32号 ＣＯＰＤとは何？
33号 ＳＡＲＳの基礎知識
34号 太るも痩せるも食事が基

本です
35号 糖尿病にならないために

36号 子どもをタバコから守ろう
37号 前立腺に関する病気
38号 エイズ患者・ＨＩＶ感染者

今のままでは増え続けます
39号 春の花粉症治療のアドバ

イス
40号 習慣づけよう！ ｢健康ス

ポーツ｣
41号 食育－生涯を通して, 健

康で豊かな生活を送るた
めに－

42号 男性の更年期障害

広報誌 『Be Well』 のバックナンバー紹介

ご好評をいただいております府医発行の府市民向け広報誌 『Be Well』 につきましては現在

40号まで発行しております｡ 下記のバックナンバーにつきましては在庫がございますので必要

な方は府医学術広報課 (�315－5276) 宛てご請求ください｡
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平成19年３月11日の日曜日, 粉雪が舞い散

る中しょうざんボウルにて第27回京都府医師

会地区対抗ボウリング大会が開催されました｡

例年この大会に参加させていただいているの

ですが, 今年は20人と参加人数がかなり少な

かったです｡ 昨年, 私がチームの一員として

参加していた伏見チームが団体優勝でしたの

で, 連覇を目指そうと今年も張り切って参加

させていただきました｡ 当日, ボウリング場

に来て参加申し込みをしたところ参加人数が

少なかったので, 団体優勝のチャンスがある

のではと内心微笑んでしまいました｡ 今年,

私は西陣・伏見Ａチームの一員として参加し

第第 2277 回回 ボボボボボボ ウウウウウウ リリリリリリ ンンンンンン ググググググ 大大 会会

西陣・伏見Ａチームが優勝

３月11日(日), 北区のしょうざんボウルで第27回府医ボウリング大会が開催された｡

俣野府医理事より挨拶の後, ５地区から20名が参加し, 80歳の方も含め各自熱戦が繰り広げ

られた｡

結果は, 団体戦では, 西陣・伏見Ａチームが総得点2720点で優勝｡ 個人戦, Ａクラスは, 竹

内悦子氏 (西京) が752点で, Ｂクラスは山本弘之氏が592点で, それぞれ優勝した｡

競技終了後は, 早川征生先生の司会のもと, 表彰式および懇親会が, しょうざんの美しい庭

を望む会場で開催された｡ 入賞者に賞品が授与され, 中華料理を賞味しつつ互いの健闘をたた

えあった｡

最後に矢田博之先生より ｢今回参加者が非常

に少ないこともあり, ボウリングの楽しさを会

員にＰＲをして, 来年の大会には多くの皆様に

参加をしていただきたい｣ と閉会の挨拶の後,

参加者一同, 来年も熱戦が繰り広げられること

を期して, 和やかな雰囲気のうちに終了した｡

準備当初より, お世話をいただきました早川

征生先生, 矢田博之先生に御礼申し上げます｡

(競技結果は次のとおり)

【団体戦】

優 勝＝西陣・伏見(Ａ) 2720点

(名取至誠, 名取トシ子, 山本弘之,

植村武雄, 小寺 正, 山田秀一)

準優勝＝西京 2421点

(竹内萬寧, 竹内悦子, 黒澤好文,

宮川美香, 本間祐子, 横川美帆)

３ 位＝伏見(Ｂ) 2354点

(藤井 満, 丹羽清子, 浅野洋子,

竹谷仁美, 西川雅行, 川崎さよ子)

【個人戦】

○Ａクラス (同好会)

優 勝＝竹内 悦子 (西京) 752点

準優勝＝名取トシ子 (西陣) 592点

３ 位＝早川 征夫 (中東) 568点

○Ｂクラス

優 勝＝山本 弘之 (伏見) 592点

準優勝＝植村 武雄 (伏見) 519点

３ 位＝小寺 正 (伏見) 496点

(以上敬称略)

団団体体戦戦
優優 勝勝

西陣・伏見 �� ��
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ました｡ 西陣の名取先生ご夫妻のご活躍や他

の方々をはじめ私の活躍 (？) もあり無事団

体優勝をすることが出来ました｡ 団体優勝が

出来たことは大変誇らしく嬉しいことなので

すが, 年々参加人数が減ってきていることは

凄く寂しいです｡ これからも練習に励んで,

より一層成績をアップ出来るように頑張りた

いと思います｡

今回の大会のお世話をしてくださった方々

には本当に感謝しております｡

今年は暖冬で, 各地からそろそろ開花便り

が聞かれる３月11日, 珍しく小雪が舞うしょ

うざんボウルで行われた第27回府医地区ボウ

リング大会に出場させていただきました｡

１年ぶりのお馴染みの顔, 新しく参加され

た若いはつらつとした顔, 普段の練習の成果

を出そうと張り切った顔と総勢20名で３ゲー

ムを, 時には喚声を上げながら, ピンが倒れ

る度に一喜一憂でした｡

今回の私の右腕には, ボウリングの神様が

｢おまじない｣ をしてくださったのか, ３ゲー

ム全てがスクラッチで200ｕｐという思いも寄

らぬ高点数が出て表彰していただきました｡

｢最初で最後ですネ｣ とお褒め？の言葉をいた

だき？楽しい思い出の日になりました｡

終了後の懇親会で, またまた盛り上がり,

帰りは全員何かしらの賞品を手に, ニコニコ

と来年も頑張りましょ

うとお別れしました｡

今回お世話になりま

した担当理事の先生,

ボウリングクラブお世

話役の先生方, 事務局

の方に感謝申し上げま

す｡

個個人人ＡＡ
優優 勝勝

西 京 �� ��

団体優勝の西陣・伏見Ａチーム

個人戦では, 昨年に続き優勝とハイゲーム

を取ることが出来ました｡

今回は参加人数が少なかったので, うまく

いけば個人優勝のチャンスはあるかな？と思

いつつゲームに挑みました｡

ゲーム開始直前の練習投球で何度かストラ

イクを出すことが出来, 良い感じで練習投球

を終えることが出来ました｡ ゲームをスター

トしてからも練習投球と同じように良い感じ

が続き215点という点数を出せ, ２ゲーム目も

好調が続き213点！ これは, ３ゲームトータ

ルですごい点数になりそうだ！と思ったもの

の, ３ゲーム目は164点と平凡な点数に終わっ

てしまいました｡ 結果的には３ゲームトータ

ルで592点と自分自身十分に満足な成績を残す

ことが出来, 非常に満足な大会となりました｡

これからも, 今回のような成績を出せるよ

うに精神的にも成長し

努力していこうと思い

ました｡ 本当にお世話

になりありがとうござ

いました｡

個個人人ＢＢ
優優 勝勝

伏 見 �� ��
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■ 京都府医師会事務局体制について ■
本年４月１日付け事務局職員の人事異動に伴い, 事務局体制は次のとおりとなりましたのでお知らせします｡

(2007.４.１現在)

役 職 名 氏 名 業 務 分 担

事務局 局長
次長
次長

江 藤 康 博
江藤 局長兼務
山 口 真 己

統括調整・労務管理・代議員会・関係機関
保険医療・地域医療・学術広報・看護学校
総務・経理・専門医会・医事紛争・労働保険

総務課 課長 山口 次長兼務
宮 越 順 子
萩 永 貴 之
平 井 厚
堀 麻衣子

総務全般・裁定委員会・渉外・代議員会
医療機関諸手続き・慶弔・表彰・各種会議
広報・ホームページ・ＦＡＸ情報・情報企画・医療推進協
各種選挙・地区懇談会・診療情報・個人情報
会員管理・地区庶務担当理事連絡協議会・各種委員管理・会館管理・職員関係

経理課 課長 林 宏 行
俣 野 悦 子
平 岡 あさみ
入 江 真知子

経理全般・予算決算・納税・財産管理
出納・市外出張旅費・理事費用弁償
看護学校会計・給与
会費徴収・委員会旅費

保険医療課 課長 寺 田 雅 彦
加 藤 智 史
宮 川 明 則
前 原 佳 代

保険医療全般・指導
保険政策・社会保険・労災保険・自賠責保険
国民保険・新規個別指導・審査委員連絡会・生保
地区医等との懇談・各種講習会・麻薬・諸法

地域医療課 課長 黒 川 雅 夫
平 岡 春 樹
田 中 善 久

真 木 真理子
藤 沢 由美子
尾 崎 和 雄
杉 岡 真
和田垣 昭 成
大 上 智 彦
岡 本 都々江
二之湯 由
山 野 景 子

地域医療全般
救急医療・脳卒中登録
スポーツ医学・糖尿病対策・ぜん息死対策・環境保全
母子保健・献血・血液製剤
乳がん検診・学校保健
がん検診会計・少子化対策・感染症・予防接種
介護保険・高齢者保健対策
健康づくり対策・肺がん検診
基本健診・特定健診
子宮がん検診・がん登録
消化器がん検診・産業保健
学校心臓検診
学校心臓検診

学術生涯研修課 課長 菊 地 仁
下 田 悦 子
北 山 善 敬
福 井 淳 史
野 田 貴 之

学術生涯研修全般・医師確保対策・医業経営・医療安全・医事紛争
勤務医・福利厚生・養成・府病協
京都医学会・医学会雑誌・図書室・医学史・労働保険
生涯教育・医師臨床研修・結核研修
医療安全・医事紛争・臨床検査精度

専門医会室 西 村 裕 子
飯 田 尚 子
中 野 征 夫
パ ー ト 職 員

眼科・外科・整形外科
産婦人科・小児科・耳鼻咽喉科
内科・胸部・皮膚科・消化器
泌尿器科・精神科・形成外科

会館建設準備室 池 田 孝 美

学校事務室 事務長 森 泰 弘
奥 村 嘉奈子
田 中 秀 和
宮 坂 恵 子

教職員管理・各種式典・補助金関係
庶務・講義料管理・式典
学生管理・窓口業務・入試管理・校舎管理・社会保険手続
教務事務

＊１：出向＝徳満保子 (2007 / 04 / 01 付医師国保へ)
＊２：定年退職＝鷲見敏夫 (学術広報課長・2007 / 02 / 25 付), 退職＝青山 修 (総務課長・2007 / 03 / 31 付)
＊３：上記業務分担は主な業務のみ掲載｡
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訃 報

岩佐 松子氏／山科・２・２月25日ご逝去・74歳
西谷 定一氏／西陣・衣笠金閣・２月28日ご逝去・80歳
大藪 順一氏／西京・川岡・３月１日ご逝去・89歳
辻 喜夫氏／伏見・住吉・３月４日ご逝去・84歳

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 第９回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. 自動車事故診療に係る神奈川県医師会

との懇談会の状況

４. ２月度労災審査協議会の状況

５. ２月度基金幹事会の状況

６. 個別指導の状況

７. 新規指定前講習会の状況

８. 平成18年度産業医部会総会の状況

９. 第32回腎臓病の総合対策の確立をめざ

すシンポジウムの状況

10. 府医学術講演会の状況

11. スポーツ医学講演会の状況

12. 与謝野町スポーツクラブにおけるスポー

ツ医学講習会の状況

13. 第18回全国車いす駅伝競走大会の状況

14. 第８回スポーツ医学委員会の状況

15. 第３回医師確保対策特別委員会の状況

16. 第４回医療安全シンポジウムの開催の

状況

17. ２月度協会医賠処理室会提出件数

18. 平成18年度日医学校医講習会の状況

19. 平成18年度日医母子保健講習会の状況

20. 第４回京都府医療審議会ワーキンググ

ループの状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会20件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 第10回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

24. 京都市感染症診査協議会委員の推薦を

可決

25. 京都市ＨＩＶ感染症対策専門委員会委

員の推薦を可決

26. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

27. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第５回作業部会の開催を可決

28. ｢第６回子どもの防煙研究会｣ への後

援を可決

29. 府医学術講演会の開催を可決

30. 日医生涯教育一括申告システムの改造

費用を可決

31. 平成18年度 ｢小・中学生の医科学サポー

ト事業｣ 測定料の支払いを可決

32. 第４回医師確保対策特別委員会の開催

を可決

第44回定例理事会 (３.１)
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 総務担当部会の状況

３. 第７回選挙管理委員会の状況

４. 第７回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

５. ３月度保険医療担当部会の状況

６. 第26回学校医部会総会の状況

７. 第６回環境保全対策特別委員会の状況

８. ３月度地域医療担当部会の状況

９. ｢耳の日｣ 行事の状況

10. 第４回標準的な健診・保健指導プログ

ラム対応プロジェクトの状況

11. 京都府介護保険審査会の状況

12. 府医学術講演会の状況

13. 第24回視覚障害者京都マラソン大会の

状況

14. 看護専門学校卒業式の状況

15. 日医地域医療対策検討委員会の状況

【議 事】

16. 会員の退会６件を可決

17. 常任委員会の開催を可決

18. 第４回会館建設・会費検討特別委員会

の開催を可決

19. 府医と有限会社ケーエムエーとの基本

的委託内容の一部変更を可決

20. 平成19年度京都市福祉事務所嘱託医の

推薦を可決

21. 新規個別指導の開催を可決

22. 新規登録保険医講習会への講師派遣を

可決

23. 平成19年度市営保育所嘱託医の推薦を

可決

24. 特定健診・特定保健指導のモデル事業

(医師国保ほか国保組合) の実施を可決

25. 乳がん検診精密検査医療機関名簿にお

ける精中委施設画像評価の扱いを可決

26. 京都府スポーツ振興審議会委員の推薦

を可決

27. 山脇東洋観臓記念碑建立31周年行事日

程の変更を可決

28. 府医学術講演会の開催を可決

第45回定例理事会 (３.８)

理
事
会
だ
よ
り

～ ５月度請求書 (４月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (木) 午後５時まで

△

国保 10日 (木) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されます｡

(詳細は２月15日号および本号保険

医療部通信参照)

△

労災 15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｡




