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三和町大原神社の産屋
分娩は一種の穢れと見られ, 古来より人里離れた場所

に共同の産屋または産小屋という小屋を立ててお産をす
る風習があった｡ 古事記に産屋, 日本書紀には産小屋が
使用されている｡ 福知山市 (旧天田郡) 三和町大原神社
に古くからの産屋が保存されている｡ この産屋は大原神
社が創建されたと伝えられる平安初期からあったと推定
されている｡ 出入り口に古鎌をつるし魔除けとし, 七日
七夜こもってお産をしたといわれる｡ 古老の話では江戸
末期まで氏子たちが使用し, その後も産後のおこもりと
して夫婦と赤ちゃんが一晩か二晩泊まる風習が昭和23年
までつづいたとのことである｡ 昭和52年修復され, 京都
府有形民俗文化財に指定されている｡ (京都の医学史より)

奥沢康正 (西京)
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平成19年度近畿医師会連合定時委員総会が５月20日(日), 和歌山県医師会主管のもと, ホテ

ルグランヴィア和歌山で開催され, 近畿各府県医師会より約230名が参集, 京都府からも33名

が出席した｡

午前中の分科会では, 第１分科会 ｢医療保険｣, 第２分

科会 ｢介護保険｣, 第３分科会 ｢地域医療｣ について, 各

府県からの現状報告と情報交換が行われた｡ また, 総会で

は, 平成18年度会務報告ならびに決算, 平成19年度事業計

画・予算が上程され, 満場一致で承認されるとともに, す

べての国民が安心して, 安全で質の高い医療を公平に受け

られる国民皆保険制度の堅持を求める決議 (別掲参照) を

採択した｡

また, 次期主務地医師会長として, 森府医会長が挨拶に

立ち, 平成20年度の後期高齢者医療制度, 特定健診・特定

保健指導の問題を控えた今年度の取り組みが今後の日本の

医療を大きく左右するとし, ｢近医連として, 誇りをもっ

て, 強い信念で日本の医療を守るべく一致団結し, 取り組

んでいきたい｣ との意気込みを述べた｡

総会の後, 特別講演として, 日本医師会の唐澤�人会長より ｢国民医療の原点と地域医療の

将来像～社会保障制度と医療制度改革～｣ と題する講演が行われた｡

唐澤日医会長は講演で ｢国民は平等な医療を望んでおり, これ以上の社会保障費の削減は生

命の安全保障を崩壊させる｣ と述べ, 日本の総医療費支出が国際的にも低いことをデータで示

して説明し, 政府に医療費削減政策の転換を求めた｡

平成19年度 近畿医師会連合定時委員総会
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次期主務地医師会長として
挨拶する森府医会長
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財源等について, 各府県の意見交換が行われた｡ また, 安達府医副会長 (日医社会保険診療報酬検

討委員会委員長) から次期診療報酬改定への対応について報告した｡

第第第第第第第１１１１１１１分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢医医医医医医医医医療療療療療療療療療保保保保保保保保保険険険険険険険険険｣｣｣｣｣｣｣｣｣
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後期高齢者医療制度診療報酬体系は出来高堅持を！

後期高齢者医療制度の診

療報酬体系について, 各府

県の意見交換を行い, 京都

府からは西村府医理事が,

｢現在の包括制度は, ＤＰＣ

や療養病床におけるケース

ミックス分類による入院基

本料をはじめとして様々な

ものがあるが, いずれにし

ても75歳以上の高齢者と74歳までの人々との間

で明らかに異なる診療報酬体系があってはなら

ない｡ また後期高齢者医療の在り方に関する特

別部会がまとめた 『基本的な考え方』 にも,

『後期高齢者が受ける医療は, 74歳までの者と

の連続性が必要である｡』 とある｡ “連続性の

考え方”は大変重要であり, 75歳で突然診療方

針や診療内容が変わることはあり得ない｡ 具体

例として, 医療費削減のために, 後期高齢者の

みに限定して, 『かかりつけ医』 に縛りつける

ことや, 人頭払いにするなどして, 高齢者から

フリーアクセスを取り上げ, 包括の中に落とし

込む手法は, 行うべきでない｡｣ と説明した｡

さらに日医の包括の具体案に言及し, ｢日医

案では①年齢による差はつけない, ②『技術報

酬系』 『薬・材料報酬系』 『在院報酬系』 のそれ

ぞれの 『系』 をまたぐ包括化は行わない等の条

件を付けているが, 具体的にどうなのかよく分

からない｡｣ とした｡ ｢医師が最善の治療方法を

選択することを, 逡巡させるような包括化は好

ましくなく, 医師が正しいと思う治療法を選択

できるシステムが必要であることを強く主張し

ていくべき｡｣ と訴えた｡

他府県から, ①年齢によって分ける必要はな

く, ｢連続性｣ を堅持するべき, ②近医連とし

て今後も反対を貫いてほしい, ③入院・外来と

も出来高であるべき, ④医療で最善を尽くすこ

とを考えると包括は考えられない, などの意見

が述べられた｡

大阪府医から, ｢ビル診が増え往診が減って

いるところを厚労省に突かれているのではない

か｡ 早急に医療側の体制作りが求められている

時期では｣ との問いかけがあった｡

これに対して, 安達府医

副会長から, ｢ビル診 (９

時～５時) により往診の回

数が減ってきている状況に

ついて, これは東京都の現

状が厚生労働省のイメージ

の中にあると考える｡ 例え

ば, 東京都では, 勤務医を

辞めた先生方が医師会に所

属せずに, 自分の時間をマネージメントするた

めに開業することが多いと聞いている｡ 今後,

高齢者は増え, 在宅医療のニーズも増えてくる｡

これを在宅療養支援診療所だけで補うのは基本

的に無理であり, 地域全体で看るネットワーク

体制作りを早急に国民に示すべきである｡ 政府

に根の深い本質的な部分を戦略的に突かれてい

る｡ 各都道府県医師会が, 形のみえるものを構

築しなければならない｡｣ との考えを示した｡

西村府医理事

安達府医副会長
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包括払いは医療の質低下を招く

また, 久山府医副会長か

ら, ｢包括の危険性は医師

がコストを考えて診療をし

なければならない｡ これは

モチベーションの低下, モ

ラルハザードを招く恐れが

あり, 包括制の推進は国民

にとっては不幸な事態に陥

る｡ また, 審査する場合,

包括制は今のシステムで粗診粗療をチェックで

きない｡｣ と問題点を指摘｡ さらに ｢包括と出

来高の併用について, 日医はどう考えているの

か｡｣ との質問に対して, 鈴木日医常任理事は,

｢慢性期の場合は包括でなければ運営できない

という声が出ていたため, 現実的な対応を考え

た｡ しかし, 現状として議論されていない状況

である｡｣ と説明した｡

和歌山県医から ｢支払側は財政面のみでいか

に削減するかという考え方から 『定額制』 を打

ち出しているが, 説得するのに有効な手段は何

かあるのか｡｣ との質問に対して, 安達府医副

会長から, ｢後期高齢者医療制度の一番の問題

点は, 運用の仕組みの財源問題である｡ １割が

受診者, ９割が給付 (このうち１割が加入者の

保険料, ９割が支援金および公費) となってい

る｡ この９割給付の中で, 一番厳しいのが年金

生活の保険料である｡ これは年金が上がらない

限り, 上げることはできない｡ つまり, 加入者

の懐の具合を理由にして総枠規制にかかるシス

テムであることを危惧している｡ 厚労省がパブ

リックコメントを求めた基本的考え方には, 高

齢者医療の特徴として投薬・検査の重複を指摘

しているが何の根拠もない｡ また, その他の項

目で高齢者の保険料負担を考慮して, 持続可能

性のある制度の運用を目ざすと書き込まれてお

り, 巧妙な書き方になっている｡ 一方で後期高

齢者は安心・安全な老後の生活を求め, この期

待に応えるべく最良のシステムを作ると書かれ

ていることは矛盾しており, この点に関して反

論しなければならない｡ また, 財源を保険でな

く保障でいく場合, 税支出に ｢枠｣ がはまる｡

2012年の医療保険と介護保険の同時改定を目途

に日医が考えるのは, 2008年の現況から試算す

ると, 現在の75歳以上の医療費の伸び率から見

ると十分賄えるということ｡ 基本的には財政面

の ｢枠｣ をどう確保するか, 我々の主張と力が

必要である｡｣ と説明した｡

日医案, 公費負担９割に懸念を示す

はじめに, 鈴木日医常任理事から後期高齢者

医療制度の財源問題について, ｢日医グランド

デザイン2007｣ をもとに説明があった｡ これを

受ける形で各府県の意見を交換した｡ 西村府医

理事からは, ｢グランドデザイン2007は, 坪井

執行部時代に公表された2015年医療のグランド

デザインとほとんど変わりなく, そのまま踏襲

されている｡ また少子高齢化を国難と捉え,

“高齢者の医療費の増加に歯止めをかけること”

を謳うなど危険な側面を有している｡ また公費

９割は現実的ではなく, 共助をなくし, 公助に

依存すると, 国家の管理を助長することになる｡

加えて, 国保は高齢者が多いだけでなく所得の

低い方が多いので, 公助がなくなると運営はま

すます苦しくなる｡｣ と懸念を示した｡

他府県からは, ①実現性がない, ②法律で08

年４月施行と決まっているにもかかわらず, 日

医案は間に合うのか, ③実現までのプロセスを

考えていない, ④国民の信頼を得ることができ

るのか｡｣ などの問題点の指摘があった｡ また,

国民の合意をもって公費負担を強く求めていく

べきであり, 患者負担をこれ以上増やさないこ

とを基盤に進めるべきでは

ないかと提言した｡ これに

対して, 鈴木日医常任理事

は, ｢グランドデザイン

(公費９割等) への意見・

指摘を踏まえて, 今後対応

していきたい｡ 法律は決まっ

ているが, 主張するべきと

久山府医副会長

橋本府医理事
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近医連から次期診療報酬改定要望項目20項目
(最重要項目６項目) を日医社会保険診療報酬検討委員会に提出

安達府医副会長から, 主務地である和歌山県

医師会より日医社会保険診療報酬検討委員会に

次期診療報酬要望項目が提出されたこと｡ また

要望項目はブロックからの意見であるため, 専

門医会から出される要望と重複を避けて提出し

たことを報告｡

この要望項目は日医社会保険診療報酬検討委

員会小委員会で集計し, ６月６日に本委員会で

審議され, ７月の小委員会に一任いただいて日

医の要望案を策定し, ８月初旬には改定要望が

まとまるとの見通しを示した｡

また小委員会では答申案の方針について, ①

会長諮問事項である平成18年度診療報酬改定の

影響と対応, ②現在の診療報酬体系における問

題点, ③診療報酬ＩＴ化について, ④後期高齢

者医療制度の集中審議の結果をまとめる, ⑤医

療政策として ｢医療提供体制と診療報酬｣ で議

論を展開するとの報告があった｡

日経新聞記事が話題に

このほか, 厚労省が開業医の初・再診料の引

き下げ方針を固めたとした日経新聞記事が話題

にあがり, ｢開業医をあまりに“冒�”してい

る｡｣ として, 一致団結して抗議すべきと訴え

る意見が出された｡

ころは主張する｡｣ と述べた｡

最後に橋本府医理事から ｢この後期高齢者医

療制度における保障制度の考え方は, 決して悪

い考え方ではない｡ 現行の医療保険制度の保険

料は賦課方式であり, 現役世代が高齢者の保険

料を支払えない場合の保障は必要であると考え

る｡ ただ, 日医案の公費９割負担は, 10年, 15

年後を考えると財政面の 『枠』 をかぶせられる

危険性がある｡｣ との意見を述べた｡

第２分科会では, 療養病床削減策を受けて, 入院患者の状況 (医療難民, 介護難民の発生予測)

や対応策について, また地域包括支援センターの昨年１年間の活動状況と今後の方向性について,

各府県医師会がそれぞれ情勢を報告, 協議した｡

療養病床再編について中野府医理事は, 京都府が行った療養病床アンケート調査結果を報告｡ ｢調

査結果から療養病床に引き続き入院が必要な患者は55.5％もいるが, 国の方針通

り療養病床を現数の39％にまで抑えると, 差し引き16.5％, 約1,100人が“難民”

となる｣ として, 療養病床削減がいかに現状を無視した計画であるかを示した｡

大阪府医も同様の見解を示しており, 大阪府自体は地域の実情に合わせた整

備を考えているが, どれだけ国に抵抗できるかがカギとした｡ また兵庫県医は,

国が療養病床から老健に転換を勧めていることに対し, ７：１看護のために看

護師が不足している情勢で, 本当に (24時間看護体制の) 新型老健が成り立つ

のか疑問視した｡

第第第第第第第２２２２２２２分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢介介介介介介介介介護護護護護護護護護保保保保保保保保保険険険険険険険険険｣｣｣｣｣｣｣｣｣
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中野府医理事
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◇地域包括支援センター
地域ケア体制の基幹として期待するも, 人員・財源が不足

昨春設置された地域包括支援センターのこの

１年間の活動状況は各府県とも, 介護予防プラ

ンに忙殺され, 本来の機能である高齢者の権利

擁護・相談事業や, 地域ケアネットワークの基

幹的役割については, 最近ようやく機能し始め

た状況である｡ また, 特定

高齢者への介護予防事業も,

特定高齢者の把握自体が基

準設定の不備により進まず,

絵に描いた餅状態となって

いる｡

北川府医理事は, 地域包

括支援センターの今後の方

向性について, 今後ますます高まる住民の在宅

ニーズに対応するため, 地域包括支援センター

の地域ケアネットワークの基幹的役割は大変重

要であり, 地域医療を担う医師会としても積極

的に協力すべきとの考えを示した｡ その具体策

として行政区単位の運営協議会よりむしろ学区

単位で設けられている地域ケア会議への参画が

効果的であるとして, 実際に連携が進んでいる

左京区の取組状況を紹介｡ 北川府医理事は, 患

者のＱＯＬ向上のためにも地域包括支援センター

や医師会, 行政, 介護サービス事業者等, 関係

各機関が一体となった在宅医療・在宅ケアの体

制を構築することの重要性を説いた｡北川府医理事

天本日医常任理事, 患者のニーズに沿った病床転換計画作成を

天本日医常任理事は, 療養病床再編について

は経済財政諮問会議や ｢骨太方針｣ の圧力を受

けた厚労省の財源対策として出てきたもので,

実態が反映されたものではないとする一方,

｢2012年度に15万床にすると言われているが,

どこにも書かれていない｣ として, 都道府県の

転換計画作成にあたっては ｢あるべき医療提供

体制と患者のニーズに沿った病床数｣ とすべく

行政と対応するよう訴えた｡ また, 現行の老人

保健施設では医療措置が必要な患者に対応でき

ないことは看護協会も同様な意見であり, 厚労

省の ｢介護施設等の在り方に関する委員会｣ で

も認識はほぼ一致していると述べた｡

会場から ｢療養病床の再編については日医の

働きかけが奏功していると思うが, 開業医の初

診・再診料引き下げが報道されており, 来年度

の診療報酬改定にどうつながっていくかが不安

である｡ 全体の底上げを図ってもらいたい｣ と

の意見に対して, 天本常任理事は ｢国民の声を

いかに集められるか, またマスコミの理解をど

れだけ得られるかにかかっている｣ と回答した｡

第３分科会では近畿各府県医師会における ｢特定健診・特定保健指導｣ への取り組みについて協

議, 意見交換した｡

分科会では協議に先立ち, 内田日医常任理事による講演 ｢最近の中央状勢・特定健診と特定保健

指導｣ が行われた｡

第第第第第第第３３３３３３３分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢地地地地地地地地地域域域域域域域域域医医医医医医医医医療療療療療療療療療｣｣｣｣｣｣｣｣｣

｢特定健診・特定保健指導｣ に関する取り組み状況

���������	
�������
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特定健診受診者の受け皿確保のための実態把握を求める
＝ 内田日医常任理事 ＝

内田日医常任理事は講演の中で, 特定健診・

特定保健指導の現状と問題点に言及｡ 特定健診

の対象者は全国で5,600万人と推定｡ (現在の基

本健診受診率が45％弱だが) 受診率20％アップ

という目標設定を考慮すると, 地域において相

当数の受け皿が必要であり, 都道府県および地

区医師会での体制整備が急務であると指摘し,

受け皿確保のための早急な実態把握が必要とし

た｡ また, がん検診等他の検診事業との関連に

ついては, 受診者の利便性, 費用負担等を十分

に踏まえたうえで, 行政負担による特定健診と

の同日実施が望ましいと述べ, そのためにも,

行政, 保険者, 医師会との密な連携は必要不可

欠であると指摘した｡

拙速な制度導入に各府県から批判の声

各府県からは特定健診・特定保健指導におけ

る運用上の問題点が指摘され, あまりに拙速な

制度導入に批判の声があがった｡ 特に特定健診

では検査項目削減や統一されていない腹囲の測

定方法などが問題視されたほか, 特定保健指導

については ｢医師のみでは対応不可｡ 管理栄養

士等の確保も必要｣ との指

摘とともにエビデンスの不

足, 低いコストパフォーマ

ンスについて不安の声が出

された｡ この他, 費用負担

の問題や精度管理のへの対

応など, 制度を巡るさまざ

まな問題点が指摘された｡

福州府医理事からは ｢医療費抑制｣ という流

れの中で, 検査項目が削減されることになった

が, これでは受診へのインセンティブが働かな

くなる危険性があると指摘｡ また, 民間営利企

業の新規参入により, 価格競争が激化, 質の低

下が懸念されると述べ, 専門家集団である医師

会が積極的に取り組み, 事業の委託を受けるよ

うに働きかけるべきであると強調した｡

その他, 医療費適正化の一環として導入され

たものの, 実際に事業がスタートすれば医療費

は反対に増加するのではないか｡ 医療費抑制策

としての効果は到底見込めないとの意見も出さ

れた｡

福州府医理事

京都府医師会 ｢特定健診・保健指導モデル事業｣ を紹介

特定健診・特定保健指導に関する各府県医師

会での取り組み状況について情報交換が行われ

た｡ 具体的な取り組みを行っている医師会は京

都・大阪・兵庫の３府県｡

福州府医理事から京都府医におけるモデル事

業の概要について報告 (モデル事業の詳細は京

都医報５月１日号付録参照)｡ 京都府国民健康

保険組合協議会加盟の12組合とのモデル事業を

７月から実施｡ 健診から保健指導までの全体的

な流れについて説明した｡ 特に, 電子媒体によ

る特定健診・保健指導の結果報告については,

医療機関の負担軽減, 特定健診・保健指導の一

体的実施のため会内に ｢特定健診サービス部｣

を設置し, 健診・保健指導結果の電子化, 保健

指導対象者の階層化・選定を行う方向で検討し

ているとした｡

大阪府医からは受け入れ態勢の確保と現場で

の膨大な事務処理が問題と指摘｡ 特定健診につ

いては, 大阪府医の保健医療センターで受託,

特定保健指導については検討中であると説明し

たうえで, 大阪市では, 昨年の基本健診の結果

から特定保健指導対象者を抽出し, ９月から保

健所等で３ヶ月間の保健指導をモデルケースと

して実施する予定との報告があった｡

兵庫県医からは播磨町での ｢かかりつけ医主

導｣ による ｢地域関係者による保健指導チーム
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モデル事業｣ について現状報告があり, 対象者

33,000人のうち, 65歳以上の方の健診は ｢かか

りつけ医｣ が, 40歳～64歳までは加古川総合保

健センターで医師会と行政とが協働で実施｡ 保

健指導対象者を選定, 階層化した後, １回目の

保健指導はかかりつけ医が (個別), ２回目・

３回目は ｢在宅保健師の会｣ や ｢栄養士会｣ の

協力のもと, かかりつけ医へ派遣される保健師

や管理栄養士が行うことが報告された｡

保険者協議会や地域・職域連携推進協議会への積極的参加を
＝ 内田日医常任理事 ＝

内田日医常任理事は総括として, 精度管理の

問題に言及｡ 健診のデータ管理については, 所

有が保険者に移ることから, データの目的外使

用や保険者機能の強化が危惧されるとし, 保険

者協議会との連携が重要であることから, 医師

会として発言権ある立場としての協議会への参

加を強く要請した｡ また, 地域・職域連携推進

協議会が第三者評価機構としての役割を担う方

向で検討されていることから, 地域医師会の積

極的な参加を求めた｡

決 議

わが国は, 世界に冠たる国民皆保険制度の下に健康寿命世界一を堅持してきた｡ しかる

に, 政府が進めている経済財政至上主義主導にもとづいた一連の医療制度改革は, 医療現

場でいま大きな綻びとして顕在化してきている｡

このままでは, 我々はますます国民の健康と命を守ることが困難となり, 日本の医療は

荒廃の一途を辿ることになる｡

我々は, ただちに医療の崩壊を食い止めるべく行動しなければならない｡

すべての国民が安心して, 安全で質の高い医療を公平にうけられる日本の医療を守るた

め, 下記の事項を強く主張する｡

記

１. 国民皆保険制度堅持のための公的医療財源の確保

１. 受診抑制につながる患者自己負担増に反対

１. 混合診療・保険免責制導入及び株式会社参入に反対

１. 高齢者の尊厳とフリーアクセスを無視した後期高齢者医療制度の人頭払い制には反対

１. 医療難民・介護難民を生む療養病床再編案の見直し

１. 過重労働の生じない十分な医師・看護師を配置できる医療費と養成体制の確保

平成19年５月20日

近畿医師会連合定時委員総会
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平成19年度日医医療問題担当理事連絡協議会 (緊急)
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５月11日, 各都道府県医師会の担当理事を集め, 医療問題担当理事連絡協議会が日本医師会

館で緊急に開催された｡ 協議会では, ４月に厚労省から公表された ｢医療政策の経緯, 現状お

よび今後の課題について｣ に対応する日医の考え方が３名の常任理事から発表され, その後各

都道府県の出席理事と質疑応答が行われた｡

開会にあたり, ドイツ出張中の唐澤日医会

長に代わり宝住日医副会長から挨拶があった｡

４月に厚労省で ｢医療構造改革に係る都道府

県会議｣ が行われ ｢医療政策の経緯, 現状お

よび今後の課題について｣ が公表されたが,

その内容は医療費削減を前提に方向づけられ

ており全く容認できるものではない｡ 今後,

医療問題全般においては迅速に対応しつつ,

日医の考えとしてフリーアクセス, 皆保険制

度の堅持を主張していくことになるので, 各

都道府県においても良質でかつ安全な医療提

供の必要性を行政へ説明し交渉してもらいた

いと話し, 日医の方針を理解するよう呼びか

けた｡

１. 地域ケア整備計画における各都道府県
医師会の対応について(療養病床の再編)

天本日医常任理事は, 昨年の点数改定で療

養病床の点数が修正された際, 根拠のない計

算式が用いられ財源論から逆算された点数が

採用されたが, それは我々の考え方と大きく

かい離したものであったと述べた｡ 療養病床

は今後削減されていく方向で進められている

が, 日医は2012年以降も必要と考えている,

将来推計人口では団塊の世代が76～78歳とな

る2025年以降も75歳以上の人口は増え続け,

90歳以上の人口についても2040年まで増える

こととなる｡ また, 脳血管疾患, 認知症, 心

疾患, 肺炎, がん等の主要な疾患別患者数も

それぞれ1.9～2.2倍となることが厚労省の調

査データにより判明している｡ それらのデー

タ結果を踏まえ, 今後の医療と介護の課題を

検討すべきではないか｡ 療養型での入院を必

要とする長期の患者の受け入れはどこが担う

のか, 医療の提供はどうするのか, ターミナ

ルケアは充分できるのか, 今の医療費適正化

政策を進めることによってそれらの課題を克

服できるのかと強く指摘した｡

また, 日医の昨年10月の調査では, 医療区

分１の21.1％が医学的処置が必要という結果

がでており, 厚労省が示した ｢区分１の100

％を介護施設へ移行｣ というのは無理だと考

えている｡ さらに, 2012年度末で15万床に減

らそうとしている療養病床は, 日医の患者ニー

ズによる試算では最低でも26万床が必要で,

2025年度には必要数33.5万床へと推移するこ

ととなる｡ それらを踏まえると現在の介護施

設と在宅医療への移行は難しく, 新たな介護

施設へどう転換していくのかが課題であると

言及し締めくくった｡

２. 医療提供体制：医師確保, 医療機能の
分化と連携

内田日医常任理事は, 第５次医療法改正で,
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①患者等への医療に関する情報提供の推進,

②医療計画制度の見直しと医療連携体制の構

築, ③医師等の医療従事者の確保－などが掲

げられたことを説明した後, 医師確保策につ

いて, 大学医学部の定員増には即時効果が期

待できないということや医師の労働者派遣に

は基本的に反対の立場を示した｡

また, 開業医の役割として, 休日・夜間の

救急対応や24時間体制での対応など過大に負

担を押しつける施策に対しては容認できない

と述べ, 医療費抑制を目的とした ｢総合的な

診療に対応できる医師｣ 構想に対しても, あ

くまで医療のフリーアクセス, 皆保険制度,

現物給付の３本柱を前提にすべきであり, 医

師会の生涯教育制度が組み込まれることは認

められないと発言した｡

３. ｢グランドデザイン2007 －国民が安心
できる最善の医療を目指して－ 総論｣

続いて中川日医常任理事からは, グランド

デザイン2007の内容を説明するとともに, 先

般, 厚労省が作成した ｢医療政策の経緯, 現

状及び今後の課題について｣ の問題点を指摘｡

平時の安全保障としての医療のあり方を理念

に掲げ, さらに今後, 医療費適正化計画や医

療計画, 地域ケア整備計画を策定するにあたっ

て ｢国の考えをそのまま計画に反映するので

はなく, 地域の実情に基づいて策定するよう

行政へ呼びかけてほしい｣ とし, 厚労省の方

針に対抗するために日医と都道府県医師会が

意思統一を図るよう申し出た｡

グランドデザイン2007は, ①あるべき医療

の実現に向けて, ②国民のニーズにこたえる

医療提供体制, ③医療保険制度のあり方, ④

社会保障財源の可能性についての四つの章で

編成している｡ 経済力と医療費の関係では,

OECD加盟国で総医療費対ＧＤＰ比較を行い,

必要な医療費としてＧＤＰ比９％程度を確保

すべきであること, １人あたりの総医療費は

平均を下回っていること, 1000人あたりの医

師数2.0人は平均値3.1人を大きく下回ってい

ること, すなわち医師の絶対数が不足してい

ることなどを強調｡ また, 2015年度の医療費

は42.8兆円 (給付費37.5兆円) が必要と試算

し, 後期高齢者医療制度の基本的スキーム

(日医案) では厚労省の公費割合約５割に対

して段階的に引き上げ９割とすること, 患者

の一部負担金を引き下げることなどが盛り込

まれていると ｢グランドデザイン2007｣ の総

論について説明し終了した｡

４. 質疑応答

発表終了後, ３名の講師と出席者との質疑

応答が行われた｡

徳島県医師会から ｢医師確保問題について

日医は消極的ではないか｣ との質疑に対し,

内田日医常任理事は ｢大学医学部の定数増加

は即時効果がなく, 併せて科別の偏在がある

ので, その２点について同時に取り組みたい｣

と回答したところ, ｢医師の偏在が不足の原

因という日医の主張は, 適切ではない｣ と指

摘｡ また, ｢偏在というなら医師の余ってい

るところがあるはずだが, そのような部分は

見えてこない｡ 積極的に増やす方向性を明確

にすべきではないか｣ という意見が上がった

が, ｢医師不足の解消には, 財源問題も並行

して取り組むこととなるので参議院選挙に合

わせて政策立案を考えていきたい｣ と中川日

医常任理事は回答した｡

福岡県医師会からは, ｢県との交渉で様々

な資料が提示されるが, その中の数値につい

て信頼性に欠ける場合はどのように検証すれ

ばよいのか｣ という質問があった｡ 中川日医

常任理事は, ｢５月１日から日医に 『総合医

療政策室』 を設置したので, そこを窓口に,

できる限りフォローアップしていきたい｣ と

回答した｡

次に愛知県医師会から, ｢今後, 療養病床

削減により在宅老人や独居老人が増えること

になれば救急車の搬送が飛躍的に増加するこ
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ととなり, 現時点でも飽和状態の救急医療が

確実に崩壊する｣, ｢リハビリテーションの上

限について年齢別に設定するべきではないか｣

との意見があがり, 次回改定に向けてできる

限り対策を検討していきたいと天本日医常任

理事は言及した｡

閉会にあたり竹嶋日医副会長は, 厚労省に

よる療養病床15万床に対しては日医としてマ

スコミ報道を含めて26万床を主張していくこ

とや５月から日医に ｢総合医療政策室｣ を新

設し検討を進めていくこと, さらに財源中

立の観点では今後の医療費は捻出できなく

なるので歳入増を前提にするべきであるこ

とを政治的に推奨していきたいと述べ, 閉

会となった｡

���������������������������			
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政府は2006年１月に策定した ｢ＩＴ新改革戦略｣ の目標達成のため, 同年７月, 重点的に実施す

べき施策を明らかにした ｢重点計画－2006｣ を作成しました｡ そして, そこでの提言を受け, 2007

年３月には, ｢医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン｣ が厚労省から公表されまし

たことはすでにご承知のことと思われます｡

今年度も, 政府は４月にＩＴ政策に関する基本的方向性を定めた ｢ＩＴ新改革 戦略政策パッケー

ジ｣ を打ち出し, その早期実現と施策の重点化を図るため, 今般 ｢重点計画－2007 (案)｣ を策定し,

パブリック・コメントを求めております｡

政府が提示する医療分野におけるＩＴ化に関わる施策は, 何れもＩＴをツールとした医療費抑制

政策に副次的に結びつく施策であるとの懸念があることは否めません｡

日本医師会では, 医療のＩＴ化は, 本来, 医療の質を確保し, 安全で効率的な医療提供体制を実

現するための手段であり, 医療と患者に貢献するＩＴ化であってこそ推進する価値があると位置づ

け, 府医においても具体的な対応に協力しております｡

つきましては, 国民医療を擁護していくためにも, 医療分野のＩＴ化が正しい方向に向かうべく,

医療現場の生の声を政府に対するパブリック・コメントとしてご投稿いただきますようお願いいた

します｡

なお, 政府へのコメントは, 下記ホームページより, Web 電子メール, ＦＡＸ, 郵送で６月27日

(水) 正午必着で受け付けております｡

記

１. 首相官邸 内閣官房ＩＴ担当室 ｢重点計画－2007 (案)｣ に関するパブリック・コメント

(パブリックコメントのページへのリンク先はこちらです！)

↓ ↓ ↓

URL:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pc/070529comment.html

＊政府に投稿されましたご意見の内容を, 日本医師会にもお送りいただければ幸いです｡

・郵送の場合：〒113－8621 文京区本駒込２－28－16 日本医師会情報企画課

・電子メール：19itiken@po.med.or.jp
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このたびの麻しん (はしか) の流行に鑑み, 厚生労働省が保護者および医療関係者の判断の

参考に資するため, ｢麻しん (はしか) に関するＱ＆Ａ｣ を下記のとおり作成しましたので,

ご活用ください｡ なお, 本Ｑ＆Ａは厚生労働省のホームページに掲載されたものです｡

麻しん (はしか) に関するＱ＆Ａ
(平成19年５月30日作成)

Ⅰ 麻しんに関する基礎知識

Ｑ１ 麻しんとはどんな病気ですか？

Ａ１ 麻しんは麻しんウイルスによって引き起こされる一般に小児期に多い急性の感染症として

知られていますが, 本年には, 10代, 20代の若年者間での感染が多く見られ, 社会的にも関

心を集めています｡

麻しんウイルスの感染経路は, 空気感染, 飛沫感染, 接触感染で, その感染力は非常に強

いと言われています｡ 免疫を持っていない人が感染するとほぼ100％発症し, 一度感染して発

症すると一生免疫が持続すると言われています｡ また, 麻しんウイルスは, ヒトからヒトへ

感染すると言われています｡

感染してから約10日後に発熱や咳, 鼻水といった風邪のような症状が現れます｡ ２～３日

熱が続いた後, 39℃以上の高熱と発疹が出現します｡ 肺炎, 中耳炎を合併しやすく, 患者1000人

に１人の割合で脳炎が発症すると言われています｡

かつては小児のうちに麻しんに感染し, 自然に免疫を獲得するのが通常でした｡ 近年, 大

きな流行が少ないことから成人になるまでに麻しんに罹ったことがない場合や小児の時に予

防接種をしたという場合でも, 大人になって感染する例が目立ってきました｡

Ｑ２ 麻しんはどうやって予防するのですか？

Ａ２ 麻しんワクチンの予防接種が有効です｡ また, 麻しんの患者さんに接触した場合, 72時間

以内に麻しんワクチンの予防接種をすることも効果的であると考えられています｡ 接触後５,

６日以内であればγ－グロブリンの注射で発症を抑えることができる可能性がありますが,

安易にとれる方法ではありません｡ 詳しくは, 医師とご相談ください｡

Ｑ３ 近年の麻しんの流行はどのような状況ですか｡ 今年の流行も含めて教えてください｡

Ａ３ 麻しんは毎年春から初夏にかけて流行が見られます｡ 過去10年の推移を見ると, 2001年に

大きな流行が見られ, その後は徐々に患者数は減少していました｡

本年は, 小児 (15歳未満) の患者数は例年に比べ, それほど増加しておらず, 2007年５月
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現在, 2001年の約10分の１の程度です｡ しかし, 成人 (15歳以上) の患者数は2001年時と同

じ程度に上っています｡

また, 今年はこれまで主に東京都と埼玉県など首都圏で流行が見られていますが, 徐々に

全国に拡がりつつあります｡

麻しんの流行状況に関する情報は, 国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ

で確認することができます｡ 国立感染症研究所感染症情報センターのホームページアドレス

は, (http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/index.html) です｡

Ｑ４ なぜ今年, 10代から20代の人を中心に流行したのですか？

Ａ４ かつては小児のうちに麻しんに感染し, 自然に免疫を獲得するのが通常でした｡ しかし,

麻しんワクチンの接種率の上昇で自然に感染する人は少なくなってきています｡

10代から20代の人たちの中には, 今まで一度も麻しんの予防接種を受けていない人がいま

す｡ そのうえ, そもそも予防接種は, 一度で十分な免疫が獲得できるとは限らず, 麻しんワ

クチンを１回接種しても, 数％程度の人には十分な免疫がつかないことが知られています｡

今回は, そのような人達の間で麻しんの流行が起きたものと考えられています｡

さらに, 麻しんワクチンの接種率の上昇に伴って, 麻しんの患者数が減り, 麻しんウイル

スにさらされる機会が減少しました｡ そのため, 幼少時にワクチンを接種した現在の10代か

ら20代の人は免疫が強化されず, 時間の経過とともに免疫が徐々に弱まってきている人がい

ることも原因の一つと考えられています｡

Ｑ５ 妊娠しているのですが麻しんの流行が心配です｡ どうしたらよいでしょうか？

Ａ５ 妊娠中に麻しんに罹ると流産や早産を起こす可能性があります｡ 妊娠前であれば未接種・

未罹患の場合, ワクチン接種を受けることを検討すべきですが, すでに妊娠しているのであ

ればワクチン接種を受けることが出来ませんので, 流行した場合は外出を避け感染者に近づ

かないようにするなどの注意が必要です｡

Ⅱ 予防接種について

Ｑ１ 予防接種はどれくらいの効果があるのですか｡ 副反応はあるのですか？

Ａ１ 麻しん患者の1000人に１人の割合で脳炎が発症すると言われている麻しんに対し, そのワ

クチンを接種することによって, 95％以上の人が麻しんウイルスに対する免疫を獲得するこ

とができると言われています｡

ワクチン接種後の反応として最も多く見られるのは発熱で, 接種した人の約13％が接種し

て２週間以内に発熱を来します｡ その他には, じんま疹が約３％に, 発熱に伴うけいれんが

約0.3％に見られます｡ 稀な副反応として, 脳炎・脳症が100万人～150万人に１人以下, 亜急

性硬化性全脳炎 (ＳＳＰＥ) が100万人～200万人に１人見られます｡

なお, 麻しんワクチンは, ニワトリの胚細胞を用いて製造されており, 卵そのものを使っ

ていないため卵アレルギーによるアレルギー反応の心配はほとんどないとされています｡ し

かし, 重度のアレルギー (アナフィラキシー反応既往) のある方は, その他の成分によるア
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レルギー反応が生ずる可能性もあるので, 接種時にかかりつけ医に相談してください｡

Ｑ２ 過去に麻しんに罹ったことがあるのですが予防接種をうけるべきでしょうか？

Ａ２ 今まで麻しんに罹ったことのある人は免疫を持っていることから, 予防接種を受ける必要

はありません｡

Ｑ３ 10代, 20代で麻しんが流行しているようですが, ワクチン接種を優先的に受けた方が良

いのはどのような人ですか？

Ａ３ ｢麻疹にかかったこともなく, ワクチンを１回も受けたことのない人｣ は重症になりやすい

ので, 流行地域においては, ワクチンの接種は定期予防接種の対象者に加え, 未接種・未罹

患の方が優先されます｡ また, 麻しんが流行し, ワクチンの需要が増大している時期におい

ては, 定期の予防接種対象者のうち, 特に１期の生後12月から24月までの方が優先されます｡

Ｑ４ 麻しんの予防接種を受けるのに, 単独の麻しんワクチンの替わりに, ＭＲワクチン (麻

しん風しん混合ワクチン) を接種しても健康への影響に問題ありませんか？

Ａ４ 麻しん感染防止対策としては, ＭＲワクチンは単独ワクチンと同様の効果が期待されます｡

また, 麻しんワクチンの替わりにＭＲワクチンを接種することにより健康への影響が大き

くなることは通常ありません｡ ただし, ＭＲワクチンは, 風しんのワクチンも含まれている

ことから, 妊娠している方は接種を避けるのはもちろんのこと, 妊娠されていない方は, 接

種後２ヶ月程度の避妊が必要です｡ おなかの赤ちゃんへの影響を出来るだけ避けるためです｡

また, 麻しんの単独ワクチンの接種に当たっても, 妊娠している方は接種を避けるなど同

様の注意が必要です｡

医療法等の改正について
４月１日から ｢良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正す

る法律｣ が一部施行されました｡

今回の施行は, 医療機能情報の提供, 入院診療計画書・退院療養計画書, 広告規制の緩

和, 医療広告ガイドライン, 医療安全, 地域医療支援病院・特定機能病院, 助産所の嘱託

医師・医療機関, 看護記録の保存, 医療計画, 医療従事者の確保, 医療法人, 医師の行政

処分・再教育研修や資格確認等多岐にわたるものであります｡

また, 関係政省令・告示の制定・改廃が行われ各改正部分には関係通知がそれぞれ発出

されていますので, 会員各位にはご留意ください｡

なお, 各通知等は, 厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご覧ください｡

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/index.html)

※資料等をご希望の場合は府医総務課 (TEL 075－315－5273) までご連絡ください｡
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すでにご存知のとおり, 介護保険制度改正により, 介護保険事業所指定に６年ごとの更新制

度が導入されました｡ その具体的な手続きについて京都府は, 先般開催された介護サービス事

業者等集団指導の場およびＷＡＭＮＥＴの京都府センターで公表しました｡ これによると, 居

宅療養管理指導, 訪問看護, 訪問リハビリテーションのいわゆる“みなし指定”事業所につい

ては, 更新手続きは不要とされています｡

更新手続きの詳細については, ＷＡＭＮＥＴの京都府センターをご参照ください｡ アクセス

方法は下記のとおりです｡

｢ＷＡＭＮＥＴ｣ (http://www.wam.go.jp/) にアクセス→トップページの下段にある ｢全国セ

ンター｣ をクリック → 新たなウィンドウが開くので, ｢掲示板｣ の中の ｢府からのお知らせ

(介護保険関連)｣ をクリック→情報の一覧が表示されます｡

介護保険指定事業者の指定更新制度について

みなし指定事業者は更新手続き不要

院内感染対策のための指針案及び
マニュアル作成のための手引きについて

４月１日から ｢良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法

律｣ が施行されたことに伴い, 各医療機関においては, 医療法施行規則に基づき ｢院内感染対

策のための体制の確保に係る措置を講じなければならない｣ とされました｡

つきましては, 院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引きが以下のホー

ムページで入手可能ですのでご活用ください｡

なお, ここで示されているモデルについては, 各施設の体制, 機能に応じた ｢指針｣ を作成

される際の参考にしていただきますようお願いします｡

日本医師会 患者の安全確保対策室 安全対策マニュアルダウンロード＆リンク

http://www.med.or.jp/anzen/index/manual.html

院内感染対策サーベイランス事業ホームページ

http://www.nih-janis.jp

※インターネットでダウンロードができない場合など資料等をご希望の場合は, 府医総務課

(TEL075－315－5273) までご連絡ください｡
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厚労省はこのほど, 終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインおよびその解説を各都

道府県に通知した｡

このガイドラインは, 終末期を迎えた患者および家族と医師をはじめとする医療従事者が最

善の医療とケアを作り上げるプロセスを示すものとして位置づけられている｡ 基本的な考えと

して, ①担当医だけではなく, 看護師やソーシャルワーカーなど医療・ケアチームで支える体

制を作る, ②医療行為の開始・不開始, 医療内容の変更, 医療行為の中止等については, 患者

が十分な情報に基づいた決定をした上で確認する, ③患者, 家族, 医療・ケアチームが合意に

至った場合も柔軟な姿勢で終末期医療を継続する, ④合意に至らない場合には複数の専門家か

らなる委員会を設置し, その助言によりケアのあり方を見直し, 合意形成に努める, ⑤患者,

家族, 医療・ケアチームの間での合意形成の積み重ねが重要である－ことを示している｡

ガイドラインの内容は, 以下のとおり｡

＝ 終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン ＝

１ 終末期医療およびケアのあり方

① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ, それに基づいて患者が医療

従事者と話し合いを行い, 患者本人による決定を基本としたうえで, 終末期医療を進める

ことが最も重要な原則である｡

② 終末期医療における医療行為の開始・不開始, 医療内容の変更, 医療行為の中止等は,

多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって, 医学的妥当性と適切

性を基に慎重に判断すべきである｡

③ 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し, 患者・

家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療およびケアを行うことが必要である｡

④ 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は, 本ガイドラインでは対象としない｡

２ 終末期医療およびケアの方針の決定手続

終末期医療およびケアの方針決定は次によるものとする｡

(１) 患者の意思の確認ができる場合

① 専門的な医学的検討を踏まえたうえでインフォームド・コンセントに基づく患者の意

思決定を基本とし, 多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームとして行

う｡

② 治療方針の決定に際し, 患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い, 患者が意思決

定を行い, その合意内容を文書にまとめておくものとする｡

上記の場合は, 時間の経過, 病状の変化, 医学的評価の変更に応じて, また患者の意

思が変化するものであることに留意して, その都度説明し患者の意思の再確認を行うこ

とが必要である｡
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③ このプロセスにおいて, 患者が拒まない限り, 決定内容を家族にも知らせることが望

ましい｡

(２) 患者の意思の確認ができない場合

患者の意思確認ができない場合には, 次のような手順により, 医療・ケアチームの中で

慎重な判断を行う必要がある｡

① 家族が患者の意思を推定できる場合には, その推定意思を尊重し, 患者にとっての最

善の治療方針をとることを基本とする｡

② 家族が患者の意思を推定できない場合には, 患者にとって何が最善であるかについて

家族と十分に話し合い, 患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする｡

③ 家族がいない場合および家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には, 患者にとっ

ての最善の治療方針をとることを基本とする｡

(３) 複数の専門家からなる委員会の設置

上記 (１) および (２) の場合において, 治療方針の決定に際し,

・医療・ケアチームの中で病態等により医療内容の決定が困難な場合

・患者と医療従事者との話し合いの中で, 妥当で適切な医療内容についての合意が得られ

ない場合

・家族の中で意見がまとまらない場合や, 医療従事者との話し合いの中で, 妥当で適切な

医療内容についての合意が得られない場合

等については, 複数の専門家からなる委員会を別途設置し, 治療方針等についての検討お

よび助言を行うことが必要である｡

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, 事前に府医地域

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] １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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知識と技術の継承と発展

個人としての生命には限りがあるが個人

が年月をかけて獲得した知識や技術は次世

代へと受け継がれ, 受け継がれていくうち

にさらに新たな知見や工夫が加わり, 知識

や技術は絶え間なく進歩していく｡ ヒポク

ラテスの言葉と伝えられる ｢人生は短く,

技芸は長い｣ はこのことを凝縮して表現し

ている｡

先日, 地区医師会主催の日帰り旅行で淡

路島と徳島県とをつなぐ大鳴門橋を渡った｡

全長1629ｍの鉄橋を海の上に建設するには

費用はもちろんのこと膨大な知識と技術と

が投入されたであろう｡ そう思えば世界最

長の海底トンネルとして知られる青函トン

ネルはおよそ7000億円にも上った建設費か

ら ｢昭和の三大バカ査定｣ の一つと貶され

ることがあったにせよこれも日本の修得し

到達した知識と技術とが実現したものでは

ある｡

さてこのような重厚長大な建造物はバブ

ル後の ｢ハコもの｣ 建設の縮小とゼネコン

批判もあり近年ではほとんど行われなくなっ

た｡ しかし技術は使い続けることによって

維持され進歩するのであって使われること

がなければ進歩はおろか衰退し忘れられて

しまう｡ そして技術という実現手段を失っ

た知識も人々の関心を失って忘れ去られて

いくのである｡ このままであればボスポラ

ス海峡に海底トンネルを通し, マレーシア

に20世紀で最も高い建造物としてのペトロ

ナスツインタワーの一つを, そして台湾新

幹線など海外の鉄道に技術を供与するほど

に高度に蓄積された日本の知識や技術は国

内に研鑽・実践の場を失い, 個々の技術者

の死とともに継承者のなくなった技術・技

芸は国内から消滅する｡

同様のことは医療の世界でも見られる｡

度重なる医療費削減により医療従事者が知

識を習得し技術を磨く場は狭められ, 看護

師など医療に従事する人員が減少するだけ

でなく残った施設においても条件の悪化と

ともに開業や結婚出産を契機とした転出で

知識や技術の伝承が急速に失われつつある｡

当然のことながらそれに伴って事故も増加

している｡ これに対し国は医師については

不足はないと主張し, 看護師などはフィリ

ピンなど海外からの労働力で補填しようと

している｡ 介護福祉士に至っては国家試験

にパスしなかった者に対しても准介護福祉

士という資格を設けるという方針のようだ｡

実現に技術という手段を必要とする分野

に進む人材が不足し, 技を磨く場が縮小・

消滅していけばその分野は消退し, いずれ

忘れられていくだろう｡ ましてその不足を

埋めるために知識・技術に欠ける者を充て

るも已むなしとするなれば何をか言わん｡

諸外国の文物を取り入れることに異論は

ないとしても自国の先人の努力の成果を受

け継がず断絶させるなら文化の継承がされ

ないということでさえある｡ このままでは

個人の人生の終わりとともに技芸も消滅し

｢美しい国｣ は夢幻となり果てるのではな

いかと心配である｡

(情報企画委員会委員・山科 山田一雄)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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初版第１刷は2006年５月30日である｡ 私が手

にしたのは, 2006年７月10日付け第５刷である｡

大変深刻なタイトルと一般向けに分類される医

療関係の本とすれば非常に売れたことになる｡

昨年出版の本で, もはや書評を書く必要もない

くらいインターネット上では推薦されている本

であるが, 今後の医療の方向を考える上で重要

なマイルストーンであると思った｡ 京都医報と

いう紙メディアにあってもよかろうと考え, 書

くことにした｡

著者は虎の門病院泌尿器科部長として仕事を

している, 第一線の臨床家である｡ 本書では今

の医療行政の問題にとどまらず, 医療過誤に関

する司法の問題, マスコミ報道の問題などを鋭

く分析している｡ 医師と弁護士のダブルライセ

ンスを持っているのかと思ったほどである｡ 本

書は医師と警察, 検察, マスコミ, 患者との異

常な関係に危機感をもったことがきっかけであ

ると書いている｡ きっかけとは, まだ記憶に新

しいが2002年12月８日に慈恵医科大学青戸病院

で腹腔鏡下前立腺全摘除術を施行された患者が

死亡したことに端を発する｡ 2003年９月, 同事

件に関わった医師３名が逮捕され事件が大きく

報道されたことである｡ 著者は ｢報道に含まれ

る悪意と憎悪に慄然とした｣ と書いている｡ マ

スコミ報道に従うかのように, 大学も医師個人

の責任であるという報告書を作成し, 警察は業

務上過失致死の疑いで逮捕した｡ しかし両者と

も正しい医療事故調査がなされた末の行為とは

言い難かった｡

普通に医療をしている多くの医師が恐怖を感

じた｡ 医師と患者の関係が崩壊し始めている｡

治療結果が悪かった場合, 患者の被害感情とマ

スコミ報道が直結し容易に警察が介入してくる

と感じ始めた｡ 司法は結果を重んじ, 治療経過

を振り返り, あのときこうすれば死ななかった,

後遺症はなかったという判断をする｡ 診断から

治療が正しい一本の道からなるものと考えてい

るようである｡ ｢医療は不確実なもの｣ であり,

最善を尽くしても疾患により, 個体差により,

まったく異なった経過を辿る｡ 医療において死

は日常伴うものであるが, 患者は最新医療では

何でも治せると考えている｡ 一般人 (ここでは

警察, 司法も含む) には死は異状なことであり,

過誤があるのではないかと考えるようになった｡

病気で苦しむ患者を治療するという仕事に対す

る医師の誇りは揺らぎ, 士気が低下し始めた｡

その結果, 防衛医療, 萎縮医療に転じ始めた｡

訴訟の危険の高い職場や科を避け, 開業したり

他の科に転科したりするようになった｡ それを

著者は ｢立ち去り型サボタージュ｣ と名付けた｡

2006年２月, 福島県大野病院産科医逮捕があ

り, 書かれてあることがほぼリアルタイムで起

こっていた｡ これをきっかけに医療崩壊は加速

した｡ 逮捕にはならなかったが, 奈良県大淀病

院産科医報道があった｡ 事実とはかけ離れた内

容の報道であったが多くのメディアが追従した｡

奈良県の周産期システムが問題だが, 萎縮医療

となり奈良県の産科医療の崩壊は加速した｡ 神

奈川県堀病院内診問題では警察が介入した｡ こ

れは明らかに現実にそぐわない医療行政の不備

が問題だが, 神奈川県でも産科崩壊は進んだ｡

このように本書出版後も著者の危惧が現実となっ

ている｡

著者は分析だけではなく解決の糸口も見いだ

そうとしている｡ 医療過誤では, 犯人捜しの警

察の介入や裁判ではなく, 再発防止教育やシス

テム, 早期被害者救済システムに行き着くべき

であると述べている｡ 医療過誤を扱うには,

｢医師と患者の対立を深め両者が疲弊する裁判

＜医療崩壊 ｢立ち去り型サボタージュ｣ とは何か＞
を読んで －崩壊の分析から解決の糸口まで－

宇治久世 �橋 守正
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は適していない｣ という｡ 最後の方には, その

モデルとなる提案もなされている｡ しかし, 私

は大変危惧している｡ 厚生労働省の薄い危機感

と対応の鈍重さで果たしてこのような解決に行

き着けるのか｡

本書は言う｡ イギリスではサッチャーによる

長期の過剰な医療費削減によって医療は崩壊し

た｡ ブレアは医療費を1.5倍にしたが, その効

果はどうか｡ いったん崩壊した医療は容易に再

構築できない｡ 日本でも中堅の指導医師が逃散

しており, このままでは医師教育が十分なされな

くなるだろう｡ 著者は日本の医療崩壊は危機的な

速度で進行し, ｢医療崩壊はもはや止められない

かもしれない｣ と本書以外の場で語っている｡

【医療崩壊 ～ ｢立ち去り型サボタージュ｣

とは何か】

出版社：朝日新聞社 (￥1600)

著 者：小松秀樹

発 行：2006年５月

西京地区でも, 近年, 全国的な傾向と一致し

て新規開業医院が増えています｡ なかでも当地

区では今年はじめに京都市内で単独で初めての

医療モールが誕生しました｡ その誕生の経緯と

その後について報告します｡

一昨年夏頃に当地区上桂近辺にいくつかの医

院を集合したいわゆる医療モールができるらし

いといううわさが聞かれ始めました｡ 当初, そ

の運営会社など実態はベールにつつまれていま

したが, 予定場所に ｢松尾メディカルスクエア｣

という看板が立つに至り, その時点で地区医師

会にはなんら連絡もありませんでしたので, 調

査した結果, 医療に関する総合コンサルタント

を業態とする運営会社が判明しました｡ 早速,

西京医師会から会社に計画について説明するよ

う求めたところ, 内科, 整形外科, 耳鼻咽喉科

と調剤薬局の構成で開設する予定との回答が得

られました｡ 会社の担当者を呼び, 当該地区は

医療機関の過密な地区であることを説明しまし

たが, すでに, 市場調査を終えており, 計画は

予定どおり進めるとし, 入居医師には地区医師

会, 京都府医師会への加入と地域活動への参加

を強く勧めるとの条件で各医院の開設を了承し

てほしいとの申し出がありました｡ 初めに内科

の入居が決まり, ついで, 耳鼻咽喉科, 整形外

科については眼科に変更することですべての科

が出そろい, 今年５月までにすべての診療科が

開業しました｡ その間, 近隣の班の先生方と運

営会社, 入居医師との間での話し合いが数回持

たれ, 診療時間帯, 標榜科目などについての調

整が行われました｡ 医師会への加入, 地域医療

活動への参加などについても合意が得られ, 形

のうえでは３ヶ所の開業医院が同時に誕生した

ことになりましたが, ２月22日付の京都新聞に

報道されたように, ｢１ヶ所で複数科目の診療

が受けられるのが特徴で, コンサルタント会社

が科目の組み合わせを調整, 開業もサポートす

る面倒見のよさが, 医師にうけている｡｣ との

ことです｡ 開業医師にとっては何から何まで面

倒を見てくれてお手軽に開業できるメリットの

反面, 賃貸料, 管理費はいうに及ばず, 内装費

用, 場合によっては, コンサルタント会社への

種々の付帯経費の支払いなど, かなりの出費が

見込まれ, この医院過密地域での医業経営が成

り立つものかとの心配があります｡ 企業にとっ

て医療サービスは収益事業として未開拓の魅力

があり, 運営の仕方によってはかなりの収益が

見込める事業ですから, 今後も, 医療を産業と

位置づけての医療界への企業の進出は増え続け

るものと思われます｡ 今後の成り行きによって

は地域医療の適正化の妨げとなるような, なり

ふり構わない企業進出が始まるかもしれません｡

そのモデルとして今回の ｢松尾メディカルスク

エア｣ の今後を見ていきたいと思っています｡

西京医師会

豊田弥八郎
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医療界を巡る動き

平成19年３月 医療界を巡る動き
地 域 医 療 関 係 医 療 保 険 関 係 一 般 情 勢

３. １ 政府, ｢新型インフルエンザ対策行動計画｣
改訂案を提示－予防用タミフルの備蓄を開始

３. ６ 政府, ｢タミフル｣ 300万人分の追加備蓄－
2006年度予算予備費から73億円支出

３. ６ 政府, 感染症法施行令, 予防接種法施行令等
を改正－結核部分の政令, 予防接種は４月１日,
病原体の管理に関する政令は６月１日施行

３. ７ 介護施設への転換を考えている療養病床は約
１割－厚労省調査

３. ８ 厚労省, ｢介護保険施設等実地指導マニュア
ル｣ 作成

３. 15 日医介護保険担当理事連絡協議会－療養病床
存続を訴える意見相次ぐ

３. 28 厚労省, 介護施設の定員枠を４月から弾力化－
療養病床から介護施設への転換促す追加措置

３. 29 社会保障審議会, 療養から老健への転換支援
追加措置－５月から施設基準を緩和

３. １ フリーアクセスで日医と保険者側の見解の相
違が浮き彫り－社会保障審議会医療保険部会

３. ７ 厚労省, 有床診調査－有床診は区分１が半数
以上, 病院は30％

３. ７ 改正社会保険医療協議会法施行後初めての中
医協総会が開催－公益委員を２人増員

３. ８ 区分毎のケア時間は妥当－中医協 ｢慢性期入
院医療の包括評価調査分科会｣

３. ９ 後期高齢者を総合的に診る医師を活用－後期
高齢者診療報酬のあり方で厚労省

３. 14 中医協, 疾患別リハビリ再改定－リハビリテー
ション管理料の創設と逓減制を導入

３. 19 ｢医療区分１は入院の必要なし｣ は疑問－中
医協・慢性期入院医療の包括評価調査分科会

３. 19 入院基本料７対１ ｢手厚い看護を必要とする
病院に限り認める｣ －参院予算委員会で厚労相

３. 28 日医, ｢グランドデザイン2007｣ の総論を発
表－一般医療費は ｢保険｣, 後期高齢者は ｢保
障｣ で制度設計

３. 29 厚労省, 後期高齢者報酬で ｢基本的考え方
(案)｣ を提示－社会保障審議会 ｢後期高齢者医
療の在り方に関する特別部会｣

３. 30 厚労省, リハビリ再改定で通知－逓減制の導
入と維持期リハビリに医学管理料を新設

３. １ 2005年の平均寿命は男女とも過去最高－第20
回完全生命表 (厚労省)

３. ２ 厚労省, ｢医療広告ガイドライン案｣ を提示－
｢医療情報の提供のあり方等に関する検討会｣

３. ５ 厚労省, ｢終末期医療の決定のプロセスに関
するガイドライン (案)｣ を提示－ ｢終末期医
療の決定プロセスのあり方に関する検討会｣

３. ７ ３人目以降の子がほしいと考える割合低下－
厚労省 ｢第４回21世紀成年者縦断調査｣

３. ７ 厚労省, ｢アレルギー専門医｣ ｢核医学専門医｣
｢気管食道科専門医｣ の広告を認める

３. ８ 厚労省, 医療事故の死因究明で試案－調査委
員会を行政機関に設置

３. 12 厚労省, ｢医師確保等支援チーム｣ 設置－各
都道府県の医師確保対策を支援

３. 13 全国の自治体病院数, 1000病院を切る－2005
年度地方財政白書

３. 13 社会福祉士・介護福祉士法改正案が閣議決定－
｢准介護福祉士｣ 創設

３. 14 卒後臨床研修終えた医師にへき地勤務を義務
化－日医・地域医療対策委員会中間報告

３. 14 臨床研修各科に定員枠の設定を逓減－日医・
母子保健検討委員会中間答申

３. 16 厚労省, 経済財政諮問会議に ｢質向上・効率
化プログラム｣ (仮称) を提示

３. 16 日医・飯沼常任理事 ｢私案｣ として ｢総合医｣
の認定制を提示－日医生涯教育担当理事連絡協
議会

３. 26 2007年度予算が成立－社会保障関係費は20兆
9659円

３. 27 厚労省, 情報化グランドデザインを決定－2006
年度から５年間のアクションプラン盛り込む
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介護・福祉サービス第三者評価 シンポジウム

｢よりよい第三者評価をめざして｣
―事業者, 行政, 評価機関の立場から考える―

(１) 目 的

昨年度から ｢介護サービス情報の公表制度｣ が開始され, 介護サービス事業所・施設の一定

の情報が開示されることになった｡ しかし, 介護サービスの質の担保には全く結びついていな

いことは大方の周知のところである｡ したがって, ここであらためて第三者評価の意義が問わ

れるところである｡

このシンポジウムでは, 京都府の第三者評価に長く携わってこられた永和良之助氏の基調講

演を受けて, 評価をうける事業者, 評価機関, 行政のそれぞれの立場から現段階での状況を報

告し, 今後の発展性等について, 検討する｡

(２) 内 容

����� 永和 良之助 氏
(京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構会長 仏教大学社会福祉学科教授)

｢介護サービス第三者評価に期待するもの ―評価の現状と課題｣ (仮題)

����	
� 羽賀 進 氏 (東高瀬川センター施設長) 受診事業者からの発言

要 厚子 氏 (NPO法人メイアイヘルプユー事務局長) 東京都の現状と課題

真田 政稔 氏 (大阪府社会福祉協議会第三者評価センター部長) 大阪府の現状と課題

浅田 良純 氏 (京都府保健福祉部次長) 京都府の今後の取組

��  司会 永和良之助 氏

日 程 ７月８日(日) 午後１時～５時

場 所 キャンパスプラザ京都 第１講義室

参加対象者 一般市民 各評価機関, 介護・福祉サービス事業者, 学生 他

参 加 費 1500円 (学生500円)

主 催 社団法人京都ボランティア協会

共 催 (予定) 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構

後 援 (予定) 京都府・京都市・京都府社会福祉協議会・京都市社会福祉協議会

京都新聞社会福祉事業財団

◎問合せ先 社団法人京都ボランティア協会 TEL 075－354－8714 FAX 354－8715

開業 13：00～21：30 休室毎月曜日・第三火曜日
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｢検査の参考書｣
(中京東部医師会, 2007年, 1,429円 (税別))

この度, 社団法人中京東部医師会では, ｢検査の参

考書｣ と題した, 一般向けの臨床検査の解説書をつ

くりましたので, 紹介させていただきます｡

日々の診療において, 診療行為や検査に関して患

者さんに説明を行いますが, 十分な理解をしていた

だくことはなかなか難しいことです｡ 健康診断や人

間ドックにおいても, 結果を受け取るものの, 内容

が理解できず, せっかくの検査結果が十分に活用さ

れていないこともしばしばあります｡ このような現状を見据え, 一般の方が現在受けている医

療を有効に活用していただけるようにとの考えで作られたのが本書です｡

本書を作成するにあたり, 私を編集委員長とする編集委員会を組織して, 実務を行いました｡

本書は, 中京東部医師会会員が分担執筆して作られた書籍です｡ しかし, 通常の分担執筆と異

なるのは, 会員には完成した原稿ではなく, いわゆる ｢たたき台｣ としての原稿を提出いただ

いたことです｡ 最終原稿としないことで, 文章の細部を気にすることなく原稿を書くことがで

きるため, 担当した会員の労力を削減することができ, 提出のハードルが低くなります｡ 最終

原稿としての提出は編集委員会としては楽ですが, 最終原稿を複数の者が執筆すると, 難易度

も文体も異なり, 書籍としてまとまりのないものになる可能性があります｡ そこで, このたた

き台の原稿をもとに, 編集委員会が新たに文章を作り, 最終原稿とするという方式をとりまし

た｡ できあがった原稿の査読は, 当該分野の専門家を含む, 複数の会員により行われ, 大学病

院等の外部の専門家にも査読をしていただき, 医学的な間違いのないよう細心の注意を払いま

した｡

もともと一般市民向けに作り始めた書籍ですが, 私の ｢検査の意味だけでなく, 背景となる

病態生理を入れ, さらに最新のトピックスを入れる｡｣ というこだわりから, 専門的な内容を

多く含むようになり, 結果として医療関係者にも役に立つような本に仕上がりました｡ かといっ

て, 一般の方に難しいというわけではなく, 専門的なことがわかりやすく記されています｡

記載項目は, 市民検診等の健康診断で行われる診療および検査の項目, および一般診療でし

ばしば行われる検査項目です｡ 健康診断や一般診療で受けた検査の意味がよくわからない方の

疑問を解決するため, 企業の健康管理担当者が基礎知識を得るため, 医学生や看護学生が医学

を学ぶ助けとして活用されることを目的として作りましたが, 実際の評判では, 医師の方や看

護師の方から勉強になったという意見を多く受けました｡ 少し専門的すぎたかなと反省する反

面, 専門家から評価されたという喜びも感じております｡

本書の特徴の１つは, 巻末に６つの検査会社の基準値表をのせたことです｡ 項目の横には,

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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説明記載ページが記してあり, 目次の役割も果たしています｡ 各社の検査結果票のイメージを

極力残すように記しましたので, 患者さんが自分の検査結果票と見比べて, 知りたいページを

見つけるのに大いに役立つと思います｡

本書は, 中京東部医師会が毎年行っている一般市民向けの勉強会の ｢健康塾｣ のテキストと

して使用いたします｡ これまでのプリントより理解しやすい教材になると期待しています｡

本書は, 大垣書店烏丸三条店とジュンク堂書店京都店で購入可能です｡ 価格は, 税込み1500

円です｡ 興味のある方は, ご一読ください｡ 本書の内容をより知りたい方のために, ホームペー

ジを作りました｡ アドレスは, http://www6.ocn.ne.jp/̃ne-med/index.html です｡ google で ｢検査

の参考書｣ で検索して見つけることもできます｡

(中京東部医師会会長 西村 利朗)

● 入 場 無 料 ●

2007年７月15日(日) 開催

主 催 社団法人 中京東部医師会
TEL 075－255－5731 http://www.naka-higashi.kyoto.med.or.jp/

会 場 京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都
〒604－0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地

TEL 075－222－1777

■京都市営地下鉄烏丸線 ｢丸太町｣ 駅下車 ５番出口 (地下鉄連絡通路にて連結)

■京都市バス, 京都バス, ＪＲバス ｢烏丸丸太町｣ バス停下車 烏丸通沿い南へ

◆イベントプログラム (午前10時～午後３時) [対象：一般市民]

講 演 ｢10の健康講演プログラム｣

今回は健康診断や, 診療所で異常と言われた場合の対応を専門医が

説明します｡

健康相談 12人の地域の医師がそれぞれの分野で相談に答えます｡

◆特別講演 (午後３時～午後４時30分) [対象：医師および一般市民]

『政府・財界が推し進める医療 ｢改革｣ の問題点』

コラムニスト (元ハーバード大学医学部助教授) 李
り

啓充
けいじゅう

�
�
� ���

｢知って健康, 学んで安心｡
１日まるごと健康の日｡｣
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医 師 国 保
公示第294号

平成19年６月15日

西陣選挙区組合員 各位

京都府医師国民健康保険組合

理事長 檜垣 勝

第26期組合会議員の補欠選挙について (公示)

今般, 西陣選挙区選出 渡邉賢治議員, 大澤正巳議員の辞任に伴い, 下記により補欠選

挙を行います｡

記

[投 票 日] 平成19年７月１日(日) 午前９時～午後５時

[投 票 所] 地区医師会事務所

[開 票 日] 即日開票

[定 数] ２名

[立候補届出] ６月25日までに西陣支部臼井健雄支部長を経由して, 理事長に届出くだ

さい｡ (立候補届は支部長より受領してください｡)

なお, 当該選挙にあたって, 立候補者が定数を超えないときは, その選挙区においては

投票を行わないこととします｡

���������	
��

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, 府医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医薬品・医療機器等安全性情報第236号の速報について (日本医師会常任理事)

｢１. チクロピジン塩酸塩製剤と TAXUS エクスプレス２ステントの市販後安全対策につい

て｣ ｢２. 重要な副作用等に関する情報｣ は, ｢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)｣ の情報, ｢３. 使用上の注意の改訂について (その186)｣

では, ｢リン酸オセルタミビル他 (11件)｣ の情報, ｢４. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が

掲載されています｡ なお, これらは日本医師会雑誌の平成19年７月号に掲載される予定です｡
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お詫びと訂正

京都医報 No.1862 (６月１日号) にて下記のとおり誤りがありましたので, 訂正のうえお詫び申し
上げます｡

10ページ ｢地区介護保険・在宅医療担当理事連絡協議会｣
■ ｢介護サービス情報の公表｣ の最終行

(誤) 京都府では44,000円 (公表手数料：11,000円, 調査手数料：33,000円) と・・・
↓

(正) 京都府では47,000円 (公表手数料：11,000円, 調査手数料：36,000円) と・・・

第33回京都医学会の演題募集
統一テーマは ｢がん医療｣

と き 平成19年９月30日(日) 午前９時～午後３時半

ところ 京都府医師会館

午前：応募演題 (ポスター, ビデオ発表を含む)

午後：特別講演 ｢わが国のがん診療とがん対策｣

講 師 垣添 忠生 先生 (国立がんセンター名誉総長・前国立がんセンター総長)

シンポジウム ｢これからのがん医療のあり方｣

総 括 者 山岸 久一 先生 (京都府立医科大学学長)

シンポジスト 垣添 忠生 先生 (国立がんセンター名誉総長)

三木 恒治 先生 (京都府立医科大学泌尿器機能再生外科学教授)

平岡 眞寛 先生 (京都大学医学部医学系専攻放射線医学講座教授)

谷脇 雅史 先生 (京都府立医科大学血液・腫瘍内科学教授)

細川 豊史 先生 (京都府立医科大学疼痛緩和医療部長)

◆口演演題の発表は全てＰＣ (パソコン)によるプレゼンテーションとなります｡
◆演題の応募締め切りは６月30日(土) です｡

京都府医師会では, 生涯教育と会員相互の交流をはかる場として, 京都医学会を毎年開

催しており, 昭和50年の第１回医学会開催以来, 今年で33回目を迎えます｡

例年どおり, 午前中は会員各位の口演演題を予定しておりますので, 積極的なご参加と

演題のご応募をお願いいたします｡ なお, 統一テーマ以外の一般演題も歓迎いたしますの

で, 奮ってご応募ください｡

※詳細は, 京都医報５月15日号付録をご覧ください｡

お問い合わせは京都府医師会学術・生涯研修課京都医学会係まで

TEL 075－315－5276 FAX 075－314－5042
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平成19年５月20日(日) 向島テニスコート

で京都府医師会主催の地区対抗テニス大会が

開催された｡

曇空で少し肌寒い天候ではあったが, 府下

全域からテニス愛好の医師・夫人31名が参加

した｡

地区として最多９名の参加があった伏見チー

ム, 北・中西・西京連合チーム, 下東・右京・

東山・乙訓連合チーム, 北丹・亀岡・宇治久

世・相楽連合チームの４つのブロックチーム

で, リーグ戦の団体戦で争われた｡

各チームは男子ダブルス３ペア, 混合ダブ

ルス１ペア, 女子ダブルス１ペアの５試合を

対戦した｡ 勝ち数の多いチームから順位が決

定され, 北丹・亀岡・宇治久世・相楽チーム

[上田夫妻・橋本 (朋) ・幸道・堀士・中田

(雅) ・林 (隆)] が団体優勝に輝いた｡ 準優

勝は下東・右京・東山・乙訓チームであった｡

各チームの勝敗のポイントは混合ダブルス,

女子ダブルス戦を制したチームに傾いたよう

である｡ 日常の練習量の差というべきウーマ

ンパワーによるところが大であると感じた｡

団体戦後に個人ダブルス戦が行われた｡

男子ダブルスでは平杉嘉平太 (右京) ・中

田雅支 (相楽) 組が, 女子ダブルスは平杉と

よ子 (西京) ・橋本朋子 (亀岡) 組がそれぞ

れ優勝した｡ 大会準備等で府医事務局の皆様

には大変お世話になりました｡ お礼を申し上

げます｡

(平杉嘉昭 記)

第55回府医
地区対抗テニス大会

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

中村えり子 Ａ 中西
中京区御池通堀川東入ル鍛冶町190 メイゾン御池106
中村皮フ科医院

257－5037 皮

志熊 粛 Ａ 左京
左京区吉田中阿達町28－３
志熊医院

762－0081 内・循・外

松村 康洋 Ａ 左京
左京区北白川大堂町61 ホライゾンビル１－Ａ
松村皮膚科医院

606－6510 皮

西田 惠理 Ａ 右京
右京区西京極西池田町27－１ エリーフラッツ１階
西田眼科クリニック

326－1236 眼

西岡 克章 Ａ 宇治
宇治市伊勢田町南山47－１
あすなろ岡本診療所

(0774)
41－1601

内

山口 泰司 Ａ 相楽
木津川市加茂町北船屋24
山口医院

(0774)
76－0505

内・消
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 第５回京都府医療審議会ワーキンググ

ループの状況

３. 会館建設小委員会の状況

４. 基金合審の状況

５. 第１回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

６. 新規個別指導の状況

７. 国保合審の状況

８. 第８回社会保険研究委員会の状況

９. 京都地方社会保険医療協議会の状況

10. ４月度基金幹事会の状況

11. 新規指定前講習会の状況

12. 平成19年度第１回市民すこやかフェア

実行委員会の状況

13. 第11回救急委員会の状況

14. 十四大都市医師会 ｢災害時相互支援対

策協議会｣ の状況

15. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

16. 第11回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

17. 京都府医療保険者協議会専門部会合同

会議の状況

18. 京都府介護支援専門員協議会第３回理

事会の状況

19. 京都府学校三師による私立学校にお

ける学校保健管理等に関する申し入れ

の状況

20. 第４回運動器学校検診モデル事業小委

員会の状況

21. 京都府介護保険審査会総会の状況

22. 府医学術講演会の状況

23. 第６回京都医学会小委員会の状況

24. 第９回学術・生涯教育委員会の状況

25. ４月度協会医賠処理室会提出件数

26. 日医定款・諸規定検討委員会の状況

27. 第１回都道府県医師会特定健診・特定

保健指導連絡協議会 (指導者研修会) の

状況

28. 京都府医療推進協議会第９回代表者会

議の状況

29. ｢第110回日本小児科学会学術集会 市

民公開講座｣ の状況

30. 麻しんワクチンの確保

【議 事】

31. 会員の入会・異動・退会33件を可決

32. 常任委員会の開催を可決

33. 平成19年度京都府医師会費減免申請を

可決

34. 平成19年度地区助成金の交付を可決

35. 事務職員の本採用を可決

36. 京都市保健福祉局指定管理者選定等委

員会委員の推薦を可決

37. 京都市感染症診査協議会地域結核部会

(南部) 地域委員の推薦を可決

38. 新規個別指導の開催を可決

39. 平成19年度近畿医師会連合学校医研究

協議会理事の推薦を可決

40. 京都市急病診療所役員等の推薦を可決

41. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

42. ぜん息死対策関連パンフレット等の印

刷を可決

43. 運動時心臓障害相談事業, アスリート

体力測定診断・相談事業委託料 (前期分)

の支払いを可決

44. 平成19年度がん登録事業委託契約書の

締結を可決

45. 平成19年度脳卒中登録事業委託契約書

の締結を可決

46. 京都府介護・福祉サービス第三者評価

等支援機構の役員団体推薦を可決

第４回定例理事会 (４.26)
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47. 健康日本21対策委員会委員の委嘱替え

を可決

48. 相楽医師会市民公開フォーラム ｢第13

回きょうと健やか21 in 相楽 『よくある腰

と膝の痛みについて』｣ への後援を可決

49. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

50. 無限責任中間法人 ｢ＡＣＬＳ京都｣ へ

の平成19年度補助金の支払いを可決

51. 無限責任中間法人 ｢ＡＣＬＳ京都｣ へ

の委託料支払いを可決

52. 府医学術講演会の開催を可決

53. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

54. 看護専門学校助産師課程開設にかかる

特別委員会の設置と委員の委嘱並びに第

１回委員会の開催を可決

55. 看護専門学校臨時教員の採用を可決

56. 平成19年度都道府県医師会医療問題担

当理事連絡協議会 (緊急) の出席を可決

57. 京都府医療推進協議会・これからの医

療・介護・福祉を守る府民集会の開催を

可決

58. 平成19年近畿医師会連合定時委員総会

への出席を可決

【報 告】

１. 平成19年５月１日現在の会員数

４月１日現在 4,219名

５月１日現在 4,215名 (－４名)

２. 会員の逝去

３. 平成19年春の叙勲受章者

４. 第１回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

５. 総務担当部会の状況

６. 府医メーリングリストならびにＨＰ

７. ４月度労災審査協議会の状況

８. 第８回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

９. ５月度保険医療担当部会の状況

10. 産業医研修会の状況

11. 特定健診・特定保健指導に係る京都府

との打ち合わせの状況

12. 第６回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの状況

13. 京都府リハビリテーション連絡協議会

第７回作業部会の状況

14. 第７回脳卒中登録事業委員会の状況

15. 地区介護保険・在宅医療担当理事連絡

協議会の状況

16. 第５回感染症対策委員会の状況

17. 第７回学校保健委員会の状況

18. 第７回健康日本21対策委員会の状況

19. 第５回臨床研修制度検討委員会の状況

20. 府医学術講演会の状況

21. 京都府医師確保対策事業の状況

【議 事】

22. 会員の入会・異動・退会51件を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 移動理事会の開催を可決

25. 府内旅費規程別表の改正を可決

26. 京都府医師会館クールビズの実施を可決

27. 事務職員の本採用を可決

28. 会員の制裁を可決

29. 南部４地区連絡協議会への出席を可決

30. 第２回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

31. 情報企画委員会委員の委嘱替えを可決

32. 職業紹介責任者講習の受講を可決

33. 京都府社会保険診療報酬支払基金並び

に京都府国民健康保険団体連合会審査委

第５回定例理事会 (５.10)
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員会委員の推薦を可決

34. 京都市社会福祉審議会委員の推薦を可決

35. 国民医療を守る全国大会の出席を可決

36. 第９回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

37. 子宮がん検診委員会委員の委嘱替えを

可決

38. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

39. 第３回京都ぜん息死対策事業検討会の

開催を可決

40. 平成19年度京都府スポーツ指導者講習

会への後援を可決

41. リハビリテーション懇談会の開催を可決

42. スポーツ医学委員会委員の委嘱替えを

可決

43. 2007年度スポーツドクター招聘事業に

係る特別講師の推薦を可決

44. 平成19年度 ｢京都ゼロ災３か月運動｣

および ｢京都安全衛生・快適職場推進大

会｣ の後援を可決

45. 府医指定学校医の新規指定を可決

46. 第７回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの開催を可決

47. 特定健診・特定保健指導対応ソフト

(プログラム開発) の発注を可決

48. 府医学術講演会の開催を可決

49. 学術・生涯教育委員会委員の委嘱替え

を可決

50. 地区医師会への生涯教育事業助成金お

よび遠隔地学術奨励金の支払いを可決

51. 日医生涯教育協力講座セミナー ｢精神・

心身医学的疾患講座｣ 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

52. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

53. 看護専門学校専修学校各種学校賠償責

任保険加入を可決

54. 看護専門学校専任教員の本採用を可決

55. 平成19年度第１回都道府県医師会長協

議会への出席を可決

56. 救急委員会委員の追加委嘱を可決

～ ７月度請求書 (６月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されていま

す｡ (詳細は２月15日号および４月

15日号保険医療部通信参照)

△

労災 12日 (木) 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｡

お詫びと訂正

京都医報 No.1862 (６月１日号) にて下記のとおり誤りがありましたので, 訂正のうえお詫び申し
上げます｡

13ページ ｢第４回京都府医師会のあり方に関する懇談会｣ 本文右段の下から４行目

(誤) イデオロギーに偏在せず, 社会主義体制のような, …
↓

(正) 社会主義体制のようなイデオロギーに偏在せず, …




