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世界最古の内臓模型
嵯峨野の古刹清涼寺には入宋した東大寺の僧�然が仏

師張延皎に依頼, 北宋の雍�２年(985)完成した伝来の
釈迦如来立像が本尊として安置されている｡ 昭和28年こ
の釈迦如来立像の中から多数の封籠品が出現, その中に
絹製の内臓模型 (五臓) があった｡ この像の製作中, 生
身の釈迦を表現するため５人の尼僧によって作られたも
のである｡ その経緯は同時に出現した�然入宋求法巡礼
並に瑞像造立記１通, 入瑞像五臓具記捨物注文１通に書
かれている｡ 写真上段右は肚, 左は (おそらく) 脾, 中
段右は心, 左は肝, 下段中央は胃, それを取り囲んで斑
点のあるのが腸｡ 模型は仏教教義による古代インドの解
剖学的知識を伝承し, 実際の製作にあたっては中国の伝
統医学の所説によった祖型に基づいたものと思われると
石原 明は述べている｡
参考文献：石原 明 実験治療297号

奥沢康正 (西京)
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事前の世論調査結果から予想されてはいた

が, 第21回参議院選挙は既報のとおり民主党

の大躍進, 自民党の大敗という結果に終わっ

た｡ この結果をどう評価・総括するか, 会員

各位の思いは種々と拝察する｡ 選挙結果はま

さに民意の表れであり, 安倍政権, 自公連立

政権への不信任であったことは素直に認めざ

るをえない｡ ２年前の９月11日の衆議院選挙

は ｢郵政民営化 賛成か反対か｣, 反対するも

のは抵抗勢力として刺客まで送り込むという

小泉政治によって自民党の大勝利に終わった｡

今回は, 自民党政権における ｢政治と金｣,

社保庁のあまりにルーズな年金処理問題, 閣

僚の不適切発言など国民を無視した政権運営

に対する国民の怒りが爆発しての自民党の大

敗と思われるが, ２年前の郵政選挙の結果と

の振幅の大きさには驚かされた｡

選挙戦を通じて感じたことは, ｢年金問題｣,

｢政治と金の問題｣ に単純化された選挙戦で

果たして良いのか？ 郵政選挙の時のように

二者択一を迫るマスコミのあり方は本当にこ

れでよいのだろうかという疑問と, 今一盛り

上がらない自民党の選挙戦にあって, いまだ

衰えを知らない小泉人気を支えている我が国

の主婦層の意識の危うさである｡ 安倍政権の

後ろ盾として威光を放つ小泉前首相の再登板

待望論もあるようだが, 国民に否定された安

倍政権の続投に対して誰も抵抗できない自民

党の現状はまさに小泉氏によりぶっ壊された

政党である｡ 小泉人気が続く限り, 自民党は

前首相の影を恐れつづけ, 唯々諾々と従って

ゆくのであろうか？ ただ, 今後の内閣改造

で旧来の人事に逆戻りすると小泉前首相の逆

鱗に触れ, 小泉, 前原両氏による政界再編と

いう激震が起こるかもしれないということは

頭の片隅に置いておかなければならない｡

今回の選挙における従来保守王国といわれ

てきた一人区での民主党の圧勝は, 東京以外

の地方が如何に疲弊し, 不満が鬱積している

かの証左であろう｡ 地方や弱者の痛みを全く

感じずに経済界・大企業の要求のままに改革

を進めてきた結果が, 今日の格差社会を作り

出した｡ 我々医師も今日まで, 生涯教育と技

術の習得に励み, 勤勉に医療に従事し, 患者

さんの感謝の気持ちを何よりの糧として, 世

界に誇るわが国の医療を支えてきたが, 小泉

首相誕生以降の度重なる医療制度改悪により,

勤務医を中心に疲弊していることは多くの医

師が実感している｡

今回は医系の候補者の落選が多かったと言

われている｡ 医師では, 自民党から１名, 民

主党１名, 国民新党１名, 無所属で民主など

推薦１名が当選したが, ３名の病院関係者な

どの医師が落選している｡ 一方, 大阪の選挙

区では, 無名の医師が民主党から立候補し128

万票という全国一の最高得票を獲得した｡ 元々

民主党票の多いところではあるが, 若さと医

師というだけで当選したのではなさそうであ

る｡ インタビューでも医療制度改革のあるべ

き姿や社会保障のあり方を訴えておられた｡

また, 全国の投票行動をそれぞれの候補につ

いてみていると, 多くの会員が自民党離れを

起こしていると考えざるを得ない状況である｡

診療報酬の大幅なマイナス改定, 国民の痛み

をわかろうとしない経済財政諮問会議や小泉

後継の安倍政権による社会保障の切り捨てと
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医療費削減策, 財務省と厚労省によるあまり

にも杜撰で国民の健康と生命, 生活の権利を

無視した施策に医師会会員の怒りが爆発した

ものと理解しなければならない｡ 従来から,

医療制度を決定するのは国会であり, 多数を

占める与党であることから, 政権与党を支持

し政権の中から医療制度改革について働きか

けることが重要であるとしてきた我々の方針

が否定されたと考えざるを得ない状況である｡

多くの会員が, 今医療崩壊を阻止しなけれ

ばならないという意識にようやく目覚め, 一

歩も引き下がれないという切羽詰まった危機

意識を持ってこられたと考えたい｡ 我々がい

まできることは, 真に国民の健康と生命を守

る事が出来るのは我々医師であるという認識

を基本にして, まさに国民の視点に立って,

国会議員, 地方議会議員に日常的に働きかけ

ることではないだろうか｡ 多くの国会議員,

地方議会議員は, 小泉政治の過ちを強く認識

しているはずである｡ 悲しいかな, 小泉劇場

の観客でありたいと考えている人達がまだま

だ多いという現実をどうするかという課題は

残っているが, 今後は, 医療の現場, 医療制

度についての認識を共有できる医師である国

会議員を多数送り出すことが求められる｡ 彼

らは, 政党においては, 必ずしも自由に活動

できないかも知れないが, 医療の現場を熟知

し, 国民の健康を如何に守るかという医師と

しての立場から我が国の医療制度をより良い

ものにしていくよう一緒に活動し, 医療政策

を作り上げていくことは可能であろう｡

京都府医師会では, 従来より政権与党を支

持し, 医療制度の理解を訴えるとともに, 民

主党の議員とも日本の医療制度のあり方につ

いて議論を深めてきた｡ 今後地方分権が進め

られるであろう状況を受けて, 地方議会への

働きかけも必須である｡ 現在行っている地方

議会議員との医療制度の勉強会をより強化し

てゆきたい｡ そして, 地方議会, 国会を問わ

ず医師の議員を送り出す不断の努力も求めら

れている｡

国民のために経済財政諮問会議と内閣府の

横暴から我が国の医療制度を守るためには,

政権与党にお願いするだけの従来のロビー活

動では立ちゆかない時代に入った｡ 全会員,

全医師が国民を守り自らの生活を守るために

今立ち上がらなければ, 我が国の医療制度は

崩壊してしまう｡ 日医会員でない勤務医をも

含めた全医師の団結をはかり, 国民に訴え世

論を喚起すれば政治が動くこともあり得るこ

とを今回の選挙は教えてくれたが, 政治の世

界はそれほど単純なものではない｡ 今回の参

議院選挙で医政活動を始めとする医師会活動

の大きな変革期が到来したとするならば, 我々

の手で経済財政諮問会議に蹂躙された医療制

度を回復させるために日本の政治を変えてゆ

く決意が求められているのではないだろうか｡
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小泉改革以降, 経済財政諮問会議の企図す

る市場原理主義に基づく医療の市場化, プラ

イマリーバランスを目指して強行される医療

費削減策により我が国の医療状況は急速に悪

化してきた｡ 特に昨年の大幅な診療報酬のマ

イナス改定により中小病院の倒産が増加, 過

疎地域の医療機関不足, 医師不足, 医師の診

療科偏在など現在の医療界における矛盾点が

顕在化し, 医療崩壊が叫ばれるようになって

きた｡ 今まで医師叩き一辺倒のマスコミも,

このままでは地域医療が守れないことによう

やく気付いたのであろうか, 最近は医療の危

機として取り上げることが多くなり, 医療現

場の悲惨な状況の報道が目立つようになって

きた｡ 先の参議院選挙ほどではないが, 我々

にとっては少し追い風の状況となっているが,

残念なことに, 今年に入って２件の保険医の

取り消し事案が発生している｡

法治社会において生活している以上, また,

保険診療に従事している以上日常診療は法律

に基づいてなされなければならない｡ もちろ

ん, 自由診療であったとしても医療法に基づ

くルールは当然適用される｡ 特に, 医療費削

減を叫ぶ諮問会議の議員などからは医療費の

無駄の排除と不正の排除は声高に指摘されて

おり, 一部の不正があたかも医療界全体の体

質であるかのごとく報道されてきた経緯もあ

る｡ このことは, 多くの医師会員へ被害, 悪

影響を及ぼすことになる｡

不正請求とされる案件の多くはルールに対

する無知, ないしは安易な解釈により発生し

ていることが多い｡ 会員各位におかれては,

現在の医療の危機の改善には, 国民の医師へ

の信頼が不可欠であることを認識していただ

き, 従業員を含め, 医療機関全体でのルール

の周知と遵守を徹底していただくようお願い

したい｡

また, 医療行為においては, 日医からの医

師の職業倫理指針にもあるように, 医師は患

者に病状を十分に説明し, 患者自身が病気の

内容を十分に理解した上で, 医師と協力しな

がら病気の克服を目指すことが求められてい

る｡ 患者の自己決定権, リビングウィルは最

大限尊重されなければならない｡ たとえ, 急

速な医療の高度先進化により, 医の倫理, ルー

ルが実情に追いつかない状況があったとして

も, 現在広く認められているルールに則り医

療がなされなければならない｡ 医師の裁量権

は, 基本的なルール, 標準的な治療を熟知遵

守した上で, 医療, 治療の選択がなされる際

に発揮されるべきものである｡ 現在の社会的

に認められている医療には, 自分は反対であ

る, 容認できないからルールを守らないとい

う考え方は元々 ｢裁量権｣ の範疇を外れたも

のである｡

今回の報道については, 詳細に意見を聴取,

状況を判断した上で結論を出す予定であるが,

会員諸兄におかれては, 日常診療, 保険診療

における医の倫理と法律の遵守を徹底してい

ただくよう切にお願いしたい｡

�������� � 	


���������������������������			


���������������



2007年(平成19年)８月15日 No.18674

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

大本一夫東山医師会長の挨拶に続き, 森京

都府医師会長が挨拶に立ち, 横田耕三元京都

府医師会長のご逝去についてふれ, ｢執行部

の礎を築き一つの時代を支えられた方のご逝

去は大きな節目となる｡ 横田耕三氏が築いて

こられた京都府医師会の基本的なスタンスを

守りつつ,より発展させていきたい｣と述べた｡

また, 日医執行部の方針について, 日本の

医療を守り主導していく主体となる組織とし

ての日医については支援していかなければな

らないとし, 是々非々の立場を貫き必要な事

は提言していくとの意向を示した｡

参院選については年金問題が大きく取り上

げられているが, 年金問題一点に的を絞った

選挙ではなくわが国の社会保障・医療制度を

どうするか等も視野に入れた上で議論してほ

しいとし, さらに, マスコミの ｢医療費を削

減しすぎたのではないか｣ との論調を梃に,

国民の声を味方に付けてこれ以上医療費が削

減されないよう取り組みたいと述べた｡ また,

医療費増加の主な要因は医師や病床の増加で

はなく医療の進歩が主な要因であることは米

国の大統領報告にも記載されているとし, 最

新のよりよい医療を提供していくためにも,

十分な医療費が必要であることを国民に訴え

ていきたいとの考えを示した｡

さらに, 市内の病院においても一部の診療

科で医師不足である現状を示した上で, 京都

府の予算で奨学金制度が設置されたことを報

告, また, 一部補正予算を付けてでも北部等

に医師を派遣したい意向があるので, 当面の

政策として北部に一定の医師が派遣され医師

不足が多少とも緩和されるのではないかとの

見通しを示した｡

最近の医療行政の動向について

上原府医副会長は, ６月19日に閣議決定さ

れた ｢経済財政改革の基本方針2007｣ につい

て, ｢医療・介護サービスの質の向上・効率

化プログラム｣ を推進するとして, 生活習慣

病対策・介護予防の推進, ＩＴ化 (レセプト

完全オンライン化), 後発医薬品の使用促進,

診療所と病院の役割の明確化等, いろいろな

問題が含まれた取り組みが強調されていると

の見解を示した｡ また, 財政に関しては,

｢基本方針2006｣ のまま1.1兆円の削減を５年

間で進めるとしているが, ４日の諮問会議で

1.1兆円の削減は５年間で均等に削減するも

のではないとの文言が追加された｡ 2,200億

東山医師会と府医執行部との懇談会が７月13日(金), 東山医師会事務所で開催され, 東山医

師会から16名, 府医から６名が出席, 名和正訓東山医師会副会長司会の下, ｢最近の医療行政

の動向｣ ｢2008年度の特定健診｣ ｢レセプトオンライン請求｣ ｢医師連盟のロビー活動｣ につい

て, 約２時間にわたり意見交換が繰り広げられた｡

東東 山山
医師会との懇談会

レセプトオンライン化・医師連盟ロビー活動について議論

東山医師会との懇談会 (７.13 東山医師会事務所)
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円削減するとの明示はないがいずれにしても

削減する方向であり, 慎重に経過を見ておか

なければならないとした｡ さらに, ｢基本方

針2007｣ に関する６月20日の唐澤日医会長の

記者会見での見解に対しては楽観的な対応に

すぎるとし, 日医にしっかり働きかけなけれ

ばならないとした｡

また, 新たに創設される後期高齢者医療制

度の概要を述べた上で, 後期高齢者医療制度・

前期高齢者医療制度の対象・患者負担等につ

いて説明｡ さらに, 国保中央会が後期高齢者

医療において総合医体制を制定し人頭払い制

導入を主張しているので, 注意しなければな

らないとの見解を示した｡ 最後に, 高齢者が

受ける医療は, 75歳になった途端に74歳まで

受けていた医療と診療内容等が変わることは

あってはならず来年度の制度創設については

慎重に対応してゆかなければならないとした｡

2008年度の特定健診に
対する府医の考え方について

中野府医理事は, 従来の基本健診は個別疾

患の早期発見・早期治療が目的であり, 保健

指導は健診に付加したものであったが, 平成

20年度から実施される特定健診, 特定保健指

導はメタボリックシンドロームに的を絞り,

保健指導を必要とする者を抽出する健診にな

り, 保健指導に重点を置くものになる｡ また,

基本健診は老人保健法を法的根拠として市町

村が実施主体になっているが, 平成20年度か

らの特定健診は高齢者の医療の確保に関する

法律を法的根拠として医療保険者が実施主体

になることを説明｡ 特定健診・特定保健指導

に対する府医の対応については, 現在, ｢府

医特定健診サービス部｣ を創設しつつあり,

受診者の健診結果を医療機関から特定健診サー

ビス部に送付, 血液データは検査所から送付

され, 特定健診サービス部において健診結果

から保健指導対象者の選定と保健指導レベル

の階層化を行い, 情報提供の資料や保健指導

のための資料を医療機関に送付し, 医療機関

から結果通知・保健指導を行う方向で検討し

ていることを示した｡ また現在実施している

特定健診・特定保健指導のモデル事業を説明｡

最後に, 他地区の懇談会において ｢安衛法で

職場健診と特定健診との関係はどうなのか｣

との質問があり, これについては重複して受

診することがないように中央において調整中

であると説明した｡

レセプトオンライン請求に
関しての府医の考え方について

藤井府医理事は, まず平成18年８月に公表

された日医の見解を説明した上で, 日医はオ

ンライン化は手挙げ方式であるべきと主張し

ており, 100％義務化には絶対反対する考え

であることを示した｡ また, 国の目的は医療

費を削減することが全てであり, レセプトオ

ンライン化を通して保険者機能の強化と国民

の管理医療を狙っているとの見解を示した上

で, レセオンライン請求に関して府医は日医

の考え方に則した考え方であるとした｡ さら

に, 医報１月15日号に掲載した ｢レセプトオ

ンライン化の諸問題｣ について解説, 本年６

月に開催された日医ＩＴ推進化検討委員会で

｢100％オンライン化はないとの確約宣言を日

医でしてもらえないか｣ との意見に対して,

中川日医常任理事が ｢現在折衝継続中であり

まだ具体的に説明できる段階ではないが, 少

なくとも手書きの診療所が今後診療できなく

なるあるいはペナルティが与えられることは

絶対に許さない｣ と答弁したことを報告した｡

来年４月からＱＲコード (二次元コード) を

使用することが閣議決定されていたが, 社会

保障カードの導入が新に打ち出されたことで

覆ったとし, 年金と税金の情報に加え医療情

報まで国に集約されることに危惧を示した｡

最後に日レセＯＲＣＡの利用件数は昨年６月

全国で2,600件であったのが4,100件, 京都で

も65件が117件まで増加してきており, 会員
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への認知度も進んできているのでレセコン導

入・買い換えの際には日レセＯＲＣＡを使用

することを薦めた｡

医師連盟ロビー活動に
関しての府医の考え方について

森府医会長は, まず全ての医療政策は国会

で議決されるため, 日医は連盟を活用してロ

ビー活動を行うことが従来の姿勢であり, 今

後もロビー活動は必要と認識しておりロビー

活動は続けることを示した上で, 右肩上がり

に医療費が増加していくことが容認された時

代のロビー活動は, 医療費削減が推し進めら

れる現在の状況とでは大きく異なり, かつて

のロビー活動では有効とはなりえない｡ 坪井

執行部から植松執行部に変わった際に, ｢我々

医師会の考える日本の医療制度のあり方を具

現化していくには, 独裁的な政権の場合には

対峙して議論していくことも必要である｣ と

のスタンスで活動してきたことを示した｡ 現

在の執行部は, 対峙する姿勢から以前のよう

なロビー活動に戻ってきているが, 府医とし

ては是々非々の立場で対応するべきであると

の見解を示し, 昨年の日医会長選に武見氏が

強く関与して唐澤執行部誕生に尽力したこと

に対して, 現時点で参院選では武見氏を推さ

ない方向であることを示した｡ また, 府医と

してもロビー活動は必要との見解を示し, 日

医が一定の資料を示し議論していることを評

価しなければならないとしつつも, ｢総合医｣

の名称を厚労省に安易に利用され, 人頭割り

に持っていかれるような状況である活動に関

しては危惧を示した｡

京都府の医師不足問題に関しては, 市議会・

府議会の議員に働きかけてきたとし, 今後は

しっかりデータを示して我々の見解を府議会・

市会・国会議員に示しながら活動していきた

いとの意気込みを示した｡ また, 従来自民党

のみに働きかけていると思われているが, 民

主党とも勉強会を開催して医療制度について

説明しているとした｡ 最後に, 若い医師に政

治活動・ロビー活動を理解できるような機会

を作っていきたいとの考えを示し, 日医では

若手を集めて連盟活動の今後の検討を夏から

始めようとしているとした｡

地区からの意見・要望

地区から, 在宅医療について ｢在院日数の

縛りで早期に退院することにより在宅医療の

質は高度なものが要求されているにもかかわ

らず, 効率の悪い在宅医療・訪問看護を行っ

ている｣ との意見と, 経済財政諮問会議の医

療への関与についての質問に対し, 上原府医

副会長は, 在宅医療の準備が整っていないに

もかかわらず, 厚労省は在宅医療を進めてお

り, 開業医に全てが診察できる総合医になる

ことを求めていることを示し, 府医としては

１人の医師で対応することに限界がきている

ことから, システマティックな対応が必要で

あるとの見解を示した｡ 経済財政諮問会議の

関与に関しては反論しているが変化はないと

し, マスコミを利用して訴えていくことも必

要であるとの考えを示した｡ 加えて森府医会

長は, ｢国民の生命を守るためには, 地道な

努力も必要である｣ とし, 在宅医療について

は日医がアメリカのような中間型施設を設置

した上でその後に在宅医療へ移行する等, 制

度改善を求めていくべきであると述べるとと

もに, 府医としては在宅医療推進に向けて研

修会等を開催していく意向を示した｡

また, 自民党への献金の一部をスポット広

告等に利用してほしいとの要望に対し, 森府

医会長は, スポット広告については検討が必

要との見解を示し, 定期的にしないと効果が

ないことや何を訴えていくかなどの検討が多

く戦略的な議論がなされるべきとした｡

他に, 特定健診やレセオンライン化, 療養

病床の再編成等に関する質問がなされ, 現状

や見解を示した｡



2007年(平成19年)８月15日 No.1867 7

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

�������

施術同意書の取り扱いおよび診療報酬請求
上の留意点について踏み込んだ内容を紹介

引き続き行われた保険医療懇談会では, 久

山府医副会長から医業類似行為に関する医師

の同意について, 施術対象疾患のない同意書,

病名から判断して妥当とは認めがたい施術の

部位および往療の指示等実例を挙げて記載上

の留意点を解説し, ｢保険医及び保険医療養

担当規則｣ を紹介した上で, 安易な同意を与

えることに注意を喚起した｡ また, 最近の審

査に見られる誤請求事例等, 診療報酬請求上

の留意点として, 返戻レセプトの取り扱い,

適応外投与, 過量投与についても具体的な事

例を紹介し, 説明した｡

地区からは, 施術の同意について, 安易な

同意がもたらす医師の責任問題を危惧する意

見や審査の強化を求める声もあった｡

平成19年度京都市インフルエンザ予防接種について
新規協力医療機関を募集

平成19年度京都市インフルエンザ予防接種を次の要領にて実施します｡

記

実施期間 平成19年11月１日(木) ～平成20年１月31日(木) の３カ月間の予定

対 象 者 ①京都市内在住の接種日現在65歳以上の者

②京都市内在住の接種日現在60歳以上65歳未満であって心臓, じん臓もしくは呼

吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

接 種 料 ４,６５２円 消費税込 (自己負担金＝１,５００円を含む)

(ただし生活保護受給者および市民税非課税世帯に属する者は全額免除)

※不適格診断料 ２,８３５円

請求および支払い方法

請求書および予診表等については, 10月中に協力医療機関に対して京都市から直

接送付されます｡

新たに協力医療機関の登録を希望される場合は, ９月11日(火) までに, 京都府医師会地域

医療課 (TEL 315－5274 または FAX 315－5290) へお申し出ください｡ 折り返し, 申請用紙を

ＦＡＸいたします｡

なお, 昨年度登録の協力医療機関につきましては, ご辞退のお申し出がないかぎり, 本年度

も協力医療機関として取り扱わせていただきますのでご了承ください｡
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――― ８８８月月月１１１日日日よよよりりり試試試験験験運運運用用用開開開始始始 ―――

府医では, ８月１日より, ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, ＭＬ) の試験運用を開始

しました｡

従来の府医の情報伝達は京都医報が中心でありＦＡＸ情報, メールマガジン等を取り入れた

ものの, その方式は縦方向であり, 情報伝達遅延による会員の不利益は否めないものとなって

いました｡ 今や医療崩壊が着実に進む中にあって, 私達は開業医のみでなく勤務医を含め医師

全体が患者である国民との情報を共有し, 意見交換することが喫緊の課題となっています｡

ＭＬは京都府医師会のすべての会員ならびに地区医師会名での利用が可能です｡ 勤務医のＢ

会員の先生方にも是非参加していただきたく, 病院管理者の先生方におかれましては府医へ入

会されているＢ会員の先生方への周知もお願いいたします｡ 基本的には府医事務局まで入会・

ＭＬ登録の旨ご連絡いただき, ＭＬ登録の後にご使用中のパソコンで指定のメールアドレスに

送信していただくことでＭＬに登録されたすべての会員や地区医師会にメールを送ることがで

きます｡

詳細は京都医報７月15日号 (No. 1865) に掲載しております 『ＭＬ利用規定』 ならびに

『ＭＬ運用ガイドライン』 をお読みいただき, これを遵守いただくようお願いいたします｡

今後, 試験運用の結果により継続的な運用方向をめざしてゆきますのでよろしくご協力を賜

りますようお願い申し上げます｡

【登録方法】
●個人の場合は京都医報７月15日号 (No. 1865) に同封いたしました, 申込用紙に地区医師会

名, 医療機関名, 会員のお名前, メールアドレスを記載の上, 府医総務課までＦＡＸ (075－

314－5042) をお願いします｡

申込用紙を紛失された場合は, 府医総務課 (TEL：075－315－5273) までご連絡ください｡

なお, Ｅメールでのお申し込みも可能です (宛先アドレス：kma26@kyoto.med.or.jp)｡

ご登録いただいた会員のメールアドレスの公表はいたしません｡

●地区医師会や病院単位でまとめてお届けいただいても結構です｡

この場合は所定用紙をご使用いただかなくても結構です｡

●お申し込みいただいた会員の先生方には, 府医事務局においてアドレスを府医・ＭＬサーバ

に登録し, その後に確認メールで８月１日以降, 順次, 直接通知いたします｡
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ある研修会に参加した｡ ２日間にわたっ

て朝から夜まで会場にほぼ缶詰状態で, 講

義を聴きながらメモを取るためにしきりと

ペンを走らせていた｡ これほどたくさん筆

記するのは実に久しぶりであったが, 元来

の悪筆がさらに悪化していることと, なか

なかスムーズにペンが走らないし, しかも

書きたい漢字が出てこない, ということに

少なからずショックを受けた｡ 昨今の若い

世代がきちんと書けない, 小学生の漢字書

き取り能力が低下している, といった報道

を笑えない｡ いつの間にか書く能力が低下

している自分自身の不甲斐なさに気づかさ

れたのである｡ その原因は ｢あれやな｣ と

思い当たる｡ 単に加齢に伴うものではなく,

書かなくなったからである｡ 日常診療で電

子カルテを導入しているが, 以前は紙カル

テと併用で, 問診や診察所見等は手書きに

して, 処方内容や検査項目だけを電子カル

テでオーダリングしていた｡ それを昨年秋

から紙カルテは全く止めて完全電子カルテ

化に踏み切った｡ 問診や診察所見, 考察,

説明内容など全てをキーボードで入力する

のである｡ 四半世紀以上毎日のように手書

きでカルテを書いていたのが, キーボード

入力に置き換わったのである｡ そして ｢書

く｣ という行為そのものが激減した｡

診療録は日本語で記載することが勧めら

れているが, あまり日本語で書いたことは

なかった｡ というのも手書きでカルテを記

載するには, 学生実習以来慣れ親しんだド

イツ語か英語の筆記体で書く方が, 日本語

で書くよりも速いからである｡ 特に悪筆の

者にとって, 画数の多い漢字よりもアルファ

ベットの方が書きやすいのである｡ また手

書きの時は横にいる患者さんに手元を見ら

れるのは少々気恥ずかしいところがあり,

患者さんが見ても何を書いているのかは悪

筆・乱筆乱文ゆえにわからなかったはずだ

が, ある意味でこれは利点であったかもし

れない｡ その点キーボード入力なら, 英独

語も日本語もスピードに大差はない｡ 電子

カルテは, ほとんど全て日本語で入力する

ようになった｡ 入力された文字はモニター

ではっきり読み取れるので, 横にいる患者

さんが一緒になって画面を覗いても気恥ず

かしい思いをしなくて済む｡ ｢『みずいぼ』

は 『でんせんせいなんぞくしゅ』 が正式な

病名です｣ などと言いながら入力した ｢伝

染性軟属腫｣ を指さすだけで, 悪筆を見せ

なくてもよいのである｡ だが, こういった

利点の裏にある落とし穴が, 書字能力低下

であった｡ カルテだけでなく, 他で ｢書く｣

ことをしたらええやないか, という声が聞

こえてきそうである｡ しかしながら, 紹介

状は電子カルテで必要事項を入力すれば簡

単に文書作成されるのを印字して印鑑を押

すだけ, 紹介医療機関への礼状は予め作成

したテンプレートに患者さんの名前などを

入力するだけ, 各種文書もパソコンのワー

プロである｡ この原稿もパソコンで入力し

ている｡ 年賀状も住所管理ソフトで印字す

るだけである｡ 日常の連絡などもパソコン

と携帯のメールでやり取りしている｡ 趣味

で書を嗜んでいれば別だろうが, とにかく

筆やペンを持つ機会がないのである｡ 手書

きカルテの時は, 研修医時代からそうであっ

たように万年筆でカルテを書いていた｡ 書

きやすくて自分の手になじむ万年筆に出会

えないので, 年に１, ２本を購入してはとっ

かえひっかえしながら使っていた｡ 診察室

の机の片隅には万年筆を入れるケースがふ

たつ並んでいる｡ 今は, そのケースにはうっ

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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すら埃が被っている｡

実践は最良の教師である｡ 確かにそうで

ある｡ 携帯メールを始めた頃は, プッシュ

ボタンを押すのも辿々しかったが, 毎日使っ

ているうちに高校生の娘ほどではないにし

ろ速くなった｡ 電子カルテのキーボード入

力も随分と速くなった｡ 逆もまた真である｡

使わない万年筆には埃が被り, 使わない外

国語は錆び付き, 書かない習慣が日本語す

ら書けなくしているのである｡

(情報企画委員・西陣 禹 満)

京医選管発第４号
平成19年８月21日

上京東部・西陣・左京・右京
東山・山科・伏見・宇治久世
綾部地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会
委員長 矢野 想之輔

府医代議員・予備代議員補欠選挙の実施について (告示)

前号にて予告のとおり, 上京東部・西陣・左京・右京・東山・山科・伏見・宇治久世・綾部
地区におきまして, 代議員・予備代議員の補欠選挙を実施します｡ 選挙人各位には自ら立候補
あるいは適任候補者をご推薦いただきますようお知らせします｡

記

＜投 票 日＞ 平成19年９月10日(月) 午後２時～５時
＜投 票 所＞
上京東部：北区小山下総町27 社会保険京都病院内 上京東部医師会事務所
西 陣：上京区千本五辻下ル上善寺町99－３ 第５京土ビル３Ｆ 西陣医師会事務所
左 京：左京区松ヶ崎小竹薮町３－３ アピカルイン京都 左京医師会事務所
右 京：右京区梅津神田町57 右京医師会事務所
東 山：東山区鞘町正面下ル上堀詰町288 元貞教小学校内東山医師会健康相談室
山 科：山科区音羽西林９ 山科医師会事務所
伏 見：伏見区深草大亀谷八島町13 伏見医師会事務所
宇治久世：宇治市宇治下居13－２ 宇治市保健消防センター３Ｆ 宇治久世医師会事務所
綾 部：綾部市青野町東馬場下15－６ 綾部市保健福祉センター内綾部医師会事務所
＜定 数＞ 上京東部 代議員１・予備代議員３

西 陣 代議員５・予備代議員５
左 京 代議員２・予備代議員２
右 京 代議員１・予備代議員３
東 山 代議員２・予備代議員１
山 科 予備代議員１
伏 見 代議員１
宇治久世 代議員１
綾 部 代議員１・予備代議員１

＜立候補締切＞ 平成19年８月23日(木) 午後４時
(立候補の届出は文書にて府医選管委員長宛)
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森府医会長が実行委員会の会長を, 上原府

医副会長が同委員会の副会長を務める ｢市民

すこやかフェア｣ が今年も９月１日(土), ２

日(日) の両日, 京都市勧業館 (みやこめっ

せ) で開催されます｡

今回は従来からの ｢健康相談コーナー｣ に

加え, ｢補聴器相談コーナー｣ を設置して,

参加者の相談に対応します｡

と き ９月１日(土)・２日(日)

ところ 京都市勧業館
(みやこめっせ)

���� ����	
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今年のテーマは
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恒例の ｢くらしと健康展｣ を今年も９月15

日(土), 16日(日) の両日, 京都府総合見本

市会館 (パルスプラザ) で開催します｡

毎年多くの一般府市民の方々が参加され,

好評を博しております本展は今年で34回目を

迎えることとなりました｡

今年も専門医による ｢健康相談コーナー｣

をはじめ, イベントコーナー, 検査コーナー,

禁煙支援コーナー, 看護コーナー, 糖尿病コー

ナー, 食生活コーナー, 放射線コーナーを設

置, 各ブースにおいて充実した催しが行われ

ます｡

待合室などにポスター提示でＰＲを

府医から本展のポスターを送付しますので,

待合室などにご提示いただき, 患者さんや従

業員の方々にご来場いただけるようご協力を

お願いします｡

第34回 くらしと健康展

と き ９月15日(土)・16日(日)

ところ 京都府総合見本市会館
(パルスプラザ)

お詫びと訂正

８月１日号 (No. 1866) 18ページ ｢第38回 医師会コンサート｣ の記事で, 左段15行目～16行目に
下記のとおり誤りがありましたので, 訂正いたします｡

誤 正

細田泰子先生 (武田病院) ⇒ 細田泰子先生 (東山武田病院)



2007年(平成19年)８月15日 No.186712

８月23日に開催いたします, 医療法人制度改正説明会の案内に対しまして, おかげさまで多

数の出席のご返事をいただいております｡

なお, 当日は, 大変な混雑が予想され, 車で来館いただきましても入場できない場合もござ

いますので, 公共の交通機関をご利用ください｡

皆様のご理解, ご協力をよろしくお願いいたします｡

お問い合わせ：府医総務課

(TEL 075－312－3671・FAX 075－314－5042)

������������������������			
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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

南南南京京京都都都呼呼呼吸吸吸器器器画画画像像像カカカンンンフフファァァレレレンンンススス

日 時：平成19年９月６日(木) 14：00～
場 所：国立病院機構南京都病院 (城陽市中芦原11)

管理診療棟２階 医局 カンファレンス室

担 当：呼吸器科 佐藤 (TEL 代表 0774－52－0065)

＊相談されたい症例がございましたら, ご遠慮なく当日持参ください｡
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3医療界を巡る動き

平成19年６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

５. 31 医療機関の療養病床を老健施設に転換する際
の施設基準を緩和－厚労省が省令改正

５. 31 療養病床, 医療と介護混在でも準備病棟に－
転換支援へ厚労省が通知

５. 31 成人麻しん, 調査開始 (1994年４月) 以来の
最高値－感染症週報第20～21週

６. 14 厚労省, ｢予防接種に関する検討会｣ 開催－
麻しん排除へ対策を協議

６. 15 政府, ｢がん対策推進基本計画｣ を閣議決定－
｢年齢調整死亡率20％減｣ と ｢苦痛の軽減と療
養生活の質向上｣ が全体目標

６. 26 ｢がん検診に関する検討会｣ が初会合－｢肺が
ん検診｣ の見直しに着手

６. 29 医療療養から介護保険施設への転換 ｢定員枠
設けず全て受け入れ｣－第４期介護保険事業計
画で厚労省

６. 29 厚労省, ｢地域ケア体制整備指針｣ を提示

６. １ 厚労省, ｢医療機関の未収金問題に関する検
討会｣ を設置, 初会合

６. １ 18歳未満の障害児 (者) に限り複数医療機関
でのリハビリ可－厚労省・事務連絡

６. ６ 財務省・財政審が建議－｢医療を中心に給付
の伸びを抑制｣ と明記

６. 13 日医, 財務省・財政審建議に反論

６. 14 健保連が提言書 ｢これからの医療提供体制と
健保組合の役割｣ をまとめる

６. 27 中医協・薬価専門部会, 後発医薬品の使用促
進で応酬－支払い側と日医は平行線

６. 27 国保中央会会長に鈴木俊一元環境相が就任

６. ６ 厚労省, コムスンの新規・更新指定を不許可
に－約1600ヵ所の事業所が廃止へ

６. 10 年金記載漏れ問題を受け, 社会保険庁が全国
の社会保険事務所や相談窓口で臨時年金相談を
実施

６. 11 緊急臨時的医師派遣システム開始－厚生労働
省・地域医療支援中央会議

６. 15 社会保障番号の導入検討で ｢健康ＩＴカード｣
を活用－柳澤厚労相

６. 19 政府, ｢骨太の方針2007｣ を閣議決定－医療・
介護分野の高コスト構造是正を強調

６. 19 2050年に日本は ｢群を抜く高齢化国に｣－国
連 ｢世界経済社会調査2007｣ が指摘

６. 20 中医協, 生体肝移植の保険対象拡大を了承
６. 20 日医・唐澤会長, ｢骨太方針2007｣ に対し,

｢行き過ぎた改革から引き返すべき｣ と主張
６. 22 政府, ｢規制改革推進のための３ヵ年計画｣

を閣議決定－レセプトオンライン化で医療機関
にインセンティブ

６. 27 イギリス, トニー・ブレア首相が退任－後任
にゴードン・ブラウン財務相が就任

６. 28 厚労省, 研修医の定員減を要請へ－東京, 京
都, 大阪, 福岡の４都府県の医療機関に

６. 30 社会保険庁改革関連法, 年金時効特例法, 改
正国家公務員法が成立

６. 30 久間防衛相が広島・長崎への原爆投下につい
て ｢しょうがない｣ 発言
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訃 報

平岡 義敬氏／亀岡・第１・６月22日ご逝去・83歳
大塚 昭男氏／左京・第２・６月28日ご逝去・76歳
小坂 正氏／右京・第４・７月２日ご逝去・83歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

澤井 守正 Ａ 亀岡 杉本 裕宣 Ｂ 伏見 森 健一 Ｂ 伏見

大橋 亮洋 Ｂ 山科

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

北尾 善孝 Ｂ→Ｂ
西陣→
乙訓

長岡京市一文橋２丁目31－１
新河端病院

954－3136 外・形外

藤田 一郎 Ｂ→Ｃ
西京→
綴喜

八幡市男山泉19
関西医大附属男山病院

983－0001 泌

※Ｄ会員は住所・電話番号はご自宅となるため, 掲載しておりません｡

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 第３回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. 2007年夏季賞与の妥結状況

４. 特定非営利活動法人京都地域連携医療推

進協議会平成19年度理事会・総会の状況

５. 個別指導の状況

６. 基金合審の状況

７. 審査委員懇談会の状況

８. 新規個別指導の状況

９. 国保合審の状況

10. ６月度労災審査協議会の状況

11. 新規指定前講習会の状況

12. 京都府地域ケアあり方検討会の状況

13. 京都府介護支援専門員協議会理事会の

状況

14. 府医居宅介護支援事業所出張所連絡会

の状況

15. 第10回地域ケア委員会の状況

16. 京都介護・福祉サービス第三者評価等

支援機構理事会の状況

17. 産業医研修会の状況

18. 第７回産業保健委員会の状況

19. 平成19年度第１回京都子どもネットワー

ク連絡会議全体会議の状況

20. 特定健診・特定保健指導モデル事業説

明会 [北部地区] の状況

21. 第８回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの状況

22. 平成19年度特定健康診査等実施計画策

定研修会の状況

第12回定例理事会 (６.28)
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23. 動物感染症サーベイランス事業関係者

合同会議の状況

24. 府医学術講演会の状況

25. ６月度協会医賠処理室会提出件数

26. 勤務医部会正副幹事長会議の状況

27. 平成19年度都道府県医師会地域医療担

当理事連絡協議会の状況

28. 地域医療における自殺予防研修会の

状況

【議 事】

29. 会員の入会・異動・退会９件を可決

30. 常任委員会の開催を可決

31. 医療法人制度改正説明会の開催を可決

32. 参与の委嘱替えを可決

33. 第４回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

34. 府医会員メーリングリストの開設を

可決

35. 新規個別指導の開催を可決

36. 京都府公立学校教職員の職場復帰支援

策調査研究チームの構成員の推薦を可決

37. 京都地区 ｢緊急被ばく医療ネットワー

ク調査検討会｣ 委員の推薦を可決

38. 平成19年度 ｢肺がん検診研修会｣ の開

催を可決

39. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

40. 救急法短期実務研修会への後援および

講師派遣を可決

41. ｢運動器の10年｣ 日本委員会：学校に

おける運動器検診体制の整備・充実モデ

ル事業, 平成19年度第１回研究協議会・

学校保健委員会合同会議への出席を可決

42. 第51回京都府学校保健研究大会の後援

を可決

43. 京都市衛生検査所精度管理専門委員会

委員の推薦を可決

44. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

【報 告】

１. 平成19年７月１日現在の会員数

７月１日現在 4,233名 (±０名)

２. 会員の逝去

３. 総務担当部会の状況

４. ６月度基金幹事会の状況

５. ７月度保険医療担当部会の状況

６. 第45回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の状況

７. 社団法人京都府介護支援専門員会設立

記念祝賀会の状況

８. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

９. 第11回スポーツ医学委員会の状況

10. 第８回学校保健委員会の状況

11. 第６回臨床研修制度検討委員会の状況

12. 府医学術講演会の状況

13. ７月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

14. 日医地域医療対策委員会の状況

15. 第６回定款諸規定検討委員会の状況

16. 薬学部学生の実務実習受け入れ病院へ

の協力依頼説明会の状況

【議 事】

17. 会員の入会・異動・退会19件を可決

18. 常任委員会の開催を可決

第13回定例理事会 (７.５)
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19. 法人諸税・消費税申告書類作成費の支

払いを可決

20. 新入会員との懇談会の開催を可決

21. 病院長会議の開催を可決

22. 私病協との懇談会の開催を可決

23. 府医創立60周年記念式典の開催を可決

24. 平成19年度京都府保健医療功労者等表

彰被表彰候補者の推薦を可決

25. 第15回 ｢医療文化史サロン展｣ への後

援を可決

26. 第40回東洋鍼灸医学大講演会への後援

を可決

27. 平成19年版医薬品リストの購入を可決

28. 平成19年度第１回京都府交通事故医療

連絡協議会の開催を可決

29. 平成19年度労災診療費算定実務研修会

の共催を可決

30. (社福)京都福祉サービス協会への役員

(理事) の推薦を可決

31. 府教委医療的ケア実施体制整備委員会

運営会議の委員の推薦を可決

32. 産業医研修会の共催を可決

33. ｢平成19年度第１回在宅医研修会｣ へ

の参加を可決

34. 府医学術講演会の開催を可決

35. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

36. 臨床研修制度検討委員会委員の委嘱替

えを可決

37. 平成19年度京都府ナースセンター運営

会議への出席を可決

38. ｢これからの医療・介護・福祉を守る

府民集会｣ 決算 (支出) を可決

39. 京都市若者自立支援ネットワーク会議

への参加を可決

～ ９月度請求書 (８月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (月) 午後５時まで

△

国保 10日 (月) 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 (水) 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｡

京都府医師会ホームページ
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※会員向けページにアクセスするには
パスワードが必要です｡
府医事務局：総務課までお問い合わせ
ください｡

� TEL：315-5276�
� FAX：314-5042�

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡




