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穂高連峰
油絵／津田 弘太郎 (右京)

上高地には絵に描きたくなる素晴らしいところが沢
山あります｡
雪渓をまとった穂高連峰の優美なその姿, 気に入っ

ている作品の一つです｡

＜お知らせ＞

・日本医師会代議員・予備代議員選挙における当
選人
・京都府医師会選挙管理委員・予備選挙管理委員
・京都府医師会第93回定時総会の開催
・医療法人の定款または寄附行為の変更承認申請
・個人情報の取り扱い
・京都府医師会・会員メーリングリスト
・京都市結核指定医療機関等研修
・勤務医部会総会

＜付 録＞

●学術講演会のお知らせ

●生涯教育研修プログラム

●保険だより

●保険医療部通信

●地域医療部通信
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京都府医師会では２月16日(土), 第176回臨時代議員会を開催, 83名の代議員の出席のもと,

任期満了に伴う新執行部の選出, 日医代議員・予備代議員選挙などが行われたほか, 議事とし

て府医顧問の就任に関する件および府医定款の一部改正に関する件が上程され, 賛成多数で可

決承認された｡

昨年の会長選挙で再選した森会長から次期執行部の陣容が報告されたほか, 監事・裁定委員,

日医代議員・予備代議員選挙での当選人が報告された｡ また府医選管委員・予備選管委員につ

いても各ブロックから推薦のあった候補者が承認された｡ 新執行部の陣容および各選挙の当選

人については別掲のとおり｡

業務量の増加に伴い府医理事を増員
＝府医定款の一部改正を賛成多数で承認＝

第２号議案 ｢府医定款の一部改正に関する件｣ で趣旨説明にたった森府医会長は, 平成20年

度から在宅医療サポートセンター (仮称) および特定健診・特定保健指導という新たな事業が

スタートすること, さらに数年後の新会館建設に伴い, 今後, 大幅な業務量の増加が見込まれ

ると説明｡ 理事の人数を現行の ｢18名｣ から ｢18名以上22名以内｣ に変更する定款の一部改正

を上程し, 賛成多数で可決承認された｡

府医定款の一部改正に関する件＜新旧条文：抜粋＞

議長には佐藤文彦氏, 副議長には岸本良博・依田純三の両氏

今回は昨年12月に改選された新代議員によるはじめての代議員会であることから仮議長 (慣

例により出席代議員中の最年長者である廣崎彰良氏) により開会｡ 会長挨拶に続き, 議長・副

議長の選出が行われ, 議長には佐藤文彦氏 (左京) が推薦により選出され, 副議長には議長指

名により, 岸本良博氏 (舞鶴), 依田純三氏 (伏見) が就任した｡

����� ���	
�

第第第２２２期期期森森森執執執行行行部部部ののの陣陣陣容容容決決決定定定

改 正 案 現 行

(役 員)
第14条 本会に役員を置く

(１) 会 長 １人
(２) 副会長 ３人
(３) 理 事 18人以上22人以内
(４) 監 事 ３人

(役 員)
第14条 本会に役員を置く

(１) 会 長 １人
(２) 副会長 ３人
(３) 理 事 18人
(４) 監 事 ３人
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３名の副会長, 21名の理事を選任
＝新執行部一丸となって会務の運営にあたる決意＝

平成20年４月１日よりスタートする第２期森執

行部の陣容は以下のとおり｡ ３名の副会長を再任

したほか, 理事を18名から21名に増員｡ ８名の新

任理事を迎え, 心機一転, 会務の運営にあたるこ

ととなる｡ なお, 任期は平成20年４月１日から平

成22年３月31日までの２年間｡ 担当分掌などの詳

細は後日掲載予定｡

����

会 長 森 洋一 (乙訓)

副会長 上原 春男 (左京) 安達 秀樹 (左京) 久山 元 (東山)

理 事 岩� 武輝 (乙訓) 西村 秀夫 (伏見) 東 義人 (伏見)

藤井 純司 (山科) 橋本 京三 (乙訓) ＊藤田 克寿 (伏見)

＊三木 秀樹 (宇久) ＊城守 国斗 (左京) ＊濱島 高志 (西陣)

中野 昌彦 (下西) 柏井真理子 (京都北) 松井 道宣 (下西)

＊桑原 仁美 (山科) 北川 靖 (左京) 内田 寛治 (西陣)

＊高橋 真 (西陣) 畑 雅之 (綾部) ＊小野 晋司 (西京)

福州 修 (右京) ＊上田 朋宏 (中西) 武田 隆司 (下西)

(＊ 新任)

監事には早川道雄氏, 立入克敏氏, 置田文夫氏

監事選挙では早川道雄 (山科), 立入克敏 (西京) の両氏が立候補｡ 定数を超えなかったた

め無投票で当選が決定した｡ また, 外部監事として置田文夫氏 (顧問弁護士) の就任も承認さ

れた｡ なお, 任期は平成20年４月１日から平成22年３月31日までの２年間｡

�� �

早川道雄 (山科・再任), 立入克敏 (西京・再任) 置田文夫氏 (顧問弁護士)

油谷現顧問の顧問就任を可決

第１号議案 ｢府医顧問の就任に関する件｣ では, 森府医会長より油谷現顧問の顧問就任につ

いて上程され, 賛成多数で可決承認された｡ なお, 任期は平成20年４月１日から平成22年３月

31日までの２年間｡

日医代議員・予備代議員選挙

日医代議員 (定数６名), 予備代議員 (定数７名) については, 立候補者が定数を超えなかっ

たため, 無投票で当選が決定した｡ また, 次期会長の森 洋一氏は ｢京都府医師会における日
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本医師会代議員・予備代議員選挙規定第７条｣ により無投票当選｡ なお, 任期は平成20年４月

１日から平成22年３月31日までの２年間｡

������

森 洋一, 上原 春男, 安達 秀樹, 久山 元, 中野 昌彦, 北川 靖, 佐藤 文彦

��������

西村 秀夫, 東 義人, 藤井 純司, 橋本 京三, 松井 道宣, 福州 修, 依田 純三

裁定委員選挙

裁定委員選挙も立候補者が定数を超えなかったため, 無投票で当選が決定した｡ なお, 任期

は平成20年４月１日から平成22年３月31日までの２年間｡

�	
��

永原 宏道 (京都北) 西村 幸隆 (上東) 早川 征生 (中東)

波柴 忠利 (下東) 山本 昭郎 (下西) 藤田 宗 (左京)

小室 光 (右京) 野原 幸清 (西京) 馬場 満男 (東山)

宮田 健 (山科) 清益 英雄 (伏見) 七岡 聖魏 (乙訓)

赤松 春義 (宇久) 吉川 純弘 (相楽) 松山 均 (福知山)

府医選管委員・予備選管委員を選出

府医選管委員・予備選管委員については, 当該ブロック地区から推薦のあった候補者 (とも

に定数５名) を承認するとともに, 予備選挙管理委員の繰り上げ順位を抽選で次のとおり決定

した｡ なお, 任期は平成20年４月１日から平成22年３月31日までの２年間｡

����

中村 政弥 (上東) 山本 正人 (中西) 山内 英子 (西京)

若泉 悟 (伏見) 宮地 吉弘 (北丹)

��������������

①松繁 洋 (下西) ②稲田 安昭 (乙訓) ③八田 一郎 (左京)

④佐々木輝雄 (山科) ⑤大久保茂樹 (綾部)

５名の役員が退任

今回の役員改選で退任することが決まったのは, 大藪理事 (５期10年), 東前理事 (１期２

年), 辻理事 (３期６年), 俣野憲一 (１期２年) 藤村理事 (２期４年) の５名の役員｡
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一昨年４月に会長に就任さ

せていただき, ２年間があっ

という間に過ぎました｡ まだ

まだ皆さま方の目にはご不満

があるかも分かりませんが,

私としては十分に対処できた

と思っております｡ 今後とも

お気づきの点がございました

ら, 代議員の先生方の率直な

ご批判を賜りたいと思ってお

ります｡

ご承知のように２月13日に

中医協の診療報酬改定の答申

がございました｡ 機会あるご

とに地区懇談会等でお話しし

てまいりましたが, 日医でも

国民医療推進協議会の開催や

ロビー活動などを活発に展開

し, 国会議員の署名活動など

も含めて, 京都府医師会とし

ても相当な協力を行ってまい

りました｡ その結果, 診療報

酬本体では＋0.38％, 薬剤な

どの引き下げで－1.2％, 全

体で－0.82％の診療報酬改定

が決定いたしました｡ その後,

細部の詰めが行われてきたこ

とはご承知のとおりでござい

ます｡

診療報酬本体の引き上げ

0.38％は約1,100億円になりま

すが, これでは勤務医対策に

不十分ということで, 診療所

の再診料から約400億円ない

し500億円を勤務医対策とし

て回すべしという意見が中医

協の大勢を占め, 再診料の引

き下げが検討されました｡ 再

診料は我々の基本的な技術料

であり, もし勤務医対策とし

ての1,100億円が足らずにあ

と400億円, 500億円が必要で

あるというならば, 今回の診

療報酬改定の－0.82％, 本体

で＋0.38％が不足であったと

いうことになりますから, そ

れを診療所の診療報酬を引き

下げて, 勤務医対策に回すと

いうことはあってはならない

ということを, 今期の日本医

師会の診療報酬検討委員会の

委員長を務めてまいりました

安達副会長とともに, 日本医

師会に相当な檄を飛ばしてま

いりました｡

そのような経過で再診料の

引き下げは何とか阻止できま

したけれども, 軽微な処置を

再診料に包括するとか, 外来

管理加算の算定に要件をつけ

るなどで, 実質我々の技術料

である管理料・処置料が引き

下げられることとなり, 結果

として, やはり再診料に換算

して２％程度は引き下げになっ

たのではないかと思っており

ます｡

２月13日の中医協の答申の

際に土田会長が, ｢勤務医対

策を手当てするには今回の診

療報酬の改定は少なすぎた｡

せめて１％の診療報酬引き上

げがあれば3,000億円が手当

てできたのに｣ というような

ことを言っておりました｡ こ

れは今ごろ言う話ではなく,

中医協の場で診療報酬の改定

率を検討する際に言われるべ

きことであったと思います｡

さらに ｢次の２年後の診療報

酬改定には, 初診料・再診料

の見直しをすべき｣ というこ

とまで土田会長は言っており

ますので, 今後我々としては,

次期の改定に向けて彼の取る

べき態度についてしっかりと

注視していく必要があります｡

彼が医療の危機は医療費の総

枠の不足である, 総枠を拡大

することが医療崩壊を防ぐ唯

一の手立てである, というこ

とについて十分な認識をして

いないということであります

ので, これ以上, 診療所の診

療報酬を勤務医対策・病院対

策につけ回すことがないよう

に, 十分な努力をしていかな

ければいけないと思っており

ます｡

このような厳しい医療状況

の中で, 昨年は７月29日の参

議院選挙で, 国民が政府与党

に対して, 明らかに従来の市

場原理主義による ｢格差拡大・

弱者切り捨て｣ に対してノー

という意思表示をしたとお考

えの先生方がほとんどだと思っ

ております｡ 我々もその後の

政治状況の混乱は抜きにして,

劇的な動きが今後出てくるの

ではないかと期待するととも

に, 少しずつではありますが,

医療・介護・福祉の見直しに

森会長

挨 拶

(要 旨)
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ついての追い風が吹きつつあ

り, 政治的な流れも変わって

きているのではないかという

気配を感じております｡

いま我々は国民の健康と生

命を守るために大きな決断を

すべき時なのかもしれません｡

そこで先日, 慶應義塾大学商

学部教授の権丈善一先生をお

招きして 『医療政策懇談会』

を開催させていただきました｡

ご出席いただいた代議員の先

生方はお聴きになられたと思

いますが, 権丈先生は 『医療

政策は選挙で変える』 と題し

た著書を執筆され, いま医療

界ではご講演の依頼が目白押

しの先生でございます｡ 先生

によりますと, 2008年は大き

な選択の年になるということ

で 『日医ニュース』 のオピニ

オンにも書かれていますが,

｢2008年, 社会保障に関わる

人たちは３つの立場のうちい

ずれかの選択を迫られること

になる｡ 社会保障に使途を限

定した負担増, つまり社会保

障税の立場を支持する第１の

立場か, 社会保障のためとい

えども負担増は許せず, 政府

の無駄を削除して財源を確保

するという第２の立場を応援

するか, それとも再分配は成

長の足枷になると見て, 成長

重視の視点から社会保障を最

小限に留める第３の立場, 上

げ潮政策の立場をとるかであ

る｡ このような観点から医業

従事者200万人が心を１つに

して行動すべきである｡ 社会

保障を重視するという観点に

政治を変える時が来ている｣

というお話であったかと思い

ます｡

我々の選択すべき道は, お

聞きのとおり１つしかないと

考えております｡ それは医療

をはじめとした社会保障を充

実させるための財源がないと

すれば, 社会保障に使途を限

定した負担増を国民に理解し

てもらうことしかないという

ことであります｡ 我々は適切

な負担を社会にお願いして,

十分な医療を提供するという

責務があると思っております｡

ようやく政治家もそのことに

気がついたようで, 『医療現

場の危機打開と再建をめざす

国会議員連盟』 が２月12日に

超党派で発足いたしました｡

国民の健康と生命を守る医療

が政争の具にされないために

も, 党派を超えた取り組みで

真摯に日本の医療を考えてい

ただきたいものだと考えます

が, 少なくとも現場の声を反

映した施策の立案がなされる

可能性が出てきたことは, 喜

ばしいことであります｡

我々も京都府内の現場の先

生方の声を十分に反映して施

策を考えていきたいと, 今期

は勤務医の先生方や病院長の

先生方にも加わっていただく

ことにいたしました｡ 他府県

に比べて理事の数が多くなっ

ておりますが, 先ほどの議案

の提案のときにも申し上げま

したように, 多くの声を反映

させるためにということで,

それとともに役員の負担を少

しでも減らして今後も若い先

生方に執行部を担っていただ

きたいという意気込みでござ

いますので, ご理解をお願い

したいと思っております｡

また, 政府の方もようやく

重い腰をあげて医師不足の現

実を認める方向になってきて

おります｡ 同じ12日の閣議で,

｢医師数は総数としても充足

している状況にはない｣ とい

う答弁書が了承されておりま

す｡ もっと素直に ｢足りない｣

とすればよいのだと思うので

すが, なかなかそうはいかず,

一歩前進というところであり

ます｡ まだまだお話ししたい

こともございますけれども,

時間の都合もございますので,

次年度の大きな課題について

少しお話しさせていただき

ます｡

１つは, 昨年来また先ほど

も少しお話ししておりますよ

うに, 特定健診の開始がいよ

いよ４月に迫ってきておりま

す｡ 京都府医師会では地区医

師会の先生方に, 体制が大き

く変化はいたしますけれども,

20年度からの特定健診につい

ても引き続き積極的に取り組

んでいただけるよう, 福州理

事を中心に 『特定健診サービ

ス部』 を設置し, 各医療機関

での健診と保健指導への取り

組みがスムーズに行えるよう

にしていきたいと考えており

ます｡ 現在, ソフトの開発も

終盤に入り, 機器の整備も順

調に推移しておりまして, 事

業の円滑な実施に向けて事務
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局の整備と人員の確保にも取

り組んでいるところでありま

す｡ よろしくご協力のほどお

願い申し上げます｡

また, ご承知のように介護

療養病床の廃止と医療療養病

床の削減に対して, 現在府医

は私病協との協調により京都

府の医療計画の見直しについ

て注視しております｡ 参酌標

準も含め今後どうなるか予断

を許しませんが, 在宅医療を

望む患者さんがおられる限り,

我々はその受け皿づくりに強

力に取り組んでいきたいと思っ

ております｡ そこで北川理事

が中心となり, 京都府のご理

解もいただいて, 次年度は

『在宅医療サポートセンター』

を設置し, 積極的な取り組み

と情報提供を行います｡ 昨年

末より先生方からいただきま

した医療機関情報をデータベー

スにすべく現在取り組んでお

り, ４月早々からのセンター

の運用開始を目標にするとと

もに, モデル地区での事業の

取り組みを進めてまいりたい

と考えております｡ それぞれ

の地区でのニーズと提供体制

に合わせた取り組みにしてい

きたいと考えておりますので,

こちらの方もご協力をよろし

くお願い申し上げます｡

また, 併せて在宅医療の研

修カリキュラムの作成とカリ

キュラムに基づいた研修を実

施し, 京都の在宅医療のさら

なる質の向上と量的な拡大を

図りたいと考えております｡

最後に, 先日参与会で少し

お話しさせていただきました

が, 共済基金の取り扱いがご

ざいます｡ これは昭和26年４

月に府医に共済会が置かれ,

昭和35年４月に共済部が設け

られ共済事業が行われてきた

ものであります｡ しかしなが

ら平成18年５月26日に成立い

たしました公益法人制度改革

関連三法によりまして, 共済

部の存続が困難となっており

ます｡ 共済基金の継続が不可

能となりまして, またこれを

保険会社で取り扱うことも困

難ということで, 今後の取り

扱いについて, 本年１月に医

業経済・融資斡旋委員会に諮

問いたしました｡

その結論といたしましては,

｢継続は困難｡ 積立金を現状

で会員個々に, 約60パーセン

トにしかなりませんけれども

同じ割合で返金して事業を終

結すべし｣ との答申をいただ

いております｡ 今後 『京都医

報』 にもその内容を掲載しご

意見をいただきますが, ３月

の定時代議員会でご判断をい

ただくことになります｡ ご意

見ご要望などを地区でご議論

いただければ幸いでござい

ます｡

先ほどもお話しさせていた

だきましたように厳しい医療

状況にはありますが, 今年は

改善に向けての大きな節目の

年になりそうであります｡ 小

泉首相の医療制度改革の取り

組み以来, 我が国の医療従事

者にとって, かつて経験した

ことのない劣悪な医療環境が

続いております｡ いま求めら

れておりますのは, 医師のみ

ならず医療従事者の基本的な

理念の共有と団結であります｡

何よりも国民の健康と生命を

守るためには, どのような医

療制度を提供すべきか, その

ためにはどのような人材がど

のような分野にどのぐらい必

要なのか, そのためには医療

費がいくら必要なのか, とい

う基本的な議論が日医にも厚

労省にも欠かせないと思いま

す｡ そして必要な医療費の総

枠の確保を考えない政治家に

はノーと言わざるを得ない｡

そういう時が来ているのだと

思っています｡

｢医療制度は選挙で変える｣

との考えをどのように具現化

していくのか｡ そしてさらに

｢医療で政治を変える, 医療

をはじめとした社会保障なく

して社会・国は成り立たない｣

ということを広く国民に訴え

ていかなければなりません｡

これからの医療は安易で気軽

な医療の提供では済まなくな

るということを認識し, 大変

ではあるけれども, 患者さん

が本当に喜んでくれる医療を

提供できるような, そんな医

療を会員全員が心から取り組

んでいけるような医師会にし

なければならないと思ってお

ります｡

会員の皆さまの協力を切に

お願い申し上げまして, 私の

ご挨拶とさせていただきます｡

どうぞよろしくお願いいたし

ます｡
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この度, 油谷 桂朗氏 (府医顧問・綴喜) が公衆衛生事業功労者厚生労働

大臣表彰を受賞されました｡

先生のご受賞を心からお喜び申し上げますとともに, 今後ますますのご

活躍を祈念いたします｡

�� !"#��$�����

% "��&'�()* +,��-.����

この度, 張 京氏 (舞鶴), 徳山 石夫氏 (与謝) の両氏が第36回京都府

医療功労賞を受賞されました｡

先生方のご受賞を心からお喜び申し上げますとともに, 今後ますますの

ご活躍を祈念いたします｡

平成20年度 ｢京都府医師会会費減免申請｣ 受付中
/0123456789:6;<�=�

京都府医師会Ａ会員の会費賦課徴収額については, 一定の条件を満たす会員の自己申

告による会費減免制度を設けております｡

減額を希望される場合は, 早急に手続きくださいますようご案内いたします｡

※会費減免申請に関する詳細は, 京都医報１月15日号をご覧ください｡

また, 質問等ございましたら, 京都府医師会経理課 (075－315－5277) まで, ご連絡

お願い申し上げます｡
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＜医業経済・融資斡旋委員会＞ (敬称略 ◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎名和 正訓 (東山) ○宮田 健 (山科) 木戸 敬 (中京西部)
内田 実 (右京) 西村緊一郎 (伏見) 向原 純雄 (勤務医部会)
久本 恒雄 (顧問税理士)

担当副会長 久山 元 担当理事 大藪 博, 俣野 憲一

府医では, 会員の福祉・親睦に関する事業

の一環として, 会内に ｢共済部｣ (昭和26年４

月１日から昭和35年３月31日までは ｢共済会｣)

を設け, 永年にわたりその事業の円滑な運営

に努めてきた｡

ところが, 保険業法の改正や公益法人制度

改革により, 共済制度を取り巻く環境が変わ

り, 無認可共済である府医共済部をどのよう

に対処するか, 事業の継続か廃止かが大きな

問題となった｡そこで,本委員会にて府医共済

部の今後について検討し,２月７日(木),名和

正訓委員長より森府医会長へ答申を提出した｡ 森府医会長に答申を手渡す名和委員長

１. はじめに

昨今, 共済制度を取り巻く法令等の改正に

より, 無認可共済の事業者に対しても金融庁

の監督がはじまり, なおかつ公益法人の改革

によって京都府医師会に置かれている共済部

をどの様に対処するかが大きな問題となった｡

そこで, 本委員会にて京都府医師会共済部の

今後について検討したので以下に報告する｡

２. 経 緯

京都府医師会共済部は, 昭和26年４月１日

京都府医師会に共済会が置かれ, 昭和35年４

月１日会員の福祉・親睦に関する事業 (京都

府医師会定款第５条第13号) の一環として,

京都府医師会共済部が設けられた｡ 事業内容

は京都府医師会員に共済会費を納入して頂き,

会員が死亡された時に規定に従い弔慰金を贈

呈するものである｡

共済には根拠法のある共済と根拠法のない

共済がある｡ 農業協同組合法に基づき農林水

産省が監督するＪＡ共済は前者の一例である｡

根拠法のない共済は許認可する監督官庁がな

いため無認可共済とも呼ばれる｡ 無認可共済

が特定の者を対象に共済事業を行なうことは,

相互扶助を基礎として, 共同して社会生活を

営む者が将来の不安・危険に備えて共同して

生活の安定を図ろうとするものであり, これ

までは保険業法による規制は不要とされて

きた｡

しかし最近, 無認可共済の中には従来の保

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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険業との区別のつきにくいもの, 不適切な販

売を行なっているもの, 財政基盤が脆弱なも

の等があり契約者保護の観点から, 平成18年

４月１日より無認可共済を保険業法の対象に

する保険業法改正が施行された｡

前述したように, 我々京都府医師会共済部

の事業は正に無認可共済であり, このまま事

業を続けるなら保険業法の元で金融庁の監督

下に入り, 保険会社の免許をとるか, 新設の

少額短期保険業者の登録をするかのいずれか

を選択しなければならない｡ それが出来なけ

れば廃止しかないのである｡

本来, 改正保険業法附則第５条により 『特

定保険業』 として 『当分の間』 経過措置が図

られ事業の継続が可能であるが, 平成18年５

月26日成立した公益法人制度改革関連３法に

より, 京都府医師会が新たな公益法人等に移

行することで, 附則第５条の適応がなくなる

ため, 共済部の今後について今, 早急に考え

る必要に迫られた｡

３. 京都府医師会共済部の現況

以下に共済部の経緯, 会計推移, 支払試算

の資料を記載する｡

表１ 共済部の経緯

昭和26年４月～昭和35年３月 昭和35年４月～昭和47年３月

京都府医師会共済会規約 京都府医師会共済部規定

会 費 月額100円 月額100円

弔慰金

加入年数 支給額 (円) 加入年数 支給額 (円)

1年未満
1年以上 2年未満
2年以上 3年未満
3年以上

15,000
25,000
40,000
50,000

5年未満
5年以上10年未満
10年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上30年未満
30年以上

50,000
60,000
80,000
100,000
150,000
200,000

昭和47年４月～昭和58年３月 昭和58年４月～平成２年９月
京都府医師会共済部規定

月額200円 月額600円
加入年数 支給額 (円) 加入年数 支給額 (円)

5年未満
5年以上10年未満
10年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上30年未満
30年以上

50,000
60,000
80,000
100,000
150,000
200,000

5年未満
5年以上10年未満
10年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上30年未満
30年以上

125,000
150,000
200,000
250,000
375,000
500,000

平成２年10月～
京都府医師会共済部規定

月額800円
加入年数 支給額 (円)

5年未満
5年以上10年未満
10年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上30年未満
30年以上

125,000
150,000
200,000
250,000
375,000
500,000
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表２ 共済部会計推移

表３ 共済部支払い試算 (平成19年１月１日 会員数からの試算)

①弔慰金必要額 (現在の規定に合わせた場合)

平成19年10月31日 現在資産残高 246,082,012

不足金 (弔慰金必要総額 － 資産残高) -581,142,988

②加入者納入元金

加入者毎の納入金累計 (最高額 262,700円) 408,373,400

平成19年10月31日 現在資産残高 246,082,012

不足金 (納入金累計額 － 資産残高) -162,291,388

会 費 弔慰金 差 異 支払実数(内50万円)

平成９年度 23,586,400 16,675,000 6,911,400 38(27)名

平成10年度 23,796,000 17,925,000 5,871,000 40(32)名

平成11年度 24,048,800 17,575,000 6,473,800 40(30)名

平成12年度 24,054,400 23,700,000 354,400 53(41)名

平成13年度 24,171,200 21,475,000 2,696,200 46(40)名

平成14年度 24,482,480 14,925,000 9,557,480 35(25)名

平成15年度 24,318,400 16,700,000 7,618,400 36(28)名

平成16年度 24,399,200 22,575,000 1,824,200 50(40)名

平成17年度 25,111,200 24,725,000 386,200 53(44)名

平成18年度 25,192,000 21,700,000 3,492,000 46(41)名

加入年数 弔慰金 (円) 会員数 (名) 必要額 (円)

５年未満 125,000 354 44,250,000

５年以上10年未満 150,000 417 62,550,000

10年以上15年未満 200,000 344 68,800,000

15年以上20年未満 250,000 286 71,500,000

20年以上30年未満 375,000 399 149,625,000

30年以上 500,000 861 430,500,000

計 2,661 827,225,000
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４. 結 語

我々は, まず共済部存続の可能性を検討し

た｡ これには保険会社の免許申請をするか,

少額短期保険業者の登録申請をするかの選択

である｡ しかし両者とも株式会社又は相互会

社である必要があるため京都府医師会では運

営が不可能であり, 関連事業会社も同様の規

制があり同じ条件で譲渡出来ない｡ 民間保険

会社に包括移転するにしても類似保険商品へ

移行するにしても, 内容, 掛け金等の大幅な

見直しが不可避で事実上無理である｡ このよ

うに存続は諦めざるをえず, 我々は平成20年

３月31日をもって廃止するのが妥当と考えた｡

廃止にあたり資産残高をいかに公平に会員

に配分するかが最重要課題であり支払試算を

もとに検討を重ねた｡

�. 現在の規定通り弔慰金相当額を支払う

場合

必要弔慰金総額は平成19年１月１日現

在の会員数から試算すると827,225,000円,

平成19年10月31日現在の資産残高は

246,082,012円で581,142,988円不足する｡

�. 掛金相当額を支払う場合

平成19年10月31日 現在 掛金累積額

408,373,400円, 同資産残高は246,082,012

円で162,291,388円不足する｡

�の場合の必要弔慰金総額は共済制度が存

続するという前提での試算であり, 廃止とな

れば現実的な数字ではない｡

�の場合は実際に会員が納入した実額であ

り, この数字を元に配分を行なうべきと考え

た｡ ちなみに, 資産残高は掛金累積額の約60

％に相当し, その中で, 会員の加入年数に応

じて傾斜配分する考えもあるが, 傾斜率を決

める根拠を求めるのは不可能である｡ よって

表４のごとく, 会員個々の掛金に応じて一

律均等に配分するのが最良と考えた｡ 償還額

は平成20年３月31日における資産残高が確定

しなければ正確には示せないが, 掛金総額の

およそ５割強から６割弱と考えられる｡

表４ 償還額の事例

加入年数 加入月数 (具体事例) 掛金 (円)
償還額 (円)
(60.1％の場合)

50 595 261,700 157,282

40 480 250,200 150,370

30 360 231,600 139,192

20 240 186,000 111,786

10 120 96,000 57,696

５ 60 48,000 28,848
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２月２日, 府医師会館で医師および医療関係者を対象に ｢新型インフルエンザ対策医療機関

研修会｣ が開催され, 昨年を上回る約450人が参加した｡

昨年12月の中国江蘇省における鳥インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) のヒトからヒトへの感染疑い

や, 最近のテレビ報道などにより, 新型インフルエンザに対する関心が高まったためかと思わ

れる｡

講演に先立ち, 森府医会長は, わが国は危

機管理が得意ではないとした上で, Ｏ157や

ＳＡＲＳの流行を振り返り, ｢新型インフル

エンザ発生時に社会全体がパニックを招かな

いよう対応するために医療機関においても基

礎的な知識を習得していただくことをお願い

したい｣ とした｡ 続いて, 金谷府保健福祉部

長は, 行政の取り組みもさることながら, や

はり新型インフルエンザ発生時には第一線の

医師の役割が重要であるとし, 医療面での医

師の協力を要請した｡

講演は, 国立感染症研究所感染症情報セン

ターの森兼啓太・主任研究官より, ｢新型イ

ンフルエンザとその対策～医療面を中心とし

て｣ と題し, まずインフルエンザ, 鳥インフ

ルエンザの感染経路と感染対策について説明｡

さらに現在, アジアを中心に鳥インフルエン

ザ患者が増える状況下で, 鳥インフルエンザ

ウイルス (Ｈ５Ｎ１) に突然変異などがおこ

り, いつ新型インフルエンザが発生してもお

かしくない状況であることを説明｡ 発生時に

おける早期封じ込めの重要さをはじめ, 新型

インフルエンザのパンデミックに対する準備

の必要性を ｢新型インフルエンザ対策行動計

画｣ に沿って解説があった｡ 医療供給体制の

確保としてまず, 新型インフルエンザ指定医

療機関を定めること, また, ガイドラインに

よるところの患者が少数のときの外来, 入院

のあり方, 患者が増加時の入院・外来のあり

方, また流行初期と大流行時のタミフル使用

方法や優先順位, 新型インフルエンザに対す

るワクチンの位置づけ (プレパンデミックワ

クチン・パンデミックワクチン) にも触れ,

詳細な話があった｡ 近い将来に来る可能性が

高い新型インフルエンザ対策として, 私たち

医療機関において一番大切なことは, 院内感

染対策をはじめとする各自で行う感染対策で,

そのためには日常より標準予防策として個人

防護具の事前準備やその装着法の会得, さら

には従業員の教育, また手洗い, 咳エチケッ

トをはじめとする一般的な感染対策の重要性

が強調された｡

京都府保健福祉部松村総括室長は, 京都府・

京都市のこれまでの取り組み状況と今後の取

り組み予定を紹介し, ①パンデミック時にお

ける入院協力医療機関からの一般入院患者の

新型インフルエンザ対策医療機関研修会開催

事前準備の重要性 ― 高まる関心
���������	
����
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受け入れ ②発熱外来への医療スタッフの派

遣 ③ワクチン (プレパンデミック・パンデ

ミック) 接種時の医療スタッフの派遣への協

力を求めた｡

｢備えあれば憂いなし｣－日頃からインフ

ルエンザへの感染予防策の徹底を心がけ, 各々

において防護具の備蓄をしておくことが重要

であると認識した研修会であった｡
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平成19年度近医連救急医療担当理事連絡協議会が２月９日, 大阪で開催され, 府医から武田

理事, 岩�理事, 辻理事の３名が出席した｡ 深刻化する小児救急や産科救急等の諸問題をめぐっ

て活発な意見交換が行われ, 早急な対応を求める声が相次いだ｡

早急な対策を訴え

まず, 日医救急災害医療対策委員会の状況

が報告された｡ 主な報告事項は①各地域の救

急医療の現状と問題－二次病院の地域・施設

間の格差拡大, 中小病院の救急指定取り下げ

等 ②搬送体制－消防の広域化, ＭＣ体制

(地域差大), プレホスピタルケア, 東京消防

庁の救急搬送トリアージ, ドクターヘリの法

制化等③医師の偏在・不足④ＡＣＬＳ, 救

急蘇生法の普及⑤災害医療, など｡

続いて大阪府医から, 大阪府における救急

医療体制の問題点が報告された｡ 昨年度に会

員, 医療機関, 消防機関を対象に実施したア

ンケートの結果によるもので, ｢医師が充足

している｣ と考えるものは平成17年度には40

％を切ったこと, ２次救急病院が最近５年間

で１割近く減少したこと, ２次医療圏８ブロッ

クのうち６ブロックで３次医療機関への搬送

が増え, 逆に５ブロックで２次医療機関への

搬送が減るなど, ２次救急が崩壊に瀕し３次

救急への患者集中を招きつつある実態が明ら

かにされた｡

マスコミ対応も含め市民への
啓発活動を

これらを受けて, 最近マスコミが喧伝して

いる ｢救急患者のたらい回し｣ に話題が集中

し, 救急隊が電話照会した回数であるのを

｢患者のたらい回し｣ と称し無責任に騒ぎ立

てる風潮に批判が出た｡ 近畿でも医師不足か

ら救急告示医療機関から撤退する病院が出始

め, 大阪に加え奈良県南部等でも２次救急の

受け入れ体制が低下しつつある｡ それらの対

策の一環として厚生労働省が新たに打ち出し

た ｢医療コーディネーター｣ 構想についても,

偉い専門家を呼んできただけで事態が好転す

るのかとの疑義が出, あらためて根本的対策

として, マスコミ対応を含めた一般市民への

救急医療体制の啓発活動を促進するとともに,

医師や看護師等スタッフの大幅増員に向けて

救急医療に係る低医療費政策の見直しを一層

強く求めていくべきという声が相次いだ｡

小児救急電話相談事業
－医療相談か育児支援か

小児救急については, 小児救急電話相談事

業 (＃8000) の現状と将来性の問題を中心に

情報や意見の交換を行った｡

医師不足で小児科医が疲弊している問題は

各府県共通しているが, 特に小児科医が少な

い郡部では深刻である｡ その中から, ｢兵庫

県立柏原
かんばら

病院の小児科を守る会｣ のように,

閉鎖の危機に直面した小児科を救おうと地域

住民が立ち上がり, 同様の動きが他地域に広

がる兆しがあることが紹介され, 注目を呼

んだ｡

小児救急電話相談事業は, 現場の小児科医

師の疲弊を減らそうと軽症者が救急受診に走

らないための抑制策として始まった事業で,

看護師が対応しているところが多いが, 奈良

や滋賀では医師が対応しており, 看護師対応

のところも医学的相談に備えて医師も出務し

近医連救急医療担当理事連絡協議会開く

低医療費政策の見直しを
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たり医師に電話を転送するかたちで待機して

いるところがほとんどである｡ 相談件数はお

おむね増加しており, 結果も電話相談だけで

終了 (納得) したのが兵庫では83％に上る

(医療機関紹介は14％) など, 好成績を上げ

ているところが多い｡ その一方で, 奈良のよ

うに ｢２次輪番病院を教えてほしい｣ といっ

た電話が多く, 受信抑制につながるか疑問視

している県もある｡

意見が割れたのが事業の今後の方向で, 相

談マニュアル的なものを作れば府県単位でな

く全国的規模の対応に拡大できるというとこ

ろと, 地域の事情を知らないと医療機関紹介

などができないことから現体制を充実させる

べきという二つに分かれた｡ つまり, この事

業は医療相談か育児支援かという問題であり,

今後整理を図っていくこととなった｡

周産期救急医療体制
－ドクター・ヘリに期待感

周産期救急医療体制についても小児救急同

様, 厳しい状況が浮かび上がった｡ 京都をは

じめほとんどの府県でマンパワー不足が深刻

化しており, 出生率全国第２位の滋賀では収

容施設も足りない｡ 奈良では昨年８月, 妊婦

が搬送先が決まらず死産した問題を受け, 県

は２月10日から開業医が産科の夜間や休日の

救急輪番に参加する在宅当番医制を始めるこ

ととなった｡ また, この問題で奈良県は昨年

12月から県単独事業で医療コーディネーター

を新設したが, 厚生労働省も平成20年度から

全国の都道府県に新設することで予算に計上

している｡ ドクター・ヘリは昨年６月, 法制

化されたが, 近畿では和歌山に加えて大阪が

昨年導入したにすぎず, 京都でも近隣府県と

の共同運航を模索中であり, 奈良は構造的に

受け入れ可能な病院がほとんどない状況｡ ヘ

リポート設置条件の緩和を含め導入促進を望

む声が続いた｡

救急医療情報システム
－リアルタイムで正確な情報を

救急医療情報システムは, 京都のように４

月からフレッツホンを用いたシステムに更新

される予定で利用率も向上しているところが

ある一方で, 奈良のように周産期医療情報シ

ステムや精神科救急医療システムと連動して

おらず総合的な見直しが必要なところもある｡

また, システム情報の信憑性についても, リ

アルタイムで更新されていないため利用率も

芳しくない府県がいくつかある｡ １日の更新

回数に加え受け入れ可能項目など情報の精度

についても改善を求める意見が相次いだ｡

月日の経つのは早いもので, もう２
月となり, 節分も終りました｡ 突兀と
していた比叡も少し円やかとなり, 前
栽の捨て石の辺りは下萌えて緑色となっ
てきました｡
大自然の進行状態を見ますと, 私達

も安閑としてはいられないと思った昨
今であります｡ (当番 青柿)
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小林 明子
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田村江津子

!"#$�%&'()�

西村妃佐子
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福原 宏一
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上山 青柿

２月例会
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平成19年度近医連産業保健担当理事連絡協議会が２月９日(土), ホテルグランヴィア大阪で

近畿各府県から計13名の役員が出席して開催された｡ 冒頭, 主務地である寺下和歌山県医師会

副会長の挨拶に引き続き, この４月より全事業所が適用となる ｢長時間労働者に対する面接指

導｣ など産業保健を取り巻く情勢について活発な意見がだされた｡

前久保大阪府医師会理事から日医産業保健

委員会の状況について, ①唐澤日医会長から

の諮問事項 『産業保健と地域保健の連携の推

進－特にメンタルヘルスと検診・保健指導を

中心として－』, ②産業医学研修カリキュラ

ムの改訂について, ③長時間労働者への面接

指導チェックリストの簡易版について, ④事

業場における労働者の健康保持増進のための

指針 (ＴＨＰ指針) の改正内容について, ⑤

テレビ会議システムを利用した産業医学研修

モデル事業についての報告があった｡ その際,

中野府医理事より, かかりつけ医から産業医

に対する情報提供にかかる費用の請求先につ

いて意見を求める発言があり, 前久保大阪府

医師会理事は ｢本来は事業所に請求するべき

だが現状では難しく, 従業員 (患者) に請求

せざるを得ない状況である｡ これについては

産業医とかかりつけ医が今後連携を深めるた

めにも整備すべき問題であると考えており,

日医に対し要望していく｣ と述べられた｡

協議事項の ｢過重労働・メンタルヘルスに

関する医師による面接指導実施上の問題点｣

では, 産業医学振興財団作成のチェックリス

トでは面接指導に膨大な時間を要するため,

簡易版のチェックリストが作成されたことが

報告された｡

｢特定保健指導に関する嘱託産業医の関わ

りについて｣ では, 大阪府のみ特定保健指導

に関する講習会を行っており, 京都府でも事

業所従業員の特定保健指導には産業医が関わ

らざるを得ないと考えており, 幸い府医会員

の１／５は日医認定産業医であり, 産業医を

対象とした特定保健指導の講習会を予定して

いる旨が報告された｡ また, 各府県ともに産

業医が特定保健指導にどこまで関与していく

か検討を要するとしている｡

｢各府県における産業医実地研修の実施状

況｣ については, 各府県の実施回数・内容等

の報告がされた｡ 京都府は, 年平均21回実施,

内容は職場巡視実習, メンタルヘルス事例研

究, ＡＣＬＳ研修等を行っていることを報告

した｡

最後に寺下和歌山県医師会副会長が ｢来年

度の近医連主務地である京都府に懸案事項を

申し送り, 主務地としての業務を終了させて

いただく｣ と協議会を締めくくった｡

平成19年度近医連産業保健担当理事連絡協議会開催
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平成20年２月16日～17日, 日本医師会において開催された医療情報システム協議会 ｢国民医

療とＩＴ～国民を守る！ 安心・安全・最善の医療を目指して～｣ の各講演内容の要旨につき,

特にレセプトオンライン化問題を中心に報告する｡ 当日は全国から449名の参加者があった｡

２月16日
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マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院客員教授 秋山 昌範

日本の医療制度が諸外国と比較しても, 世界に冠たるものであることは言うまでもない｡ そ

の日本の医療制度が現在, 崩壊の危機に瀕しているが, 国民全体にその危機感が浸透している

とは言えない状況である｡ 医療崩壊が起こっていることを国民に理解してもらい, それを救う

方法をマーケティングの視点, つまり, ｢医療崩壊を救う処方｣ を国民に ｢買ってもらう｣ た

めの方策として考えると, 国民 (患者) の ｢思っていること｣ (＝Perception) に影響を与える

ことで, 国民 (患者) の ｢満たされていないニーズ｣ (＝Unmet Needs) を最大化し, 医療の持

つ便益を国民 (患者) にとって ｢欠かせないもの｣ と位置づける必要がある｡ 国民 (患者) の

｢思っていること｣ (＝Perception) に影響を与える要素としては, ①Relevancy (私にどんな関

係があるの？それがないと困ってしまうの？) ②Insight (言われたことが本当だと信じる基盤,

ピンとくる) があげられ, ①がないと ｢どうでもいいこと｣ (他人事) と認識され, ②がない

と ｢信じられないこと｣ と認識されてしまう｡

インターネットの普及により, 国民 (患者) は情報を入手するだけでなく, 情報を交換した

り発信したりすることで, 患者同士のコミュニケーションの増加がみられる｡ 日本でも健康に

関する情報を得るためにインターネットを活用した人は4800万人あった｡

今や患者の要求 (カスタマー・パワー) はますます強まっており, 医療機関はそれに対応す

べき姿勢が必要となった｡ 患者が求めているものは信頼であり, その継続により, 信用やブラ

ンドに変わる｡ そのブランドを維持することが医療機関のひとつの目的となる｡ そのキーワー

ドは ｢透明性｣ と ｢説明責任｣ である｡

我々が専門家集団として, ｢医療崩壊への処方｣ に対するコンプライアンスを上げるために

は, この ｢透明性｣ と ｢説明責任｣ を果たすとともに, 日本の医療制度は患者本位の医療をリー

ズナブルに, 安心して受けられるということを, 事実 (データ) に基づいて発信することで,

医療が国民 (患者) にとって ｢欠かせないもの｣ という認識を広め, この日本の医療制度を維

持するためには何が必要なのかと訴えかける必要がある｡
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メディカリュ－ション株式会社ＣＴＯ 古山 一夫

電子カルテを今後の地域情報ネットワークに拡大していくための技術方式の提言｡
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厚生労働省保険局 総務課 保険システム高度化推進室長 藤澤 美穂

オンライン化請求に経費が必要なことを承知しているが, 医療保険請求事務の効率化が図れ

ることから, この厚生労働省令につき医療機関各位には是非ご理解いただきたい｡

①オンライン請求の期限

・レセコン使用中の診療所 ⇒ 平成22年３月31日までに

・レセコンを使用していない診療所 ⇒ 平成23年３月31日までに

・レセコンを使用しておらずかつ平成21年度年間レセ請求件数1200件以下

⇒ 平成23年４月１日から最大２年間の間に

・今後ともレセコンを導入する予定のない診療所

⇒ 手書きレセプトからの代行を依頼した代行請求も可能

オンライン請求への移行に当たって

１ オンライン請求への移行期限に関し
て, 相当の準備期間を設置
病床数, レセコンの整備状況等によ

り, 最大５年間の準備期間を設定
さらに
２ レセコンを使用していない小規模な
医療機関においては, さらに最大２年
間の準備期間を設定
次の医療機関においては, オンライ

ン請求に一定の期間を要すると見込まれるため, 上記１に加え, さらに準備期間を設定
・平成21年４月１日時点で現存していること
・レセコンを使用していないこと
・平成21年度の年間レセプト請求件数が1200件以下 (医科) であること

また
３ 代行請求も可能
例えば次のようなケースでオンライン請求が困難な場合には, 代行請求を活用することも可能
Ex. 患者数から考えると手書きレセプトでの対応で足りる
コンピュータの使い方がわからない
レセコンを導入しても設備投資に見合わない
→手書きレセプトから, レセコンにより電子レセプトを作成し, 併せてオンライン請求を行うことまで代
行を依頼
オンライン請求の代行のみを依頼 など
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②レセ電算・試行的オンライン請求の普及状況 (平成20年１月分)

全国レベル (診療所)

請求機関数 8,8679

レセ電算媒体請求 1,2639 (14.2％)

オンライン請求 498 (0.6％)

※注記

診療所におけるレセ電算処理請求 (オンライン請求を含む) は全国での普及率は14.6％,

近畿では11.6％, 京都府においては６％で, これは全国で最下位である｡
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社会保険診療報酬支払基金情報管理部長 安藤 清寛

①まず必要なのはレセプト電算処理システム化 (レセプトデータのデジタル処理)

②オンライン請求はレセプトの搬送手段の違いであって中味は同じ

上記処理をしてフロッピーに用意されたレセプト電子データをそのまま支払側に送る搬送

手段を, インターネットを使用して請求する方法が ｢オンライン請求｣ である｡
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③オンライン請求で必要なもの・費用

なお回線についてはＩＳＤＮとＢフレッツのような閉鎖ＩＰ網以外に一般インターネット

を使用する IPSec ＋ IKE (on demand VPN) がこの秋より可能となる｡

(IPsec：Internet Protocol Security IKE：Internet Key Exchange)

この基金側から示されたスライドによると IPSec ＋ IKE を利用してオンライン請求をす

ると一般インターネット回線使用料に追加して IPSec ＋ IKE 使用料が必要となり合計１万

２千円の経費がかかることとなる｡ このため本件を日医総研に問い合わせたところ, IPSec

＋ IKE の業者はＮＴＴ以外にも出てきておりこの半額のところもあるとのことであり, こ

れらを利用して回線業者も他を利用すれば合計でフレッツの6000円以下となる可能性もある

とのことであった｡
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④オンライン請求開始の手続き

⑤オンライン請求でのパソコン等機器の設定作業

⑥オンライン化の審査

オンライン請求になると機械的査定になるのではないかとの懸念があるが, 同じ病名でも

患者の病態は一様でなく, レセプトからこれを読み解き審査するには専門家の医師が必要で,

支払基金としてのレセプト審査に対する姿勢は従来と変わりがない｡
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運営委員会副委員長 小森 貴

宮城県＋石川県での会員アンケート結果を紹介｡ レセオンライン化提出の義務化についての

認知度は86％, レセコン使用医療機関は89％, 現在紙レセプト提出は82％で磁気媒体提出が1.3％,
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オンライン請求は0.9％｡

オンライン請求義務化政策には多くの医療機関が対応に苦慮しており, 義務化するのであれ

ば医療負担含めた環境整備を優先すべきである｡ またセキュリティへの不安や画一的機械審査

の不安を解消し, かつ, 高齢な医療機関や小規模医療機関に配慮した政策を要望する｡ 国民の

診療情報の収集というのは憲法違反の可能性もある｡

代行入力案が示され始めたが, この費代負担は一体だれが負うのか｡
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本田内科医院院長 本田 孝也

韓国では療養機関数７万でオンライン請求は90％以上, 年間レセプト数は８億件で99％が電

子媒体請求されコンピュータにより効率的に審査, 評価されており極めて先進的である｡ しか

し視察先からは医療の統制に利用されているという声も多く聞かれた｡

自ら作成販売している ｢レセプトチェッカー｣ というソフトを紹介｡ これは電算レセプト処

理したフロッピーを使用して短時間で病名と投薬医薬品, 検査との整合性をチェックできるソ

フトウエアである｡

長崎県離島医療機関209件のアンケート調査では, 手書きレセ医療機関から対応不能, 廃業

の回答が多数寄せられた｡ 離島ではレセコンを操作する人員の確保が極めて困難で代行請求の

見通しも全くない｡ このような孤島で地域医療に働く医療機関が廃業させられるようなことだ

けは絶対にさせてはならない｡
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◎いくら期間を延長しているといっても, オンライン請求には全国には多数の対応できない医

療機関があることをどう考えるのか

⇒ (基 金) 基金側としてもこのような対応できない医療機関に関しては今後何らかのお手

伝いをさせていただこうと考えている

(厚労省) 代行業を担うのは医師会を含む三師会のような一定の職能団体を考えているが

それ以外の枠拡大含め今後医師会と協議していきたい

◎日医としてこのような非対応医療機関のアンケート調査を全国レベルで即刻おこなうべき

◎レセプト請求というのは月1回しかないのになぜこのために専用パソコンを用意したり, 特

別な回線の費用負担を医療機関がしなくてはいけないのか

◎そもそもこのような費用は受益者である支払側がすべて負担すべきで, その環境もそちらで

するのが筋である

◎３年ごととはいえ電子証明書の4000円をなぜ医療機関が負担せねばならないのか

その他会場から発言希望者多数あり時間切れとなる｡

※担当理事注記

すでに医報等でお知らせしていますように, レセコンを現在使用されている診療所のオン

ライン化請求期限は, 現在の省令によると２年後 (平成22年) の３月31日と規定されていま

す｡ しかしながら現行の省令ではオンラインで使用する回線が限定的であり, 制限等も多い

ものとなっております｡ 現時点でのようにオンライン請求する診療所が極めて少ない状況が
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続けば, 今後は省令変更や緩和化が行われる可能性が高いと考えられます｡ よって府医では,

レセコン使用医療機関の会員の先生方にはとりあえずレセプト電算処理システムの導入はそ

ろそろお考えいただき, 最終的なオンライン請求については, 少なくともあと１年は様子を

みられた方がよいとお勧めしています｡

なお本レセプトオンライン化については, 京都医報・昨年11月15日号の37頁 ｢情報企画レ

ポート｣ に特集していますのでご参照ください｡

２月17日
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①｢Virtual Private Network(VPN) と医療救護サイト構築の取組｣
江東区医師会理事 鈴木 茂

②｢ＩＴ等を用いた新健診対応地域モデル事業の実践｣ 日本橋医師会 浜口 伝博

③｢福岡市医師会における地域医療連携とＩＴ化の報告｣ 福岡市医師会理事 原 祐一

④｢岐阜県におけるＩＴを活用した地域医療連携の現状｣ 岐阜県医師会 河合 直樹

⑤｢ＩＴ利用による在宅患者24時間支援システム｣ 八日市医師会 福島 俊之

⑥｢松戸市医療情報ネットワークシステム(ＥＭＩネット)｣ 松戸市医師会長 岡 進

⑦｢地域医療連携とＩＴ：鶴岡地区医師会における取り組み｣ 鶴岡地区医師会 田中 俊尚

⑧｢あじさいネットの広域化について｣ 大村市医師会理事 田崎 賢一

⑨｢あじさいネット～会員アンケート意識調査の結果｣ 大村市医師会理事 牟田 幹久

①は江東区で進められてきた災害時の救護体制｡ 医師会が中心となって特殊ＶＰＮ回線を使

用してネット上に構築したもので, 初期医療班, 待機医療班, 会員安否や出動可否などが瞬時

に告知できるシステムである｡

②は特定健診後の特定保健指導の部分のプログラムを, 医師会として可能となるようシステ

ム化して行ったモデル事業の発表であった｡

③福岡市医師会がこれまで進めてきた検査閲覧システム, 共有型電子カルテ医師会ネットワー

クシステム, 個別ファイル授受システム等の紹介であった｡ しかしこの中での共有型電子カル

テ事業は失敗したとのことであった｡

④は岐阜医師会の総合医療情報ネットワークシステムで, 会員の使用するＯＲＣＡ日レセを

システムの基盤においている点が興味深い｡

⑤は12名のグループ医師と３つの後方支援病院が一体となり在宅患者をパソコンを利用して

情報共有した診療体制について｡

⑥は千葉県松戸市の医療ネットワークシステムの紹介｡

⑦は山形県鶴岡地区の医療ネットワークシステムで大腿骨近位部骨折地域連携パスをＩＴ化

したものの紹介｡

⑧と⑨は長崎県大村市の医療ネットである ｢あじさいネットワーク｣ の長崎市全体への広域

化への試みの紹介｡
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①｢日医標準レセプトソフトについて｣ 日医総研主任研究員 上野 智明

②｢日本医師会認証局の本稼動について｣ 日医総研主任研究員 矢野 一博

ＯＲＣＡ日レセはWindows のパソコンでもＵＳＢで起動するものが実用となっている｡

その他, そろそろ新しいNextORCA の構想も動きつつあることやＯＲＣＡ日レセでの特定健

診対応が２月末にも開始されること等の発表があった｡

日医認証局とは, インターネット上で電子的印鑑を文書に押印し, 医師であることを証明し

て文書をやり取りする役目を果たす機能を有する｡ 一般の会員にはなかなか判り難いもので,

今後, 医報の ｢情報企画レポート｣ において特集する予定である｡
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①｢医療系ＭＬの総論・総括｣ 中央区医師会理事 安藤 潔

②｢組織とネットについて｣ 八戸市医師会理事 本田 忠

③ ｢ＳＮＳ, ＭＬの各論｣ 高槻市医師会副会長 高橋 徳

最近医療系のメーリングリストがイン

ターネットで数多く発信されているが,

この現状についての発表であった｡

この中で医療系ブログの論客として有

名な本田忠講師は, 国が国民管理国家へ

計画を着実に進めておりその時期を平成

23年度であることを指摘した｡ その他医

師会の構造的問題や郡市区医師会の広域

化やメーリングリストによる情報共有へ

の提言がなされた｡
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今回も２日間にわたり開催されたが, 昨年にもまして多数の講演発表が行われた｡ 特にレセ

プトオンライン化のセッションは多数の発言があり, 熱気につつまれたもので, 会員の関心の

強さを現すものであった｡ ここで今回初めて厚労省側から ｢代行入力の枠の拡大｣ という言葉

が明言されたのが特に印象的であった｡ 現在, 特定健診データのデジタル化代行入力において

ＮＴＴデータがこれを請け負うべく全国的な展開を急速に進めている (京都府においては府医

の一括代行入力システム体制)｡ 仮にこのような業者にレセプト代行入力を依頼するとした場

合, それに要する医療機関側のコストは高額なものとなると予想される｡ 特定健診はある意味

手上げ方式でありレセプトとは全く意味が異なる｡ 特定健診で今判明している１件500円の代

行入力費用であれば300枚のレセプトを提出している医療機関は月15万円という法外な支出が

必要となる｡ 全国に多数あるオンライン化非対応医療機関の代行入力は, それに要する費用を

だれが負担するかが今後の焦点となる｡ 担当の日医の常任理事にお話を伺ったところ, この代

行入力費用を医療機関側が負担するということは日医としてとても容認できるものではないと

のことであった｡

またレセプトオンライン化省令につきもう一点不可解なのは, 上記に基金側が示したスライ

ドの如く, レセプトを電算処理化された提出用のフロッピーディスクとオンラインで提出する

レセプトファイルの中味は全く同じものであるにかかわらず, なぜオンライン提出のみで性急

に義務化したかである｡ 月１回のオンライン提出のための機器購入や回線等のコスト, オンラ

イン化のセキュリティの問題, 回線故障等のリスクを考えればフロッピー提出のほうがはるか

に安価で, ある意味安全なのではないだろうか｡ 基金側さえ容認しているのであるから, 本来

は磁気媒体の提出が基本であり, オンライン提出はオプションとして設定すべきである｡

本協議会の講演内容の詳しい抄録ならびに講演資料は以下日医会員サイトをご参照いただき

たい｡

http://www.med.or.jp/japanese/members/info/sys/2007
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２月13日(水), 日本医師会館において初の廃棄物担当理事連絡協議会が開催され, 日医感染

性廃棄物等に関する検討委員会がまとめた ｢在宅医療廃棄物適正処理ガイドライン｣ を説明す

るとともに, 県医師会の事例報告などをもとに意見交換を行った｡

竹嶋康弘日医副会長は冒頭の挨拶で, 在宅

医療廃棄物が増加傾向にある中, 多くの市町

村が感染リスクを避け家庭から輩出される在

宅医療廃棄物の回収を拒んでいる現状に懸念

を示した｡ 廃棄物処理法では, 在宅医療廃棄

物は一般廃棄物として扱われ, 市町村には処

理する責務があると指摘し, ｢訪問看護師等

などが在宅医療廃棄物を持ち帰るなどという

不自然な現状は改めたい｣ と改善を強く訴え

た｡ 日医では, 各医師会と市町村とが在宅医

療廃棄物の受け入れについて話し合いを持つ

際の検討資料として ｢在宅医療廃棄物の取扱

いガイド｣ を作成し, ３月１日号日本医師会

雑誌の同封印刷物として全会員に配布予定で

あること, 併せて全市町村にも配布する予定

であることを報告した｡

また, 司会の今村 聡日医常任理事は, 在

宅医療廃棄物は市町村に回収の責務があると

いうことが厚労省や環境省からの通知にも明

らかにされているが, 現状としては, 市町村

での回収が進んでいない｡ 各地域にそれぞれ

の事情があるが, 医師会と市町村とが話し合

いを持っている地域ほど回収が進んでいる｡

医療系の廃棄物は危険であるという認識があ

るようだが, 適正な処理をすれば危険は低い

ということをこのガイドによって知ってもら

い, 今後話し合いの場等で大いに活用してほ

しいと述べた｡

また, 電子マニフェストについて触れ, 環

境省がその普及を進めているが, 日医も協力

している｡ ただし, 医療機関が利用するには

処理業者も電子マニフェストを導入しなけれ

ばならないなどの制約があり, 普及を遅らせ

ている現状を報告した｡

電子マニフェストの利用については, 簡便

に帳簿の記載が出来る, あるいは産業廃棄物

管理票 (以下マニフェスト) 交付等状況報告

書の作成が不要であるなど利点が多いが, 多

くの紙マニフェストの利用者には, 帳簿の記

載, マニフェスト交付等状況報告書の作成な

ど煩雑な事務負担を強いられていることとなっ

ている｡

そのため, 日医は環境省に申し入れて, 実

際の帳簿については簡便な方法 (※次頁参照)

により帳簿の記載に代えられることを改めて

報告した｡

各県の報告では東京都医師会や静岡県医師

会の取り組みが報告された｡

静岡県医の事例報告では, マニフェストの

不交付などで処理業者と並んで医療機関も罰

金刑を受けたのを機に, ７つの郡市区医師会

が設立した ｢産廃監視機構｣ の説明が行われ

た｡ 同機構では, 医師会ごとに医師会員が契

約する感染性廃棄物の運搬業者, 中間処理業

者, 最終処理の状況を定期的に監視する｡ そ

の上で, 年間処理実績や電子マニフェストの

導入状況, コスト比較などから収集運搬業者

の安全度を評価し, その結果を会員に公表し

ているなどの取り組みが報告された｡

平成20年度都道府県医師会廃棄物担当理事連絡協議会開催
～初の廃棄物担当理事協議会～
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１. マニフェストを時系列的に整理しておくことで代えられる｡ これを保存する｡

(帳簿の記載項目はマニフェストの記載事項とほぼ同じである)

２. 利用する紙マニフェストに記載のない不足項目については, 契約書写し, または

契約書に添付する処理業者の許可証の写しのどちらかで不足項目に該当する部分の

コピーを添えるなどして, 次の記載項目が速やかに確認できるようにしておく｡ 契

約書の写し, 契約書に添付する許可証の写しが速やかにとりだせる形でも良い｡

(記載項目：処理業者の名称, 所在地, 許可番号, 処分方法など)

３. 帳簿は, 法的に正確には, 特別管理産業廃棄物 (感染性廃棄物等) のみが規定さ

れている｡

４. 毎月末までに, 前月分の記載を終了し, １年ごとに閉鎖し, ５年間保存である｡

なお, 罰則は罰金30万円である｡

５. マニフェストについて, 返送漏れ, 記載漏れ, 期日遅れなどないか, 十分な確認

が必要である｡
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１. 受渡確認票またはデータのダウンロードにより, 帳簿の記載に代えられる｡

２. 電子マニフェストに記載のない不足項目は, あらかじめ入力しておく｡

(不足項目；許可番号, 処分方法など)

あるいは, 手書きマニフェストの利用者の２. によっても良い｡

３. 帳簿は, 法的に正確には, 特別管理産業廃棄物 (感染性廃棄物等) のみが規定さ

れている｡

４. 毎月末までに, 前月分の記載を終了し, １年ごとに閉鎖し, ５年間保存である｡

なお, 罰則は罰金30万円である｡

５. マニフェストについて, 返送漏れ, 記載漏れ, 期日遅れなどないか, 十分な確認

が必要である｡

※帳簿の記載と保存について
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医療機関から排出される廃棄物の中で, 感染性廃棄物等は特別管理産業廃棄物とされマニフェ

ストの交付が義務づけられております｡ 昨今, 適正な廃棄物の処理が取りざたされている風潮

の中, 医療機関においては非常に大きな責務が課せられており, 不当な投棄は絶対にあっては

ならないことは明白です｡ これと比例して医療機関においての廃棄物処理にかかる縛りは年々

厳しさを増しており, 廃棄物の適正な処理・マニフェストの交付に大きな労力を割かなければ

ならない現状は周知の事実です｡

現状では感染性廃棄物に対して紙媒体でマニフェストを交付されている医療機関が大多数を

占め, マニフェストの保管や照合等大きな手間がかけられていることと存じます｡ そこで電子

マニフェストを導入しオンラインでの管理, 交付をすることによって, 事務の煩雑化や罰則対

象となる記載漏れの解消が見込まれ, 医療機関においての労力軽減のツールとして大きなメリッ

トがあると存じます｡ 電子マニフェスト利用のアクセス方法としてはインターネットが利用可

能な環境であれば利用できますので, 今一度会員各位の廃棄物の処理状況を検証いただき, 導

入を視野に入れ検討いただきたく存じます｡
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｢情報共有｣ と ｢情報伝達の効率化｣

１. 事務処理の効率化

(ａ) パソコンや携帯電話の活用でマニフェストの登録・報告が簡単

(ｂ) マニフェストの保存が不要

(ｃ) 廃棄物処理状況を容易に迅速に確認

(ｄ) 集計・加工がＣＳＶデータで可能

２. 法令遵守－データの透明性

(ａ) マニフェスト情報は第三者である情報処理センターがデータを管理保存

(ｂ) マニフェストの修正・取消の情報をシステムで管理

(ｃ) マニフェストの修正・取消は関係者の承認が必要

(ｄ) マニフェストの偽造がしにくい

本誌面では電子マニフェストについて, 全て網羅できておりませんので, 費用等詳細につい

てはインターネットホームページ (日本産業廃棄物処理振興センター TEL：03－5811－8296

http://www.jwnet.or.jp/jwnet) で確認いただくか, 社団法人京都府産業廃棄物処理協会 (TEL 075－

694－3402) にお問い合わせいただき, システムについての理解を深めていただきますよう,

よろしくお願い申し上げます｡

医療廃棄物の処理について 電子マニフェスト導入を
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【この検査の背景(基礎)】

心不全に対する診断感度・特異度の高い血

液生化学検査項目としては, ヒト心房性ナト

リウム利尿ペプチド (Human Atrial Natriuretic

Peptide：HANP) やヒト脳性ナトリウム利尿

ペプチド (Brain Natriuretic Peptide：BNP)

等が知られていますが, 昨年６月にヒト脳性

ナトリウム利尿ペプチド前駆体Ｎ末端フラグ

メント (N- terminal pro Brain Natriuretic

Peptide：NT-proBNP) が新たに保険収載と

なりました｡

心室負荷や心肥大・心筋虚血等の心筋スト

レスが生じると, ヒト脳性ナトリウム利尿ペ

プチド前駆体 (proBNP) が主に心室の心筋

細胞内で生成されます｡ この proBNP は蛋白

分解酵素により, 血管拡張作用やナトリウム

利尿作用等の生理活性を有する BNP と生理

活性のない NT-proBNP に分解されて血中に

放出されます｡ このようにBNPとNT-proBNP

は共通の前駆物質から１：１の割合で生成さ

れますが, 生理活性のない NT-proBNP は受

容体への結合・代謝分解が起こらないため

BNP よりも血中半減期が長くなり (BNP：

約20分, NT-proBNP：約120分) , 血中では

NT-proBNP が BNP の約６倍量多く存在する

ことになります｡

【検査方法と内容】

NT-proBNP は血漿のみならず血清でも測

定可能であり, CPK-MB や心筋トロポニン

Ｔ等の他のバイオマーカーと同一の採血管で

測定出来ます｡ また NT-proBNP は BNP に

比べて検体中での安定性が良好であり, ２～

３日間の冷蔵保存検体でも測定可能です｡ 測

定方法は電気化学発光免疫測定法 (ECLIA)

が用いられ, 5-35,000pg / mL の広範囲で測

定可能です｡ 一方, 従来の BNP は採血時に

種々の因子 (安静状態, 食塩摂取量等) の影

響を受けやすく, 早朝空腹絶飲食時に30分間

の安静臥位にて採血する必要がありました｡

また, 検体中の BNP は血中の酵素によって

分解されやすいため, EDTA 入り採血管に採

血後冷蔵保存にて６時間以内に血漿分離し,

測定時まで凍結保存する必要があり, 更に溶

血検体では BNP の測定値が低下することな

ども知られ, 採血条件や結果解釈が煩雑で

した｡

【臨床データー】

健常人では BNP および NT-proBNP の血

中濃度は極めて低値 ( cut off 値：BNP ≦

18.4pg / mL, NT-proBNP ≦ 125pg / mL) で

すが, 心不全患者ではその重症度に応じてそ

れぞれの血中濃度が上昇します (図１)｡ NT-

proBNP と BNP との相関性は良好であり,

欧米の心不全診断ガイドラインにおいても,

NT-proBNP は BNP と同様に有用な指標とし

て評価されています｡ 特に, NT-proBNP は
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血中半減期が長いため血中濃度の上昇率が高

く, 心不全の早期診断に有用とされています｡

【利用する際の注意点(感度・特異度など)】

BNP および NT-proBNP は最終的に腎臓で

代謝されるため, 腎疾患患者では共にその測

定値に影響が及びますが, NT-proBNP は,

BNP に比べてより高値となる傾向にあり

ます｡

【保険収載内容】

保険収載：平成19年６月１日

保険区分：内分泌学的検査, 準用区分先

Ｄ008 ｢13｣

保険点数：140点

検査目的：心不全の診断または病態把握

※上記目的に検査を行った場合月１回に限り

算定できる｡

※本検査を実施した場合, 診療報酬明細書の

摘要欄にその実施日を記載する｡

※１週間以内に BNP 精密測定, NT-proBNP

精密測定及び HANP 精密測定を併せて実

施した場合は主たるもののみ算定する｡

(京都府立医科大学附属病院臨床検査部：

稲葉 亨, 藤田 直久)

図１：慢性心不全におけるNYHA分類と血中 BNPおよびNT-proBNP 濃度

(｢清野精彦ほか. BIO Clinica 19；517-523,2004｣を改変)
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機会があって, ２月13日(水) の早朝７時20

分から, 雪のちらつく中, (財)京都がん協会

(会長：森 洋一) の婦人検診車のバスに看護

師さん２人と同乗する｡ 女性ドライバーの運転

で約２時間かかって宇治田原町の緑苑坂自治会

館に到着｡ バスの中を暖め, ９時30分過ぎから

予定の15人が変更になって８人を診察, 子宮頸

がん検診 (細胞診) と内診を施行｡ 場所を変え

て, 岩山公民館で10時30分すぎから, 予定の15

人中天候のせいか３人に減って検診を施行｡ 午

前中は, 子宮頸がん検診のみで終了｡ さらに,

場所を移動して, 保健センターに11時30分ころ

到着｡ 昼食は, こちらから依頼していた弁当を,

センターの２階で看護師さん２人と一緒にとる｡

午後の検診がスタートするまで, 現地の担当

保健師さん２人と懇談して現況を尋ねる｡ 宇治

田原町の人口は, 約10,000人, 子宮がん検診は

現在30歳以上・毎年検診, ４月より20歳以上・

隔年検診の予定｡ 毎年220～230名が子宮頸がん

検診を受け, 個別検診が約50名, その他が集団

バス検診とのこと｡ この地域では, バス検診の

期待が大きいと考えさせられた｡ この２月に連

続３日間で約180名が受診予定になっており,

今日は第２日目｡ ２月の検診は寒いとの苦情,

しかし, 京都がん協会との日程調整でそうなる

とのこと｡ 来年度のこの４月から, 妊婦健診の

公費負担の無料券が５回に拡大され, その中の

初回の健診項目の中に子宮頸がん検診 (細胞診)

が追加されており, 京都市は今までどおりの予

定だが, 府内市町村は未決定で, 受診者数 (数

字上) の減少を心配している旨を話し合う｡ 今

後, この妊婦の子宮頸がん受診者数を, 受診率

との関係でどのように把握するかが問題となる｡

しかし, 町での出生数は年に70～80人とのこと｡

実際, 町にはがん検診を受診する産婦人科医療

機関がなく, 町外の周辺の診療所・病院に出か

けている状況｡ いずれにせよ, こちらから子宮

がん検診の受診率を上げる工夫をお願いする｡

ちなみに, 京都府医師会が纏めた平成18年度の

子宮頸がん受診者数は京都府全体で48,652人,

単年度による従来の受診率は6.4％と減少して

いる｡ 受診者のうち, バス検診は8,749人となっ

ている｡ 宇治田原町は, 対象人口2,134人中,

受診者は225人 (個別検診72人, バス検診153人),

受診率は10.5％となっている｡

午後の検診は, 少し早めに12時50分からスター

ト｡ 予定の40人より増えて, 53人が受診し15時

20分ころまでかかった｡ 午後はマンモグラフィー

とセット検診になっていた｡ 結果的に, 全体で

70人受診予定が64人となった｡ 内訳を見ると,

30歳代が11人, 40歳代が16人, 50歳代が18人,

60歳代が14人, 70歳代が５人を占めた｡ １人だ

け, 40歳代で子宮頸がん術後が混じっていた｡

今後の問題と考える｡ 後日に聞いた今年度の３

日間のバス検診の受診者総数は, 173人に上っ

た｡ 現地へ出務した医師は, 現場の医療従事者

と話し合う機会を持ち, 今後の受診率の向上・

啓発に生かしてほしいと思った｡

雪の止んだ宇治田原町を15時55分に出発して,

一路協会に向けて帰路についた｡
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宇治田原町保健センターの前で
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先日, 日本臨床外科学会に出席したときのこ

と｡ 研究室の後輩のＮ君と久しぶりにばったり

出会った｡ こんなことも学会出席のいいところ

である｡

Ｎ ｢先生, 何の本を持っているんですか？｣

Ｍ ｢ああこれ？ 逢坂 剛の小説｡ 僕のお気に入

りの作家なんや｡ 今日の特別講演にこの逢坂

剛先生が来ると知って興奮して, 今聴いてき

たところ｡ 今回は学会で勉強するモチベーショ

ンが200％になったよ｣

Ｎ ｢何ですかそれ？｣

Ｍ ｢一番メインの大ホールで人はパラパラとし

か入ってなかったけど, 前から５列目, 演壇

のちょうどまん前に陣取って聞いたんやけど,

終わってから舞台の袖まで追いかけて, ちゃっ

かり著書にサインをもらってね, それがこの

本｡ ぜんぜん嫌な顔せんと握手もしてもらえ

たし, 最高やったな｡ いい人やったわ｣

Ｎ ｢向こうはいい迷惑だったかもしれませんよ｣

Ｍ ｢まあそれは置いといて｡ 僕はこういった冒

険小説やミステリー中心に読んでいるけど,

その醍醐味は何といっても読み終わった後に

カタルシスを与えてくれることやね｡ ところ

でカタルシスって何のことか知ってるかい？｣

Ｎ ｢さあ聞いたことないですね｣

Ｍ ｢そうか？ カタルシスっていうのはね, 古

代ギリシャの医学で使われていた言葉で元々

は 『病的な体液を体外へ排出すること』 とい

う意味なんや｡ つまり浄化されるわけやね｡

この場合は気持ち, 精神がね｡ すっきりした

といった意味合いかな｡ これは医療行為にも

相通じることがあるよね｡ 難しい手術を乗り

越えて患者さんがよくなって帰る姿を見る時

はもちろんやけど, いろいろ手を尽くしても

結局亡くなられる方もおられるわけやけどそ

んな時でも家族の方が一言 『ありがとうござ

いました』 と言ってくださったときには疲れ

も吹っ飛びカタルシスを感じるんや｣

Ｎ ｢そうですね｡ すべての行為には何らかの報

酬が必要ですよね｡ それが感謝のありがとう

の一言でも｡ それによってささくれ立った気

持ちも癒され次に頑張ろうという気持ちにな

るんですよね｣

といったような会話を交わした｡

昨今の医療ニュースで様々な訴訟問題を見て

いると, 人の命は大切であるがそれが有限であ

ることを人は忘れているのではないかという気

がする｡ 一生懸命治療を行っても治療の結果が

満足できないものであれば訴えられるのである｡

不都合なことはすべて誰かのせいにしたくなる

のであろう｡ この風潮が蔓延すると医療はぎす

ぎすしたものになっていく｡ カタルシスが得ら

れにくい世の中である｡

私はナンシー・ウッドの ｢今日は死ぬのにもっ

てこいの日｣ という本を疲れたときに折に触れ

て読み返し, 元気をもらっているが, これを読

むとアメリカネイティヴインディアンの生き方

がよく分かる｡ 自然とともに生き, 自然ととも

に死ぬ｡ 古来当たり前に行われていた ｢あるが

ままに｣ ｢しょうがない｣ という事が自然な言

葉で表されている｡ しかしこのことは現代の世

の中では大変難しいことになっている｡ 食べら

れなくても胃瘻をつけられ, 呼吸が弱くなって

も人工呼吸器がつけられ, 人はなかなか死ねな

くなっている｡ また, 自分の意志とは関係なく

生かされることもある｡ だから自分の ｢死に方｣

について日頃からよく考えておく必要があると

思っている｡

人生の後半に足を踏み入れている今, 自分が

死ぬときに ｢カタルシス｣ を感じることができ

るような, そんな人生の最後が迎えられるかが

今の最大の関心事のひとつである｡

カタルシス
宇治武田病院 副院長 (外科) 門田 一宣
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相楽医師会は京都府最南端の山城南圏域

(旧相楽郡) を基盤にしている｡ 昨年３月12

日の木津町, 山城町, 加茂町の合併による木

津川市誕生で, この圏域の行政は木津川市と

相楽郡３町 (精華町, 和束町, 笠置町), １

村 (南山城村) となった｡

相楽医師会は, 昨年11月１日に設立60周年

を迎えたが, 相楽医師会の前身の相楽郡医事

研究会から125周年, 社団法人相楽医師会と

なって５周年の記念の年でもあった｡

相楽医師会の運営方針は ｢住民と共に歩む

医師会, 会員に役立つ医師会｣ である｡ この

ままでは地域医療の崩壊が進むとの危機感か

ら, 草の根運動である住民の健康づくり活動

を積極的に実施している｡ ひとつは市民公開

フォーラム ｢きょうと健やか21 in 相楽｣ の

開催である｡ 平成19年度は５月12日に ｢認知

症の介護｣ (笠置町産業振興会館), ６月23日

に ｢よくある腰と膝の痛みについて｣ (木津

川市中央交流会館いずみホール), 10月20日

に ｢こどもの病気～最近話題

の感染症と予防接種～｣ (木

津川市アスピアやましろ) を

開催した｡ 今や ｢きょうと健

やか21 in 相楽｣ といえば相

楽医師会のフォーラムとして

住民の間で定着している｡ 第

15回フォーラムは来る５月17

日(土) に精華町私のしごと

館で ｢乳がん はやくみつけ

て 上手になおそう－乳がん

の早期発見と治療の進歩－｣

を開催することになっている｡

継続は力なりを信じて年３回

の市民フォーラムの開催を続

けていく方針である｡

もうひとつは平成16年から発行している健

康情報誌 ｢相楽医師会だより｣ である｡ 年に

４回発行しているが, 第16号はメタボリック

症候群特集で特定健診のことを話題に今月発

行する｡ この情報誌は主な民間新聞６誌の折

り込み広告として住民に届けているほか, 会

員医療機関の待合室や行政窓口にも設置して

住民との対話に活用している｡

また京都新聞山城地域版の健康情報コーナー

を綴喜医師会と協力して担当している｡ 会員

がそれぞれの専門分野の健康情報を輪番で執

筆していて, すでに４年目になっている｡

この他にも, 行政や老人クラブで開催され

る健康教室の講師を積極的に引き受けて住民

との対話を大切にしている｡ 府内医師会で最

も早くホームページを立ち上げたのも住民と

共に歩む医師会を目指してのことである｡ ホー

ムページの更新作業は労を要するものである

が, 今では地区医師会事務所の重要な仕事の

ひとつとなっている｡ このホームページには

｢相楽医師会だより｣ や ｢京都新聞健康情報

コーナー｣ の相楽医師会担当分も掲載してい

るので是非訪れてほしいものである｡

全国的な医療崩壊の嵐は当地域の地域医療

にも影を落としている｡ 基幹病院医師の確保

相楽医師会

会 長 飯田 泰啓

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｣
平成19年６月23日 木津川市中央交流会館いずみホール
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は容易ではない｡ このような中で当地区の地

域災害拠点病院から整形外科医師が去り外傷

性救急患者の受け入れが中止される事態に至っ

ている｡

病診連携, 診診連携, 病病連携の強化が地

域医療崩壊のひとつの解決方法と考えている｡

病診連携を強化するために, 通常の学術講演

会だけでなく, 勤務医と開業医が協力して紹

介症例検討会を兼ねての消化器カンファレン

スや循環器カンファレンスを開催している｡

また病診連携の問題事項を解決するために病

院医師と開業医師, コメディカルスタッフを

交えての病診連携会議も定期的に開催して

いる｡

現在, 勤務医の過重労働を軽減し地域医療

が円滑に進むように地方行政の理解・協力を

得て, 病院医師は病院でなければできない診

療に専念することが出来るように摸索してい

る｡ 京都府は当地域で118病床の増床を計画

している｡ 当地域の地域医療や救急医療体制

の充実に役立つような増床であることを期待

している｡

����������	
��
���������

｢前立腺癌診療ガイドライン2006年版｣

金原出版株式会社 4,000円

本書は日本癌治療学会, 日本放射線腫瘍学会の協力を得て

日本泌尿器科学会が編集したＣＤ－ＲＯＭ付きのガイドライ

ンです｡

構成は疫学, 診断, 治療総論, 外科治療, 放射線療法, 薬

物療法, 待機療法, 緩和医療の８章から成り, ＥＢＭに基づ

く知見を集積・分析し, その結果をＱ＆Ａ形式で執筆, 回答

には推奨グレードＡ. ｢行うよう強く勧められる｣, Ｂ. ｢行う

よう勧められる｣, Ｃ. ｢行うよう勧められるだけの根拠が明

確でない｣, Ｄ. ｢行わないよう勧められる｣ が付されてい

ます｡

たとえば, ｢前立腺多箇所生検が勧められるか？ 何箇所採取すべきか？｣ の質問に対し,

｢推奨グレードＡ 標準的な６箇所生検にＰＺ外側を含む領域を加え, 計10箇所以上の生検が望

ましい｡｣, ｢限局性前立腺癌に対する前立腺全摘除術は最も根治の可能性が高く, 長期予後が

期待できる治療法である｡｣ の質問に対し, ｢推奨グレードＢ 完全に切除できれば, 根治でき

る可能性を最も秘めた治療法である｡ また完全切除できなくとも前立腺摘除術後に放射線治療

あるいは内分泌療法を追加でき予後が最も期待できる治療の一つである｡｣ などとまず簡潔明

瞭に回答, その後それぞれの背景・目的, 解説, 参考文献が示されています｡

前立腺癌は, 2020年には日本の男性癌の中で, 罹患患者数が肺癌に次いで２番目になると予

測されており, 日々の診療において今後ますますエビデンスレベルの高い見解が要望されます｡

本書は泌尿器科悪性腫瘍領域では最初のガイドラインですが, 大変参考になる内容で, 心強

い推奨グレードＡの一冊と思われます｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 青木 正)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全情報について, 最新情報を

掲載いたします｡

詳細をご希望の先生には, 資料のコピーをお送りいたしますので, 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｢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】

｢塩酸プラミペキソール水和物｣ ｢塩酸ロピニロール｣ ｢シクロホスファミド(経口剤)(注射

剤)｣ ｢塩酸タリペキソール｣ ｢ニコランジル(経口剤)｣ ｢塩酸モキシフロキサシン(経口剤)｣

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:

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

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

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

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

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

44号 気管支ぜん息

45号 脳卒中にならないために

46号 成人麻疹

47号 一酸化炭素中毒

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

47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

な方は府医総務課 (�315－5273) までご連絡ください｡
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平成19年12月 医療界を巡る動き
京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

12. ５ 国民医療を守る決起大会 (国民医療推進協議
会主催) に出席－200人を超える国会議員が参
加し, ｢プラス改定｣ のために共闘することを
確認

12. ８ 宮津市で糖尿病対策推進講習会を開催

12. ８ 福知山医師会との懇談会を開催

12. ２ 日医が ｢小児救急｣ ｢療養病床削減｣ ｢産業医
の役割｣ をテーマとした新ＣＭを放映開始

12. ２ 伯井俊明前日医常任理事が次期大阪府医会長
選挙に出馬を表明

12. ２ 中国江蘇省の衛生当局が, 同省の男性が高病
原性鳥インフルエンザウイルス (Ｈ５Ｎ１型)
に感染して死亡したと発表－人人感染の証拠は
否定

12. ４ 自民党の社会保障制度調査会医療委員会と厚
生労働部会が2008年度診療報酬改定での ｢プラ
ス改定｣ を決議

12. ４ リタリン処方に登録医制を導入－2008年１月
から

12. ４ 厚労省が, 観測史上最も早くインフルエンザ
の流行シーズンに入ったと発表

12. ５ 中医協・診療報酬基本問題小委員会が ｢後発
医薬品の使用促進のための環境整備の骨子案｣
を了承

12. ７ 中医協・診療報酬基本問題小委員会が ｢寝た
きり老人訪問指導料｣ と ｢薬剤情報提供料の老
人加算｣ の廃止を了承

12. ７ 厚労省 ｢救急医療の今後のあり方に関する検
討会｣ 初会合

12. ８ 厚労省が, ｢救急患者受け入れコーディネー
ター｣ の配置を都道府県に求める方針を決定－
2008年度予算で追加要求

12. １ 食パンや菓子類, ガソリンなど, 生活に身近
な商品の値上げが開始

12. ２ オーストラリア総選挙で11年ぶりに政権を奪
還した労働党のケビン・ラッド首相率いる新内
閣が発足

12. ３ 大阪府知事太田房江が ｢カネの問題｣ で３選
出馬を断念

12. ４ 政府が ｢2008年度予算編成の基本方針｣ を閣
議決定

12. ６ 高知県知事の橋本大二郎が任期満了に伴い４
期16年の公務を終え退任
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※ ｢京都府医師会・会務｣：定例理事会, 常任委員会等は省略

京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

12. 11 基金・国保審査委員会連絡会を開催

12. 12 上京東部医師会・西陣医師会との懇談会を開催

12. 13 都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
に出席

12. 17 京大医師会との懇談会を開催

12. 20 第２回医療法人制度改正説明会を開催

12. 22 府内市町村国保運営協議会委員連絡会を開催

12. 23 北海道医師会・札幌医師会との懇談会を開催

12. 24 第２回都道府県医師会特定健診・特定保健指
導担当理事連絡協議会に出席

12. 12 中医協・診療報酬基本問題小委員会がコンタ
クトレンズ検査料の施設基準等の厳格化を了承

12. 14 健保連が政管健保への国庫負担削減のため政
府・与党から要請されていた750億円の協力金
支出を了承

12. 14 大阪大が世界初となる心臓病の再生医療に成功

12. 17 政府・与党が2008年度診療報酬改定の本体部
分を0.38％引き上げることで合意－薬価・材料
改定含む医療費全体では0.82％減で４回連続の
マイナス改定

12. 17 厚労省が ｢2005年都道府県別生命表｣ を発表－
寿命トップは男性が長野, 女性は沖縄

12. 18 政府が ｢社会保障に関する国民会議｣ の設置
を決定

12. 20 近医連が ｢診療行為に関連した死亡の死因究
明等の在り方に関する試案 (第２次試案)｣ に
ついて再考を求める要望書を舛添厚労相等に提
出－日医に対しては意見書

12. 21 厚労省が2006年 ｢医師・歯科医師・薬剤師調
査｣ を発表－産婦人科医が１万人を割る

12. 26 日医が政府の規制改革会議がまとめた第２次
答申に対する見解を公表－混合診療解禁にあら
ためて反対

12. 28 政府が規制改革会議の第２次答申を閣議決定
12. 28 厚労省が政府の規制改革会議がまとめた第２

次答申に対する見解を発表－混合診療禁止は
｢法的根拠あり｣ と反論

12. 12 2007年の今年の漢字に ｢偽｣ が選ばれ, 清水
寺で発表

12. 14 長崎県佐世保市内のスポーツクラブで, 男女
８人が散弾銃で撃たれ, 女性インストラクター
と男性見学者が死亡, 他６人が重軽傷－逃走し
た被疑者は自殺

12. 17 年金記録問題について, 福田首相が, ｢最後
の１人までチェックして年金を支払う｣ との政
府公約を撤回し, 陳謝する方針を表明

12. 19 任期満了に伴い大阪市長の關淳一が２期４年
の公務を終え退任し, 平松邦夫が市長に就任

12. 19 盧武鉉の任期満了に伴う大韓民国大統領選挙
の投開票が行われ, 最大野党であるハンナラ党
から出馬した李明博が他の候補に大差をつけ,
当選

12. 20 政府が来年10月に国土交通省の外局として
｢観光庁｣ を新設する方針を決定

12. 24 政府は, 福田政権として初めての編成となる
2008年度予算案を閣議決定

12. 27 パキスタンでブット元首相暗殺
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京医発第767号

平成20年２月16日

京都府医師会会員 各位

京都府医師会代議員会

議長 佐藤 文彦

日本医師会代議員・予備代議員選挙における当選人について (告示)

標記選挙については, いずれも定数を超えなかったため, 京都府医師会における日本医師会

代議員・予備代議員選挙規定第14条に基づき, 投票を行わず, 当選人と定め, ２月16日開催の

京都府医師会第176回臨時代議員会において承認を得るとともに, 同規定第15条により告示しま

す｡ なお, 次期府医会長の森 洋一氏は同選挙規定第７条により無投票当選となります｡

記

【代議員当選人】

森 洋一 上原 春男 安達 秀樹 久山 元

中野 昌彦 北川 靖 佐藤 文彦

【予備代議員当選人】

西村 秀夫 東 義人 藤井 純司 橋本 京三

松井 道宣 福州 修 依田 純三

京医発第781号

平成20年２月16日

京都府医師会選挙人 各位

京都府医師会長

森 洋一

京都府医師会選挙管理委員・予備選挙管理委員について (公示)

任期満了に伴う新しい標記委員については, 府医選挙規定第10条第２項に基づき, 地区医師

会より定数分の候補者の推薦を受け, 府医第176回臨時代議員会で承認を得るとともに, 予備選

挙管理委員の順位を抽選した結果, 次のとおり選出されましたので公示します｡

なお, 任期は平成20年４月１日より平成22年３月31日までです｡

記

選挙管理委員 予備選挙管理委員

中村 政弥 (上京東部) １ 松繁 洋 (下京西部)

山本 正人 (中京西部) ２ 稲田 安昭 (乙 訓)

山内 英子 (西 京) ３ 八田 一郎 (左 京)

若泉 悟 (伏 見) ４ 佐々木輝雄 (山 科)

宮地 吉弘 (北 丹) ５ 大久保茂樹 (綾 部)
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平成20年３月１日

京都府医師会員 各位

京都府医師会第93回定時総会の開催について (告示)

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

ようお知らせします｡

記

と き ３月29日(土) 午後５時 (予定)

ところ 京都府医師会館

次 第 １ 開 会

２ 報 告

(１) 庶務及び会計について

(２) 事業について

(３) 代議員会における決議事項について

(４) その他

３ 協 議

４ 閉 会

京都府医師会第177回定時代議員会の開催について

と き ３月29日(土) 午後２時30分

ところ 京都府医師会館

お詫びと訂正

2008年２月15日付け京都医報第1879号掲載の18ページ ｢府医監事・裁定委員選挙における候補者に
ついて(告示)｣ につきまして誤りがございましたので, 下記のとおり訂正し, お詫び申し上げます｡

記
(誤) 裁定委員候補者 永原 宏道 (西陣)

↓
(正) 裁定委員候補者 永原 宏道 ( 北 )
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医療法の一部改正に伴う, 医療法人の定款または寄附行為の変更認可申請につきましては, 変更

認可の申請期限 (平成20年３月31日) が迫っておりますので, 業務ご多忙とは思いますが, 定款ま

たは寄附行為の変更認可申請を行っていただきますよう, よろしくお願いいたします｡

なお, 不明な点がありましたら, 下記の問い合わせ先までご連絡願います｡

＜提出先および問い合わせ先＞

■法人事務所が京都市内にある場合：京都府保健福祉部 医療室 医務・看護担当

電話 075－414－6190

■法人事務所が京都市外にある場合：所轄の保健所企画調整室

医療法人の定款または寄附行為の変更承認申請について
(お知らせ)

ご存じのとおり, 医療機関で取り扱う患者に関するカルテ・処方箋等につきましては患者の個人

情報に該当するため, 第三者へ提供する際には患者本人の同意が必要となります｡ その一方で, 処

方箋等は薬局へ情報を提供する必要があるため, 個人情報の利用目的を周知している場合, 受診の

段階で必然的に同意が得られていると取ることも可能です｡ しかしながら, 患者の便宜を図るため

に患者の指定する調剤薬局にＦＡＸにて院外処方箋を仮送付する際, 番号を間違えて送付した場合

は第三者へ個人情報が流出してしまうことになり, 個人情報保護法や刑法 (医師の守秘義務) に抵

触することになります｡

会員の皆様には十分に把握していただいていると存じますが, 特に患者の個人情報をＦＡＸ等で

やりとりされる際には送付先番号等に誤りがないようご留意ください｡

個人情報の取り扱いについて (注意喚起)

府医では, ｢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｡
登録方法は下記のとおりですが, 基本的には, 府医事務局までＭＬ登録の旨ご連絡いただき, 登録が完

了しますと ｢Welcome to kyoto -med mailing list｣ という件名で登録完了をお知らせするメールが送信さ
れます｡ その後, 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自動的にメールが送られることになります｡ 詳細は, 下記をご参照くだ
さい｡

【登録方法】

��������	
���������

●①地区医師会名 ②医療機関名 ③氏名 ④メールアドレスを記載の上, ＦＡＸまたはＥメールで府医事
務局総務課まで送信してください｡
＜宛 先＞ ＦＡＸ：075－314－5042 メール：kma26@kyoto.med.or.jp

●お申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登録し, 確認メール (件名：
｢Welcome to kyoto-med mailing list｣) にて, 順次, 直接通知いたします｡
●『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-kiyaku.pdf

●『京都府医師会・会員メーリングリスト運用ガイドライン』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-unyougaido.pdf

京都府医師会・会員メーリングリストにご登録ください
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平成19年４月に結核予防法が廃止され, 感染症法へ統合されましたが, 結核対策の重要性は

変わりません｡ 府医では引き続き, 結核の早期発見・早期治療に向けた対策の強化を図ること

を目的に, 本年度も京都市の委託を受けて下記のとおり研修会を開催いたします｡

会員各位多数のご参加をお待ちしております｡

記

と き ３月13日(木) 午後２時～４時
ところ 京都府医師会館 (中京区壬生東高田町１－９)

講 演 ｢京都市の結核の現状｣

｢改正感染症法下における結核対策｣
京都市保健福祉局保健衛生推進室地域医療課 藤井 逸人 担当課長

｢結核の診断と治療～早期発見・早期治療のために～｣
独立行政法人国立病院機構 南京都病院 院長 倉澤 卓也 先生

主 催 京都市, 京都府医師会

��������	
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と き ３月22日(土) 午後４時30分
ところ 京都全日空ホテル (堀川通二条城前 TEL 231－1155)

午後４時30分～ 勤務医部会総会ならびに勤務医部会学術奨励賞授与式

午後５時～ 文化講演

『信は力なり』
伏見工業高校ラグビー部総監督 山口 良治氏

午後６時～ 懇親会

｢夢を描け！ 本気で求めるところに努力が生まれる｡ 努力は決して自分を裏切

らない｣ これまでＮＨＫ ｢プロジェクトＸ｣ で紹介され, また映画やドラマ

｢スクールウォーズ｣ のモデルにもなった山口先生の熱血人生のご経験を直接

語っていただきます｡ 奮ってご参加いただきたくご案内いたします｡

主 催 京都府医師会勤務医部会

会 費 不 要

※京都府医師会にご加入いただいていない勤務医 (研修医) の先生方も是非お誘い

合わせの上, ご出席ください｡ ご出席の方は, すでに会員宛ご案内しました往復

はがきの返信用ハガキでご連絡いただくか, 京都府医師会事務局勤務医部会担当

までご連絡ください｡

※連絡先：TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042

��������� !"�#�$�%&'
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【報 告】

１. 第16回府医選挙管理委員会の状況

２. 自賠責研修会の状況

３. 第13回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

４. 第16回社会保険研究委員会の状況

５. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

６. 京都府社会福祉審議会児童福祉専門分

科会の状況

７. １月地域医療担当部会の状況

８. ｢子ども・子育ていきいきフェア｣ の

状況

９. 第26回都道府県対抗女子駅伝競走大会

の状況

10. 第９回産業医部会正副幹事長会の状況

11. 第10回肺がん対策委員会の状況

12. 第11回学校保健委員会の状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 第９回京都医学会小委員会の状況

15. 看護専門学校３年課程入学試験の結果

16. 京都府救急医療情報システム運営懇談

会の状況

【議 事】

17. 会員の入会・異動８件を可決

18. 常任委員会の開催を可決

19. 常任委員会の合同懇親会の開催を可決

20. 第14回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

21. 医政懇談会の後援を可決

22. 平成20年度診療報酬改定への対応を

可決

23. 京都府ぜん息対策事業委託契約の締結

を可決

24. 平成19年度母子保健講習会への出席を

可決

25. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

26. 近医連産業保健担当理事連絡協議会へ

の出席を可決

27. 平成19年度産業医部会総会の開催を

可決

28. 第10回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

29. (社)京都府介護支援専門員会・府民公

開講座への後援を可決

30. 平成19年度学校医講習会への出席を

可決

31. 平成19年度京都府眼科学校医研修会の

共催を可決

32. ｢耳の日｣ 行事の共催実施を可決

33. 府医学術講演会の開催を可決

34. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

35. うつ病に関するアンケートへの後援名

義貸与を可決

36. 平成19年度都道府県医師会情報システ

ム担当理事連絡協議会への出席を可決

37. 産経新聞社からのアンケート協力を

可決

38. 平成19年度都道府県医師会事務局長連

絡会への出席を可決

第38回定例理事会 (１.17)
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. 第８回地区庶務担当理事連絡協議会の状況

４. 基金合審の状況

５. 国保合審の状況

６. 新規指定前講習会の状況

７. 第46回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の状況

８. 第19回救急委員会の状況

９. 麻疹対策準備調整会議の状況

10. 産業医研修会の状況

11. 第10回産業保健委員会の状況

12. 第11回子宮がん検診委員会の状況

13. 平成19年度母体保護法指定医師必須研

修会の状況

14. 第３回京都府地域リハビリテーション

連携推進会議の状況

15. 第16回基本健康診査委員会の状況

16. 地区 (京都市以外) 基本健康診査担当

理事連絡協議会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 看護専門学校２年課程一般入学試験の

結果

19. 平成19年度第３回都道府県医師会長協

議会の状況

20. 日医定款・諸規定検討委員会の状況

21. 平成19年度第９回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

22. 会員の入会・異動・退会６件を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 事務職員の退職並びに退職給与金の支

給を可決

25. 医師会パート事務職員の退職を可決

26. 嘱託職員の採用を可決

27. 第９回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

28. 若年者心疾患対策協議会役員の推薦を

可決

29. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

30. 感染症発生動向調査定点医療機関の推

薦を可決

31. かかりつけ医認知症対応力向上研修配

付資料の印刷を可決

32. 京都府糖尿病対策推進講習会－コメディ

カルのための療養指導－の開催を可決

33. 府民公開講座 ｢漢方薬とメタボリック

シンドローム｣ の後援を可決

34. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

35. 融資斡旋を可決

36. 府医学術講演会の開催を可決

37. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決

38. 京都府医師会勤務医部会学術奨励賞選

考委員会の開催を可決

39. 看護専門学校平成20年３月卒業者の

｢卒業論文集｣ 作成を可決

第39回定例理事会 (１.24)
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～ ３月度請求書 (２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｡




