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今宮神社とやすらい祭
平安京造営以来たびたび襲う疫病に人々は恐怖におののき,

これを鎮めるため神泉苑, 祇園社など各地でたびたび御霊会が
行われた｡ 正暦５年 (994) 以前からあった疫神社の疫神を, 二
基の神輿に斎

いわ

いこめ, 船岡山に安置し御霊会を修した｡ 紫野御
霊会の始まりである｡ 長保３年 (1001) 疫神社の地に奉遷, 新た
に造られた神殿三宇ともども今宮社と名付けられた｡ 今宮神社
の摂社にさきほどの疫神社がある｡ その祭礼が ｢やすらい祭｣｡
桜の花の飛び散るころ活動する疫病神を鎮めるため行われた朝
廷の鎮花祭と, 御霊会が結びついて民衆の中から生まれた祭り｡
鎮花祭の儀式に擬して人びとが風流を凝らして歌舞することに
より, 疫神を浮かれさせ除疫をする｡ ｢百錬抄｣ に久寿元年(1154)
祭りがあまりに華美に過ぎるというので勅令により禁止された
という｡ しかし今にその伝統は生きている｡ 京都三大奇祭の一｡
毎年４月第２日曜日に行われる｡

写真：社前でのやすらい踊りの奉納
奥沢 康正 (西京)

＜お知らせ＞

・３期・４期の麻しん風しん予防接種予診票
・『肝炎インターフェロン治療医療機関指定申請
書』の取得方法
・公立学校の学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師
の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改
正する政令等の施行
・府医生涯教育セミナー
・指導医のための教育ワークショップ

＜付 録＞

●学術講演会のお知らせ

●保険だより

●京都市 (乙訓２市１町)

病院群輪番編成表

●保険医療部通信
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解

説

診療関連死にかかわる死因究明制度の創設

に向けて厚生労働省が第三次試案を示した｡

この制度の創設は, 日常の診療行為の中で起

こりうる予期せぬ死亡事例が, 現在の医師法

第21条によって刑事訴追される可能性がある

ことから, このような事態を是正することを

目的としており, その手段として警察ではな

い中立的な第三者機関 ｢医療安全調査委員会

(仮称)｣ に届出を行い, そこで死因の究明を

行うこととするものである｡ 日本医師会はこ

の制度の創設によって, 誤った刑事訴追を防

止でき, 結果として委縮医療からの開放を図

る第一歩であるとともに, 外科・産科等から

の医師の撤退に歯止めがかけられるとの考え

から, この第三次試案を支持し, 都道府県医

師会に対して理解を求めている｡

第三次試案は京都医報５月１日号に掲載し

ているのでご参照いただきたい｡ 本稿では,

第三次試案の問題点ならびに京都府医師会の

考えについて解説をしたい｡

――・――・――・――・――・――・――

第三次試案では, ｢医療の安全を向上させ

るためには, 医療事故による死亡 (以下 ｢医

療死亡事故｣ という｡) が発生した際に, 解

剖や診療経過の評価を通じて事故の原因を究

明し, 再発防止に役立てていく仕組みが必要

である｡｣ そして ｢医療の安全の確保という

観点から, 医療死亡事故について, 分析・評

価を専門的に行う機関を設ける必要がある｡｣

としている｡

京都府医師会は, 不幸にも診療行為に関連

した予期しない死亡 (以下 ｢診療関連死｣)

の再発防止とそのための原因究明を行う組織

｢医療安全調査委員会(仮称)｣ の創設には,

賛成である｡ 私たち医師は患者と共同して病

気に対して真剣に取り組んでいる｡ その過程

で, 予期せぬ結果を生じたものについては,

その原因を究明し, 再発防止に努めるという

プロセスを繰り返しながら医療は進歩してき

た｡ こうして得られた進歩は今後も当然継続

されるものであるが, そのための制度が創設

されることは医療の信頼度を高めることに貢

献するとともに国民の期待に応えるもので

ある｡

｢医療の安全の確保に向けた医療事故によ

る死亡の原因究明・再発防止のあり方に関す

る試案｣ は, 今回の第三次試案に至るまで,

医療安全調査委員会 (以下, 調査委員会) の

性格を ｢医療関係者の責任追及を目的とした

ものではない｡｣ としているが, 多くの点で,

法的責任を追及するための制度の側面がある｡

新しい制度が責任追及へ偏重していくと, 医

療は萎縮し, その進歩を妨げられることにな

る｡ 制度の創設については, 十分慎重に検討

されなければならない｡

｢調査チームのメンバーは臨床医を中心と

して構成し, 具体的には, 診療行為に関連し

た死亡の調査分析モデル事業の解剖担当医２

名, 臨床医５～６名, 法律家やその他の有識

者１～２名という構成を参考にする｡｣ とし

ているが, われわれは, 調査委員会は医療の

１. 委員会の構成について

�������� �� ��

『厚生労働省第三次試案』 について
～日医への提言～

���� ����
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説 専門家のみで構成されなければならないと考

えている｡ 原因究明は, 医学の進歩のための

ものであり, 事実を専門的に評価することに

よってのみ正確な結論が得られる｡ 法律家や

患者を代表する立場の者など医学的専門知識

を持たない者は, 原因究明よりむしろ責任追

及につなげる可能性が極めて高い｡

調査委員会の調査結果は民事や刑事責任追

及に使用できると明示されている｡ 調査委員

会からの通知は ｢告発｣ ではなく, 調査委員

会で適正な調査・報告が行われれば, 司法は

委員会の判断を尊重し, 対応することになる

と記されているが, これはあくまで期待であ

り, この委員会が ｢責任追及委員会｣ の役割

を果たす可能性を否定できるものではない｡

第三次試案では, ｢委員会の目的は, 医療

死亡事故の原因究明・再発防止を行い, 医療

の安全を確保することであり, 関係者の責任

追及を目的としたものではない｡｣ としてい

るが, 日本医師会は刑事訴追からの不安を取

り除くためと明言している｡ 異なる複数の目

的が存在することによって, この制度には多

くの矛盾が生じている｡

診療関連死に関する理不尽な刑事訴追は,

今後はもちろん, 過去においてもあってはな

らないことであった｡ そのあってはならない

ことが起こった最大の原因は, 平成６年に日

本法医学会が作成した異状死ガイドラインで,

医師法第21条に基づき届出るべき異状死に

｢診療行為に関連した予期しない死亡, 及び

その疑いのあるもの｣ を含めるとされたこと

である｡ このガイドラインを受けて, 平成12

年, 厚生省 (当時) は国立病院部政策医療課

の ｢リスクマネージメントマニュアル作成指

針｣ において ｢医療過誤によって死亡または

障害が発生した場合または, その疑いがある

場合には, 施設長は速やかに所轄警察署に届

出を行う｡｣ とし, 法医学会のガイドライン

を厚生省 (当時) の指示としてしまったので

ある｡ そもそも医師法第21条は, 人間の死亡

を最終的に診断する医師に対し, 疫病・飢饉・

殺人等を示唆する ｢異状｣ がある死体を見つ

けた場合は, 届出る義務を課したものであり,

診療関連死を対象にしたものではなかった｡

それが, 一学会の解釈によって今日の問題が

生み出されたのである｡ 問題の発端が厚生労

働省の安易な解釈によることは, 明らかであ

るにもかかわらず, 解釈の是非に関する議論

をしないまま, 別の制度によって刑事訴追を

回避しようとする考え方はいかにも姑息的で

ある｡ 刑事訴追を逃れるための制度は, 国民

から見ても医療に対する不信を増幅させるだ

けであり, 日本医師会としては, 医療の安全,

進歩のために医師法第21条の解釈について国

民を含めて広く議論することが先決であると

考える｡ 刑事訴追を回避するために医師法第

21条を改正するのではなく, 医学の進歩のた

めの改正を議論しなければならない｡

第三次試案では, 黙秘権について初めて言

及された｡ 黙秘権についての議論がなされる

ということこそが, この制度が責任追及を目

的にしていることの証明である｡ 責任追及を

しないのなら, 事実を黙秘する必要はない｡

不幸にして起こった事故の原因究明には, 事

実の開示が絶対に必要である｡ 故意や重大な

過失のある事例その他悪質な事例であると認

められる事例以外については, 免責制度の導

入も検討されるべきであろう｡

故意や明らかな過失による死亡事例は, 死

亡原因が明らかであり, 原因究明と再発防止

２. 捜査機関への通知について

３. 届出と医師法第21条との関係

４. 黙秘権について

５. 調査委員会で扱う案件



2008年(平成20年)５月15日 No.1885 3

解

説を目的とする調査委員会が扱う必要はなく,

従来どおり, 司法の手にゆだねられるべきも

のである｡ 刑事訴追からの回避を第一の目的

としているから, 明らかに違法性のあるもの

まで, 調査委員会で扱おうということになる｡

国民からは, 事故隠し, 犯罪者擁護ととられ

かねない｡

委員会の調査報告書は, ｢捜査機関に対し

て提出しない方針とする｡｣ とあるが, 記載

にもあるとおり, ｢刑事訴訟法に基づく裁判

所の令状｣ によって提出することになるので,

この方針は全く意味がない｡ 調査報告書は公

開されるので, 刑事訴訟等に使用されること

を阻止することはできないが, ゆえに中立性,

専門性が要求されるのである｡

われわれ医療人が理不尽な刑事訴追を恐れ

なければならなくなった現状は, 厚生労働省

の安易な法の解釈がもたらしたものである｡

その結果, 医療現場ではリスクの高い診療科

からの立ち去りによって医師の偏在が起こり,

医療の委縮が起こっている｡ 厚生省 (当時)

の結果責任を問うことなく, しかも厚生労働

省の主導で責任追及のための調査機関を創設

することは認められない｡ 第三次試案では法

務省や警察庁とも調整済みであることが強調

されているが, 医師法第21条が現在のまま継

続し, 刑事訴訟法が改正されない限り, 新し

い制度がそれらに優先されるという根拠は,

法的にはない｡

日本医師会は厚生労働省に対し, まず医師

法第21条の改正を求めるべきである｡ さらに

医師法第21条の改正が適正に行なわれた上で,

医師会として, 診療の過程で不幸にも生じた

予期せぬ死亡または, 障害が発生した症例を

対象に医学と医療安全の発展のための原因究

明と再発防止のためシステムの構築を検討す

る委員会を設置するべきである｡

６. 刑事手続きにおける調査報告書の扱い

� � � �

�� ��	
��������
�� ��	
�������� ���

このたび, 藤田洋一氏 (船井) が保健衛生功労による瑞宝小綬章, 大槻

秧司氏 (亀岡) がへき地保健衛生功労による瑞宝双光章を受章され, 栄え

ある春の叙勲の栄誉に浴されました｡

先生方のご受章を心より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｡
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日本医師会は４月24日(木), ｢厚生労働省第三次試案｣ に関する都道府県医師会担当理事連

絡協議会を開催｡ 唐澤日医会長の挨拶に続き, 木下日医常任理事からこれまでの経緯が報告さ

れるとともに, 今回の第三次試案は厚労省, 法務省, 警察庁との綿密な打ち合わせにより出さ

れたものであって, 今回の試案が ｢最終案｣ となると説明した｡

協議では第三次試案に関するアンケート調査の結果が報告されたほか, 各都道府県医師会か

らは第三次試案に対して賛否両論, さまざまな意見・要望が相次いだ｡

第三次試案に関する事前アンケートでは

｢第三次試案に基づき創設すべき｣ が36医師

会, ｢第三次試案に基づき創設すべきでない｣

が７医師会, ｢その他｣ が４医師会となり,

約８割の医師会が ｢賛成｣ との結果となった｡

ただ, ｢創設すべきではない｣ との回答が前

回調査 (2008／３／６) より増えている (４

医師会→７医師会) だけでなく, ｢創設すべ

き｣ と回答した医師会の中にも ｢全てにおい

て賛成というわけではない｣ という医師会も

あり, 制度創設には理解を示したものの, さ

らに見直すべき点も多く, 今後も十分な議論

が必要との意見も出された｡

今回のアンケートをもとに行われた質疑応

答では, 第三次試案に賛成・反対双方の医師

会からさまざまな意見・要望が相次ぐ中, 課

題が残ったままでの拙速な制度創設に疑問の

声があがり, さらなる慎重な審議を求めて

｢第四次試案｣ を出すべきといった意見まで

出された｡

特に ｢捜査機関への通知｣ については, 委

員会が適切に運営されることで, 捜査機関は

｢謙抑的｣ な対応をとるとされているが, 第

三次試案公表後に ｢厚労省と捜査当局 (法務

省, 警察庁) との間で覚書をかわしたことは

ない｣ といった国会質疑もある中で ｢明文化

されたものはあるのか｡ 確たる保証はあるの

か｣ といった意見が出された｡ これに対し木

下日医常任理事は, 厚労省・法務省・警察庁

の合意の下で今回の試案が出されたことを改

めて強調した｡ 一方で, 制度の早期実現を求

める医師会からは, ｢刑事訴追｣ といった誤っ

た方向性が残ったままでいいのか｡ 医師法第

21条の乱用をさけるためにも制度の早期実現

をとの意見も出された｡

その他, ｢医師法第21条改正の必要性｣

｢『重大な過失』 という文言の曖昧さ｣ ｢検察

審査会との関係｣ ｢委員会の構成メンバー｣

｢解剖医の確保, Ａｉ(死亡時画像病理診断：

Autopsy imaging) の早期導入｣ など, さま
ざまな意見が出された｡

｢厚生労働省第三次試案｣ に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会

���������������������������			
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８割の医師会が ｢賛成｣ も ｢十分
な議論が必要｣

｢総論賛成も各論反対｣ で ｢第四
次試案｣ 求める声
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学校保健委員会 〈 答 申 〉
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＜学校保健委員会委員＞ (敬称略, 順不同, ◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎福田 濶 (左 京) ○長村 吉朗 (東 山) 河村 宏 (綴 喜)
野間 俊二 (綾 部) 星谷 徹 (耳鼻科医会) 宮尾 洋子 (眼科医会)
井土 昇 (整形外科医会) 種田征四郎 (産婦人科医会)
川勝 秀一 (京都市立病院) 上田 忠 (伏見 Ｈ.19.１～)
森 雅彦 (精神科医会 ～Ｈ.19.３) 前田ハル子 (精神科医会 Ｈ.19.４～)
堀井登志美 (府教委 Ｈ.18.９～) 服部 眞弓 (市教委 Ｈ.18.９～)

担当副会長 上原 春男 担当理事 畑 雅之, 柏井 真理子

平成20年３月27日(木), 畑理事立ち会いの

もと, 福田委員長より森会長へ, 学校保健委

員会への会長諮問事項 ｢生活習慣の確立につ

いて｣ に対する答申書が提出された｡

森府医会長に答申を手渡す福田委員長

京都府医師会学校保健委員会は, 平成16年,

当時の油谷会長の諮問事項 ｢学校における健

康教育のありかた｣ への答申内容を総論と位

置づけ, 連続性を保って今回の森会長の諮問

事項 ｢児童・生徒の生活習慣の確立｣ につい

て, 生活習慣とは何か？ 日本人の子どもの

生活習慣はどのようにして形作られてきたの

かを振り返り, さらに現状を把握した上で望

ましい生活習慣の確立に向けて京都府医師会

として何をなすべきかを検討した｡

人が生きていく日常の営みの中で, 永年に

わたり繰り返されてきた結果, 生活に定着し

た事象を, 生活習慣としている｡ 具体的には,

食事・睡眠・休養・家事・通勤・通学・運動

そして人との対応の仕方 (挨拶・会話・礼儀・

作法) 等である｡

生活習慣はその時代の社会環境, 生活環境

によって変容するものであり, 本答申ではま

ず, 江戸時代から明治, 大正, 昭和, さらに

平成にいたる各時代の, 生活習慣についての

考え方や健康管理のあり方を紹介し, 生活習

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

はじめに 生活習慣の変遷および現状とその
対策
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慣病に関わる国の施策については, 学校保健

法が制定された昭和33年以降の事例を中心に

詳述, さらに最近の子どもたちの抱える問題

を, ここ１～２年のいろいろな報道をもとに

紹介している｡

その上で, 現在学校医として子どもたちの

生活に深く関わりを持つわれわれ医師が知っ

ておくべき現状およびその対策を ｢生活習慣

に関わる諸問題｣ として,

１) 肥満とやせ

２) 児童・生徒の食生活の現状と対策

３) 運動に伴う事故と障害

４) 睡眠と休養

５) 心の健康

６) 学習指導要領について

７) 性感染症

８) 整形外科 (学校における運動器検診モ

デル事業)

９) 健康的な生活習慣を阻害する要因 (喫

煙・飲酒・薬物乱用とドーピング・感染

症の予防対策)

10) 障害を持つ児童・生徒の生活習慣につ

いて (心疾患・腎疾患・糖尿病・眼科・

耳鼻咽喉科・アレルギー疾患)

の10項目にわたり, それぞれの専門医の立場

から詳細な解説を行った｡ そして, これら諸

問題を学校医として知っておくだけではなく,

養護教諭等学校関係者とも協力して保護者や

児童・生徒にも指導・啓発できるよう, ｢教

育活動に活用できるスライド集｣ をＣＤに編

集した｡

望ましい生活習慣の確立について学校医と

して何をすべきか, 地区医師会, 府医師会は

どのような役割を担うべきかを委員会で討論

し, また, 地区医師会学校医部会幹事の意見

も求めた｡

��������

①定期健康診断で児童・生徒の健康情報

(予防接種を含む) を把握する (個人と集

団)｡ ②有疾病児や異常のある者について

は, 主治医・専門医の判断を求め, 必要が

あれば学校生活管理指導表の提出を求めて

学校で活用する｡ ③生活習慣病および予備

軍については, 日常の生活形態について調

査し, 本人・保護者・担任・養護教諭・栄

養教諭(職員)・体育教師とともに検討し,

メニューを作成, 実行するように働きかけ

る｡ ④学校保健委員会で, 健康診断の結果

出てきた集団の健康情報を報告する｡ 特に

生活習慣にかかわるものについては, ＰＴＡ

の代表にその結果を理解してもらい, 自校

が, 京都府・京都市の保健統計調査結果と

比べて, どのような位置にあるかを認識し,

学校・家庭・地域の協力で, 生活習慣病予

防対策を推進する｡ 具体的には, 学校保健

計画の中で立案し, 全校的に目標を掲げ実

行に移す｡ １年後に評価を忘れずに行う｡

⑤地域学校保健会に参加し, 情報を交換す

る｡ ⑥心の健康課題については, スクール

カウンセラーとの連携を行う｡ ⑦スポーツ

傷害については, 主治医・体育教師・部顧

問・養護教諭との連携が大切である｡ ⑧個々

の学校医の医師としての専門性を生かした

学校保健活動を推進する｡ ⑨学校医が健康

教育を実施するにあたり, ｢保健｣ の学習

の内容を知ること, 教育的技法を知ること

が必要である｡ また, 健康に関する国の各

種行事日, 週間行事, 月間行事をターゲッ

トにし, 行事の意義を児童・生徒に理解さ

せて, 自分自身で行動をおこさせるような

健康教育を養護教諭や担任とともに推進す

る｡ ⑩生活習慣の乱れは夏休み, 冬休み,

春休みの期間に起こるので休みの前に生徒

の自覚を促す健康教育を実施する｡

	�
������

地域の学校医がその職務を遂行しやすい

ようなバックアップ体制をとること, 地区

望ましい生活習慣の確立に向けて
の医師会の役割
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の学校の保健情報を把握し, 地方自治体・

教育委員会・学校保健会, さらに健康増進

課 (厚労省関係), 保健所と連携・協力し

て必要な事業を推進する (例 すこやか親

子21など)｡

福知山医師会が平成18年度から市内全域

の中学１年生を対象に, 生活習慣病予防対

策を目的として, 血液検査を実施し, より

精度の高い指導を実現されたこと, さらに

５歳児検診を導入し, 小学校入学前に発達

障害検診による異常児の健康相談を推進さ

れたことは画期的な事業であり, 他地区医

師会にも大きなインパクトを与えるもので

ある｡

平成18年４月に指定学校医制度が発足し

たこともあり, 地区医師会学校医部会の研

修会や講演会の企画・実践, 府医との連携

が望まれる｡

なお京都市学校医会では, 京都市教育委

員会との共催で, 従来より各種相談事業が

実施されているので, 他地区においても参

考の上, できることから着手していただき

たい｡

なお府医の役割で述べるが, 平成20年度

に文科省が計画している ｢学校すこやかプ

ランの充実｣ の７項目の実現には地区医師

会学校医部会の参加が必要になる｡ 特に

｢子どもの健康を守る地域専門家総合連携

事業｣ については早急に行政側との協議が

望まれる｡

��������	

府医学校医部会幹事会において従来どお

り事業の企画・運営・広報を行う｡ 北部・

南部学校医研修会での各地区医師会との連

携や情報の交換, また, 指定学校医制度に

伴う研修会や講演会への講師の派遣も行う｡

近医連学校医研究協議会・全国学校保健学

校医大会において府医の事業を広報し, 情

報の交換を行う｡ 京都府学校保健会では学

校医部会の立場からの意見具申を行う｡

現在学校現場では, 学校・保護者・学校

医・地域の専門医・主治医間で意見が対立

し, 解決できない事例がある｡ 例えば学校

内でのエピペン注射の可否, 日光照射によ

る皮膚障害防止のための日焼け止めクリー

ムの使用等については, 全国統一した見解

が示されていない｡

このような事例については, 日本医師会

が文科省・厚労省と協議されるよう, 府医

から日医に働きかけてほしい｡

平成19年度から, 文科省は中央教育審議

会で各種行政分野の改定作業を行ってきた｡

前述の学習指導要領の改定の他に, 学校保

健の分野では, 平成20年１月にスポーツ青

少年分科会学校健康・安全部会で ｢こども

の心身の健康を守り, 安全, 安心を確保す

るために, 学校全体としての取組を進める

ための方策について｣ の答申案が示された｡

この方策とは健康教育の推進であり, その

現代的課題として, 学校保健, 学校安全,

食育の３つが示されている｡

このうち, 学校保健についての現代的課

題への具体的対応は,｢学校すこやかプラン

の充実｣ として次の７項目が示されている｡

１) 子供の健康を守る地域専門家総合連

携事業, ２) スクールヘルスリーダー派遣

事業, ３) 心のケア対策推進事業, ４) 児

童生徒の心と体を守るための啓発教材の作

成, ５) 児童生徒の現代的健康課題への学

校における取組に関する調査研究, ６) 薬

物乱用防止教育推進事業, ７) ｢性に関す

る教育｣ 普及推進事業

また, 食育についての現代的課題への対

応は, 次の ｢食育推進プランの充実｣ の９

項目として示されている｡

１) 子どもの健康を育む総合食育推進事

業(新規), ２) 学校における食育実践事例

集の作成・配布(新規), ３) 郷土料理等を

活用した学校給食情報化推進事業 (新規),

４) 学校給食における新たな地場産物の活

用方策等に関する調査研究(新規),５)食育
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推進交流シンポジウムの開催, ６) 食生活

学習教材の作成・配布, ７) 栄養教諭の専

門性の高度化に関する先導的プログラムの

研究開発, ８) 栄養教諭育成講習事業, ９)

学校給食の衛生管理等に関する調査研究

上記の膨大な事業を推進するためには,

学校医とともに精神科・皮膚科・産婦人科・

整形外科等, 各専門医会の協力なしには達

成できないと考えられる｡ 府医としてもど

の項目で協力できるかを府教委と早急に協

議の機会を持ち, その結果, 具体的な事項

について結論が出れば地区医師会・専門医

会と協議されることを望みたい｡

学校保健委員会としては, 小委員会が推

進する定期健診時に運動器検診を導入する

件について総合連携事業のひとつとしてパ

イロットスタディーの形で取り上げていた

だければ運動部活動生徒を含めたスポーツ

障害の予防対策として役立つものと考える｡

また, 文科省の食育教育には運動部活動生

徒の栄養については深く取り上げられてい

ない｡ できれば総合食育推進事業にスポー

ツ栄養相談事業をこれもパイロットスタディー

として導入されれば運動部生徒の親への食

育教育に役立つのではなかろうか｡

児童・生徒といっても本来学校より家庭に

いる時間の方が多く, 睡眠, 食事, 間食, 遊

び, 塾等は保護者の育児についての考え方で

実行されてきた｡ 父親は職業上家を留守にす

ることが多いため, 子どもは母親と接するこ

とが多く, 子どもが病気になった時も医院に

連れて行くのは母親である｡ 江戸時代は父親

が育児の中心であったのが平成の今, 育児の

中心は母と言ってよい｡ 母親の理解がなけれ

ば望ましい生活習慣は構築されないと思わ

れる｡

本委員会の討議は医師の立場上, 生活習慣

より生活習慣病が中心になった感がある｡ 学

齢期が対象であるが, それに至るまでの胎生

期 (出生前小児科学) や乳幼児期の発育と生

活習慣, さらに学齢期の生活習慣が壮年期,

老年期に及ぼす影響については充分に討議す

ることができなかった｡

府医の各種委員会の中には生活習慣に関連

する委員会が多くある｡ 乳幼児保健, 感染症

対策, 健康日本21, 学術・生涯教育, スポー

ツ医学, 糖尿病対策推進委員会等である｡ ス

ポーツ医学委員会からは委員を派遣していた

だいたが, 他の委員会からの意見を聞くこと

ができなかった｡ もしそれぞれの委員会の意

見を聞くことができたなら本答申も新しい展

開がみられたと思われる｡ 各委員会との交流

が今後の課題となろう｡

平成20年度より学校医部会の中に ｢園医協

議会｣ が正式に加入することになったので,

今後は乳幼児期から学童期への健康情報がス

ムーズに伝わり, 有意義に活用されることを

期待したい｡

なお, 前述のごとく, 本答申書作成にあた

り, 健康教育に関する多くのスライドの提供

を受けて, ＣＤを制作した｡ 学校医だけでな

く医師会員や学校関係者の健康教育活動に活

用していただければ委員会として本望である｡

(学校医各位には近日中に本答申書とＣＤを

お手元にお届けする予定である｡)

最後に, お忙しい中, 専門的な意見をいた

だいた専門医会の方々, さらに文科省健康教

育課の情報を提供いただいた京都府, 京都市

両教育委員会の関係者に深甚の敬意と謝意を

表します｡

おわりに
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特定健診結果のデータのインターネットを利用したデータ送付には認証局というものが利用

されることがすでに決定されている｡ 一般の我々にとってこの認証局というものはなかなか理

解しがたい概念・存在である｡ 日本医師会では早い段階で ｢日医認証局｣ の構築に手がけてお

り, 今年度より実際に利用開始する計画とのことである｡

今回, この日医認証局の担当責任者である日本医師会総合政策研究機構 (日医総研) の矢野

主任研究員に特別にお願いしてこの認証局について京都医報にご寄稿いただいた｡

��� ��

�����	
���

��������
����

���������� �� ��

１. はじめに

現在, 日本医師会では認証局を平成20年度中

に本稼働するべく準備を進めているところです｡

世の中の趨勢として, 医療に限った話ではあり

ませんが, 情報化・ＩＴ化は確実に進展してい

ます｡ 本稿では, このような情報化・ＩＴ化が

進展している中で重要な要素となるセキュリティ

と電子情報の信頼性確保を実現するための認証

局について解説し, 保健医療福祉分野において

日本医師会が認証局を運営する意義について紙

面を拝借したいと思います｡

２. 相手の顔が見えない電子の世界

皆さんが生活している現実の世界では, お互

いが顔を見合わせ, 初めて会う人がいれば自己

紹介をし, 紹介者がいれば紹介者が双方を紹介

して初めて会う人とも自然に意思疎通を図って

いると思います｡

ところが, 電子の世界ではそうはいきません｡

意思疎通を図る相手はネットワークケーブルの

先にいて, 顔を合わせず, 電子メールが送られ

てきて用件が伝えられたりします｡ 送信者名や

内容によって, メールの送信者が ｢あの人｣ と

認識していますが, それは本当に ｢あの人｣ で

しょうか｡ ｢書類をなくしてしまったから送っ

て｡｣ というメールに返事をして, 本来, 他人

に渡してはいけない書類が ｢あの人｣ を偽った

第三者に渡ってしまうことはないでしょうか｡

このような危険をなくすために電子の世界で考

え出された仕組みが 『認証局』 です｡

近い将来, 医師の公的な書類が電子的にネッ

トワーク等で直接やりとりされるようになると

予想されます｡ その際には, この認証局が必ず

必要になるものと思われます｡

３. 認証局と電子証明書

認証局はいわば電子の世界での ｢顔｣ です｡

分野によりますが, 誰でも彼でも認証局になる

ことはできません｡ ある一定のルールに従って,

認証局になってよいという基準が決められてい

ます｡ 特に行政の電子政府と保健医療福祉分野

で認証局を運営する場合は厳密なルールが存在

します｡ したがって, 認証局になろうとする者

(組織) は, その厳しいルールをクリアし, 遵

日本医師会認証局の解説と意義
日本医師会総合政策研究機構 主任研究員 �� ��
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守する必要があります｡ 自然, 多くの認証局は

現実の世界でよく知られた組織が運営すること

になります｡

つまり, 誰もが知っている, また, 望ましく

は信頼できる組織として, 電子の世界で知らな

い人同士が意思疎通をする時に双方を紹介する

｢仲介者｣ としての ｢顔｣ が認証局です｡ もち

ろん, 仲介をする訳ですから, 仲介することに

対して責任が発生します｡

この組織に申し込みをして, 発行してもらう

のが 『電子証明書』 といわれるものです｡ 字面

のとおり, 電子的な証明書です｡ 電子証明書を

発行する際には, 認証局 (組織) において厳密

な本人確認の審査が実施されます｡ 銀行の窓口

で口座を開設する時に, 免許証などを見せて本

人確認をされますが, 認証局の審査はそれ以上

に厳しいものです｡

保健医療福祉分野では, 信頼性を確保する上

でもうひとつ大事な要素があります｡ それが,

医師などの保健医療福祉分野の国家資格を電子

的に証明するということです｡

保健医療福祉分野では, 単に電子証明書や電

子署名で本人を証明するだけでは足りません｡

例えば, 紹介状を書いた場合, Ａさんが書いた

と同時に, Ａさんが医師であることが証明でき

なければ紹介状として意味をなしません｡ これ

を実現しているのが, 日本医師会認証局です｡

日本医師会認証局は, 電子証明書の中に特別

な領域を持っていて, その中に ｢医師｣ である

という資格情報を格納しています｡ したがって,

電子証明書の発行審査にあたっては, 認証局所

定の本人確認審査に加えて, 医師もしくは日医

会員であることも審査の対象としています｡

このような特別な電子証明書を発行するのが

日本医師会認証局ですが, 日本医師会だけが特

別なことをしても広く世の中では通用しません｡

そのため, 日本医師会として厚生労働省に働き

かけて実現したのが, 保健医療福祉分野公開

鍵認証局基盤 (Health care Public Key

Infrastructure：HPKI) です｡ 保健医療福祉分

野の厳密なルールというのは, 実はこの保健医

療福祉分野の国家資格をどのように審査し, 格

納するかというルールも定めています｡ 厚生労

働省においてルールを規定しているので, 広く

世間で通用する仕組みになっています｡

実際には, 日本医師会において, 先生方から

提出いただいた住民票や免許証のコピーなどと

医師免許証のコピーで本人確認を厳格に行った

上で, 電子証明書 (電子証明書を格納したＩＣ

カード) とＩＣカードの読取器 (ＩＣカードリー

ダー) をお渡しするという形になります｡

４. 認証局 (電子証明書) の使い方

具体的には電子証明書 (ＩＣカード) をパソ

コンに繋いだＩＣカードリーダーに差しておき,

電子的に送りたい書類にＩＣカードから抜き出

した電子証明書を付けます｡ こうすると, 電子

証明書が現実の世界での ｢サイン｣ や ｢押印｣

と同じ効力を持つようになります｡

また, 文書が誰によって作成されたかと, 内

容が不正に書き換えられていないか (改ざんさ

れていないか) は, 現実の世界では ｢筆跡｣ で

判定できます｡ 電子証明書を付けると, ｢筆跡｣

と同じ役割も提供することができます｡ この

｢サイン｣ と ｢筆跡｣ の機能を合わせて ｢電子

署名｣ と言っています｡ 少しややこしい話にな

りますが, ｢電子証明書｣ を使って工夫を凝ら

すことで ｢電子署名｣ になるという訳です｡

電子署名があれば電子的に作成された文書が

誰によって作成されたか, かつ, 内容が改ざん

されていないことを証明することができます｡

これによって電子文書の信頼性を確保します｡

これは, 現実の世界では押印もしくはサインの

された文書, つまり有印文書となります｡

先生は日々多くの文書を書かれていると思い

ます｡ 診療録はもちろん, 例えば紹介状や診断

書, 処方せん, 場合によっては検案書や死亡診

断書などです｡ これらの多くは医師によるサイ

ンや押印が必要な文書であり, サインや押印を

することで私が文書の作成者であり, 内容に責

任を持ちますと表明し, また, 法的にも責任が

課される文書です｡
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ところが, これらの文書を電子的に作成した

場合, 内容の変更が容易で, 変更したことを判

別することが難しくなります｡ また, 筆跡もな

いため, 文書に作成者の氏名を入力したとして

も, 本当に入力された人がその文書を書いたか

というのは分かりません｡ つまり, 文書の信頼

性が紙に比べて低くなることを意味します｡

｢１. はじめに｣ で述べたように情報化・

ＩＴ化は確実に進展しています｡ 制度的に良い

か悪いかは別の議論なので本稿では是非につい

ては言及しませんが, レセプトのオンライン請

求や特定健診の結果を電子的に提出することが

求められたりというのも一例といえます｡ また,

日々の診療支援としていわゆる電子カルテを導

入したり, そのシステムを使って紹介状を作成

することも行われてきています｡

このような流れの中において共通しているこ

とは, 重要な医療関連文書が電子的に作成され

るということです｡ 電子的なレセプトは確かに

医療機関 (医師の管理下) において作成され,

提出先で勝手に内容が改ざんされていないこと

が担保できないといけません｡ また, 電子的な

紹介状は医師が確かに作成し, 内容が不正に変

更されていないか確認できないといけません｡

このような時, 電子文書の信頼性を確保し,

電子文書に筆跡とサインを付与する仕組みとし

て必要もしくは必須となるのが電子署名です｡

つまり, 電子署名の元となる電子証明書やそれ

を発行する認証局が今後の保健医療福祉分野に

おいて重要な要素になってきます｡

５. 日本医師会による認証局運営の意義

民間企業が使う一般的な認証局はすでに存在

しており, ビジネスとして展開されています｡

そのような中で, なぜ日本医師会が認証局の運

営に乗り出したかを明確にしておく必要があり

ます｡

これまで述べてきたように, 認証局は電子世

界の ｢顔｣ であり, 厳密な審査を実施した上で

身分を保証する電子的な証明書を発行する機関

です｡ そして, 保健医療福祉分野の認証局にお

いては, この身分保証の中に ｢医師資格｣ が入

ります｡

仮に, 民間企業が運営する認証局が保健医療

福祉分野の認証局に参入してきたらどうなるで

しょうか｡ 単純にいえば, 認証局を運営する企

業が医師資格を審査することになります｡ また,

当然, ビジネスですから収益を考えます｡

つまり, 医師という身分の保証を民間企業が

担い, 収益を尺度にした認証局が誕生します｡

もちろん, 民間企業にも社会的責任があります

から, 民間企業の認証局が悪い訳ではありませ

んが, 少なくとも日本最大の医療学術団体であ

る日本医師会が医師の身分保証を担い, かつ公

益の視点で電子世界の安全性を確保する認証局

を運営すべきであると考えています｡ これが,

日本医師会が認証局の運営をする意義でもあり

ます｡

６. 認証局とセキュリティの関係

ここまで認証局の重要性と日本医師会が認証

局を運営する意義などについて述べてきました

が, ここで少し話題を変えます｡ 認証局とセキュ

リティの関係についてです｡

セキュリティという言葉は幅広い意味を持ち

ます｡ このことによって認証局に対して幾つか

の誤解が発生します｡

認証局というのは実際のところ ｢電子証明書｣

を発行する ｢組織｣ です｡ 暗号技術の組み合わ

せによって電子証明書を発行するため, 認証局

が何か電子的な仕組みを指すようにとられるこ

とが多いのですが, 役割として中心的な機能は,

電子証明書の発行にあたり本人確認審査を行い,

発行した電子証明書を申請者本人に確実に届け,

電子証明書を管理するというものです｡

さて, セキュリティという言葉は幅広い意味

を持ちますと述べました｡ その中のひとつに情

報漏えい, 特に個人情報の漏えいに対する防御

という意味も含まれます｡ ところが, 実は認証

局では, この情報漏えいに対する防御は不可能

ではありませんが, できません｡

現実の世界で例えてみます｡ いま, 先生が患
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者さんの紹介状を書かれたとします｡ 紹介状に

は当然, 先生のサインか押印があります｡ そし

て, それを中身が見えないよう封筒に入れて

｢緘｣ の判を押して患者さんに渡します｡ 患者

さんはその封筒を持って, 紹介された医療機関

を受診します｡

これまで述べてきたように, 紹介状のサイン

もしくは押印が電子署名です｡ では, 封筒は何

に当たるでしょうか｡ 実は, これが内容を秘匿

するということで ｢暗号化｣ といわれるものに

相当します｡ そして, この封筒の機能を認証局

は提供しません｡ つまり, 電子的な紹介状の内

容の秘匿, すなわち情報漏えい対策は別に考慮

する必要があります｡

仮に電子メールを使って電子的な紹介状を紹

介先の医療機関に送るとします｡ その場合, 医

師が紹介状を作成し, 自分が作成したことおよ

び改ざんされていないことを証明するために電

子署名を付けます｡ そして, それを電子メール

に添付して送る場合, 送る経路を暗号化する必

要があります｡ オンラインレセプト請求などで

出てくる ｢IP -VPN｣ や ｢IPsec｣ という言葉は,

この ｢送る経路｣ の暗号化 (封筒の機能) のこ

とを指します｡

また, オンライン請求では, 支払基金が認証

局を運営して電子証明書を発行しています｡ こ

れも実は暗号化のために必要なものではありま

せん｡ 単に支払基金がレセプトを請求してきた

医療機関が本当に医療機関であるか確認するた

めに使っているものです｡ したがって, 支払基

金の認証局は, 医療機関であることを証明する

電子証明書を発行しているということです｡

このように, セキュリティといっても指し示

している対象は幅広く, 何に対するセキュリティ

なのかを意識しておく必要があります｡

日本医師会認証局で提供するセキュリティと

は, 電子的な文書の改ざんの危険性排除や顔の

見えないネットワーク越しの情報のやり取りに

対して, 双方の顔を明らかにして, 安心して電

子的な情報のやり取りを実現するためのセキュ

リティを提供します｡

もちろん, 日本医師会として封筒 (暗号化)

の機能の提供も考慮する必要はあると思います｡

しかし, この封筒機能はすでに医療連携などで

ネットワークを構築されている地域もあり, ど

のような形で提供するか, また情報漏えいに対

する責任をどこまで負うのかなど今後きちんと

した基礎研究と実現に向けたモデルを検証する

必要があります｡

７. おわりに

本稼働をするにあたっては, 『認証局』 とは

何か, そして, なぜ日本医師会が認証局を運営

する必要があるのかを会員の先生方や広く世の

中に理解してもらう必要があります｡

ところが, この認証局というものは説明が非

常に難しいという難点があります｡ 認証局とい

うのは暗号技術の集合体という側面があります｡

したがって, 説明をする人間も理解する人間も,

多くはその道の専門家です｡ このことが理解の

し難さにつながっていることは否めません｡ し

かし, それではいつまでたっても日本医師会が

認証局を運営していくことを理解していただく

ことはできないと感じています｡

今回, 京都医報に寄稿させていただく貴重な

機会をいただきました｡ 本稿が日本医師会によ

る認証局運営に対するご理解を賜る一助になれ

ば幸いです｡
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今回の地域連携パスは, ファイルメーカー・
プロで作成されたもので, 各急性期病院の独自
性を尊重しながら, リハビリテーションの連携,
ADLは Barthel index, FIM, 介護度, リハビ
リテーション・ゴールの明示, リスク管理, 合
併症などが回復期リハビリテーション病棟等に
シームレスに継続できるように作成しました｡
また, 個人データに関しては, 紙ベースもしく
は CD―ROMで運用できるようになっていま
す｡ また, バリアンスに関してもデータを収
集し, 分析可能な状態になっています｡

2007年12月11日(火), 京都府医師会館にて
第１回地域連携パス会議を開催しました｡ 管
理病院としては, 京都市内の公的な急性期病
院および大学病院から６施設, 連携病院とし
ては回復期リハ病棟および回復期リハ担当病
院から13施設より参加がありました｡
これまでの個別の地域連携パスの運用状況

について, 10数名から30名ぐらいの実績報告
がなされました｡ 急性期病院 (管理病院) 側
も回復期リハ病院側も頻回の会議の開催や,
回復期リハ病院側は, 複数の病院ごとのパス
を運用するのはリスクが高いなどの意見が出
されました｡ そして, 2008年１月より, 管理
病院として４施設, 連携病院として７施設が
共通の地域連携パスの運用の開始を合意しま
した｡ また, ３月１日に京都府医師会が主催
で FIM講習会を300人規模で開催する報告が
ありました｡ (約280名参加)
2008年３月11日に第２回地域連携パス会議

が開催され, 管理病院４施設, 連携病院７施
設, オブザーバー６施設が参加しました｡
��������	
����

この１月より管理病院３施設より連携病院

４施設で10数例が, 共通パスで動いていまし
た｡ ｢共通パスは, 使いやすい｣ という意見
がある一方, 問題点として電子カルテへの移
行, 院内パスとの調整などが挙がってきてい
ます｡
今後も, 自分の病院のやり方だけにあわす

のではなくて, リハビリ面で連携することを
第一に考えていくことを確認しました｡ 各都
道府県でも共通パスの使用が始まっているの
で, お互い歩み寄りが必要という方向性にな
りました｡
�������	�����

電子カルテとの関係もあり, ｢院内では電
子カルテ, 退院時に紙｡｣ など, 実際はいろ
いろな工夫をしているということで, ｢ＣＤ
にデータを入れてほしい｣ という意見もあり
ますが, 紙ベースを基本に動かしていくこと
を確認しました｡
������������ !���

｢各項目の理解が人によって異なるのか
も？｣, ｢例えば平行棒は必要ではない状態だっ
たのでパスして送ったら, 空白だと指摘を受
けた｣ などの意見がでました｡
やはり, 達成日や目標は理学療法士, ゴー

ルは医師, コメントは理学療法士, 生活動作
は看護師が書くのが適していると考えられる
ので, 多職種間での分担を明確にして, 記入
漏れがないように工夫をしていくことになり
ました｡
次回より, 管理病院, 連携病院よりの問題

事例の症例報告も取り入れながら, 進めるこ
とになりました｡
次回, ６月10日(火) 午後３～５時；

京都府医師会館

京都府リハ連絡協議会；武澤(文責), 垣田
担当理事；上原, 俣野

��������	
������
����������������

大腿頚部骨折地域連携パス会議
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京都府医師会の理事とし

て３期目を迎えることにな

りました｡ 今期は主務とし

て消化器がん検診と乳がん

検診ならびに介護保険関係

を担当させていただきます｡

がん検診における京都府医

師会の役割は, 受診率向上

の取り組みと検診精度の管

理ですが, 胃がん検診と乳

がん検診においては各地区

医師会の先生方の多大なる

ご理解とご協力をいただい

ておりますことを心より感

謝申し上げます｡ 今後も検

診のあり方, 精度向上に関

して委員会の活動を通じて

ご協議いただき, 京都府医

師会として府民の健康への

貢献につなげたいと思って

おります｡ また, 副務とし

て今季も医療安全対策, 医

事紛争を担当します｡ 医療

安全は医師会が取り組むべ

き最重要課題のひとつであ

ります｡ 医療におけるリス

クマネージメントでは, 考

えられるリスクに対して取

られる予防措置や紛争が起

こった際の対処だけでなく,

医療の質の向上に関する取

り組みが必要とされていま

す｡ そのための取り組みと

して, 京都府医師会では毎

年, 医療安全シンポジウム

と医療安全講演会が開催さ

れておりますが, 今期も会

員先生方のご協力をいただ

き, 医療安全が府民・市民

と京都府医師会の共同の取

り組みとして発展すること

を願っております｡ 今季も

精一杯務めさせていただき

ますのでよろしくお願い申

し上げます｡
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再任のごあいさつ
理 事 松井 道宣
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満開の桜の木を背に写真

を撮ってもらうなんて, 何

十年ぶりだろうか？ 新入生

みたいだな…と感慨に耽る

のもつかの間｡ 理事会は未

だ２回しか行われていない

のにその白熱さに眼を白黒

し, 加えて日常業務も呼応

するかの如く煩雑で顎があ

がりそうな毎日です｡ 廻り

の景色はそんなことに無関

心に新緑の５月を迎えよう

としています｡ お恥ずかし

い話ですが, 医師免許を戴

いてからこのかた医師会,

保険点数などの医療社会関

連専門用語に携わることの

ほとんどない生活を３年前

まで過ごしておりました｡

今回担当させていただく分

野は子宮がん検診ですが,

以前に検診センターに勤務

していたとはいえ, 全体像

として希薄な知識しか持っ

ておらず, ましてや専門分

野とはいえ, 長年の不勉強

がたたっている現実を痛感

している次第です｡ 今後,

先輩理事や専門医会の諸先

輩のご指導を多岐にわたっ

て戴きながら, 至りません

が努めさせていただきたい

と思います｡ 医師会員の先

生方, また何かと細かいこ

とにまでお世話になる事務

局の皆様がた, どうぞよろ

しくお願いいたします｡
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理事就任のご挨拶
理 事 桑原 仁美
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てこのたび, 地域医療部主

務および在宅医療・ケアを

主に担当することになりま

した北川です｡ 重責ですが,

出来る限り力を尽くす所存

です｡

小泉前内閣による医療制

度構造改革, いや, それ以

前から続いてきた国の医療

費抑制策により, 医療崩壊

と呼ばれる様々な現象が,

今噴出しております｡ 政府

は経済成長を最優先し, 厚

労省は財務省からの圧力に

慌て, 苦し紛れの施策を連

発し, その結果, 国民や医

療・介護従事者に大きな負

担を課すという悪循環が生

じております｡ 今後もこの

ような国の方針や対応が継

続するならば, 格差どころ

でなく, すべての国民にとっ

て不幸な事態を招くことが

容易に予想されます｡ 医師

会は, 医療の専門家, 地域

医療の実践者の立場から,

｢おかしいものはおかしい｣

と, 明確な根拠を示し, 徹

底的に反論しなければなり

ません｡ また, 国民に対し

強く訴えかけ, 理解を得る

ことが重要です｡ 府医はこ

れまでもそのような活動を

行ってきましたが, 今がま

さに正念場であり, 一層強

く動くべき時期と考えてお

ります｡

さて, 私が担当する在宅

医療も, 国の医療政策の影

響を強く受けている分野で

す｡ 高齢社会, 生活スタイ

ルや価値観が多様化する時

代において, 在宅医療のニー

ズは拡大しています｡ QOL
の観点で在宅医療への期待

が高まっているわけですが,

一方で, 厚労省は医療費削

減の具として在宅医療を利

用しようと考えています｡

このことは相反するという

ことを十分認識した上で,

あえて今は, 在宅医療推進

に全力を傾けたいと考えて

おります｡ 具体的には, 在

宅医療サポートセンターを

創設し, 住民に向けての情

報提供や在宅支援を行うと

ともに, 会員の皆様の在宅

医療を多面的に支援してい

きたいと考えています｡ ｢在

宅医療のことなら府医のサ

ポートセンターに聞けば何

でもわかる｣ と１日でも早

く言われるよう努力する所

存です｡ そして, そのよう

な実践を通じて, 説得力の

ある主張を行い, 医師会の

責任を果たしていきたいと

考えております｡ なにとぞ,

会員の皆様のご理解, ご鞭

撻のほどよろしくお願い申

し上げます｡
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再任のご挨拶
理 事 北川 靖

今期２期目になりますが,

森会長のもと再度理事を務

めさせていただくことにな

りました内田でございます｡

前期の担当は, 国保・生保

でしたが, 今期は国保に加

え保険政策・後期高齢者医

療を担当するよう命じられ

ました｡ 医療界が激動して

いるこの時期に保険政策の

担当となり, さらに後期高

齢者医療制度に関してはす

でに問題が起こっており,

この分掌の重責に ｢メタボ｣

の身が引き締まる思いです｡

医療費適正化の名のもと

に成立した医療改革関連法

の一つである後期高齢者医

療制度が, 本年４月より開

始されましたが, 日医の対

応の悪さ, 野党・マスコミ

の認識不足 (問題を取り上

げるのが遅すぎる), 厚労省

の怠慢, さらに福田内閣の

国民に対する機嫌取りとも

いえる制度開始直前に発令
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再任のご挨拶
理 事 内田 寛治
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された１年間の減免処置な

どが, 今の大混乱を引き起

こしたといえます｡ 今後,

この制度の行方は不透明で

あり, 会員の皆様におかれ

ましては, 低医療費政策に

向けた厚労省の思惑に乗ら

ないよう, 特に後期高齢者

診療料の算定に関しては,

慎重にご判断いただきたい

と思います｡

保険政策では, 社会保険

研究委員会において, 医療

制度のあり方や医師会の責

務について議論し提言を行っ

ており, 今期も森会長の諮

問を受けて開催する予定で

す｡ 与えられた責務を全う

すべく, 全力で取り組んで

まいりますので, ご指導の

ほどよろしくお願い申し上

げます｡

今年度から理事を務めさ

せていただく高橋 真です｡

西陣地区の最南西で整形外

科医院を開業しています｡

整形外科医会の重鎮でおら

れる立入監事より今回のお

話を頂いた時は, とても私

には務まるまいと初めはお

断りするつもりでした｡ 地

区医師会の立場なら ｢府医

はああだ, こうだ｣ と言え

ていたのが, 逆に言われる

方になるのが気が重く, ま

た何よりも時間的拘束が増

えそうなのが嫌だったから

です｡ ですが, 他科の先生

方のお話も聞き ｢井の中の

蛙｣ になってはいけない,

整形外科などマイナー科の

意見も述べるべき, 等々何

事も経験であると諭されお

引き受けすることにした次

第です｡ お恥ずかしい話で

すが, 今まで府医のホーム

ページ, メーリングリスト

などを聞いたことも, 見た

こともなく (当然開いたこ

ともなく, 実は ｢京都医報｣

も…), 討議されるトピック

スもほとんど知らないこと

ばかりです｡ このため, 今

期でご退任された俣野憲一

先生の後任として, 主に登

録事業・リハビリ・医療事

故等を担当させていただく

予定ではありますが, 自院

のやや変則的な診療時間の

関係もあり, 色々とご迷惑

をおかけすることと思いま

す｡ できる限り頑張らせて

いただきますので, なにと

ぞ宜しく叱咤激励賜ります

ようお願い申し上げます｡
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理事就任のご挨拶
理 事 高橋 真

森会長２期目にあたり,

引き続き理事を拝命させて

いただく畑です｡ (特に残っ

てとかもういらんとも何の

連絡もなかったですが) あっ

という間に１期目が終了し

ました｡ 今までほとんど行っ

たことがなかった日本医師

会を含む東京での会議も増

え, 関東の先生方や, 近畿

の医師会の先生方と顔見知

りになり, 以前に比べ少し

ばかり知り合いが増えまし

た｡ 前期は学校保健, 乳が

ん健診をさせていただきま

したが, 今期は産業保健,

糖尿病対策を担当させてい

ただきます｡ 産業保健では,

産業医部会のさらなる発展

のために必要な施策を検討

したいと思っております｡

先生方のご意見をぜひとも

お聞かせいただきたいと思っ

ております｡ また, 糖尿病

対策では医師向けの講習会

が一通り終了し, パラメディ

カル向けの講習会も３回シ

リーズの２回目が終了し,

いよいよ市民向けの講習会

�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�

再任のご挨拶
理 事 畑 雅之
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を開始する予定です｡ 府民

に糖尿病の理解を深めてい

ただき糖尿病の発症予防,

合併症阻止, 中断率の低下

を図っていくために京都府

と協力してこの事業のさら

なる発展を目指したいと思っ

ております｡

それ以外には北部担当理

事をさせていただいており

ます｡ 北部の先生方のご意

見をなんなりと私どもにお

伝えいただければ幸いです｡

若輩ものですが皆様のご協

力よろしくお願い申し上げ

ます｡

このたび学術・生涯教育

担当理事に就任いたしまし

た西京医師会の小野晋司で

す｡ ４年前より学術・生涯

教育委員会の一員として医

師会館には時々お邪魔して

おりましたが, 今回はから

ずも理事に就任の運びとな

り, ひしひしとその重責を

かみ締めているところです｡

今期は森会長のリーダー

シップのもと, 理事が18名

から21名に増員となり, 私

も含め勤務医の理事も５名

と理事会の４分の１を占め

る人数に増えております｡

マスコミ報道の基本パター

ンは, 勤務医 vs開業医, 国
民 vs医師会といった極めて
単純化されたものであり,

私自身, ５, ６年前までは

そうした図式にさほど大き

い抵抗感を感じませんでし

た｡ しかし, 病院勤務医と

して近隣の先生方との勉強

会をさせていただいたり,

医師会における生涯教育の

協議に参加しておりますと,

そうした図式が実態とはか

け離れたものであることを

実感するようになってきま

した｡ もとより健やかな日々

を願う感情は人間の普遍的

な感情であり, そのことに

相応の負担がかかるとすれ

ば, その負担をそれぞれの

立場でどのように折り合い

をつけるかは, かなり高度

な政治的な課題になること

は避けられないのでしょう｡

ただ, 健康の維持・増進の

お手伝いをするという私た

ち医師本来の仕事からすれ

ば, 例えば道路に関する税

金の問題などとは比べよう

もなく, 相互に理解と共感

を得られるべき課題と思わ

れます｡

医師会が自らの主導で生

涯教育の推進に努める姿を

見せることは, 医師への信

頼と理解のための大切な基

盤となることは疑いがあり

ません｡ そうした考えに沿っ

て担当理事として学術・生

涯教育活動に邁進してこら

れた那須前理事, 東理事の

お仕事を少しでも前に進め

ることにより, 微力ながら

責務を果たしてまいりたい

と考えております｡ ご指導・

ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます｡
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新任のご挨拶
理 事 小野 晋司
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し
て 今期も引き続き理事を務

めさせていただくことにな

りました｡ 主に特定健診・

特定保健指導を担当いたし

ます｡ 平成20年度からは後

期高齢者医療制度の創設な

ど大きな制度改革 (改悪？)

が行われますが, 健診制度

も大きく変わることになり

ました｡ 従来の老健法に基

づく基本健診は平成19年度

で終了し, 平成20年度から

は, 高齢者の医療の確保に

関する法律に基づいた特定

健診・特定保健指導が始ま

り, 実施主体も市町村から

保険者に移行します｡ 内容

はメタボリックシンドロー

ムに的を絞ったものになり,

従来よりも保健指導に重点

が置かれるようになります｡

これに対し京都府医師会

では基本健康診査委員会を

中心に検討を重ねてまいり

ました｡ 健診結果の解析,

階層化, 電子データ化等を

府医内に新しく設ける特定

健診サービス部で行うシス

テムの構築を進め, 昨年は

京都府医師国保組合をはじ

めとする京都府国民健康保

険組合協議会の協力を得て,

特定健診・特定保健指導の

モデル事業も行いました｡

その結果, 皆様のご協力の

おかげでなんとか本事業に

間に合うように体制を作る

ことができました｡ しかし,

新しい健診制度はまだまだ

府市民へ浸透しておらず,

しばらくは現場でも混乱が

起きることが予想されます｡

会員の先生方にはご迷惑を

おかけしますが, 府医とし

てもできるだけの対応をし

て参りますので, 引き続き

ご協力, ご指導よろしくお

願いいたします｡
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再任のご挨拶
理 事 福州 修

このたび学術, 臨床研修

制度検討委員会, 勤務医部

会担当理事になりました上

田朋宏です｡ 47歳の若輩者

で, 多くの経験では諸先輩

にかなうはずもなく, 医師

会活動も申し訳ございませ

んが医師になって初めてで

ございます｡ 会員の皆様が

たにご迷惑がかからないよ

うに,努力したいと思います｡

ではこの若造が京都府医

師会の役員に激務の勤務医

からどうしてお引き受けさ

せていただいたか述べたい

と思います｡ 私は泌尿器科

医です｡ 多くの高齢者の手

術を手がけてきました｡ 私

は京都から全国さらに世界

に発信した仕事が二つあり

ます｡ 一つは20年前の高齢

者に対する ｢おむつはずし,

バルーンはずし｣ です｡ 高

齢者の排尿管理は介護保険

が導入されてもやはり現場

では非常に重要な問題です｡

ケアマネージャーに丸投げ

では済まされない人間の尊

厳に関わる問題で, 京都府

医師会の役員として取り組

みたい問題の一つです｡

さらにもう一つは 間質

性膀胱炎という原因不明の

膀胱痛症候群です｡ この疾

患に対して国の認可した薬

物も検査もありません｡ 厚

生労働大臣, 医政局局長に

陳情しに行ったこともあり

ます｡ 世界中から専門家を

招待して京都で２度国際会

議を主催しました (ICICJ

2003年, 2007年)｡ 全国治験

の委員長もしております｡

それでも満足な結果が得ら

れず2005年特定非営利活動

法人：快適な排尿をめざす

全国ネットの会 (http://www.

hainyo-net.org/) を作り, 国

際会議, 研究会, 講習会を

30回あまり開催してきまし
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理事就任のご挨拶
～京都から発信していきたいこと～

理 事 上田 朋宏
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た｡ 京都府医師会の力を借

りて多くの排尿問題解決の

プロジェクトを企画したい

と考えています｡

今の日本の医療は本当に

危機的状況だと思います｡

これは厚生労働省すなわち

国の怠慢としか思えません｡

この惨状を何とかするため

に京都から発信していきた

いと思います｡ 最後にこん

な私が理事になるのを許可

してくださった京都市立病

院 向原院長先生に深謝いた

します｡

この度, 森会長の下で２

期目の理事を勤めさせてい

ただくことになりました｡

前期は救急と福利厚生の

主担当を担当いたしました｡

右も左もわからぬままの

２年間でしたが, 救急では

副担当 (影の主担当) の中

野先生に常にご指導いただ

いたおかげで何とか無難に

任務を遂行できたように思

います｡

今期はスポーツ・福利で

は主担当, 救急では副担当

を拝命いたしました｡

行き過ぎた医療費の抑制

を強行しようとする政府の

プロパガンダが生み出した

モンスターペイシェントは

増加の一途を辿り, 医療者

への理不尽な要望は加速す

る一方となりました｡ こう

した, ｢努力が報われない現

実｣ から立ち去ろうと考え

る医師を非難することはで

きません｡

しかし, 結果として医療

の偏在化は加速し,救急医療・

産科医療の崩壊はすでに危

機的水準に達しています｡

救急委員会では体制整備

を中心に運営を進めてきま

したが, 今後は日医を中心

とした患者教育 (特に救急

のコンビニ化の抑制) が必

要かと考えています｡

また, 前期より新たに取

り組んでおります ｢災害対

策小委員会｣ も, 来るサミッ

ト外相会談を足掛かりに,

より発展したものとなりま

すよう濱島理事を中心に盛

り上げて行きたいと考えて

います｡

福利厚生では最年少理事

としての宿命と腹を括り,会

員の皆様の潤滑油となれる

よう継続努力する所存です｡

新たな担当のスポーツに

関しましては…まだ具体的

な活動が始まっておりませ

んので, 随時, 前任の俣野

前理事の教えを乞いながら

勉強していきたいと考えて

おります｡

至らぬところも多々ござ

いますが, 今後も努力を惜

しまぬ所存ですので, 人一

倍温かい目でお見守りくだ

さい｡
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理事再任のご挨拶
理 事 武田 隆司
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厚生労働省では, 肝炎対策について, ｢肝炎対策への協力について(要請)｣ (平成14年６月21

日付基発第0621007号) および ｢職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について｣

(平成16年12月８日付基発第1208004号, 職発第1208004号) により医療関係者に対し協力を要

請しております｡

今般, ウイルス性肝炎対策について, 平成20年度より新たにＢ型およびＣ型肝炎のインター

フェロン治療に対する医療費助成が開始され, これを契機として, 肝炎の総合的な対策をより

一層推進するため, 肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受け

ていただくよう, 改めて, 労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うことと

なりました｡

産業医をはじめとする会員医師の皆様におかれましては, 労働者へ肝炎ウイルス検査の意義

を周知するとともに, 受診勧奨を行っていただくようご協力をお願いいたします｡

厚生労働省 ｢新しい肝炎総合対策の推進｣

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/index.html

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 075－315－5344) 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) [人工呼吸・心マッサージ可] ４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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平成20年４月19日(土) 第53回定時総会が

京都ホテルオークラにて開催されました｡

はじめに小柴 通会長の挨拶があり物故

者へ黙祷をささげた後, 廣崎昭子議長の

進行により, 会員総数564名, 出席者91名,

委任状314名で本会成立が宣告され, 辻

玲子新会長挨拶, 平成19年度事業報告・

会計報告・監査報告に続き, 平成20年度

事業案・会計予算案等の議案は全て承認

されました｡

辻 玲子会長は就任の挨拶で, 医師婦人

会存続の意義と, より一層の発展を願い

会員各位のますますの協力要請を呼びか

けられました｡

懇親会では, ご来賓として京都府医師

会長 森 洋一様, 京都府保険医協会監事

鈴木由一様, 京都府保険事業協同組合副

理事長 若泉 悟様のご出席をいただき祝

辞を頂戴いたしました｡

森府医会長は, 昨今混乱している医療

情勢の中にあっても, 弱者に優しい社会

にするためには女性の声を反映させるこ

とが大切であり, 医師会活動への協力要

請をのべられました｡

ラ・フェスタジャズオーケストラのジャ

ズ演奏と歌を楽しみ, 出席者全員で 『四

季の歌』 を合唱し, フレンチに舌鼓をう

ちながらの和やかな懇親会を終えること

ができました｡

週末のお忙

しい中, ご出

席賜りました

皆様に深謝申

し上げます｡

第53回定時総会報告
副会長 金 好子

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
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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室室室 だ図図図 書 よよよ り

このたび府医図書室所蔵の下記の雑誌を整理するにあたり, ご希望の先生がおられましたら

お譲りしたく存じます｡ 本紙をコピーしてご希望の雑誌に○印を付け, 譲渡希望年号・ご住所・

ご氏名明記の上, ＦＡＸ (学術生涯研修課図書担当宛 075－314－5042) にてご一報ください｡

なお, 各雑誌のなかには一部欠号となっているものもあります｡ また同一雑誌にご希望が重なっ

た場合は, 当方で抽選とさせていただきますのでご了承ください｡ 申込締切は５月30日(金)

とさせていただきます｡

� � � � � � � � �������	
���� � � � � � � � �

雑 誌 名 年 号

Der Nervenarzt １９８６～２０００

American Journal of Obstetrics And Gynecology １９８６～２０００

The Journal of The American Medical Association １９５９～２０００

The Journal of The American Medical Association 日本語版
１９８０～１９９３
１９９６～２０００

ACTA PAEDIATRICA １９８５～２０００

JAPANESE CIRCULATION JOURNAL １９６６～１９８６

Klinische Wochen Shrift １９８６

Deutsche Medizinishe Wochenschrift (日本語訳) １９７９～１９９９

Archives of otolaryngology - Head & Neck surgery １９８６～２０００

American Journal of ophthalmology １９８６～２０００

Der Heutarzt １９８６～１９９８

Journal of Molecular Medicine １９９５～２０００

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

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

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

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 総務課 ｢京都医報｣係

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, 原稿は府医総務課

｢京都医報｣ 係までお届けください｡
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京都市の麻しん風しん予防接種予診票の予防接種済証 (下記参照) は, 両方とも切り取り,

本人にお渡しください｡ その際, 半券 (提出用) は必ず学校に提出するようご指導いただきま

すようご協力願います｡

また, ３期・４期用の麻しん風しん予防接種予診票 (Ａ３版・白茶色) は, ３期・４期の麻

しん, 風しん単独接種の場合も兼用ですので, 予防接種券の麻しん・風しんのどちらかを○で

囲んでご請求ください｡

３期・４期の麻しん風しん予防接種
予診票(京都市)について
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｢肝炎治療に対する医療費助成｣ について５月１日号に掲載しましたが, 申請時に必要な書

類として標記申請書用紙の取得方法について下記のとおりお知らせします｡

＜申請書取得方法＞

①京都府ホームページ [京都府ホームページ最初の画面左の ｢府庁ネットサービス・電子申請・

申請書ダウンロード｣ → ｢電子申請が可能な手続き一覧｣ → ｢京都府への申請 組織別｣ →

｢健康福祉部 ＯＫ｣ → ｢健康対策課 ＯＫ｣ →最下段 ｢肝炎インターフェロン治療受給者証

公布申請書・療養費請求・医療機関の指定等｣ → 最下段 ｢添付ファイル 肝炎インターフェ

ロン治療医療機関指定申請書・辞退申出書 (PDFファイル)｣ (最終画面：下記参照)

②保健所窓口

③京都府医師会ホームページ (http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/kanen-shitei.pdf)

④京都府医師会地域医療課 (TEL 075－315－5274) にご連絡ください｡ ＦＡＸにて送信いたし

ます｡

『肝炎インターフェロン治療医療機関指定申請書』
の取得方法について

肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請・療養費請求・医療機関の指定等
内 容 肝炎インターフェロン治療受給者証の交付申請・療養費請求・医療機関の指定等

該 当 条 文 等 京都府肝炎治療特別促進事業実施要綱

申 請 対 象 京都府肝炎治療特別促進事業実施要綱第４項に規定する患者

受 付 期 間 月曜日～金曜日 (祝日, 年末年始を除く)

受 付 時 間 ８：45～17：00 (12：00～13：00を除く)

問い合わせ先窓口 健康福祉部健康対策課疾病対策担当

電 話 番 号 075－414－4736

メールアドレス kentai@pref.kyoto.lg.jp

申請書等の提出先 居住地の各保健所

手 数 料 －

届出に必要なもの
○受給者証の交付申請：診断書, 住民票の写し, 市町村民税の課税年額を証明す
る書類, 健康保険証の写し
○療養費の請求：医療機関発行の領収証, 高額療養費支給決定通知書等

備 考 －

添付ファイル

・肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書(PDFファイル 65.7KB)
・肝炎インターフェロン治療受給者証認定に係る診断書(PDFファイル 68.5KB)
・肝炎インターフェロン治療受給者証記載事項変更申請書・肝炎インターフェロ
ン治療受給者証再交付申請書(PDFファイル 69.4KB)
・肝炎インターフェロン治療費請求書(PDFファイル 64.6KB)
・療養証明書(肝炎インターフェロン治療分)(PDFファイル 51.2KB)
・肝炎インターフェロン治療医療機関指定申請書・辞退申出書(PDFファイル 61.8KB)
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このたび, ｢公立学校の学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める

政令の一部を改正する政令 (平成20年政令第80号)｣ が施行されました｡

また, 平成20年文部科学省告示第55号 (公立学校の学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師の公

務災害補償の基準を定める政令の基準に基づき, 長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係

る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める件) が, さらに, 平成20年文部科学省告示

第49号 (公立学校の学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の

規定に基づき, 遺族補償年金等の額に乗ずる率を定める件) がそれぞれ告示されました｡

概要は下記のとおりですので, ここにお知らせいたします｡

なお, 改正された政令の全文をご希望の場合は, 府医地域医療課 (TEL 075－315－5278) ま

でご連絡ください｡

記

１. 公立学校の学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部

を改正する政令について

(改正の趣旨)

①｢一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (平成19年法律第118号)｣ に

より, 医療職俸給表の改定および扶養手当の支給額の引き上げが行われたこと, ②｢人事院

規則16－０ (職員の災害補償) の一部を改正する人事院規則 (平成20年人事院規則16－０－

51)｣ により, 介護補償の額の引き上げが行われたことに伴うものである｡

(改正の内容)

・補償基礎額を引き上げること｡

・配偶者以外の扶養親族がある場合の扶養加算額を引き上げること｡ (第１条第３項関係)

・介護補償の額を引き上げること｡ (第６条の２第２項関係)

２. 公立学校の学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定

に基づき, 長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高

限度額を定める件について

(告示の内容)

長期療養者の休業補償に係る補償基礎額および年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度

額および最高限度額を定めたこと｡

３. 公立学校の学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定

に基づき, 遺族補償年金等の額に乗ずる率を定める件について

(告示の内容)

平成20年度に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金および障害補償年金差額一時金の額

の計算に用いる率を定めたこと｡

公立学校の学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の
基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
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第５回テーマ：頭痛～実地医家のために～

と き 平成20年５月31日(土) 午後２時30分～午後５時
ところ 京都府医師会館 １階会議室 (中京区御前通松原下ル)

セ ミ ナ ー [座 長] 京都府医師会学術・生涯教育委員会委員長 木谷 輝夫

｢神経内科外来における頭痛診療の最前線 －今何が問題となっているか－｣
医療法人立岡神経内科 院長 立岡 良久先生

｢頭痛 －脳神経外科の立場から－｣
京都市立病院脳神経外科 部長 上村 喜彦先生

｢心の問題と頭痛｣
医療法人桜花会醍醐病院 副院長 的場 祥人先生

｢頭痛を訴える眼科疾患｣
京都大学大学院医学研究科眼科学 講師 宮本 和明先生

ディスカッション [座 長] 立岡良久先生

[パネラー] 上村喜彦先生, 的場祥人先生, 宮本和明先生

※日本臨床内科医会認定医制度４単位 (予定)

参加費 無 料 (会員外の方の参加も歓迎します)

主 催 京都府医師会

お問い合わせ先

京都府医師会 学術生涯研修課 〒604－8585 京都市中京区壬生東高田町１－９

TEL：075－315－5276 FAX：075－314－5042

��������	


参 加 者 募 集

標記 ｢ワークショップ｣ が下記の要領で開催されます｡ 参加希望の方は, ５月30日(金) ま

でに府医：学術生涯研修課 (TEL 075－315－5276) までお申し込みください｡

記

日 時 平成20年７月12日(土) ９：50～21：10

７月13日(日) ８：30～16：40

場 所 晴海グランドホテル

〒104－0053 東京都中央区晴海３－８－１ TEL 03－3533－7111 (代表)

定 員 28名

参加費 ３万円 (宿泊費含む), 旅費・交通費は別途本人負担

修了証 日本医師会長と厚生労働省医政局長連名の修了証書が発行されます｡

���������������������
���� !
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【報 告】

１. 平成20年４月１日現在の会員数

３月１日現在 4,242名

４月１日現在 4,240名 (－２名)

２. 京都府医師会執行部会務分掌

３. 京都府並びに京都市等の人事異動

４. 府医第177回定時代議員会ならびに第93回

定時総会の状況

５. 平成20年４月診療報酬改定点数説明会の

状況

６. 基金合審の状況

７. 施設基準に係る説明会の状況

８. 国保合審の状況

９. ３月度労災審査協議会の状況

10. ３月度基金幹事会の状況

11. 京都府献血推進協議会の状況

12. 麻しん排除に係る関係機関打合せの状況

13. 京都府感染症対策委員会の状況

14. 京都府立学校総括安全衛生委員会の状況

15. 第118回日医定例代議員会の状況

16. 平成19年度第12回近医連常任委員会の状況

【議 事】

17. 会員の入会・異動・退会57件を可決

18. 平成20年度京都府医師会費減免申請を

可決

19. 平成20年４月診療報酬改定点数補足説明

会の開催を可決

20. 新規個別指導の開催を可決

21. 平成20年度京都府立学校児童生徒結核対

策委員会委員の推薦を可決

22. 母体保護法第14条による指定医師指定を

可決

23. 感染症対策委員会委員の委嘱と第１回委

員会の開催を可決

24. 京都府糖尿病対策推進事業委員会委員の

委嘱と第１回委員会の開催を可決

25. 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

26. 地区 (京都市内) 基本健康診査担当理事

連絡協議会の開催を可決

27. 第４回災害対策小委員会の開催を可決

28. 府医学術講演会の開催を可決

第１回定例理事会 (４.３)

【報 告】

１. ４月度総務担当部会の状況

２. 新規登録保険医講習会の状況

３. ４月度保険医療担当部会の状況

４. 第２回京都府救急医療懇談会の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 第109回京都市急病診療所定例理事会の

状況

７. 第８回京都府高度救急業務推進協議会の

状況

８. ４月度地域医療担当部会の状況

９. ４月度学術・会員業務・養成担当部会の状況

10. 看護専門学校平成20年度入学式の状況

【議 事】

11. 会員の入会・異動・退会28件を可決

12. 日野鼎哉の墓参を可決

13. 夏の参与会の日程を可決

14. 病院長会議の日程を可決

15. 理事者勉強会の開催を可決

16. 夏の理事会の休会を可決

17. 府医創立記念式典の日程を可決

第２回定例理事会 (４.10)
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18. 京都府医師会執行部会務分掌を可決

19. 平成20年度京都府医師会費減免申請を可決

20. 第１回近医連保険担当理事連絡協議会の

出席を可決

21. 後期高齢者診療料の研修を可決

22. 平成20年度(財)日本体育協会公認スポーツ

ドクター養成講習会の受講者の推薦を可決

23. 京都府保健医療計画に係る医療機関明記

のための検討会メンバーの推薦を可決

24. ｢京都新聞 目の健康セミナー｣ への後援

を可決

25. ｢医とくらし｣ 健康大学～知ってくださ

い, リウマチ治療の現在～への後援を可決

26. テロ災害合同訓練への救護班等の派遣を

可決

27. 京都府救急救命士会第18回総会・研修会

の共催を可決

28. 平成20年度救急救命士等に対する医師の

指示に関する委託契約の締結を可決

29. 京都府医師会大原診療所の廃止を可決

30. 地区 (京都市外) 特定健康診査担当理事

連絡協議会の開催を可決

31. 特定健診・特定保健指導システム対応バー

コードスキャナー一式の発注を可決

32. 特定健診・特定保健指導システムの年間

保守サービス加入を可決

33. 特定健診・特定保健指導における医賠責

保険の加入を可決

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. ｢厚生労働省第三試案｣ に関する都道府県

医師会担当理事連絡協議会への出席を可決

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

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

～ ６月度請求書 (５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

△

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｡




