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佐伯理一郎と佐伯病院・京都産院
明治30年５月より京都看病婦学校・京都産婆学校の校長, 同志社

病院の院長として全面的に管理・運営をまかされた佐伯理一郎(1862－
1953) は財政難の同志社から宣教師とその家族用の病室として使用
していた建物を買い取り, ９月京都産院を開設｡ 翌年８月にはキリ
スト教の精神に基づく社会福祉事業の一つとして下京区柳馬場通綾
小路下るに佐伯病院を設立｡ 佐伯病院を設計したのは同志社大学アー
モスト館, 東華菜館, 初代大丸社長下村邸 (大丸ヴィラ) それに一
時話題となった豊郷小学校など京都人にもなじみのある建築物を設
計したアメリカ人建築家・キリスト教伝道者Ｗ.Ｍ.ヴォーリズ(1880－
1964)｡ 新島死後, 同志社病院を援助していたアメリカン・ボードと
の不和から, 明治38年同志社病院全面閉鎖が決議され, 翌年病院は
閉鎖, 京都看病婦学校は佐伯病院内に移転, 実習は佐伯病院と京都
産院で行われた｡ 明治43年京都産院は上京区清和院町に移転｡ 佐伯
は昭和28年永眠するが, 佐伯病院は佐伯医院 ウィメンズクリニック
として今に存続している｡

参考文献：京都の医学史
写真：明治41佐伯病院病人用食物調理法実習と明治43年上京区清和

院町に移転した京都産院
奥沢 康正 (西京)

＜お知らせ＞

・有害物質にばく露した患者からの二次被害への
対応
・毎月勤労統計調査

＜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

●地域医療部通信
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平成20年度近畿医師会連合定時委員総会が５月25日(日), 京都府医師会主管によりホテ

ルグランヴィア京都で開催され, 近畿各府県医師会から約250名が参集, 京都府医師会か

らも48名が出席した｡
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社社社会会会保保保障障障費費費削削削減減減ははは直直直ちちちににに中中中止止止ををを
～～～わわわががが国国国ののの医医医療療療ををを蘇蘇蘇生生生さささせせせるるるたたためめめ
新新新たたたななな財財財源源源確確確保保保ををを求求求めめめるるる決決決議議議

午前中の分科会では, 第１分科会 ｢医療保

険｣, 第２分科会 ｢地域医療｣, 第３分科会

｢医療安全対策｣ に分かれて各府県が協議を

行ったほか, 併せて近医連常任委員会と代議

員会正・副議長会も開催された｡

午後の委員総会には, 多数の来賓に出席い

ただき, 唐澤�人日医会長, 山田啓二京都府

知事, 伊吹文明衆議院議員から来賓挨拶が述

べられた｡ その後, 報告・議事に移り, 平成

19年度会務報告・決算, 平成20年度事業計画・

予算がそれぞれ満場一致で承認されたほか,

社会保障費の機械的な削減を直ちに中止し,

あるべき医療を実現するための新たな財源の

確保を求める決議 (別掲参照) を採択した｡

委員総会の後, 元厚生労働大臣の尾辻秀久

参議院議員より ｢国家財政と医療～経済財政

諮問会議は百害あるのみ～｣ と題する特別講

演が行われた｡

委員総会で挨拶に立っ

た森府医会長 (近医連委

員長) は, わが国の社会

保障の規模を経済の身の

丈にあわせたものにする

ため, 社会保障費の自然

増を毎年2,200億円圧縮す

３つの分科会で白熱した議論

分科会における協議事項

��������	
�

①中医協における日医のとるべきスタン

スについて～診療報酬改定の問題点を

含めて～

②集団的個別指導の各府県の実施状況と

今後の対応について

③決議(案)について

����������

①医療計画について (四疾病, 在宅医療)

②感染症 (麻しん) 対策について

�������������

①｢新しい医療安全調査委員会｣ について

医療崩壊打開のため, 全ての
医師が団結を
～委員総会で森洋一委員長

森府医会長
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るという政府方針について, ｢国家の根幹に

かかわる教育と社会保障の分野で経済の身の

丈に合わせるということは, もっと医療費や

教育費を増加させることではないか｣ との考

えを示すとともに, 近年, ２年ごとの診療報

酬改定に伴い, 頻回に医療制度や医療関連法

が改定されている点について ｢多くの制度改

正がなされ, 詳細がわからないまま制度が走

り出し, 綻びを取り繕いながら右往左往する

のは医療, 介護の現場であり, 患者さんをは

じめとする弱者ばかりである｣ とし, 真に国

民の目線にたったもの, 国民の健康と生命を

守ることを視点としたものがないと批判した｡

その上で医師不足や医療従事者不足をはじめ

とする医療崩壊の現状を打開するためには,

｢冷静で真摯な議論の上に立って, 国民とと

もに国民のための医療を提供する, 守る, 医

療制度を構築していくという活動が必要不可

欠である｣ と強調, 従来どおり, 政治へのよ

り強力なアプローチも必要であるとし, ｢こ

れらを我々の医政活動の両輪として取り組ん

でいかなければならない｡ 今こそ全ての医師

が団結して立ち上がり, 国家観を持たない経

済学者や経済界から医療を守り, 取り戻す時

がきている｣ と訴えた｡

さらに, 森府医会長は ｢過去, 現在, 未来

と繋がる中で, わが国も世界も今が全てとい

う風潮に満ちている｡ 過去に立ち止まってい

る余裕はなく, 過去に戻ることもできない｡

過去から多くのことを学び, 同じ轍を踏まな

い, 過去を明日に生かすために今一歩を踏み

出すときではないか｣ と述べ, 国民の健康と

生命を守るという基本理念のもと, 日本の社

会保障における医療のあり方を提言するとと

もに, そのために必要な基盤整備に対する費

用と今後のランニングコストを算出し, その

ために必要な年間医療費を国民に提示した上

で, その負担が可能かどうかを検討してもら

う時期にきていると主張し, ｢本日の近医連

委員総会が実りの多いものとなり, 日本の医

療再生の契機となることを心から祈念する｣

と締めくくった｡

尾辻参院議員は講演で,

厚労相時代の経済財政諮

問会議とのやりとりを紹

介｡ 経済財政諮問会議は

｢新自由主義・経済財政至

上主義を主張する４人の

民間議員の独擅場であっ

た｡ 国会決議をも無視してもいいと発言する

彼らは思い上がりの極みで恥知らずな人たち

だとの印象を受けた｣ として厳しく批判した｡

また, 社会保障費の自然増を毎年2,200億

円圧縮する政府方針については ｢もう無理だ｡

乾いたタオルを絞っても水は出ない｡ ６月に

まとまる 『骨太の方針2008』 に 『2,200億円

削減』 が入るようなら日本の医療は崩壊する｣

と述べ 『骨太方針』 に 『2,200億円削減』 と

いう言葉を絶対に入れさせてはならない,

『2,200億円削減』 を削除するため, ｢命がけ

の大勝負を行う｣ との決意を語った｡

さらに, 今後の政策については ｢日本をど

ういう国にするのかという一番基本の議論が

できていない｣ と指摘し, ｢今こそあるべき

国民負担率について真摯に議論し, 国民の合

意を得る必要がある｣ との見解を示すととも

に, ｢国民負担率が50％程度の中負担・中福

祉の社会保障政策が日本の文化に合うと思う｣

との私見を述べた｡

｢2,200億円削減｣ 阻止に向け
大勝負
～尾辻秀久参院議員が特別講演

尾辻参院議員
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決 議 (案)

四半世紀におよぶ医療費抑制政策の継続は, わが国の医療を崩壊へと導いた｡ 過剰

に抑制された医療費とそれに起因する劣悪な労働環境の中にあっても, 医療従事者は

自らの使命感に基づき, わが国の国民皆保険制度を懸命に支えてきた｡ しかし今, 医

療現場の疲弊は極限に達し, 産科・小児科を始めとする医師不足, 救急医療体制の破

綻, 医療機関の経営悪化・閉鎖など, 医療崩壊の現実はもはや誰の目にも明らかで

ある｡

毎年2,200億円の社会保障費の削減は, 20年度診療報酬改定にも多大な悪影響を及ぼ

し, 本改定の主旨であった ｢病院勤務医の負担軽減｣ への効果も極めて限定的なもの

となった｡ このような社会保障費の削減を直ちに中止し, あるべき医療を実現するた

めの新たな財源を確保する以外, わが国の医療を蘇生させる手段はない｡

また, 後期高齢者医療制度の創設, 療養病床の削減計画, 患者負担の引き上げは,

国家の経済的理由のみによって高齢者などの社会的弱者を医療や介護から疎外するこ

とに他ならず, 断じて容認できない｡

われわれは, 全ての国民が安心して, 安全・良質な医療を受けられる制度を構築す

るため, 政府に対し下記の事項を強く要求する｡

記

一, 国家予算における社会保障費の機械的な削減を直ちに中止すること

一, 医療技術の進歩や医療安全向上に資するための財源を確保すること

一, 医師・看護師不足などの解消のための実効ある施策の推進

一, 後期高齢者医療と一般医療との間に格差が生じないよう配慮すること

一, 実情を無視した療養病床削減政策を見直すこと

以上, 決議する｡

平成20年５月25日

近畿医師連合定時委員総会
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第１分科会では, 藤原・三上日医常任理事の出席を得て, ｢中医協における日医のとるべき

スタンスについて～診療報酬改定の問題点を含めて～｣ と題して, 早急に改定を要望する事項,

次期改定で変更要望する事項, 中医協における日医のとるべきスタンスに対する意見・要望等

について協議, 意見交換した｡

司会は西村府医保険担当理事, 座長は安達府医副会長が務めた｡

冒頭, 挨拶に立った近医連委員長の森府医会長は, 今期診療報酬改定は納得できないもので

あり, その問題点を検証した上で, 次期診療報酬改定に向けてどうすべきかを考えていただき

たい｡ 我々医師会がどういう態度で診療報酬改定に臨むのかという基本的な理念を１年間議論

してほしいと述べた｡

第第第第第第第１１１１１１１分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢医医医医医医医医医療療療療療療療療療保保保保保保保保保険険険険険険険険険｣｣｣｣｣｣｣｣｣
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早急に改定を要望する事項について, 各府

県の意見交換を行ったところ, 特に外来管理

加算の５分要件の撤廃, 後期高齢者診療料の

見直しを求める声が相次いだ｡

京都府からは内田府医理事が, 外来管理加

算の５分要件について, 患者とのトラブルに

より事務が混乱し診療に支障をきたすおそれ

があることの問題点を示した｡ さらに ｢お薬

受診｣ を誘導する結果となり, 無診投薬を認

めることは医師法や健康保険法の理念に反す

るため, 早期の撤廃を求めた｡

また, 後期高齢者診療料について, 他院で

特定疾患療養管理料を算定された場合の取り

扱いは審査機関では対応できないことを指摘

した｡ 病院勤務医の負担軽減策として増点さ

れた入院時医学管理加算については, 算定要

件が非常に厳しい上, それに見合った点数と

はいえず, 病院は, 加算を算定するための整

備費用の負担が多くメリットがないため, 早

期に施設基準の緩和を求めた｡

早急に改定を要望する事項
��������	
��������������������

滋賀県医師会から ｢外来管理加算の５分要

件について, 医療現場は大変混乱している｡

検討はいつされるのか｣ との問いかけに対し

て, 藤原日医常任理事は, ｢外来管理加算は

技術料であり, 技術料評価はその難易度と時

間が対象となるが, 時間だけを評価するのは

こじつけである｡ 診察は窓口から始まり, 看

護師や栄養士の対応も含まれる｣ と説明し,

｢中医協でも最後まで合意が得られず, 公益

側に判断を任せたという苦渋の選択だったが,

外来管理加算５分要件再改定の見通しを説明  !"#$%&�' 
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次期改定で変更要望する事項についても,

各府県の意見交換を行ったが, 初・再診料の

夜間・早朝等加算の廃止, 療養病床入院基本

料の評価見直し, 検体検査判断料の引き下げ

および軽微な処置の初・再診料への包括化な

どの撤回, 後発医薬品の使用促進に関する批

判が相次いだ｡

京都府から内田府医理

事が, 初・再診料の夜間・

早朝等加算について, 窓

口負担増により夜間の受

診抑制を引き起こし, 結

果として病状急変患者が

病院の救急外来を受診し,

逆に勤務医の負担を増やすことになりかねな

いと指摘した｡ さらに午後６時以降の患者が

激減していることも踏まえて, 廃止すべきと

訴えた｡ また, 療養病床入院基本料について

は, ｢医療区分１・ＡＤＬ区分３｣ 以外の点

数が引き下げられたが, これは政策的に療養

病床を廃止するのが目的であり, このままで

は救急病床に入院中の患者を含め, 医療を必

要とする患者の受け皿がなくなり, さらには

救急病床の不足にも繋がると指摘し, 評価見

直しを求めた｡ そのほか, 検体検査判断料の

引き下げおよび軽微な処置の初・再診料への

包括化の撤回を求めるとともに, 後発医薬品

の使用促進の問題点を指摘した｡

また安達府医副会長は, 財源確保のために

検査料, 判断料が両方引き下げられたことに

触れ, 技術料については, 中医協での議論が

必要であるということを認識するべきであっ

たとの見解を付け加えた｡

大阪府医師会から, ｢開業医から勤務医へ

の400億円の支援が本当に必要であったのか

再検討するべきである｡ 開業医と勤務医が分

断されたことをあらためて認識した｡｣ と発

言があった｡

これらの意見・要望に対して, 藤原日医常

任理事は, ｢判断料の引き下げは, 目立たな

い形で改定された｡ 検査料を下げて判断料を

上げることは, もう限界にきている｣ と指摘｡

｢軽微な処置の初・再診料への包括化は, こ

れを行うなら基本診療料の点数を上げるべき

だったと厚労省も認識をもっていた｣ と紹介

した｡ ｢後発医薬品の使用促進は, ①品質や

流通の問題, ②後発医薬品の納入価格はマイ

ナス20～70％であり, この変動の幅の大きさ

が問題, ③医療側の意見調査を行うべき, ④

原料産地の明記, ⑤後発品メーカーの情報提

供に不備が多い｣ など厚労省に要望している

と説明｡ 基本的には医療側の不信感を払拭す

ることが必要と指摘した｡ ４月末の毎日新聞

に ｢生保患者に後発医薬品を強制的に処方す

る｣ と掲載された問題に触れ, 日医は医師の

裁量で処方できるとしたことを各都道府県に

通知したことを説明｡ 大阪府医師会から出さ

れた意見である診療側が勤務医に400億円出

すべきだったのかどうかについては, 日医に

持ち帰り検討したいと答えた｡

次期改定で変更要望する事項
���������	
����������������������� !

時間要件を告示でなく通知で示したことは評

価されるべきだ｣ とした｡ その上で, 日医は

４月診療分から６月診療分のレセプトについ

て改定影響調査を行っていること, 中医協の

検証部会でも調査を行うことを報告した｡ こ

の結果により, 平成19年度のリハビリテーショ

ンを手直ししたように, ｢次回改定を待たず

に改定が実現できるのではないか｣ との見通

しを示した｡ また, 中医協が出した８項目の

付帯意見について, エビテンスがないと改定

しないという意味合いがあるが, 無診投薬を

認めるルールなどエビテンス以前の問題につ

いては, 早急に見直すべきと述べた｡

内田府医理事
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中医協における日医のスタンスに対する意

見・要望について, 各府県の意見交換を行い,

京都府からは安達府医副会長が, ①中医協審

議の前提として, ｢勤務医大変, 開業医楽｣

という考え方をまず取り除くこと (特に再診

料の病診格差については病院分を増点するべ

きで, 開業医分の引き下げは容認できない),

②基本的に財政論以前に譲ってはならないも

のと交渉の余地のあるものとの峻別をまずし

ておくべき, ③医療技術料等, 基本的に譲れ

ないものについてはその理論構築をより密に

行って審議にあたっていただきたい, ④勤務

医対策に400億円不足分を開業医分から支援

することになったことや, 外来管理加算の５

分要件で ｢お薬受診｣ を容認したかのような

課長通知を例に挙げ, 議論にあたっては, 常

に即応可能な考え方をあらかじめまとめてお

く必要があるとの意見・要望を示した｡

総括として安達府医副

会長は, 今後, 主務地と

して①早急に改定を要望

する事項②次期改定で変

更要望する事項③中医協

における日医のとるべき

スタンスの３つの事項に

ついて意見・要望をまとめて, 近医連第１分

科会の総括として文書で日医へ提出したいと

の意向を示した｡ また藤原日医常任理事が日

医や中医協において, 充分な活動ができるよ

うに, 日医社会保険診療報酬検討委員会や近

医連を通じて, 最大限支えていきたいと述べ

た｡

このほか日医への質問として, 大阪府医師

会から, ｢①レセプトオンライン化により,

審査委員の医学的判断を要するルールも機械

処理されるのか｡ ②レセコンを使用していな

い小規模な医療機関は, ２年の猶予期間終了

後, 具体的な対応策を検討しているのか｣ と

の問いかけに対して, 藤原日医常任理事は,

｢①今後も, 現在と同様の審査をする｡ 医学

的判断を機械処理する事態になった場合, 断

固対応する｡ ②日医の考えは, 基本的に義務

化反対, 手挙げ方式にするという主張に変わ

りはない｡ また２年の猶予がある小規模医療

機関の年間取り扱い件数2,400件を3,600件

(月300件) に増やすことや代行請求の軽減策

を考えている｡ さらに厚労省には財源につい

て検討するよう要望している｣ と日医の対応

を説明した｡

滋賀県医師会からの, ｢後期高齢者医療制

度について, 日医のスタンスは？｣ との問い

かけに対して, 藤原日医常任理事は, ｢平成1

1年８月に日医が制度を打ち出した経緯もあ

り, この制度の考え方は崩れないと思う｡ し

かしながら, 制度の見直しを検討することは,

よい機会である｣ との見解を示した｡

最後に内田府医理事が決議案を読み上げ,

特に異議なく了承された｡

第１分科会での各府県の意見・要望をまとめて日医へ提出

三上日医常任理事から, 来月に生涯教育・

医療保険・介護保険担当理事連絡協議会とし

て, 簡単な研修会を開催すると説明があった｡

この研修会は高齢者担当医の研修会を在宅医

研修会として開催する予定｡ 各都道府県にお

いては, ７月以降に研修会を開催していただ

くことになる｡ これは高齢者担当医を養成す

るための研修会ではなく, あくまで生涯教育

の一環として実施するものであると説明した｡

また, 介護療養型老健施設の施設サービス

費については, ｢通常の介護報酬改定から１

年前倒ししたのは転換の見通しを立てるため

であったが, あまりにも点数が低いため余計

に転換しにくくなった｣ との問題点を指摘｡

21年度の介護報酬改定を引き上げることによ

り対応するとの考えを示した｡

６月に日医で在宅医研修会を開催予定 ��������	�

安達府医副会長



2008年(平成20年)６月15日 No.1887 7

近
畿
医
師
会
連
合
定
時
委
員
総
会

第２分科会 (地域医療) では, (１) 医療計画について (４疾病, 在宅医療), (２) 感

染症 (麻しん) 対策について, の２つのテーマについて, 各府県の取り組み状況や問題点

が報告された｡

第第第第第第第２２２２２２２分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢地地地地地地地地地域域域域域域域域域医医医医医医医医医療療療療療療療療療｣｣｣｣｣｣｣｣｣

������������ ������������			
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医療計画について ��������	
����

医療計画に関しては, ①脳卒中 (急性期医

療, 回復期リハ病棟の整備), ②がん (専門

的治療, 緩和医療ケア), ③急性心筋梗塞

(急性期医療, 心臓リハ), ④糖尿病 (医療連

携の構築, 会員への研修等) について, 各府

県の現状, 取り組み状況や課題などが報告さ

れた｡ 各府県とも都心部を中心にハード面の

整備は徐々に進みつつあるが, 肝心の人材,

特に医師をはじめ, 看護師やＰＴ, ＯＴ等の

不足・地域間格差が深刻化している状況がう

かがえた｡

大阪府は都心らしく, 専門医療機関や拠点

病院などの整備が他の府県に比べても大変進

んでおり, 課題は医療機関や従事者同士の連

携・協力体制の整備といった状況｡

兵庫県からは医師不足対策として, 県医師

会がドクターバンクを設置・運営｡ ２年間で

21件成立している｡ マッチングは応募してき

た医師に, 医師を募集している医療機関の情

報を提供する方法｡ 医師の少ないところに行

こうという意思のある者を集めるよう努力し

ている｡

滋賀県, 奈良県からは, それぞれの整備状

況についての報告があり, 和歌山県からは介

護保険の通所リハ, 訪問リハの利用があれば

疾患別リハが算定できなくなるシバリについ

て触れ, ｢併算定を可能にすれば, 回復期病

棟が少ない所でもリハビリの充実が見込める｣

との指摘があった｡

京都府からは, 施設や職種が京都市および

その周辺に集中しており, それぞれ北部や南

部で不足している状況を報告した｡

また兵庫県からの緩和ケア研修の取り組み

に関する質問に対しては, どの府県とも特別

な研修は実施していない状況が報告され, 京

都府からは府立医大とともに拠点病院と協力

の上実施していることを報告した｡

在宅医療, 地域連携パスについて �����������������

また, 在宅医療については各府県とも地域

によって濃淡があることが報告された｡ 兵庫

県からは在宅医療に欠かせない訪問看護ステー

ションが経営難, 看護師の過重労働による退

職, さらに７：１看護導入による病院からの

引き抜き等で不足する事態となっており, 早
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急な対策の必要性が強調された｡ また, 在宅

医療の受け皿として在宅療養支援診療所があ

まり強調されると, (支援診として届け出て

いない) 元のかかりつけ医に患者が帰ってこ

ない恐れがあると問題提起された｡

地域連携パスについて, 滋賀県では大腿骨

頚部骨折や脳卒中に加えて, PEG, COPD,
糖尿病やがんのパスも進んでいるが, 使用頻

度がまだ少なく使用する病院の拡大が当面の

課題である｡

京都府では４月から在宅医療サポートセン

ターを立ち上げたことを報告｡ 訪問看護ステー

ションについては兵庫県と全く同じ状況であ

り, 引き続き今後も各方

面に訴えかける必要があ

るとした｡ また, 在宅医

療の受入体制整備には病

院との連携強化も必要と

して, 病院協会を通じて

サポートセンター事業へ

の協力を要請したことを報告した｡

地域連携パスについては京都府リハビリテー

ション協議会での検討・運営状況を報告し,

今後は維持期から在宅への移行時への対応も

視野に入れて検討していくとした｡

北川府医理事

府県間での医療機関連携 府県医師会の関与は不要？

京都府南部では, 奈良県, 滋賀県, 三重県

と隣接している地域があり, 患者の行き来が

あるため地域の郡市区医師会ではいろいろな

問題があり, その協議の場を設けているが,

府医師会は関与していない｡ 他府県の状況を

聞いたところ, 兵庫県が同じような問題に直

面している他は, いずれも問題ない, あるい

はスムーズにいっているとの回答であり, 今

後問題が生じたらその時に協議することと

した｡

地域医療連携については今後も継続して協議

医療計画について ｢医療機能の分化・連携

を促進することを通じて, 地域において切れ

目のない医療の提供を実現すること｣ とされ

ている一方で, 報告のあったとおり府県内で

医療提供体制に地域格差が大きく問題は簡単

ではないことから, 森京都府医会長 (近医連

委員長) は, 今後も継続的に担当理事連絡協

議会で検討していくよう求めた｡

感染症 (麻しん対策) ��������	
�����������

大阪府は医師会に予防接種センターを設置

しており, 相談事業や接種困難事例を取り扱っ

ている｡ 麻しん対策としては ｢大阪府麻しん

対策会議｣ が設置されており, ここに保護者

代表が委員として参画しているため, 保護者

への周知に効果があるとの報告があった｡

兵庫県は, 地区医師会が各学校や幼稚園等

に感染症情報を情報ネットワークとして集約

し, 週１回ＦＡＸ配信して喜ばれている｡ 麻

しん対策は, 新型インフルエンザ対策の予行

演習となり, 対応強化が必要であることが明

確となったと主張｡ また, ３期については集

団接種を国レベルで進めていただきたいと

要望｡

滋賀県では集団接種は農村部の地域で実施

されており, 会場は小学校｡ その地域の医師

と校医が中心となって行われていることを

報告｡

奈良県は, 感染症発生動向調査の体制がしっ

かりしており, リアルタイムな情報収集と

ＦＡＸ提供する体制も確立されていると報告｡

また, 市町村の未接種者台帳を利用して地域

のネットワークに情報を流すことにより接種

率の向上を上げるべきと提案した｡
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和歌山県からは本年からの全数報告に先駆

けて県として平成17年５月から麻しん風しん

患者全数把握事業を実施していたこと, 夏休

み期間中に予防接種強化に協力する医療機関

を募り, ＭＲ予防接種実施キャンペーンを実

施する方向であることが報告された｡

京都府からは, 予防接種済証を学校に提出

することにより, 学校からも接種の指導を行っ

ていること, 大学保健センターとの情報交換

会を実施していることを紹介｡ また, ２期の

接種漏れ者に対する救済

を求めたことを報告｡ 麻

しんのみならず行政から

の感染症情報はどうして

もワンクッションがあり

遅れがちであり, 府県に

またがる情報も多く, 迅

速な発生情報を交換する必要があることから,

メーリングリストを立ち上げることを提案,

詳細は後日詰めることとなった｡

総 括

内田日医常任理事は,

医療計画に関して各府県

で現状を把握し, 課題を

抽出されていることを評

価｡ その上で今後何が必

要か, 現場での課題を積

み上げ, 日医へあげてい

ただくよう求めた｡ 緩和ケアについてはガイ

ドラインを作成し, ６月の日医雑誌に掲載す

ることを報告｡

また, 緩和ケア研修, 地域医療連携や生活

習慣病対策等については, 厚労省の補助金事

業を活用して, ぜひ取り組んでいただきたい

と要望した｡

麻しん対策について, 各府県から出された

未受診者の把握, 全数把握, 学校との連携,

自己負担等の問題については, 持ち帰って担

当役員に伝達し, 日医としても何らかの対応

をする意向を示した｡

内田日医常任理事

第３分科会では ｢医療安全対策｣ をテーマに, 昨年来, 問題となっている ｢厚労省第３次試

案｣ について協議, 意見交換した｡

分科会の冒頭, 久山座長 (府医副会長) より ｢厚労省第３次試案｣ をめぐるこれまでの情勢

を説明｡ ｢第３次試案｣ 公表後もなお, 医療界からは ｢拙速な制度創設は避けるべき｣ との声

があることやねじれ国会という政局状況からも今国会での法案提出は先送りされる見通しとなっ

たが, 今後も制度創設にあたっては, 国民から信頼され, 医療従事者が安心して医療を提供で

きるシステム構築に向けた検討が必要不可欠であると挨拶した｡

第第第第第第第３３３３３３３分分分分分分分科科科科科科科会会会会会会会 ｢｢｢｢｢｢｢｢｢医医医医医医医医医療療療療療療療療療安安安安安安安安安全全全全全全全全全対対対対対対対対対策策策策策策策策策｣｣｣｣｣｣｣｣｣

������������������������			
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柏井府医理事
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医療安全調査委員会(以下,調査委員会)に

ついては, 設置場所や構成メンバーなど調査

委員会のあり方に関して意見交換が行われた｡

京都府から松井府医理事が ｢原因究明と再

発防止｣ ｢医師法第21条による理不尽な刑事

訴追の回避｣ という複数の目的を一つの調査

委員会で解決しようとすることによって, か

えって制度に矛盾が生じている｡ ｢責任追及｣

と ｢原因究明｣ は独立した組織で行うべきで

あると指摘した｡ 大阪府からは ｢調査委員会

の目的が“原因究明・再発防止”とされてい

るにもかかわらず, 第３次試案では捜査機関

への通知の道が残されている｣ ことを問題視｡

真の医療安全に資するためには原因究明に限っ

た委員会とすべきであると主張した｡ 他の医

師会からも調査委員会は原因究明・再発防止

に限定した委員会とすべきとの意見が出さ

れた｡

これらの議論に対し, 木下日医常任理事は

医師法第21条が残ったままで委員会を分離す

れば, これまでどおり必ず警察が介入してく

ることになり, 医学には門外漢の警察や検察

が事故の内容を判断することとなる｡ これで

は医学の進歩に寄与することにはならず, 真

の意味での原因究明にはならないと指摘｡ そ

のためにも医療の専門家で組織される調査委

員会の設置が必要とし, 制度創設に理解を求

めた｡

医療安全調査委員会は ｢原因究明｣ に限定すべき

医師法第21条の改正をめぐっては, 第３次

試案で ｢医師法第21条からの回避｣ が議論の

中心になっていることに批判が出された｡ 大

阪府からは医療安全体制を確立することが医

療界の責務であるにもかかわらず, 医師法第

21条回避のための議論ばかりが先行している

と指摘｡ 兵庫県からは医師法第21条により届

け出るべき異常死の解釈に問題があり, この

解釈を正さない限り根本的な解決にはなりえ

ないと批判した｡

京都府の松井府医理事

も平成６年の日本法医学

会による異常死ガイドラ

インによって, 医師法第

21条の解釈が大きく変わっ

たと述べ, 21条を元通り

の解釈に戻すことが先決

であるとした｡ また, 滋賀県からは医療側か

らの意見だけでは法改正は難しく, 司法当局

側の理解が必要であるが, 司法当局がどのよ

うに考えているのかが見えてこないとの指摘

が出された｡

これに対し木下日医常任理事は, 医師法第

21条の解釈については, 最高裁での判決事例

がある以上, それを覆すことは不可能に近い

としながらも, 医師法第21条の間違った運用

を何とか改正し, 診療行為に関連した案件に

ついては, 医療の専門家が判断する仕組みを

作る方向で進めていると述べた｡

また, 医師法第21条による医療機関から調

査委員会への届出範囲については, 各学会か

ら提示されたものを基準に議論を進めていく

とともに, 調査委員会への届出が増加した場

合を想定し, 調査委員会とは別に病院内での

｢事故調査委員会｣ の充実を求めていくとし

た｡ なお, 診療所や病院の規模によっては院

内での事故調査委員会が機能していない場合

もあることから, その場合は都道府県医師会

が行う紛争処理委員会に処理を任せることも

考えているとの見解を示した｡

その他, 一部報道で ｢第３次試案｣ に基づ

いた法律の原案が出ていたことに対して, そ

の真意を問う意見 (兵庫県) や ｢第３次試案｣

医師法第21条の改正をめぐって議論

松井府医理事
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の地方委員会における調査で ｢遺族の感情を

受け止める｣ という文言が明文化されている

ことについての意見 (滋賀県) が出された｡

報道の件について, 木下日医常任理事は決し

てそのような事実はなく, 法案化に向けては

現在, 調整中であるとしたうえで, ｢メディ

アの報道に踊らされないようにしてほしい｣

とも述べた｡

｢第３次試案｣ に関しては ｢総論賛成, 各

論反対｣ という意見が多い中での拙速な制度

創設に反対する声に対し, 木下日医常任理事

は ｢第３次試案｣ に至るまでの法務省, 警察

庁との交渉経過を報告｡ 新制度創設によって

われわれ医療側が責任をもって調査委員会を

運営するという決意を示したことで ｢捜査当

局から医療側にボールが投げられた｣ と述べ,

この機を逸しないためにも, 今, 医療界が動

かなければならないと強調｡ 改めて医療の専

門家による制度創設に向け医療界一丸となっ

て一歩づつ前進していきたいと意欲を見せた｡

以下に2005年にＷＨＯが発表した医療安全

に関するグローバルスタンダードともいえる

資料を掲載しますので, ご参照ください｡

医療の専門家自身の手で制度創設を ��������	�


���������������������� 

６. CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL REPORTING SYSTEMS

１. Non-punitive Reporters are free from fear of retaliation against themselvesor

punishment of others as a result of reporting.

刑事罰を行わないー医療事故 (診療関連死) の報告者は, 報告をしたことにより刑罰から

免責されなければならない｡

２. Confidential The identities of the patient, reporter, and institution are never

revealed.

秘匿ー診療関連死の患者名, 報告者(医療従事者), 医療機関は決して第三者に明かされて

はならない｡

３. Independent The reporting system is independent of any authority with

power to punish the reporter or the organization.

独立性ー報告システム (医療安全委員会) は, 報告者や医療機関を罰する権限を持つ当局

から独立していなければならない｡

４. Expert analysis Reports are evaluated by experts who understand theclinical

circumstances and are trained to recognize underlyingsystems causes.

専門家の分析ー診療関連死の報告は診療関連死が起きた状況を理解でき, かつ問題となっ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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ているシステムを把握できるようにきちんと訓練を受けた専門家によって評価されなければ

ならない｡

５. Timely Reports are analysed promptly and recommendationsare rapidly dis-

seminated to those who need to know, especially when serious hazards are

identified.

時宜を得た報告は, 特に重大な状況であると判った時は, 即座に分析され, いち早く情報

を必要とする人々 (医療従事者) に広く周知されねばならない｡

６. Systems-oriented Recommendations focus on changes in systems, processes,

or products, rather than being targeted at individual performance.

システムそのものの問題の勧告ー診療関連死の当事者である医療従事者の個人の能力に目

を向けるのではなく, システム, 過程, 結果の変化に焦点を当てることが望ましい｡

７. Responsive The agency that receives reports is capable of disseminating

recommendations. Participating organizations commit to implementing recom-

mendations whenever possible

反応ー報告を受けた部局は, 勧告を周知させることができる｡ 関係する機関は可能な限り

いつでも, 勧告を実行に移さねばならない｡

『平成20年10月発足に向けての一人医師
医療法人の設立申請書』 の受付を下記の要
領で行います｡
＜受付要領＞
①平成20年10月発足の申請をされる方は,
平成20年７月30日(水) までに事前概要
書を府医師会事務局総務課までご提出く
ださい｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療課
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

つ) を京都府医療課へご提出いただくこ
ととなります｡
③一人医師医療法人の事前概要書ならびに
各申請書式はデータでお渡しします｡ 府
医師会事務局総務課までご連絡ください｡
④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術生涯研修課まで
ご連絡ください｡

平 成 2 0 年 10 月
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成20年７月30日(水) までに ｢事前概要書｣の提出を
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日本医師会は ｢厚生労働省第三次試案｣ に対する正式の見解を取りまとめた｡

記者会見で木下日医常任理事は, 都道府県医師会からの意見を踏まえ, 明確にすべき内容は,

改めて厚労省に要望を行うことはもちろん, 警察庁・法務省に対しては, 試案の記載内容の遵

守を強く求めていくとした｡ そのうえで, ｢これらの意見は, 貴重な意見として受け止めつつ

も, 多くの医師会が賛意を示したことを重く受け止め, 厚労省第３次試案に基づき, 医師法第

21条の改正と医療安全調査委員会設置の法制化を強く要望するものとした｣ と述べた｡

(日医白クマ通信 No.923 より)

日本医師会 ｢厚労省第３次試案｣ に対する正式見解を発表

厚生労働省第三次試案に関する日本医師会の見解
平成20年５月27日

社団法人 日本医師会

現在の医師法第21条による異状死の解釈問題に関して, 都立広尾病院事件における平成16年４月13日の
最高裁判決は ｢死体を検案して異状を認めた医師は自己がその死因等につき診療行為における業務上過失
致死罪の罪責を問われるおそれがある場合にも, 本件届出義務を負うとすることは憲法第38条１項に違反
するものではないと解するのが相当である｡｣ との判断を示すことで決着した｡ このことは, 現行医師法第
21条が存在する限り, 医療事故による死亡のうち相当部分は警察への届出義務を免れないことを意味する｡
このように, 医師法第21条による医療事故による死亡事例の警察への届出義務から始まる刑法第211条の

業務上過失致死罪を適応する仕組みが続く限り, 全ての医師, 特に外科や産婦人科, また救急救命担当医
等の不安は一層大きくなり, さらに若手研修医の外科系診療科を敬遠する流れを止めることはできず, 医
療崩壊に拍車がかかることは必定である｡
この状況を抜本的に改めるためには, 刑法第211条の医療行為への適応を十分に議論しなければならない

が, 現状を早急に打開するためには, 医師法第21条を改正し, 警察ではなく新たな届出先として中立的な
第三者機関である医療安全調査委員会を新たに設置することにより, 医療の質の向上と安全に資するべく
死因究明・再発予防の制度を作ること以外に方策はない｡
本会では, 本年４月３日に厚生労働省から発出された ｢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・再発防止等の在り方に関する試案―第三次試案―｣ を受け, 直ちに全国47都道府県医師会に
対し, 第三次試案に関するアンケート調査を行った｡
その結果, ｢第三次試案に基づき制度を創設すべき｣ という回答は ｢種々の問題はあるが, それらが解決

できれば賛成｣ という医師会を含めて36医師会(77％), ｢第三次試案に基づき制度を創設すべきでない｣ は
７医師会(15％), その他４医師会 (９％) であった｡
このアンケート調査結果に基づき, ｢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｣
を開催し, 各都道府県医師会との質疑応答を行った｡
そこでは, この第三次試案が今日の刑事訴追の誤った流れから一歩も二歩も改善させた現実的解決策で

あると評価した意見が多数であった｡
一方で, 刑事罰の適応の問題や行政処分の実施方法, 調査委員会の設置場所の問題並びに重大な過失の

意味するところ及び救急医療現場における対応, 現在ある院内事故調査委員会との関係あるいは県単位の
剖検システムとの関係など, まだ明確にしなければならない点や疑問があるとの意見も出された｡ これら
の明確にすべき内容は, 改めて厚生労働省に要望を行うことは勿論, 警察庁・法務省に対しては, 参議院
決算委員会での両刑事局長による ｢試案の内容は厚労省と合議し, 了解している｣ との答弁の通り, 文書
は交わしていないが, 試案の記載内容の遵守を求めていく｡
今回の医師法第21条の改正問題のように, 利害関係が異なる人々に影響する法律を作成するということ

は大変難しい作業であるが, 第三次試案で示されたように, 全ての医療事故を免責にするということは出
来ないまでも, 調査委員会に届出を行うことによって医師法第21条の所轄警察署への届出を必要としなく
なり, 届出義務から刑事訴追への流れがなくなること等, 司法・警察当局者を交えた厳しい議論と協議の
結果, 合意がなされた点は, 我々医療従事者として十分評価しなければならない｡
本会は, 反対意見として貴重な意見が寄せられたことを十分受け止めつつも, 多くの医師会の賛意を重

く受け止め, 今回の厚生労働省第三次試案に基づく, 医師法第21条の改正と, 医療安全調査委員会設置の
法制化を強く要望する｡
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今般, 複数の府県の医療機関において, 微量採血のための穿刺器具 (針の周辺部分がディス

ポーザブルタイプでないもの) の不適切な使用事例 (複数の患者に使用) が確認されたことを

受け, 厚生労働省より標記に関する通知が出されましたので, お知らせします｡

当該製品については, 平成18年３月３日付薬食安発第0303001号 ｢採血用穿刺器具 (針の周辺

部分がディスポーザブルタイプでないもの) の取り扱いについて｣ により, 添付文書に ｢個人

の使用に限り, 複数の患者に使用しないこと｣ と記載, 器具には ｢複数患者使用不可｣ のシー

ルを貼付するとされ, さらに医療機関等においても当該器具を複数の患者に使用しないよう特

段の注意を払うよう, 注意喚起がなされておりましたが, 今般の事例発生を踏まえ, 再度, 周

知徹底がなされたものです｡

各医療機関におかれましては, 以下の参考資料をご確認のうえ, 適正な対応につきご協力い

ただきますようよろしくお願いいたします｡

なお, 微量採血のための穿刺器具 (針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの) に

関する報道発表資料が厚生労働省のホームページに掲載されておりますので, あわせてご覧く

ださい｡

http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0527-2.html

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

��� 微量採血のための穿刺器具について

医療安全情報
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微量採血のための穿刺器具 (針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの) 一覧

製造販売業者 製 品 名 販売開始時期 販売終了時期

１ ㈱アークレイファクトリー マルチランセット 平成９年４月 平成13年10月

２ ㈱アークレイファクトリー うで用マルチランセット 平成13年10月 平成16年11月

３ ㈱アークレイファクトリー ファインレット 平成13年10月 平成19年２月

４ ㈱アークレイファクトリー マルチランセットⅡ 平成10年５月 平成17年４月

５ ㈱アークレイファクトリー マルチランセットＳ 平成16年５月 販売中

６ ㈱旭ポリスライダー 簡単測糖Ｇレット 平成17年５月
(平成17年８月～平成18年９月一時販売停止) 販売中

７ アボットジャパン㈱ イージータッチ 平成17年３月 販売中

８ アボットジャパン㈱ ランセットデバイス 平成10年11月 販売中

９ ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ ワンタッチウルトラソフト 平成15年１月 販売中

10 テラメックス㈱ オートランセットⅡ 平成９年１月 平成17年３月

11 ニプロ㈱ ニプロフリースタイルライトショット 平成15年３月 販売中

12 ニプロ㈱ ニプロフリースタイルライトショットフラッシュ 平成16年９月 販売中

13 ニプロ㈱ フリースタイルキッセイ穿刺器 平成14年３月 平成18年９月

14 ニプロ㈱ フリースタイルフラッシュキッセイ穿刺器 平成16年12月 平成18年９月

15 ニプロ㈱ ラクレット 平成14年４月 平成19年２月

16 ニプロ㈱ ニプロフリースタイルライトショットフリーダム 平成18年７月 販売中

17 ニプロ㈱ フリースタイルフリーダムキッセイ穿刺器 平成18年３月 平成18年９月

18 日本ベクトン・ディッキンソン㈱ エースレット 平成13年６月 販売中

19 バイエル薬品㈱ マイクロレット 平成９年５月 販売中

20 バイエル薬品㈱ マイクロレットチョイス 平成９年７月 販売中

21 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ ソフトクリックス (穿刺器) 平成11年９月 販売中

22 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ ソフトクリックスプラス 平成17年８月 販売中

23 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ ソフトクリックスミニ 平成14年７月 販売中

24 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ マルチクリックス 平成17年８月 販売中

本表は, 平成20年５月29日現在, 把握しているものである｡
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微量採血のための穿刺器具 (針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)

問い合わせ窓口一覧

製 品 名 製造販売業者 受付時間 電話番号 FAX番号
マルチランセット

㈱アークレイファクト
リー

６：00～22：00
(年中無休) 0120-81-1955 0748-86-8739

うで用マルチランセット

ファインレット

マルチランセットⅡ

マルチランセットＳ

簡単測糖Ｇレット ㈱旭ポリスライダー
８：30～18：30
(月曜日～金曜日
・祝祭日を除く)

0120-498-352 03-3864-5644

イージータッチ
アボットジャパン㈱

月曜～金曜
(祝祭日を除く)
９：00～17：00

0120-37-8055 対応して
おりませんランセットデバイス

ワンタッチウルトラソフト ジョンソン・エンド・
ジョンソン㈱

月曜～金曜
(祝祭日を除く)
９：00～19：00

0120-113-903 03-4411-7259

オートランセットⅡ テラメックス㈱ ９：00～17：30
(土・日・祝祭日を除く) 075-622-5337 075-604-4038

ニプロフリースタイルライトショット

ニプロ㈱ ９：00～17：30
(土・日・祝祭日を除く) 06-6375-6738 06-6375-0171

ニプロフリースタイルライトショットフラッシュ

フリースタイルキッセイ穿刺器

フリースタイルフラッシュキッセイ穿刺器

ラクレット

ニプロフリースタイルライトショットフリーダム

フリースタイルフリーダムキッセイ穿刺器

エースレット 日本ベクトン・ディッ
キンソン㈱

月～金９：00～17：00
(土曜,日曜,祝日,
弊社指定休日を除く)

0120-8555-90
(音声ガイダ
ンス２番)

024-593-5761

マイクロレット
バイエル薬品㈱ 平日 (月～金)

９：00～17：30 0120-123-119 03-3282-6718
マイクロレットチョイス

ソフトクリックス (穿刺器)

ロシュ・ダイアグノス
ティックス㈱

月曜～金曜
(祝祭日を除く)
８：30～18：30

0120-642-860 03-5445-1297
ソフトクリックスプラス

ソフトクリックスミニ

マルチクリックス

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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今般, 日医では, ４月１日付医療法施行規則改正による標榜診療科名の見直しに伴い, 地域

において多少の混乱が生じている状況を鑑み, 今回の改正に関して疑問・誤解が生じている事

項についてＱ＆Ａが作成されましたのでお知らせいたします｡

なお, このＱ＆Ａは日医ホームページからダウンロードできます｡

http://www.med.or.jp/doctor/iryohou/hyoubou-qa.pdf

日 本 医 師 会

平成20年６月３日

以下のＱ＆Ａ については, 厚生労働省も承知しているものです｡

いいえ｡ 従来どおり, 自由標榜制は堅持されています｡ 広告する診療科名の数に制限は

ありません｡

厚労省通知では, 広告の表示について, 医師一人につき ｢主たる診療科名｣ を原則２つ

以内とし, ｢主たる診療科名｣ を大きく表示するなど, 他の診療科名と区別して表記する

ことが ｢望ましい｣ とされているものです｡ なお, 罰則はありません｡

いいえ｡ 経過措置がありますので, 看板を換える場合や新たに広告するまで, 変更届を

提出する必要はありません｡

いいえ｡ インターネット上のホームページは, 患者等が病院等の情報を得ようと自らア

クセスするものであり, 現在のところ, 情報提供や広報として扱われ, 原則広告とは見な

さないとされています｡ したがって, ホームページの更新を行ったからといって, 新たな

診療科名に変更するための行政手続をしなければならないということはありません｡

診療科名・医療機関名に関するＱ＆Ａについて

診診診療療療科科科名名名・・・医医医療療療機機機関関関名名名ににに関関関すすするるるＱＱＱ＆＆＆ＡＡＡ

Ｑ１ 診療科名は２つしか標榜できなくなるのか｡

Ｑ２ 新たに広告することができなくなった診療科名を, 現在届け出ている場合, 直ちに

新しい診療科名への変更届を出さなければならないのか｡

Ｑ３ 医療機関がホームページの更新を行った場合, ｢看板の書き換えや新たに広告する

場合｣ に該当するのか｡
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(１) はい｡ 平成20年４月以降に新たに契約する場合は (｢更新契約｣ という形であって

も), 新しい診療科名で行う必要があります｡ なお, 平成20年４月より前にすでに契

約したものについては, 実際の広告掲載時期が４月以降であっても, 従来の診療科名

で構いません｡

(２) はい｡ Ｑ８にあるように, 診療科名変更の届出が必要です｡

(３) いいえ｡ 看板や他の広告は, それぞれ新たに換えるまでそのままで構いません｡ 同

じ医療機関の広告であっても, 過渡的に旧診療科名と新診療科名が混在することはあ

ります｡ 診察券は広告には該当しませんので修正する必要はありませんが, 今あるも

のがなくなった場合には, 新しい診療科名に統一していただいた方がよいと思われ

ます｡

いいえ｡ 看板の部分修正であれば, 新たな診療科名に変更しなくても構いません｡ 医療

機関の判断により,機会を捉えて,新しい診療科名に変更することが望ましいと思われます｡

・来院患者を対象として院内に置くものであれば広告には当たりませんので, これらを新

規に発行したからといって, 新たな診療科名に変更しなければならないということはあ

りません｡

・来院患者だけでなく, ダイレクトメール等で不特定多数に配るものであれば広告に該当

するため, 新たな診療科名に変更するための行政手続が必要です｡

・いいえ｡ 医療機関名を変更する必要はありません｡ 診療科名のみ新制度に対応すれば問

題ありません｡

・新たに開業する場合や, 既存の医療機関でも名称変更する場合は, 旧診療科名を医療機

関名に含めることはできないものと思われます｡ なお, 治療方法, 部位, 診療対象者な

ど法令およびガイドライン等で広告可能とされたものについては, 医療機関名としても

使用可能です｡

Ｑ５ 診療時間の変更など, 看板の一部分を修正する場合も, 新たな診療科名に変更しな

ければならないのか｡

Ｑ６ 新たにパンフレットや病院誌などを発行する場合も, 新たな診療科名に変更しなけ

ればならないのか｡

Ｑ７ 医療機関名に, 新たに広告することができなくなった診療科名を含む場合 (例えば

｢○○胃腸科医院｣), 今後新たに広告する場合は, 医療機関名まで変更しなければな

らないのか｡

Ｑ４ 以前からタウンページに広告を載せており, ｢更新契約｣ をしているが, その場合

も (１)新しい診療科名にしなければならないのか｡ それに伴って, (２)変更届を提

出しなければならないのか｡ (３)看板や他の広告, 診察券なども変更しなければなら

ないのか｡
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医療法上, 都道府県知事※宛に医療法第７条および第８条に基づく開設許可等の事項の

変更の届出が必要です｡ この他にも, 医療機能情報提供制度にかかる変更の報告等が必要

です｡
※診療所の場合, 保健所設置市の場合は市長, 特別区の場合は区長

いいえ｡ 医療法施行令第四条では, 10日以内に都道府県知事※に届け出なければならな

いとされていますが, 広告に伴う診療科名の変更であれば, 遅くとも広告掲載日から10日

以内までの間に届け出ればよいものと考えます｡
※診療所の場合, 保健所設置市の場合は市長, 特別区の場合は区長

(１) はい｡ ｢ｉタウンページ｣ は, インターネット上の検索システムですので広告には

該当しません※｡ またシステム上, 新診療科名での登録となっていて, 例えば ｢肛門

科｣ の選択肢がないのであれば, ｢肛門内科｣ や ｢肛門外科｣, ｢肛門内科・外科｣ と

して登録することは差し支えありません (｢肛門科｣ はあくまでも例示であり, 新た

に広告することができなくなった診療科名すべてについて同様の解釈です)｡
※一般のタウンページ (電話帳) も電話番号の検索ですので, 広告には該当しません｡ Ｑ４でいう
タウンページの広告とは, 電話番号の一覧とは別に載せている広告のことです｡

(２) はい｡ 診療科名の組み合わせ数は膨大ですので, 選択肢の中に合致する診療科名が

ない場合には, 最も近いと思われる診療科名で登録して差し支えありません｡ 例えば,

｢糖尿病・代謝内科｣ を届け出ている場合は, ｢糖尿病内科｣ で登録することなどが考

えられます｡

なお, ここでは ｢ｉタウンページ｣ を挙げていますが, 他の類似の検索システムについ

ても同様の解釈です｡

Ｑ９ 新たに広告を出す場合, 新たな診療科名にしなければならないが, 変更届は広告契

約時にすぐに出さなければならないのか｡

Ｑ10 インターネットの ｢ｉタウンページ｣ は, 新診療科名での検索となっているが,

(１) 新たに広告することができなくなった診療科名をそのまま標榜している医療機関は,

変更届を出すことなく, 最も近いと思われる診療科名で登録せざるを得ないが, それ

でよいか｡

(２) また届出をして新たな診療科名にした医療機関についても, 届出上と同じ診療科名

の選択肢がない場合には, 最も近いと思われる診療科名で登録することでよいか｡

Ｑ８ 診療科名を変更する場合, 医療法上届出が必要とのことだが, 具体的にどのように

すればよいのか｡
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４月18日(金), 第１回京都府糖尿病対策推進事業委員会が開催された｡
今期委員会は, 11名で構成され, 前期に引き続き委員長に稲垣暢也氏, 副委員長に土井邦紘

氏を選出した｡
委員会では冒頭に森府医会長より, 今後の糖尿病対策の重要性と活発な協議・活動への期待

が述べられた後, 前期より開催されているコメディカルを対象とした糖尿病対策推進講習会の
開催状況の報告とともに, 新シリーズ③薬物療法についての内容を協議した｡
これまで, 第１段階として医師を対象に, 第２段階としてコメディカルを対象に講習会を開

催してきたが, 今期は次の段階として, 府民を対象とした事業を展開していくことを確認した｡

��������	
��
���

府民に向けた糖尿病対策の展開を

委�員�会�だ�よ�り�

＜糖尿病対策推進事業委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎稲垣 暢也 (京都大学) ○土井 邦紘 (宇治久世) 藤本 新平 (非会員)
中村 直登 (府立医大) 高尾 嘉興 (福知山) 和田 成雄 (東山)
鍵本 伸二 (京都北) 小出 操子 (相楽) 肥後 直子 (非会員)
田中 治美 (非会員) 木村美枝子 (非会員)

担当副会長 上原 春男 担当理事 畑 雅之・福州 修

５月14日(水), 第１回京都府医師会脳卒中登録事業委員会が開催された｡
今期委員会は, ９名で構成され, 前期に引き続き委員長に中野博美氏, 副委員長に渡邊能行

氏を選出した｡
委員会では冒頭に森府医会長より挨拶があり, 脳卒中の治療には連携が求められており, 京

都で統一したパスを作ることで, 患者がよりスムーズな治療・リハビリを享受できるように,
と委員会の事業への期待を述べられた｡ 協議では, 個人情報保護法の成立以降, 医療機関が慎
重になり登録が鈍化していることについて, より多くのデータを収集できるよう登録件数増加
のための対策を議論した｡
今期も引き続き医療機関に対して脳卒中登録への理解を求め, 協力を要請していくとともに,
登録および予後調査によって集まったデータを基に分析し, その成果を府民へ有効にフィード
バックする方策を検討していく｡
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脳卒中登録事業のさらなる充実に向けて

＜脳卒中登録事業委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎中野 博美 (宇久) ○渡邊 能行 (府医大) 奥村 厚 (下西)
重松 一生 (非会員) 島村 修 (府医大) 清水鴻一郎 (伏見)
関本 達之 (山科) 西澤 明彦 (下西) 牧野 雅弘 (非会員)

担当副会長 上原 春男 担当理事 高橋 真・橋本 京三
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子宮がん検診委員会は５月16日に第１回委員会が開催された｡

冒頭, 森 洋一府医会長より ｢がん対策基本法を踏まえ京都府医療計画においても, がん検

診受診率向上に触れている｡ HPV検査, ワクチン等の新しい取り組みを踏まえた幅広い検診を

目指し, 受診率向上に期待したい｣ と挨拶があった｡ 今期委員会は15名の委員で構成され, 委

員長には森 治彦氏が, 副委員長には大嶋一也氏, 武部 力氏の２名が選出され, 森委員長より

再就任の挨拶があった｡

委員会では, 昨年度の検診の状況について報告が行われ, 前年より頸がん検診が約2,500人,

体がん検診が約800人の受診者増加であった｡ しかしながら受診率はまだまだ低調であり, 府

民, 各市町村に検診の有効性を周知徹底するとともに, 府医主導で受診者数の増加に努めるこ

とが必要とされた｡

また, 今期委員会のテーマについて森府医会長の提言を踏まえて協議を行い, 主な協議事項

として以下のテーマが挙げられた｡

１. HPV検査の有用性と導入についての問題点の検討

２. 20・30歳代の若年層への受診勧奨などによる受診率向上

３. 検診データを集計し学術的に活用する際の個人情報保護

４. 発見がんや受診者の統計のより詳細なデータ分析

５. 細胞診新分類への移行についての検討

��������	
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＜子宮がん検診委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

藤田 宏行 (上東) ○武部 力 (西陣) 藤原葉一郎 (中西)

島岡 昌幸 (下西) ◎森 治彦 (左京) 安田 迪之 (東山)

中田 好則 (東山) 井上 卓也 (伏見) 金森 修弘 (宇久)

寺西 二郎 (綴喜) 小柴 壽彌 (亀岡) ○大嶋 一也 (船井)

隅山 充樹 (舞鶴) 細川 健一 (府医大) 万代 昌紀 (京大)

担当副会長 上原 春男 担当理事 桑原 仁美・柏井 真理子
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第１回地域ケア委員会が５月20日(火) に開催された｡ 冒頭に上原府医副会長より, 地域連

携による在宅医療の拡充は患者の切に希うところである｡ 国の施策を待っても埒があかないこ

とから府医が率先して取り組むものではあるが, 厚労省の企図する医療費削減策としての在宅

医療とは一線を画してこの事業に取り組むべく委員各位のご協力を仰ぎたいとの挨拶があった｡

次に正副委員長の選出があり, 前期に引き続いて委員長に依田純三氏, 副委員長に長村吉朗

氏が満場一致で選出された｡

続いて前期委員会の中間答申から設立にいたるまでの経緯について北川靖担当理事より経過

説明があり, 今後, 委員会で議論を進めるための, 基礎的な情報が提供された｡ また, 歯科医

師会より参画の徳地委員からは同会が運営する ｢口腔サポートセンター｣ の概要説明があり,

京都府訪問看護ステーション協議会の新田委員からは訪問看護ステーション協議会の会員情報

を基に訪看ＳＴの現況が述べられた｡

今期, 地域ケア委員会に対する会長からの諮問事項は ｢地域連携で進める京都府の在宅医療

～在宅医療サポートセンターに求められる機能は～｣ とのことであり, ｢在宅医療サポートセ

ンター｣ の運営に留まらず, 広く京都府内の地域連携問題に関して議論が交わされることと

なる｡

その他委員各位より, 各々の地域における在宅医療への取り組み状況や問題点が報告され,

次回委員会では活発な活動が注目されている左京医師会と乙訓医師会における実情について所

属の委員より詳細な報告をいただき, 議論を深めてゆくことの方針が決定された｡

�������
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地域連携で進める京都府の在宅医療
～在宅医療サポートセンターに求められる機能は～

＜地域ケア委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

渡辺 康介 (京都北) 岡林 秀興 (下西) 出木谷 寛 (左京)
土井たかし (西京) ○長村 吉朗 (東山) 戎井 浩二 (山科)
◎依田 純三 (伏見) 馬本 郁男 (乙訓) 山口 泰司 (相楽)
平田 正弘 (亀岡) 中嶋 俊彰 (府病協) 久野 成人 (私病協)
市田 哲郎 (介護支援専門員会) 水野 敏樹 (府立地域医療連携室)
宇都宮宏子 (京大地域医療ネットワーク) 新田 順子 (京都府訪問看護ステーション協議会)
徳地 正純 (歯科医師会) 石川 桂一 (薬剤師会)
梅山 信 (乙訓・オブザーバー)

担当副会長 上原 春男 担当理事 北川 靖・藤井 純司
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第１回医業経済・融資斡旋委員会が５月20日(火) に開催され, 会長代理として上原府医副

会長から, ｢医業経営がますます苦しくなっている現状で, この委員会の役割が府医の中でも

大きな位置を占めてくると思うので, よろしくお願いしたい｣ との挨拶があった｡

委員長に大藪 博氏, 副委員長に西村緊一郎氏を選出の後, 報告として４月から府医の融資

斡旋取り扱い金融機関がこれまでの京都中央信用金庫・北都信用金庫に京都信用金庫が加わっ

たことと, 共済部掛金の返還作業の進捗状況についての説明がなされた｡

また, 協議では医業経営の健全化に向けた医師会の取り組みについて検討し, 今後は消費税

問題について論議を深めていくことになった｡

今回の委員会では融資斡旋事項はなかったが, この委員会の最重要課題は融資斡旋について

の検討を行うことであり, 今後も案件は慎重に検討して府医理事会へ付議していくことを確認

して第１回の委員会を終了した｡

��������	
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消費税問題も議論

＜医業経済・融資斡旋委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

木戸 敬 (中西) 内田 実 (右京) ◎大藪 博 (西京)
○西村緊一郎 (伏見) 宮田 健 (山科) 久本 恒雄 (学識)

担当副会長 久山 元 担当理事 橋本 京三・中野 昌彦

健康日本21対策委員会は５月21日に第１回委員会が開催された｡

今期１回目の委員会に際し上原府医副会長が ｢健康づくり対策に関しては各団体からの協力

は不可欠である｣ とあいさつした後, 今期委員会は委員長に稲掛英男氏, 副委員長に中嶋 毅

氏を選出した｡

第１回委員会では執筆担当している京都市地域女性連合会発行 ｢京都女性しんぶん｣ 健康ガ

イドの執筆テーマ・執筆者の検討につづき ｢第35回くらしと健康展｣ や ｢市民すこやかフェア

2008｣ また ｢第15回府医主催健康講座｣ などの取り組みの内容について検討した｡

��������
��
���

＜健康日本21対策委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎稲掛 英男 (内科) 鈴木 将夫 (宇治久世) ○中嶋 毅 (整形外科)
岡本三希子 (糖尿病) 永井喜美子 (禁煙推進研究会) 木戸 康博 (栄養士会)
横田 昇平 (京都府) 村上 宜男 (京都市) 越智 雅之 (京都府体育協会)

担当副会長 上原 春男 担当理事 城守 国斗・福州 修
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第１回学術・生涯教育委員会を５月27日に開催した｡

森府医会長より ｢生涯教育は医師会の根幹をなす重要な事業である｣ と前置きした上で,

｢医療訴訟や医療過誤等, 医療を取り巻く環境は厳しいものとなり, 医師への国民の信頼がま

すます必要となっているが, 生涯教育に情熱を傾け, 広く国民にＰＲすることで, 国民の信頼

を回復することができるのではないか｡ また, 本委員会の中で, 委員の先生方から様々なアド

バイスをいただき, 府医独自の生涯教育のシステムを創り上げ, その妥当性が認められれば,

日医にも提言していきたい｣ との挨拶があった｡

委員の自己紹介ののち, 正副委員長選出が行われ, 委員長は木谷輝夫氏, 副委員長を川勝秀

一氏, 勝目 紘氏に就任いただいた｡

その後, 委員会の具体的運営について協議し, 生涯教育検討小委員会, 京都医学会小委員会,

図書室検討小委員会, 医学会雑誌査読小委員会の４つの小委員会も開催し, それぞれについて

詳細な検討を進めることにした｡

また, より一層, 生涯教育を充実させるために, 今年度６月からの新たな試みとして, 学術

講演会における確認問題を実施することにした｡ これは, 参加された会員の先生方ご自身でご

講演の内容を再確認していただくことを趣意とするものであり, 講師の先生より２, ３項目の

設問をご提示いただき, 解説をお願いするものである｡

さらに, 平成18年より講演会の動画配信を行っており, 視聴後, 要旨をご回答いただくと,

日医生涯教育講座１単位を認めていることを改めて報告した｡

��������	
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生涯教育のさらなる充実に向け, 検討

＜学術・生涯教育委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎木谷 輝夫 (内科) 垣内 孟 (内科) 谷村 仲一 (内科)

上田 尚司 (外科) 水谷 均 (外科) ○川勝 秀一 (小児科)

古家 敬三 (消化器科) 松木 正人 (皮膚科) 稲葉 正 (泌尿器科)

中田 好則 (産婦人科) 加藤賀千雄 (眼科) 三牧 三郎 (耳鼻科)

岡田 温 (整形外科) 大迫 努 (胸部) 福居 義久 (精神科)

福田 和彦 (麻酔科) 河合 勝也 (形成外科) 山本 泰三 (糖尿病)

山木 垂水 (脳神経外科) 小池 薫 (京大) 三木 恒治 (府立医大)

小西 哲郎 (府病協) 近藤 泰正 (私病協) 多田 寛 (学識経験者)

○勝目 紘 (学識経験者) 那須 芳 (学識経験者)

担当副会長 久山 元 担当理事 小野 晋司・東 義人・上田 朋宏

９月28日(日) に府医主催による第34回京都医学会を ｢メタボリックシンドローム｣ をテーマ

に開催いたします｡ 現在, 演題を募集しておりますので, 皆様の多数ご応募をお待ちしており

ます｡ 詳細につきましては, 26頁をご覧ください｡



2008年(平成20年)６月15日 No.1887 25

医
薬
品
・
医
療
用
具
等
安
全
性
情
報

京都府の北部地域では医師の不足, 診療科の偏在によって, 産科・小児科などの診療科や救

急医療の現場ではすでに ｢医療崩壊｣ がはじまっています｡

京都府医師会では, この危機的状況を打開すべく, 厚生労働省の認可を受け, 2008年６月か

ら ｢京都府医師会医師無料職業紹介所｣ (京都府医師会ドクターバンク) を稼動させました｡

この京都府医師会ドクターバンクは社団法

人京都府医師会が独自に行う事業で, 営利を

目的とせず, 適切な医療供給体制を担うため

の ｢医師無料職業紹介事業｣ です｡

より多くの先生方にご登録いただきますよ

うご案内いたします｡ なお, 京都府医師会ド

クターバンクのホームページを開設しており

ますので, ご覧ください｡ また, 本号に案内

チラシを同封しておりますので, ご確認くだ

さい｡

地地地域域域医医医療療療ををを支支支えええるるる新新新しししいいいネネネッッットトトワワワーーーククク

京京京都都都府府府医医医師師師会会会ドドドクククタタターーーバババンンンククク ををを開開開設設設

���������	
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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｢採血用穿刺器具 (針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱い｣ について

(日医常任理事)

本件は, ｢採血用穿刺器具 (針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱い｣

について, 当該製品を複数の患者に使用し, 感染症の発生が疑われる事例が生じたことを受

け, 周知するものです｡

詳細につきましては, 本誌14頁をご覧ください｡

ドクターバンクURL
http://www.kyoto.med.or.jp/member/bank/index.html
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統一テーマは ｢メタボリックシンドローム｣

と き 平成20年９月28日(日) 午前９時～午後３時30分

ところ 京都府医師会館

午前：応募演題 (ポスター, ビデオ発表を含む)

午後：特別講演 ｢メタボリックシンドロームと脂肪細胞｣

講 師 松澤 佑次 先生 (財団法人住友病院院長・大阪大学名誉教授)

シンポジウム ｢メタボリックシンドロームの予防を目指して｣

総 括 者 横出 正之 先生
(京都大学医学部附属病院探索医療センター探索医療臨床部教授)

シンポジスト 船橋 徹 先生
(大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学准教授(病院教授))

多田 紀夫 先生
(東京慈恵会医科大学大学院医学研究科代謝・栄養内科学教授)

福州 修 先生 (京都府医師会理事)

◆口演演題の発表は全てＰＣ (パソコン)によるプレゼンテーションとなります｡

◆演題の応募締め切りは７月15日(火) です｡

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

ており, 昭和50年の第１回医学会開催以来, 今年で34回目を迎えます｡

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

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

てご応募ください｡

※詳細は, 京都医報６月１日号付録をご覧ください｡

お問い合わせは京都府医師会学術・生涯研修課 (京都医学会係) まで

TEL 075－315－5276 FAX 075－314－5042

第第第333444回回回京京京都都都医医医学学学会会会ののの演演演題題題募募募集集集
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府医の学術表彰制度には, 昭和52年に会員の生涯研修の充実と学術研鑽の奨励を目的に設け

られた ｢学術賞｣ および ｢学術研鑽賞｣ と昭和60年に勤務医部会が京都医学会で発表された優

秀な論文を表彰することを目的に設けた ｢勤務医部会学術奨励賞｣ があります｡

しかし, 学術賞と勤務医部会学術奨励賞のそれぞれの位置づけやその違いについて, これま

で会員の先生方から不明な点があるなどのご指摘をいただいておりました｡ 今般, 府医学術表

彰制度をより活性化するための１つの方策としまして, 平成20年度から ｢学術賞｣ と ｢勤務医

部会学術奨励賞｣ を発展的に統合し, これまでの原著論文賞に新たに ｢症例報告賞｣ と ｢新人

賞｣ を加えました｡

� ����

①原著論文賞 開業医, 勤務医全てが対象｡ 従来どおり原著論文の中から優秀な論文に

与える賞です｡

②症例報告賞 １～数例の報告論文が対象｡ 少ない症例報告でも優秀な論文に賞を与え

るために, 新たに設けられた賞です｡

③新 人 賞 研修医・専攻医 (卒後５年以内) が対象｡ 若手の会員に賞を与えるため

に, 新たに設けられた賞です｡

� ���	
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①原 著 論 文 100万円 (金・銀・銅賞)

②症例報告賞 ③新人賞 合わせて50万円 (10万円×５名)

� ����

京都医学会雑誌に掲載された論文｡

著者は, 共同研究者も含め原則会員とする｡

� ���

京都医学会

� ���

同一会員・グループの連続受賞もありえます｡

京都医学会で未発表の受賞論文については, 要旨の口演発表を依頼します｡

｢学術賞｣と ｢勤務医部会学術奨励賞｣を発展的統合

��������	
���������
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府医図書室所蔵の下記ビデオテープをご希望の方にお譲りいたしますので, 本紙をコピーし

てご希望のビデオに○印を付け, ご住所・ご氏名明記の上, ＦＡＸ (075－314－5042) にてお

申し込みください｡ なお, 同一ビデオへのご希望が多数の場合は, 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６月30日(月) とさせていただきます｡

室室室 だ図図図 書 よよよ り

整理番号 演 題 講 師 撮影年月

614 インフルエンザの基礎
(認定内科医資格更新講座)

富山医科薬科大学ウイルス学教授
白木 公康氏 Ｈ13・１

615 インフルエンザ対策と治療
(認定内科医資格更新講座)

東京都老人医療センター感染症科部長
稲松 孝思氏 Ｈ13・１

616 ウイルス肝炎における肝臓移植の適応と
問題点

京都大学医学部移植外科教授
田中 紘一氏 Ｈ13・１

617
CPC
肺高血圧症・右心不全治療中に突然死を
来した一例 (認定内科医資格更新講座)

京都府立医科大学第２内科学教室
京都府立医科大学第１病理学教室 Ｈ13・１

618 慢性膵炎・膵癌の診断と治療の最近の
話題

滋賀医科大学第二内科教授
馬場 忠雄氏 Ｈ13・２

619

ビタミンＫの栄養学と生理学

骨強度から見た骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症におけるビタミンＫ２の処方意義
(認定内科医資格更新講座)

甲子園大学栄養学部教授
田中 清氏

山陰労災病院関節整形外科部長
岸本 英彰氏

成人病診療研究所所長
白木 正孝氏

Ｈ13・２

620 慢性膵炎の病態と治療
自己免疫性慢性膵炎を中心に

名古屋大学医学部病態修復内科学教授
早川 哲夫氏 Ｈ13・２

621 大腸隆起性病変の診断, 治療について
－特に sm癌の取り扱いについて－

昭和大学医学部教授
松川 正明氏 Ｈ13・３

622 健康長寿をめざした食生活
～各世代のQOLの向上をめざして～

滋賀医科大学医学部福祉保健医学講座
教授 上島 弘嗣氏 Ｈ13・３

623 ミドル世代の食生活の現状と生活習慣病
の予防

国立循環器病センター・動脈硬化代謝
内科医長 都島 基夫氏 Ｈ13・３

624 Ｈ.ピロリ感染と胃粘膜, 胃・十二指腸
疾患

朝日大学附属村上記念病院院長
内科教授 井田 和徳氏 Ｈ13・４

625 高齢者医療制度創設について
(認定内科医資格更新講座)

日本医師会常任理事
青柳 俊氏 Ｈ13・４

626 高齢者の呼吸器疾患
(認定内科医資格更新講座)

東北大学医学部老年・呼吸器内科教授
佐々木英忠氏 Ｈ13・４

627 肝血流と新しい画像診断 京都府立医科大学放射線科教授
西村 恒彦氏 Ｈ13・５

628 高齢者の寝たきり防止・リハビリテーショ
ン (認定内科医資格更新講座)

東京大学医学部附属病院リハビリテー
ション部教授 江藤 文夫氏 Ｈ13・５

629

エビデンスにみる高齢者の代謝疾患
－糖尿病の最新診療－
エビデンスにみる高齢者の循環器疾患
－高脂血症の最新の診療－
(認定内科医資格更新講座)

香川医科大学臨床検査医学教授
田港 朝彦氏

名古屋大学大学院医学研究科老年科学
教授

井口 昭久氏

Ｈ13・５
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630 早期食道癌はこうしたら見つかる 東海大学医学部外科教授
幕内 博康氏 Ｈ13・６

631 肥満治療の最前線
－遺伝子診断も含めて－

京都府立医科大学第一内科助教授
吉田 俊秀氏 Ｈ13・６

632
在宅栄養法の実際と臨床的意義
－クローン病から寝たきり老人までの治
療方略－

国立精神・神経センター国府台病院
外来部長

松枝 啓氏
Ｈ13・７

633

糖尿病と頚動脈硬化
－脳血管障害への影響も含めて－
ディスカッション
当院における糖尿病患者の通院状況と合
併症の解析

太田総合病院附属太田記念病院院長
阿部 隆三氏

大津赤十字病院内科部長
岡本 元純氏

Ｈ13・７

634
ディスカッション
糖尿病性網膜
糖尿病性腎症とマクロアンギオバチー

大石内科クリニック院長
大石まり子氏

第二岡本総合病院糖尿病科部長
紀田 康雄氏

Ｈ13・７

635

アレルギー治療の最前線
～ガイドラインに沿った診断と治療～
アレルギー性鼻炎診療の実際
(認定内科医資格更新講座)

大阪医科大学耳鼻咽喉科学教授
竹中 洋氏 Ｈ13・８

636

アレルギー治療の最前線
～ガイドラインに沿った診断と治療～
喘息治療の実際
(認定内科医資格更新講座)

関西電力病院院長
京都大学名誉教授

三河 春樹氏
Ｈ13・８

637 電子膵管内視鏡による膵疾患診断の進歩 大津市民病院副院長
児玉 正氏 Ｈ13・８

638 肥満と高血圧：インスリン抵抗性
(認定内科医資格更新講座)

埼玉医科大学第四内科教授
片山 茂裕氏 Ｈ13・９

639 新しい肥満の判定と肥満症の診断基準に
ついて (認定内科医資格更新講座)

タニタ体重科学研究所所長
池田 義雄氏 Ｈ13・９

640 慢性心不全の治療－最近の動向－ 大阪大学大学院医学系研究科病態情報
内科学教授 堀 正二氏 Ｈ13・９

641 地域医療と EBMと‥‥薬物治療を中心に
(認定内科医資格更新講座)

財)倉敷中央病院循環器内科主任部長
光藤 和明氏 Ｈ13・９

642 再生医学がもたらすもの
(認定内科医資格更新講座)

京都大学大学院医学研究科分子遺伝学
教授 西川 伸一氏 Ｈ13・９

643

シンポジウム
｢高齢者動脈硬化病変に対する外科治療と
その効果－どのような病態が対象になっ
て､ どこまで治るのか－｣
(認定内科医資格更新講座)

総括者／
京都府立医科大学心臓血管外科教授

北村 信夫氏
Ｈ13・９

644 難治性慢性肝炎の新しい治療 京都府立医科大学第三内科助教授
岡上 武氏 Ｈ13・10

645
21世紀の医療
生活習慣病の予防とフリーラジカル
(認定内科医資格更新講座)

京都府立医科大学第一内科教授
古川 敏一氏 Ｈ13・10

646 医療経済からみた医療保険の将来
(認定内科医資格更新講座)

東京大学大学院医学系研究科公衆衛生
学教授 小林 廉毅氏 Ｈ13・10

647
(慢性心不全の新しいアプローチ)
慢性心不全患者の睡眠姿勢
(認定内科医資格更新講座)

京都大学医療技術短期大学部教授
藤田 正俊氏 Ｈ13・10
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648
(慢性心不全の新しいアプローチ)
慢性心不全患者の病態からみた治療対策
(認定内科医資格更新講座)

福岡県立医科大学第一内科学教授
丸山 幸夫氏 Ｈ13・10

649 Ｈ.Pylori 除菌療法の死角 大阪市立大学大学院消化器器官制御
内科学教授 荒川 哲男氏 Ｈ13・11

650

第３回核医学実践セミナー

結論 ｢目でみる人体の機能と代謝｣

心臓 ｢心筋虚血を画像で診る｣

腫瘍・胃 ｢がんの転移に画像で迫る｣

脳 ｢痴呆を画像で探る｣

京都府立医科大学教授
西村 恒彦氏

京都第二日赤循環器科部長
宮尾 賢爾氏

浜松医科大学教授
阪原 晴海氏

福井医科大学高エネルギー研究セン
ター長

米倉 義晴氏

Ｈ13・11

651 これからどうなる？ 超音波検診 日本赤十字社熊本健康管理センター
副所長 三原 修一氏 Ｈ13・12

652 呼吸器疾患の最近の知見について 京都大学医学部呼吸器内科教授
三嶋 理晃氏 Ｈ13・12

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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本件は, 患者の吐瀉物に含まれていた有害物質 (クロルピクリン) の気化により, 当該患者

を受け入れた医療機関において, 複数の医療従事者が体調不良を訴えるという事態が発生した

ことを受けて, こうした医療従事者等への二次被害を防止するため, 有害物質にばく露したお

それのある患者の診療に当たる場合には, 以下の諸点に改めてご留意いただくよう, 厚労省よ

り救急医療機関等へ周知するものです｡

なお, クロルピクリンの中毒症状, 処置等については ｢(財)日本中毒情報センター｣ ホーム

ページ (http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf) をご覧ください｡

①患者を搬送する救急隊等から, 可能な限り詳細に, 事案発生の経緯, ばく露したと想定され

る物質, 患者の状態等について聴取を行うこと｡

②①を踏まえ, 患者への適切な治療に加えて, 患者の除染, 処置室内の十分な換気, 保護具の

着用等医療従事者等へのばく露防止措置について, 十分に講じること｡

有害物質にばく露した患者からの二次被害への対応について

この調査は, 常用労働者の雇用, 労働時間および賃金の毎月の変動を明らかにすることを目

的として実施しています｡

調査結果は, 月例経済報告, 各種審議会の資料, 雇用保険手当の改定等, 労働経済関係の資

料となる極めて重要な調査です｡

ぜひご協力をお願いします｡

お問い合わせ先：京都府政策企画部調査統計課社会統計担当

(TEL 075－414－4490)

毎月勤労統計調査にご協力を!!

種 類 常用労働者 調 査 期 間 次回調査開始時期

第一種調査 30人以上 37カ月間
※一部例外あり

毎 月 平成21年１月

第二種調査 ５～29人 18カ月間 毎 月 平成20年７月

特 別 調 査 １～４人 １カ月間 毎年７月 平成20年７月



2008年(平成20年)６月15日 No.188734

訃 報

新宮 正雄氏／中西・乾教・５月２日ご逝去・85歳
柴田長次郎氏／上東・春日・５月３日ご逝去・91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

澤田 尚子 Ａ 下西 江部洋一郎 Ａ 右京 塩貝 陽而 Ａ 船井

岡村 克章 Ａ 相楽 中所 英樹 Ｂ 中西 佐藤 剛平 Ｂ 左京

吉田 圭二 Ｂ 左京 西庄 功一 Ｂ 左京 齋藤 聡彦 Ｂ 左京

橋本 洋一 Ｂ 山科 真弓哲一郎 Ｂ 山科 檜垣 寛 Ｂ 伏見

稲田 豊 Ｂ 伏見 長田 憲和 Ｂ 伏見 吉井 康欣 Ｂ 伏見

篠田 現 Ｂ 伏見 尾崎 彰彦 Ｂ 伏見 縄田 昌浩 Ｂ 綴喜

橋本 美実 Ｂ 綴喜 小田部 修 Ｂ 綴喜 高倉 賢二 Ｃ 京大

松森 友昭 Ｃ 伏見 居原田 麗 Ｃ 伏見 中村 謙一 Ｃ 伏見

中西 良太 Ｃ 伏見 岸谷 融 Ｃ 伏見 住吉 崇幸 Ｃ 伏見

長田 圭司 Ｃ 伏見 三浦 義治 Ｃ 京大

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 平成20年春の叙勲受賞者

２. 第１回地区庶務担当理事連絡協議会の状況

３. ４月度基金幹事会の状況

４. 記載要領, 新点数Ｑ＆Ａ説明会の状況

５. ４月度労災審査協議会の状況

６. 新規個別指導の状況

７. 新規指定前講習会の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 地区 (京都市外) 特定健康診査担当理事

連絡協議会の状況

10. 麻しん対策に係る大学保健センター等情

報交換会の状況

11. ４月度協会医賠処理室会提出件数

12. 府医学術講演会の状況

13. ｢厚生労働省第３次試案｣ に関する都道

府県医師会担当理事連絡協議会の状況

14. 社会保障制度研究会の状況

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会40件を可決

16. 第２回地区庶務担当理事連絡協議会の開

催を可決

17. 第２回都道府県医師会 ｢公益法人制度改

革｣ 担当理事連絡協議会への出席を可決

18. 平成20年度京都府医師会費減免申請を可決

19. 京都府医師会諸会費の免除を可決

20. 新規個別指導の開催を可決

21. 平成20年度産業医研修会集中講座の開催

を可決

22. 産業医研修会の共催を可決

23. 平成20年度 ｢京都ゼロ災３か月運動｣ お

よび ｢京都安全衛生・快適職場推進大会｣

の後援を可決

24. 剣道大会への救護医師の派遣を可決

25. 第８回関西テコンドーオープントーナメ

ントへの医師の派遣を可決

26. 平成20年度京都府スポーツ指導者研修会

第５回定例理事会 (５.１)
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への後援を可決

27. 地域ケア委員会委員の委嘱と第１回委員

会の開催を可決

28. 特定健康診査委員会委員の委嘱と第１回

委員会の開催を可決

29. 京都市国保特定健診等実施説明会の開催

を可決

30. 京都市長寿すこやかセンター相談事業専

門相談員 (嘱託医) の推薦を可決

31. 母体保護法第14条による指定医師指定を

可決

32. 府医学術講演会の開催を可決

33. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決

34. 医業経済・融資斡旋委員会委員の委嘱と

第１回委員会の開催を可決

【報 告】

１. 平成20年５月１日現在の会員数

４月１日現在 4,240名

５月１日現在 4,230名 (－10名)

２. 会員の逝去

３. ５月度総務担当部会の状況

４. ５月度地域医療担当部会の状況

【議 事】

５. 会員の入会・異動・退会29件を可決

６. 群馬県医師会役員との交流会の開催を可決

７. 京都府医師会館クールビズの実施を可決

８. 移動理事会の開催を可決

９. ｢外国人のためのカウンセリング・デイ

2008｣ の後援を可決

10. 平成20年度全会員への配布に係る契約単

価を可決

11. 京都市障害程度区分判定等審査会委員推

薦替えを可決

12. 平成20・21年度肺がん検診読影委員の委

嘱を可決

13. 肺がん対策委員会委員の委嘱と第１回委

員会の開催を可決

14. 運動器学校検診モデル事業小委員会の委

員委嘱を可決

15. 全国心臓病の子どもを守る会 医療講演

会への後援を可決

16. 京都新聞市民公開講座 ｢Ｃ型肝炎～その

最新治療を学ぶ｣ への後援を可決

17. ｢第10回京都禁煙コンテスト｣ への後援

を可決

18. 救急委員会委員の委嘱と第１回委員会の

開催を可決

19. 平成19年度脳卒中登録事業協力医療機関

への事務手数料支払いを可決

20. 平成20年度脳卒中登録事業委託契約書の

締結を可決

21. 特定健診・保健指導対応プロジェクトの

設置および第１回の開催を可決

22. 派遣社員の採用を可決

23. 平成20年度国体選手を中心としたアンチ・

ドーピング教育・啓発事業 ｢アンチ・ドー

ピング講習会｣ への後援を可決

24. 府医学術講演会の開催を可決

25. 地区医師会への生涯教育事業助成金およ

び遠隔地学術奨励金の支払を可決

26. 看護専門学校実習謝金を可決

27. 看護専門学校専修学校各種学校賠償責任

保険加入を可決

28. 平成20年度第１回都道府県医師会長協議

会への出席を可決

29. 京都弁護士会からの ｢取調べ全面可視化

の実現を求める請願署名｣ への協力依頼を

可決

第６回定例理事会 (５.８)
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～ ７月度請求書 (６月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(木) 午後５時まで

△

国保 10日(木) 午後５時まで

△

労災 14日(月) 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｡

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

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】
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●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

曜 日 業 務 時 間

月 ～ 金 ９時30分～17時30分

土
９時30分～13時30分
※午後は会議等の終了時 (おおむね17時) まで事務所当番がおります｡
※第一土曜日は休館日です｡

日 ・ 祝 休館日
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京都府医師会事務局の業務時間は以下のとおりです｡

下記時間帯以降は駐車場も閉鎖いたしますので, ご利用・ご来館の際はご留意ください｡




