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挨拶

皆さま、こんばんは。前回、
国民健康保険制度のことについ
て、少し皆さまに情報提供をと
思っていたのですが、 月 日
に開催された第 回広島県国民
健康保険運営協議会の資料を忘
れまして、あまりお話ができませんでした。今
日は少々お話させていただきます。
ご承知のように医療費の増大が止まりません。
医療費は年間約 兆円ですが、毎年約 兆円ずつ
増加しているという現状があります。特に 歳
以上の後期高齢者の医療費の増額が 割を占める
ということです。
そんな中で、われわれはどうしたらいいか。
特にこの国民健康保険制度を維持していくには、
何をどうしたらいいかということが、 日の協議
会で議論されました。
国民健康保険の改革はご存じのとおりで、運
営の責任主体が市町村から都道府県に移ります。
安定した国民健康保険制度を維持するために運
営が県になるということであります。国からも
いろんな交付金が降りるようであります。
そういいながらも、今日の新聞には、がん治
療による保険の最高給付金が 人に ， 万円と
書いてありました。普通では考えられない保険
が使われていたということであります。いずれ
にしましても、特にがん医療にとって、高額医
療費が続出することについては、われわれも十
分に注目する必要があると考えております。
一つ面白い話をしておきましょう。私が歩い
ていることはご存じと思いますが、この月曜日
に膝が痛いと言われる患者さんが来院され、診
ると腫れて熱もありました。どうして痛くなっ
たのか聞くと、先日 万歩歩いたと言うのです。
日 ， 歩で心筋梗塞が予防されるとの報告が
あることを患者さんにお話し、だから 万歩歩く
ことは良いことですが、やり過ぎで膝を痛めて
はいけないと説明して、適切な処置をしてあげ
ました。
しかし、その患者さんは私より少々年上なも
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のですから、私も 万歩を歩いてみたくなりまし
て、昨日はプリンスホテルでの会議に行くとき
に病院から歩いて行きました。途中、会議に遅
刻しそうになったのでタクシーに乗りましたが、
帰りはプリンスホテルから自宅まで歩きまして
万歩をクリアしました。
これであの患者さんに匹敵する歩数となり、
私の膝は問題なかったのですが、 万歩歩きます
と体が温まるのです。非常に体がポカポカしま
して、今度は眠れないのです。結局私は午前 時
頃まで眠れませんでした。
歩くことによって痛みが出る人もいれば不眠
症になる人もいることを発見しまして、何事も
「ほどほど」が良いという結論です。
国民健康保険の国民医療費が上がる、そこに
がん治療が大きな課題になっているということ
も頭に置いておく必要があろうかと思います。
先ほど厚生労働省保険局の佐々木昌弘がん・疾
病対策課長、以前は広島県の健康福祉局長でし
たが、この方とお会いしまして、がん治療によ
る高額医療費問題も話題にいたしました。

協議事項
・市郡地区医師会主催学会等の日本医師会生涯
教育講座認定申請の件
（山田常任理事）
件、原案どおりすべて承認
・平成 年度医師の医療功労に対する知事表彰
の件
（水野常任理事）
会員を 名の推薦（増員が認められれば
名）を承認
・平成 年 月豪雨災害に係る災害弔慰金等認
定審査会における広島県災害弔慰金支給に係
る専門家会議委員推薦の件 （水野常任理事）
山崎、國田両常任理事の推薦を承認
・広島拘置所地域医療協議会出席の件
（水野常任理事）
山崎常任理事の参加を承認
・第 回呉市医学会補助金の件
（小笠原常任理事）
規定どおり補助を承認
・日本耳鼻咽喉科学会第 回中国地方部会連合
講演会補助金の件
（小笠原常任理事）
規程どおり補助を承認
・講演会補助金の件
（小笠原常任理事）
規定どおり東広島地区医師会 第
回東
広島整形外科オープンカンファレンスの補助
を承認
・広島県アルコール健康障害サポート医（専門）
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養成研修会共催の件
（山崎常任理事）
共催を承認
・平成 年度広島県合同輸血療法研修会共催の
件
（大谷常任理事）
共催を承認
・日本緩和医療学会第 回中国・四国支部学術大
会後援の件
（國田常任理事）
後援を承認
・広島県医師会館外観映像使用許可の件
（水野常任理事）
使用許可を承認
・広島外科会からの宛名シール発行依頼の件
（水野常任理事）
シール発行を承認
・役職員出張申請の件
（水野常任理事）
原案どおりすべて承認

報告事項
・

月

日、広島交響楽協会第

回理事会
（平松会長）
平成 年度事業計画・収支予算および、個
人正会員の加入承認、定款および会計処理規
定の一部改定などについて協議した。

・

月

日、放影研第

回広島地元連絡協議会
（平松会長）
最近の研究成果および将来構想・放影研戦
略計画などについて説明があった。

・ 月 日、平成 年度日本がん登録協議会・
日本医師会共催シンポジウム（山田常任理事）
日本医師会・日本がん登録協議会共催シンポ
ジウムが「有効ながん検診を正しく実施するた
めに～がん登録への期待～」と題して、日本医
師会館大講堂で開催された。 題のシンポジウ
ムにより有効ながん検診の実施、日本における
がん検診の問題点とそれを解決するためにがん
登録が果たす役割などが発表された。
・ 月 日、平成 年度女性医師支援担当者連
絡会
（國田常任理事）
大学医学部および各医学会における特徴的
な女性医師支援の取り組み事例の情報共有を
目的に開催されている。今年は広島大学の取
り組み事例の発表があった。参加者は都道府
県医師会と大学より
名、 の学会より
名の計
名。

号）

昭和

年

月

日

第

種郵便物承認

・ 月 日、NBCR対策推進機構第 回核テロ・
核災害対策担当者養成講習会
（山田・大本両常任理事）
近年、国際的に核の近代化が進展し、テロ
などの非国家組織が非通常型の核爆発装置を
作成するなどの懸念もあり、万が一の場合の
核災害への備えが重要となっていることを踏
まえて標記の講習会が開催され、参加した。
・ 月 日、平成 年度第 回広島県発達障害
児・者診療医養成研修会
（渡邊常任理事）
発達障害児（者）が身近な地域で適切に診
断・診察・助言を受けることができるよう、
発達障害の診断、診療が可能な医師の養成お
よび資質向上を図ることを目的に企画されて
いる。全 回中今回が最終の 回目の研修会で
あった。
・

月 日、地対協 在宅医療・介護連携推進
専門委員会第 回ACP普及促進WG
（小笠原常任理事）
ACPの手引きの改訂版の資料作成にあた
り、作業部会で協議・作成してきたACPの手
引き改訂版（素案）をもとに校正の最終的な
確認を行った。また、ACPの普及啓発に向け
た具体的な取り組みについて委員間で意見交
換を行い情報共有を図った。

・

月 日、心臓検診検討会
（森常任理事）
本検討会の活動経緯を振り返り、今後の心
臓検診体制の県内標準化に向けた取り組みと
して、 誘導心電図を推奨する活動を進めて
いくこととし、次回市郡地区医師会長連絡協
議会において要望することとした。また、特
別支援学校における心臓検診問診票様式の最
終案が承認された。

・

月 日、第 回広島スポーツ医学研究会準
備委員会
（三宅常任理事）
平成 年 月 日㈯広島県医師会館 階
会
議室にて開催予定である。一般演題、特別講
演、当日の進行などについて協議した。一般
演題は、全 演題で、特別講演は、慶應義塾
大学スポーツ医学研究センターの真鍋知宏専
任講師にご講演いただく。

・

月 日、第 回ソフトボール大会第 回世
話人会
（山崎常任理事）
アンケート結果について協議したほか、
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年度の開催候補日を
広場）とした。

月
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日㈰（呉市民

月 日、平成 年度圏域地対協研修会シン
ポジウム打合せ
（國田常任理事）
平成 年 月 日㈰に開催する圏域地対協研
修会に向けて、シンポジウム関係者による打
合せを開催した。シンポジウムの座長・発表
者が互いの発表内容を共有し、ディスカッ
ションの方向性について意見交換を行った。
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協会協会長表彰
（水野常任理事）
広島県精神保健福祉協会より、会員 名の受
賞決定の通知があった。

・

・

月 日、平成 年度都道府県医師会医事紛
争担当理事連絡協議会
（加世田・渡邊両常任理事）
日本医師会医賠責保険制度・医療事故調査
制度について現状報告、医療紛争と民事責任、
医療紛争と刑事責任について講演があった。

・会館地下駐車場の利用状況（小笠原常任理事）
会館地下駐車場の今後の利活用を見据え、
/ ～ / の会館地下駐車場の在車数を計
測し報告した。
・医療秘書学院講師推薦
（國田常任理事）
平成 年 月 日付にて安田女子大学より
依頼のあった医療基礎を担当する講師につい
て、会員 名を推薦することを報告した。

平成

年度第

回常任理事会
（平成

月 日、平成 年度市郡地区医師会予防接
種担当理事および市町担当者連絡協議会
（森常任理事）
市郡地区医師会の予防接種担当理事と市町
の予防接種担当者に参集いただき、広島県統
一の算定式を用い調査した平成 年度の定期
予防接種の接種状況と接種勧奨方法の結果を
共有し、接種率の向上に向け意見交換した。

年
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日）

・

・ 月 日、広島県社会福祉協議会第
回理
事会
（大谷常任理事）
豪雨災害対応と予算および復旧補助金など
について協議した。
・ 月 日（月・祝）、新年互礼会 （水野常任理事）
来年 月 日（月・祝）、ANAクラウンプラザホ
テル広島にて新年互礼会を開催。
・第

回医療功労賞都道府県医療功労賞受賞者
（水野常任理事）
広島県健康福祉局医務課より読売新聞社主
催の「第 回医療功労賞」都道府県医療功労
賞について会員 名の受賞決定の通知があっ
た。

・平成 年広島県学校保健・学校安全表彰受賞
者
（水野常任理事）
広島県教育委員会より、会員 名の受賞決定
の通知があった。
・平成 年度一般社団法人広島県精神保健福祉

平松会長

挨拶

皆さま、こんばんは。今年もいよいよ残りわ
ずかとなりました。今日は、皆さんと忘年会的
な懇親会を開かせていただく予定です。
私もやっとi
Pho
neが使えるようになってきま
して、検索が音声入力なのですね。丹羽文雄が
何歳まで生きたのか調べようと思って「丹羽文
雄」と話しかけると女房が「何をいようるん」
と言うものですから独りごとだと言いました。
しかし音声入力は非常に便利ですよね。
その丹羽文雄は有名な文学者で、代表作は
「親鸞」などがありますが、この人は何歳まで生
きたと思いますか。なかなかの男前でしたが
年生まれで
年まで生きているのです。
満
歳です。凄いですね。
アキ コ
そうかと思えば池田晶子さんはかなり美人の
哲学者です。その人の本を
年に本屋さんで
写真付きで紹介していたので、こんな美人の哲
学者の本を読みたいと思って買ったのですが、
既にその年に 歳で亡くなっていたのです。
この人の哲学は面白いのです。
「知ることより
考えること」（
．新潮社）「死ぬという事実
はあっても死ぬという経験をした人はいない。
死んだときはそれを意識していないのだから」
という意味を「一人称の死はない」という言葉
で表現をしていました。死を考える本だったと
思うのですが、この本を書いた翌年に亡くなら
れていました。やはり死を予感していたのでは
ないかと思います。
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・市郡地区医師会主催学会等の日本医師会生涯
教育講座認定申請の件
（山田常任理事）
件、原案どおりすべて承認
・平成 年度医師の医療功労に対する知事表彰
の件
（水野常任理事）
辞退者があり会員 名の追加を承認
・広島県医師会長表彰の件
（水野常任理事）
会員 名の推薦と理事会への上程を承認
・役員・代議員、開業 年表彰の件
（水野常任理事）
会員 名の表彰者を承認
・平成 年 月豪雨災害に係る災害弔慰金等認定
審査会委員推薦（府中市）の件
（水野常任理事）
府中地区医師会へ推薦の依頼を承認
・広島県配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する基本計画（第 次）検討会委員
推薦の件
（水野常任理事）
國田常任理事の推薦を承認
・講演会補助金の件
（小笠原常任理事）
府中地区医師会 平成 年度医療安全研修
会の補助を承認
・第 回広島県作業療法学会後援の件
（水野常任理事）
後援を承認
・団体医師賠償責任保険のご案内パンフレット
の発注業者選定の件
（加世田常任理事）
最適業者への発注を承認
・腫瘍登録事業におけるデータ入力用PCの購入
の件
（山田常任理事）
購入を承認
・母体保護法指定医師の指定基準冊子作成の件
（渡邊常任理事）
作成を承認
・役職員出張申請の件
（水野常任理事）
原案どおりすべて承認

報告事項
・

月 日、原対協常務理事会
（平松会長）
医療機器等選定委員会の開催結果・医の倫
理委員会（迅速審査）結果・人を対象とする
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医学系研究実施状況の報告および、週外振替
時間超え特別給の支給・産業医の交代など
を報告した。

本当はもっと面白い話があるのですが、これ
はまた次にさせてもらいます。身に迫る面白い
話は来年にさせてもらいます。今日は今年の最
後の理事会です。よろしくお願いします。

協議事項

号）

・ 月 日、日本医師会 第 回予防接種・感染
症危機管理対策委員会
（桑原副会長）
「安全安心な予防接種推進のための全国医師
会調査
」の報告書やワクチンの安定供給、
また風しんの追加的対策やHPVワクチンの再
勧奨などについて、報告・意見交換を行った。
・

月

日、第

回原子爆弾被爆者医療分科
会
（桑原副会長）
原爆症認定審査などが行われた。

・

月 日、平成 年度歯科口腔機能管理等研
修事業「歯科医療機関による歯科口腔機能管
理等研修事業」第 回委員会 （津谷副会長）
入院患者らの口腔機能管理などの推進のた
め、医科病院や会議施設などの医療従事者を
対象に歯科医療機関による口腔機能管理など
に関する研修を行うため協議が行われた。

・

月 日、平成 年度第 回広島県病院経営
外部評価委員会
（豊田副会長）
平成 年度経営計画の取組状況の評価取り
まとめなどについて協議した。

・

月 日、平成 年度第 回助産師支援事業
協議会
（桑原副会長）
助産師の就業状況及び助産師出向に関する
意向についての調査結果および、平成 年度
助産師支援事業に係る出向（派遣）事例など
の報告があった。

・

月 日、平成 年度広島県へき地医療支援
機構運営委員会
（桑原副会長）
平成 年度運用状況・医師確保の取組み報
告および、医療法等の一部改正による「地域
医療対策協議会」の設置やへき地医師確保・
育成に係る連携体制などを協議した。

・

月 日、平成 年度第 回広島県がん登録
実務連絡会
（山田常任理事）
腫瘍登録・地域がん登録事業の円滑な運用
を図るため、月に 度程度、事業の実務者（放
影研、県行政、本会）で、標記会議を開催し、
直近の課題などについて報告・協議を行って
いる。
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・

月 日、広島市医師会第 回自浄作用活性
化委員会
（渡邊常任理事）
自浄作用活性化委員会の目的と活動内容・
広島市医療安全推進協議会・苦情処理報告お
よび、ケース検討などが行われた。
月 日、平成 年度第 回自立支援多職種
連携推進会議（ワーキング会議）
（大谷常任理事）
「これから手帳」の改訂作業について協議し
た。

月 日、平成 年度第 回広島県がん診療
連携協議会
（山田常任理事）
がん診療連携拠点病院の指定要件の一つで
あるPDCA サイクルの確保を目的に実施した
実態調査内容、次年度以降の実施体制などに
ついて協議した。また、協議会内に設置の各
部会の活動報告、広島県行政からがん診療連
携拠点病院の指定更新、がん教育の外部講師
派遣について情報共有が図られた。
月 日、平成 年度第 回広島県腫瘍登録
実務委員会
（山田常任理事）
今年度作成予定の広島県腫瘍登録報告書
No
.（
年診断）の集計進捗状況について
報告後、協議した。単年集計についてはデー
タ、グラフに大きな変化はなかった。リンパ
系腫瘍の特定臓器解析の報告について、次回
までに追加などの修正を行うこととした。
月 日、平成 年度第 回臨床検査精度管
理推進委員会
（岩崎常任理事）
月 日㈬に実施した第 回臨床検査精度
管理調査の結果と評価基準検証、集計解析、
報告書の作成などについて協議した。また平
成 年 月 日㈰に開催する検査部長・技師
長連絡会議および向上研修会の内容を検討し
た。

日（

）

・

月 日、平成 年度第 回広島少年鑑別所
視察委員会
（山崎常任理事）
前回委員会以降の行事の報告の後、意見箱
の内容を確認し、在所少年 名と職員 名の面
接を行った。

・

月

日、廣島医学編集委員会
（西野常任理事）
廣島醫学 巻 号医学会総会特集号、 巻
号以降の掲載原稿の掲載採否および編集 編
（症例報告 編、ポスター演題優秀賞 編、継
続審議症例報告 編、再査読症例報告 編、再
再査読地域医療 編）について協議し、 編を
採用した。

・

月 日、死亡診断書・死体検案書の作成研
修会
（大本常任理事）
地域の検案業務における検案医の養成や協
力医の確保などを目的に、標記の会を開催し
た。広島県警より検視の実態についての報告
の後、｢
死亡診断書」と「死体検案書」の正し
い書き方について、広島大学大学院法医学教
授の長尾正崇先生より講義をいただいた。参
加者は 名。

・

・

年） 月

月 日、特定健康診査等に係る関係者打合
せ会
（大本常任理事）
次年度の特定健診等の実施に向け、集合契
約の単価や受診率向上に向けた今後の取り組
みなどについて、特定健診の社会保険代表で
ある協会けんぽ広島支部、市町国保代表の国
保連合会、広島県、本会とで意見交換した。

・

・

年（平成

・

・

月 日、平成 年度保険医療機関等（医
科）の指導打合せ会
（大谷常任理事）
平成 年度保険医療機関（医科）に対する
指導について、中国四国厚生局指導監査課
（以下、厚生局）と打合せ会を開催した。厚生
局より今年度の指導に関する中間報告が行わ
れた後、今後の指導のあり方について 者で協
議・意見交換を行った。

号）

・

月 日、平成 年度第 回広島県医療的ケ
ア運営協議会
（森常任理事）
県立特別支援学校における医療的ケアにつ
いて検討した。県教育委員会が作成した県立
特別支援学校医療的ケアガイドライン（案）
では、人工呼吸器や中心静脈栄養は、今後の
課題。気管カニューレ抜去時の対応は、看護
師による再挿入、研修中、検討予定と学校よ
り異なる。

・新型インフルエンザ等実地研修（福山・府中
圏域、備北圏域、広島中央圏域）
（森常任理事）
新型インフルエンザ等が発生した際に迅速
かつ的確な対応が図られるよう、各圏域にお
いて標記実地研修会を開催した。新型インフ

（

）

年
（平成

年） 月

日
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ルエンザ等に係る医療提供体制等に関する講
演や、防護服の着脱訓練などを行った。

号）
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月 日付け広島県健康福祉局長より「公
衆衛生地区組織活動功労」「母子保健活動功
労」各 名の被表彰者の決定通知があった。

・県知事表彰（公衆衛生活動功労者）受賞者
（水野常任理事）

新着のお知らせ
新着のお知ら
せ
e−広報室に下記を追加いたしました。

通達文書
●再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するＱ＆Ａ（その ）
について（通知）
●臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について（通知）
●再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の
一部を改正する省令の公布について（通知）
●「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、
「再生医療等の安全性の確保等に
関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」
の取扱いについて」の一部改正について（通知）
mg シリンジ等）の在宅自己注射に
●サリルマブ製剤（銘柄名：ケブザラ皮下注
ついて
●材料価格基準の一部改正等について
●医療機器の保険適用について
●検査料の点数の取扱いについて
●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について
●診療放射線技師学校養成所指定規則及び臨床検査技師学校養成所指定規則の一
部を改正する省令による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則等による新
たな教育内容を受けて臨床検査技師国家試験に合格した者に関する留意事項に
ついて（通知）
●平成 年度診療報酬改定率について
●平成 年度介護報酬改定について
●風しん診断事例におけるウイルス遺伝子検査について
●妊婦加算の取扱いについて

学会・研修会等

Web申込受付一覧

広島県医師会HPから下記の申し込みを受け付けております。
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開催
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世紀、県民の健康とくらしを考える広島県民フォーラム
医療安全研修会
第 回広島スポーツ医学研究会
日医認定健康スポーツ医再研修会（福山会場）
実践的放射線治療人材育成セミナー実機講習会（リニヤック）
／ 締切
勤務医部会総会
第 回広島医家芸術展
県民公開セミナー
発見しよう！自分に適した「がん治療」
／ 締切
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