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巻 頭 言

友よ‼カオスの時代なればこそ

神 奈 川 県 内 科 医 学 会

会 長 中 山 脩 郎

昭和61年（1986）に神奈川県は高齢化社会の門をくぐった（高齢化率7％）。昭和57～58年
（1982～1983）頃であったと思うが，日本プライマリ・ケア学会で，本当にそうなるんだろうか
と半信半疑の講演を聞いたことがある。それは，世界が嘗って経験したことがないほどの急激な
人口高齢化により，社会全体の仕組みが大きく変わり，医療面でも疾病構造の変化・医療形態の
変革・福祉との一体化，年金制度等々の多くの問題であったが，当時，まだ実感なく遙か先の問
題だと感じたことを今でも思い出す。
昭和58年（1982），国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を目的とする「老人保健
法」が制定され，検診制度の整備も進められ，在宅医療推進が叫ばれ出して，これは本当だと感
じるようになるまで，かなりの年月がかかったことを今更のように思い出す次第である。平成19
年（2007）秋期学術総会の中での医事評論家 行天 良雄氏の，現実の象徴と言ってよい「予測
不可能への対応」は時宜を得た講演だった。
そして一旦は創設された「後期高齢者医療制度」問題を平成20年（2008）秋期学術総会で取上

げる等々，ますます混迷の度を深めている最中に，更に世界同時大不況の襲来が取抄汰され，今
はその幕明けにしか過ぎないとある3大新聞の論説委員から私的におうかがいした。
不屈の魂で人生を生きる在日韓国人作家 梁石日氏の小説題名「カオス」で，その言葉を改め

て思い出したが，まさに現実はカオスChaos の時代となった。カオスとは広辞林によると①天地
創造以前の世界の状態，混沌。転じて大混乱。②［理］初期条件によって以後の運動が一意に定
まる系においても，初期条件のわずかな差が長時間後に大きな違いを生じ，実際上結果が予測出
来ない現象，流体の運動や生態系の変動などに見られる。
そして，ごく最近，あるカトリック修道院でインド出身の神父の話しを聞く機会があったが，

その中で，大量生産・大量消費，計数優先，挙句の果ての環境破壊の世界の心を，世界的恐慌の
迫る今こそ，世界に人間の生きるべき善き心への回帰の絶好の機会であるとの説に強い共感を得
た。そして改めて，Ｂ・Ｃ460年，ヒポクラテスによる医師の倫理性と客観性を重んじる誓いが頭
裡に甦ってくる。
さて，今や70歳以上の高齢者世帯で3割を超える老々介護世帯の現実，2022年には後期高齢者

数が前期高齢者のそれを上廻ると予測される。
それだけに高齢者がその能力に応じて若者達と共にこの社会を支えるだけでなく，活性に満ち
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た前向きの社会実現のためには，高齢者の積極的な社会的活動を通して平均余命の伸延を計り，
実現することこそが真の長寿社会であろう。
2000年来，開始している私共の地域医療事業委員会の幾多の事業の目指すところは，地域に役

立つ地域医療学の構築であり，それを地域が受入れ活性化を目指して，これからの地域社会に貢
献するならば，地域の私共への評価は高まるものとなるであろう。そのためにも世代を超えた多
くの会員が，今以上に参加していただきたいものである。

人は何の為に生まれ生き，そして死んでいくのだろうか（？）

人はパンだけでいきるのではなく……一新約聖書 マタイ伝 第4章 第4節
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【講 演 1】
「生体金属と生命のスーパーシステム
生物進化から生老病死を診る。」

大阪市立大学大学院医学研究科
分子病態学教授 井上正康

進化生物学的には，鉄をはじめとする遷移金属と
酸素との間の電子の授受が生命の根源であると考え
られる。亜鉛を含む種々の微量元素も生命維持に重
要な役割を果たしている。
金属には，鉄や銅のように酸化還元反応に関与す
る遷移金属と亜鉛のように蛋白構造の安定化や酵素
作用に関与する非遷移金属がある。亜鉛は鉄の次に
多く生体内に存在（1.4―2.3ｇ）する金属であり，
遺伝子や酵素蛋白との相互作用を介して感覚機能
（味覚），皮膚代謝，成長等に関与する。例えば，蛋
白に結合した亜鉛は，遺伝子制御，インシュリン分
泌制御，脱水素酵素系，加水分解酵素系，スーパー
オキサイドディスムターゼアイソザイム（Cu/Zn
SOD）などの安定化や活性に関与し，遺伝子制御，
呼吸エネルギー代謝，栄養代謝などを支援している。
38億年の生命史の中でも，特に約5～6億年前の
カンブリア紀に爆発的に遺伝子変異により多様な生
物が生まれた。その後の2億年で酸素の産生能力が
急増し，好気的な微生物が共生を繰り返しながらミ
トコンドリアへと進化した。ヒトはこのミトコンド
リアと10万㎞の血管網を総動員して60兆個の細胞国
家を維持し，生命活動を営んでいる。ヒトは酸素を
利用して体重に匹敵する大量のエネルギー（ATP）

を再産生している。この際，酸素の一部は不完全還
元されて活性酸素やフリーラジカルに代謝される。
活性酸素は生体の多彩な成分を攻撃しうるため，心
疾患，脳卒中，悪性腫瘍，各種炎症疾患など，多く
の病態発症に関与しうる。一方，活性酸素とNOラ
ジカルは血圧を制御しており，正常血圧の維持にも
不可欠な分子である。全ての生物には，活性酸素の
有害作用を抑制するために SOD などの消去系酵素
で部位特異的に制御する高度な防御システムが確立
されている。
海から陸，そして空へと発展してきた生物の進化

において，活性酸素NO系によるアポトーシス（細
胞死）やカルニチンによる細胞死抑制・細胞増殖加
速などは，生殖素反応，初期発生，成長や変態，生
体の感染防御機構など，遺伝子を次世代に残すため
に必須の因子として作用し，現存する全動物種を今
日まで生き延びさせてきた。
近年，活性酸素NO系は遺伝子変異にも関与する

ことが明らかにされ，肝硬変や肝癌の患者ではミト
コンドリア遺伝子に多数の突然変異が加速度的に生
じていることが判明している。また，ミトコンドリ
アが少ない癌細胞ほど増殖しやすく，抗癌剤への抵
抗性も高いことから，ミトコンドリアの多い正常細
胞の方が抗癌剤の毒性（腎障害や消化管生涯等）を
受けやすい。近位尿細管指向性 SOD を併用するこ
とで酸化的細胞死を抑制できることが判明してい
る。この様な部位特異的抗酸化酵素の分子設計を駆
使し，癌細胞を特異的にヒットしつつ正常細胞を保
護するような化学療法の開発が可能である。
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老化抑制のために信奉されている抗酸化物質など
のサプリメントを考える時，「老化により低下する
因子は無数であり，それを単一成分の大量投与で改
善できるとの考え方」はあまりにも短絡的である。
古くより提唱されてきた「1日35品目以上の食品を
摂取すること」は，加齢に伴い縮小（多数の生体因
子の減少）するシステム全体をバックアップする最
良の方法であると考えられる。偏りすぎず，多様な
食品を雑食することにより，無数の因子で構築され
ている生体の劣化速度をスローダウンさせることが
真の医食同源学の基本と思われる。活性酸素 NO
経が支援する感染防御と循環栄養エネルギー代謝の
二人三脚は，生物の誕生から死に至る全過程で生存
を支える必須因子であり，生存のスーパーシステム
を形成している。食物摂取に限らず，生活スタイル
や信条も含め，「多様性の容認と維持」こそが地球生
命系の根源である。鉄や銅などの遷移金属と亜鉛を
はじめとする非遷移金属のバランスもその様な形で
生命維持に重要な役割を果たしている。

【講 演 2】
「多くの医師が考えているよりも遙かに
多くの亜鉛欠乏症患者さんがいる！」

東御市立みまき温泉診療所
顧問 倉澤 隆平

2002年秋に，ふとしたことから『多くの医師が考
えているよりも，遙かに多くの亜鉛欠乏症患者さん
がいる』ことに気付きました。1961年に，プラサド
がヒトの亜鉛欠乏症の存在を示唆する論文を出して
から約45年が経ち，この間に文献的には実に多彩な
亜鉛の欠乏症状が報告されています。日本では，元
日大耳鼻咽喉科教授，（現）名誉教授の冨田寛先生等
のお仕事で『亜鉛欠乏症は味覚障害，味覚障害は亜
鉛欠乏症』として知られています。しかし，それ以
外には，『これほど多彩な欠乏症状がある』と実感と
して知っている医師は殆どいないと言ってよいで
しょう。特に，この飽食の時代に，亜鉛欠乏症など
『余程の特殊な状況でなければ，ない』と言うのが

一般的常識でしたし，現在でも常識です。その証拠
に，現在でも亜鉛欠乏症の保険収載薬すら正式には
ありません。
しかし，私共はこの約五年間で，実に多くの，多

彩な症例を経験しました。それは，味覚障害は勿論
のこと，食欲不振．減退から拒食，褥瘡の発症．治
癒の遅延，舌痛をはじめ，口腔咽頭症状に，貧血，
下痢，そして元気度にも及ぶ多彩なもので，最近で
は，更に，多くの原因不明とされている皮膚疾患，
掻痒などのありふれた皮膚症状，お年寄りのガサガ
サした皮膚にも亜鉛の欠乏が関係することが，次第
に判ってきました。ただ，誰もその現実に気付かな
かっただけのことでした。
今回は『多くの医師が思っているよりも，遙かに

多くの亜鉛欠乏症患者さんがいる！』と題してお話
ししましたが，多くの欠乏症状の中で，原因の定か
でない食欲不振は，まず，亜鉛欠乏を考えるべきで
すし，殆どの褥瘡の主要因は亜鉛欠乏と言えます。
多くの褥瘡は補充療法で，早期のものは数週で，重
症でも約三ヶ月で治癒します。最近の知見では，難
治とされるいくつかの特殊な皮膚疾患が劇的に軽
快，治癒し，一方，食欲不振をはじめ多くの症状が
一般的症状でもあるので，日々の臨床の現場では，
多くの悩み，苦しんでいる患者さんがいるはずです。
そして，その大部分の患者さんが，簡単な亜鉛補充
療法で劇的に，軽快，治癒するのです。多数の患者
さんの発見状況から，『地域住民に亜鉛不足の傾向
がある』と予測し，2003年に，北御牧村村民の血清
亜鉛濃度の調査をしました。そして，長野県下で総
計4,000名を超える地域住民の三疫学調査をし，『長
野県民は微量元素亜鉛不足の傾向にある』ことを証
明しました。この結果，長野県が全国で余程特殊な
事情でない限り，統計的には『日本国民は微量元素
亜鉛不足の傾向にある』と言ってよいと結論しまし
た。大変重大な問題であると考えています。では，
何故この様な亜鉛不足が生ずるのか？私共は多くの
食物に含まれる微量元素亜鉛が全体に少しずつ少な
くなっているのではなかろうかと考えています。日
頃の食物，一応は海からの魚介，海草類を除いて，
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米，麦，豆等の穀物や野菜，肉類，総て大地からと
れます。その大地が痩せて，微量元素亜鉛の，イヤ，
亜鉛のみならず微量な多くのもの（科学的にはまだ
よく判っていないが，生物にとって大切な多くのも
の）の含有量が徐々に，徐々に減少してきているの

でないかと考えていますが，如何でしょうか？？
関心を持たれた方は『亜鉛欠乏症のホームページ

http://www.geocities.jp/ryu_kurasawa/』をご訪
問いただければ，更に詳細な情報が得られる様に，
ホームページを立ち上げました。
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神奈川県内科医学会 第71回集談会報告
横浜内科学会 宮地 清光

平成20年2月10日（日）パンパシフィック横浜ベ
イホテル東急で午後1時から開催された。実行委員
長宮地清光の総合司会で，開会の辞を副会長の伊藤
正吾先生，続いて挨拶を会長の宮川政昭先生，神奈
川県内科医学会会長の中山脩郎先生に賜り，13時よ
り特別講演に移った。演題は“膠原病の診断・治療
に関する最近の動向”で，講師は横浜市立大学大学
院医学研究科 病態免疫制御内科学 教授 横浜市
立大学病院リウマチ・血液・感染症内科 部長 石ヶ
坪良明先生であった。一般演題は35あり，限られた
時間内で終了するためにポスター発表（7分発表，
3分質疑応答）を取り入れた。14時10分よりグルー
プＡ（1～18）膠原病7，消化器5，感染症6，グ
ループＢ（19～35）神経3，呼吸器4，内分泌3，

循環器4，その他3，の二手に分け同時進行した。
多数の質問，討議がなされ日常診療に役立つ内容も
多くあり有益な時間を過ごした。17時10分に終了。
副会長の長谷川修先生に閉会の辞をいただいた。18
時より懇親会に移り，ザジャッツ（the JABTS）日
本乳腺甲状腺超音波診断会議のメンバーによるジャ
ズ演奏を楽しんで散会となった。なお座長推薦によ
り優秀なポスターを2題選出された。演題29の重松
洋先生その他による“最近経験したTangier 病の一
女性例―文献的考察を含めて―”と演題19の小野容
明先生による“むずむず脚症候群による睡眠障害”
に決定しその内容は神奈川医学会雑誌に投稿される
ことになった。当日の参加者は120～30名と少なく，
出費から換算すると一人当たりの費用はかなりの高
額となった。特別講演内容は素晴らしかったが，多
くの先生方に興味を頂ける領域ではなかった点が参
加者の伸びなやみにつながったと思われる。
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第 71 回集談会優秀演題
29．最近経験した Tangier 病の一女性例

―分献的考察を含めて―

佐藤医院1)，慶宮医院2)，保健科学研究所3)，東海
大学病院健診センター4)，福岡大学循環器内科5)

重松 洋1)，宮地清光2)，Hankins Raleigh3)，本間
康彦4)，Bo Zhang5)，上原吉就5)，朔啓二郎5)

我々は，超低 HDL コレステロール血症を呈し，
抗セントロメア抗体が陽性でシェーグレン症候群を
合併した1女性例を経験した。その原因が最近遺伝
子解析で Tangier 病と診断できたので報告する。
症例：52歳，女性 主訴：憂鬱と外出したくない。
現病歴：平成H2年，検診で総コレステロールが極
めて低いことを指摘されていた。Ｈ8年，子宮筋腫
と卵巣のう腫があり，子宮全摘と両側卵巣摘手術を
受けた。その頃より口腔乾燥が出現した。
Ｈ17年1月レイノー現象，7月より強度の疲労感
と外出が億劫となり，10月（52歳）本院初診。初診
検査で，T.chol：82㎎/dl，HDL-C：2㎎/dl，TG：
104㎎/dl，AST 26 IU/l，ALT 17 IU/l，ALP 263IU/l，
γGTP 22 IU/l，血小板8.9万/μl，ANA：320，dis-
crete Sp であった。その後の検査はApo A-Ⅰ：1
㎎/dl，Apo A-Ⅱ：1.4㎎/dl，Apo B：95㎎/dl，Apo
C-Ⅱ：1.3㎎/dl，Apo C-Ⅲ3.2㎎/dl，Apo E：1.9
㎎/dl，LCAT：19 U/ml であった。E2：14.1pg/dl
と低下，簡略更年期指数（Simplified menopausal
index, SMI）は48点であったが，エストロゲン補充
療法（ERT）によりうつ症状は劇的に軽快し，SMI

は30点となり仕事に復帰した。キャピラリー等速電
気泳動を用いたリポ タンパク解析で，fast-mig-
rating HDL, slow-migrating HDL が認められず，
また slow-migrating LDL が極端に低いパターンで
あった。遺伝子解析においては，ATP-binding cas-
sette protein A1（ABCA1）の913番目のアミノ酸が
ストップコドンへ変換されたいずれもホモ接合体の
変異が認められた。以上より本症例の低 HDL コレ
ステロール血症は極めてまれな Tangier 病と診断
された。
（考察）本邦で16例，海外では50例ほどの症例報

告があるが，本症例の ABCA 1は2つの Nuc-
leotide Binding Fold（NBF）と1つの Transmem-
brane（TM) domain を欠いておりその機能欠損
はいちじるしい。現在虚血性心臓疾患はないが，
HDL-Ｃ超低値，apo B/apo A-1＞95以上であるの
で，ERTはなるべく早くきりあげるべきと考える。

19．むずむず脚症候群による睡眠障害

横浜呼吸器クリニック 睡眠呼吸障害センター
小野 容明

わが国におけるむずむず脚症候群（Restless leg
syndrome；RLS）の発症頻度は約3％とされ，欧米
よりは明らかに少ないが，睡眠障害の原因となり日
中傾眠を引き起こす。夜間に下肢を中心に生じる感
覚異常と不穏な運動を主症状とする。その診断基準
は以下の4項目である。
① 感覚異常のため強く足をうごかしたという欲求
の存在
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② 落ち着きのない運動
③ 安静臥床状態で症状が発現もしくは増悪し，四
肢を動かすことにより改善
④ 症状は夕方から夜間に増悪
男女比は約1：2とされ，鉄欠乏性貧血，妊娠，
腎不全末期（腎透析患者），筋ジストロフィー，パー
キンソン病に合併しやすい。これらの患者に終夜睡
眠ポリグラフ検査（Polysomnography；PSG）を実
施すると，周期性四肢運動異常（Periodic Limb
movement;PLM）が観察される。PLMは睡眠中に
四肢，特に下肢に周期的に反復する不随意運動を特
徴とする。不随意運動は，主として足関節の背屈で，
膝関節や股関節の屈曲を伴う場合もある。PSG で
の診断基準はその持続が0.5～5秒，出現周期は5
秒以上90秒以下とされている。当院にて過去6年間
に睡眠呼吸障害の診断のために実施した3,535回の
PSG のうち PLM が確認された RLS は58症例存在
する。平均年齢64歳（25～85歳），男女比は50：8で
あった。腎透析患者；2例，パーキンソン病；2例，
鉄欠乏製貧血；1例，他の53例はいわゆる特発性と
考えられ，閉塞型睡眠時無呼吸（Obstructive Sleep
Apnea；OSA）が観察された。現時点では本病態と
OSA には直接的な因果関係を示す報告はない。
PSGにて典型的な PMLを示した症例を提示する。

学 術 講 演
【講演1】

「代謝・内分泌疾患の最新の薬物療法と今後の展望」

横浜市立大学大学院医学研究科
分子内分泌・糖尿病内科学

寺内 康夫
代謝・内分泌疾患の分子レベルでの病態の解明が
進むとともに，種々の治療薬が開発されて，治療の
選択肢が広がってきた。本日はこうした最新の薬物
療法と今後の展望について，糖尿病・脂質異常症を
中心に，私どもの教室の基礎・臨床成績を盛り込ん
で概説したい。
平成18年の国民健康・栄養調査「速報」によると

40歳以上の1/3は糖尿病患者もしくはその予備群と
推定され，日本における糖尿病患者の増加はとどま
ることを知らない。この背景として，もともとイン
スリン分泌能が遺伝的に低い日本人に，高脂肪食な
どの欧米型生活習慣の導入により肥満が助長され，
インスリン抵抗性が高まったことが大きいと考えら
れる。また，肥満はインスリン抵抗性を介し，高血
圧や脂質異常症を惹起することもわかってきた。本
講演ではインスリン分泌低下と肥満・インスリン抵
抗性といった日本人の糖尿病の基本的な病態を，分
子レベルでの最新の研究成果も交えて概説すること
から始めたい。
糖尿病細小血管症（神経障害・網膜症・腎症）お

よび大血管症（虚血性心疾患・脳血管障害・大動脈
硬化症）の進展抑制には血糖コントロールに加えて，
血圧・脂質・体重などの管理が重要であることがわ
かってきた。2型糖尿病の血糖コントロールに関し
ては，食事・運動療法による生活習慣の改善が第一
であり，それらで不十分な場合には薬物療法（経口
血糖降下薬やインスリン治療）を考慮する。近年増
加してきているこれら薬物の特徴と病態に応じた使
い分けを紹介したい。また，今後数年以内に臨床応
用が期待される薬剤（インクレチン製剤，DPP-IV
阻害薬，グルコキナーゼ活性化薬）についても，そ
の特性を紹介したい。
心筋梗塞と脳梗塞に代表される動脈硬化性疾患は

日本人の死因の30％あまりを占め，その対策が強く
求められている。2007年に策定された動脈硬化性疾
患予防ガイドラインでは，1次予防に際しては
LDLコレステロール（LDL-C）以外の冠危険因子数
によって，LDL-C 管理目標値が設定されている。
スタチンは強力な LDL-C 低下作用を持ち，1次予
防のみならず2次予防においても有効であることが
証明されており，脂質異常症患者に広く用いられて
いるが，冠危険因子を多く有する患者や2次予防に
該当する患者においては，スタチンを用いても管理
目標値に到達できない場合が未だ多い。以前からス
タチンを倍量しても LDL-C 改善率は6％に過ぎな
いという「6％ルール」が知られていたが，その本
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質がコレステロールの合成と吸収のバランスにある
ことが明らかになってきた。すなわち，コレステ
ロール合成を強力に抑制すると，腸管からのコレス
テロール吸収が亢進し，血清コレステロールはそれ
ほど低下しないことがある。LDL-C 値のみならず
コレステロール吸収量自体が心血管リスクとなるこ
とがわかってきた現在，コレステロール吸収制御を
介した動脈硬化性疾患の予防も注目されるように
なってきた。脂質異常症の薬物治療として，スタチ
ンとエゼチミブに関する最新の話題を提供したい。

【講演2】

「Ｃ型肝炎をめぐる最近のトピックス」

横浜市立大学附属市民総合医療センター 病院長
田中克明

薬害肝炎を始めとする，Ｃ型肝炎への社会的関心
の高まりを踏まえ，国は，7ヵ年計画の肝炎総合対
策を開始した。まず，第一に緊急肝炎ウイルス検査
を本年度中実施している。市町村によって，対応の
違いはあるが，基本的に無料でＣ型肝炎の感染を調
べる事が出来る。また，肝疾患医療センター事業と
して，各都道府県に肝疾患診療拠点病院が設置され
た。神奈川県は，川崎市の聖マリアンナ医科大学病
院，相模原市の北里大学東病院，伊勢原市の東海大
学医学部附属病院と当横浜市大市民総合医療セン
ターの4病院である。これらの病院は，肝疾患に関
する診療ネットワークの拠点機能や相談情報提供機
能を受け持つ。
現在，Ｃ型肝炎の患者数は約200万人と推定され
るが，そのうちインターフェロン（IFN）治療が必
要とされるのは，48万人程度と推測される。しかし，
IFNの治療費は高額な為，治療を躊躇するケースも
ある。これらの患者さんを救済する為，IFN医療費
助成制度がこの4月から，開始された。当施設でも，
多くの方が申請しているが，7年間に1人1回しか，
利用出来ない制度なので，今すぐ行うべきか，将来
の新しい治療が確立されてから行うかは，熟慮した
ほうがよい場合もある。
平成17年まで行われていた神奈川県の節目検診に

おいて，40歳以上のＣ型肝炎の感染率は，1％に認
められた。当施設では，65～70歳で陽性患者が多く，
横浜市でも感染者は70歳代をピークに高齢者にシフ
トしている。肝臓がん患者の約80％が HCV 陽性で
あることから，Ｃ型肝炎を治癒することが肝発癌の
抑制につながる。また，5年間で約30％が肝硬変か
ら肝がんに進展する。
最近では，IFNが Peg 化されたことで，注射回数

が週3回から週1回となり，多忙な方や，高齢者に
も使用しやすくなった。効果についても，従来は
5％も治らなかった難治型のジェノタイプ1型高ウ
イルス量の人でも，半分は治癒する時代となった。
当院の成績では，55歳～60歳代の患者さんにおいて
42.9％が治癒し，治療完遂例においては50％が治癒
した。女性は高齢になると治癒率が低下するので，
なるべく早く治療を開始した方が良い。また，治療
方法も副作用が出れば減量したり，治療開始後早期
にウイルスが陰性化すれば，通常より投与期間を短
縮したり，逆にウイルスの陰性化が遅ければ，投与
期間を延長するなどの工夫を行っている。例えば，
治療開始12週時点でウイルスが陽性であり，24週時
点までに陰性化した人を48週で治療を止めてしまう
と，治癒率は40％代であるが，72週間投与すると
66％まで治癒率を高める事ができる。
従来から比較的治りやすいジェノタイプ2型は完

全治癒の時代となった。当院では，ジェノタイプ2
型の治療期間を通常の24週間から，更に短い12週間
にする事が可能かどうかを研究している。投与開始
2週間目でウイルスが陰性化した症例では，12週間
の投与で全例治癒し，投与開始4週間目で陰性化し
た症例では，12週間投与も24週間投与も，どちらも
87％の治癒率であった。現在，北里大学や聖マリア
ンナ医科大学と共同で，投与開始4週目でウイルス
陰性化が得られた場合，12週間投与と24週間投与の
成績を比較する多施設共同研究が進行中である。
最近の研究では，ALT が正常なＣ型肝炎症例で

も，肝の線維化は徐々に進行し，発癌リスクも増え
ていく事が判明し，それを踏まえて，ガイドライン
も制定されている。
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肝臓病というと，「栄養を取って安静にすること」
が良いとされてきた。しかし，過体重は，脂肪肝の
原因となり，発癌リスクを高める事になる。また
IFN の効果も BMI25を境に特に女性において，治
療効果が減弱する。
新しい治療法としては，最近では，ペグインター
フェロン＋リバビリンに高脂血症治療薬のスタチン
製剤（ローコール）を併用すると効果が上がるとの
報告がある。しかし，まだ少数例での報告なので，
今後，症例数を増やした報告を確認すべきである。
また，現在開発中のプロテアーゼインヒビターを，
ペグインターフェロン＋リバビリンに併用すると治
癒率が80％近くになるとの報告もある。しかし，こ
のような新薬が発売されるまでは，まだ暫く時間が
かかるので，今出来る事を確実に行う事が大切であ
り，専門医だけではなく，かかりつけ医と，患者さ
ん自身が，連携・協力しあい，三位一体の治療を行
うことが大切となる。

事 業 委 員 会 報 告

《神奈川糖尿病対策委員会》

平成20年度糖尿病対策委員会事業報告

糖尿病対策委員会委員長
松葉医院 松葉 育郎

1．糖尿病神経障害の実態調査の解析と今後の方
針；すでに行われた県下での実態調査の結果報告
については，1次解析の結果は昨年の日本糖尿病
学会にて報告した。さらに，詳細な2時解析の結
果を現在まとめている。継続用の新アンケート調
査用紙を作成し，配布予定である。新しいアン
ケート調査用紙を配布を毎年継続して，さらなる
糖尿病神経障害の診療への啓蒙活動をすすめてい
く。
2．糖尿病眼合併症対策；神奈川県眼科医会との連
携事業の報告，診療情報提供書の改定及び地区別
眼科連携講演会の開催；今年度も，眼科医との診

療連携強化の活動については，地区別に眼科医会
と共催する講演会を計画し，地区決定後代表者を
集めて協議会を開催し，趣旨を説明して各地区で
研究会，講演会等を開催している。その際，診療
情報提供書の普及を連携協議会のメンバーが実臨
床の場ですすめている。内科・眼科の診療連携を
円滑にすすめる診療情報提供書については，改定，
増刷し昨秋より配布を開始している。今後，デー
タ集積を念頭に置いた活用を検討する。

3．糖尿病腎症を考える会；尿中アルブミン測定検
査の普及を神奈川県内で推進するために，糖尿病
腎症の講演会を各内科医会の地区別に開催した。
検尿，尿中アルブミン測定に関するアンケートを
各地区内科医会にて同時に実施し，約800名以上
の先生がたのご協力のもとにデータ収集し，5月
開催された糖尿病学会では会長推薦講演として発
表した。東海大学鈴木先生との共同研究として，
次の段階として尿中アルブミン測定検査の普及に
つながる臨床研究を計画書を作成して，開始予定
である。

4．県行政共催の県民向けの糖尿病講演会の企画；
世界糖尿病 Day11月14日にあわせて15日に開催
することで，神奈川県の糖尿病学会，糖尿病協会，
各団体と共催される。

5．そのほかの糖尿病に関する講演会；各地区まわ
りもちの糖尿病ネットワーク等

《神奈川肝炎対策委員会》

委員長 岡 正直
わが国において多くの HCV陽性慢性肝炎患者が

発癌の時期に達し，この数年間肝癌症例は急速に増
加しています。日本人の癌による死亡の順位では
肺，胃に次いで肝癌が第3位となりました。毎年約
3万人の肝癌による死亡者の80％はＣ型慢性肝炎・
肝硬変を背景としたもので，臨床の現場におきまし
て慢性肝炎と肝硬変・肝癌の知識の啓蒙と病診連携
の推進は，ますます重要なものとなっています。
2002年に神奈川県立がんセンター顧問多羅尾和郎
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先生と神奈川県内科医学会会長中山脩郎先生を代表
世話人とする「肝がん撲滅を目指す神奈川の会」を
発足いたしました。第1回の講演会を2002年2月9
日に川崎地区幹事で横浜駅東口崎陽軒にて行いまし
た。第2回を2003年6月7日に横浜地区幹事にて行
いました。同年，神奈川県内科医学会に肝炎対策委
員会が発足しています。その後2004年より会の名称
を「肝がん撲滅を目指す病診連携の会」と変え，世
話人として県下主要大学および病院の先生がたと当
肝炎対策委員を加え，第1回の講演会を2004年6月
26日に第1地区新横浜で開催し，その後神奈川県下
の5つの地区を持ち回りで講演会を実施していま
す。2006年6月の相模原での第5回をもって神奈川
県下全地区での講演会開催を達成しました。その後
2006年8月より多羅尾和郎先生も新しく肝炎対策委
員として参加していただき，また新しい共催メー
カーの参加もありました。
2007年6月16日（土曜日16：45―20：00），横浜駅
東口崎陽軒6Ｆにて第6回の講演会が行われまし
た。一般演題では，「病診連携が役に立った大きな
肝がんの治療」のテーマの下，済生会横浜市南部病
院 高橋裕先生，また横浜市立大学付属市民総合医
療センター 森本学先生と沼田和司先生より，最先
端の肝がん治療の実例についてのご講演をいただき
ました。特別講演1は神奈川県立がんセンター元所
長 多羅尾和郎先生に「Ｃ型肝硬変症の肝発がんに
おける持続炎症の役割」として，長年の臨床経験に
基く漢方薬も含めた多剤併用療法の工夫により，い
かに発癌率を低下させうるかというご講演を，また
特別講演2は横浜市立大学付属市民総合医療セン
ター院長 田中克明先生に「肝細胞癌に対する内科
的治療と将来の展望」として，従来の治療方法から
最先端の治療方法まで豊富なデータをお示しいただ
きながらわかりやすくご講演をいただきました。
2007年12月1日（土曜日16：40―19：40），川崎市
立多摩病院2階講堂にて第7回の講演会が行われま
した。一般演題は「Ｃ型慢性肝炎から肝がん治療ま
で」のテーマのもと，聖マリアンナ医大と川崎市立
多摩病院からのコメンテータを交えて，「Ｃ型肝癌」，

「インターフェロン再治療で著効した3例」，そし
て新しい試みとして「なんでもQ&A」という，事前
にいただいた質問に回答するコーナーもありまし
た。特別講演1は聖マリアンナ医科大学消化器・一
般外科教授 大坪毅人先生より「肝癌に対する外科
療法」として，各種の新しい治療方法が確立した今
日にあって，古くて新しい治療法としての外科切除
に新たな光をあてたご講演をいただきました。また
特別講演2は川崎市立多摩病院副院長 鈴木通博先
生に「肝癌診療の現状」として，肝癌発生の背景と
して NBNC 肝障害からの発症が増えていることや
最近の IFN 治療の知見を交えたご講演をいただき
ました。また第7回から講演会の内容のエッセンス
を簡単にまとめたニューズレターを発行し，惜しく
も参加できなかった先生方や，まだ参加していない
先生方にも本会の情報の一端を伝えることができる
ようになりました。
特定Ｃ型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が

2008年1月に，また2008年4月に慢性肝炎の医療費
の助成制度が施行されました。これについての講演
会や市民公開講座などの情報を発信しています。こ
れら一連の活動の中で神奈川県における大きな患
者団体であります「肝臓の会・神奈川」（http://
shinkanren.blog.ocn.ne.jp/）の佐々木代表と会見
し，今後の肝炎啓発活動においてお互いに協力して
いくことで合意したことは大きな収穫でありまし
た。
2008年6月28日（土曜日17：00―19：30），セント
ラルホテル5階にて第8回の講演会を開催しまし
た。今回はパネルディスカッション形式とし「病診
連携による肝炎・肝がん治療の実態」について討議
されました。やまうち内科クリニック院長 山内眞
義先生の司会進行の下，演題1「肝がん撲滅を目指
したＣ型肝炎治療ー病診連携の重要性ー」を国家公
務員共済組合連合会横須賀共済病院消化器内科部長
池田隆明先生より，演題2「インターフェロン，
TS―1併用療法が奏功した進行肝細胞癌の1例」
を（横須賀市）小磯診療所院長 磯崎哲男先生より，
演題3「肝炎・肝硬変・肝がん治療で紹介された3
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例」を大船中央病院消化器肝臓病センター医長高塚
健太郎先生より，そして演題4「横浜市東部地域に
おける病診連携システム“肝炎治療ネットワーク（肝
炎ネット）”の経験」を済生会横浜市東部病院副院長
消化器内科部長 山室渡先生より，それぞれご講演
いただいた後に活発な討論に入りました。「病診連
携」は一連の講演会の根幹のテーマだけに議論は尽
きない様子でしたが，会の参加者全員が有意義な示
唆を得られたことと思います。
2008年10月25日（土曜日17：00―20：00）に第4
地区平塚プレジール5Ｆにて第9回の講演会を開催
しました。演題1「ラジオ波凝固術にて治療した肝
細胞癌の一例」を東海大学医学部消化器内科東徹先
生より，演題2「Ｂ型肝がんを減らす為に」を平塚
市民病院消化器科部長厚川和裕先生より，演題3「病
診連携における肝がん治療の2例」を伊勢原協同病
院消化器科部長大野隆先生よりご講演いただきまし
た後，特別講演「肝がんはどのように育つのか。ま
たその撲滅のためにはどのような工夫があるのか。」
を東海大学医学部消化器内科峯徹哉先生よりご講演
いただきました。
本会は毎回肝癌治療を中心テーマにすえながら
も，担当世話人の先生のごご尽力により，その内容
は肝疾患診療にかかわる医師にとって広範な興味深
い内容がこめられております。より多くの参加者を
獲得するため，会の名称の変更の検討とともに，肝
炎対策委員や「病診連携の会」世話人の先生方のみ
ならず，地区会長の先生方のご協力もいただければ
幸いに存じます。2009年以降の課題として，会の名
称の変更（肝がんのみならず肝疾患一般を対象とす
る講演会の印象への脱皮）や，市民公開講座の企画・
実行へ向けての準備の始動などが議論されておりま
す。
厚生労働省から2008年春に全国の都道府県および
政令指定都市に出された通達にあるように，神奈川
県下において開業医・歯科医・コメディカルなどを
対象とした肝炎診療従事者研修の実施が求められて
います。これの企画立案に際し当委員会の協力を求
めたいとの申し入れが2008年8月に横浜市健康福祉

局健康安全部保険事業課よりありました。肝炎対策
委員会の活動の方向性に沿うものと思われ，これを
支援するため，県や県医師会・歯科医師会また県下
の各地区医師会・歯科医師会や内科医会また複数の
製薬メーカーなどにまたがる体制づくりをすすめて
おります。去る2008年11月6日木曜日19：30に横浜
エクセルホテル東急にて打ち合せ会を行いました。
また，2008年12月2日横浜内科学会「消化器疾患の
知識をふやす会」の世話人会において，事業の紹介
と協力のお願いをいたしました。今後この事業につ
いても皆様のご協力をなにとぞお願い申し上げま
す。
また，2006年6月に開設したウェブサイト

（http://medical.direct.ne.jp/hepat/）においても，
当委員会の活動の詳細を載せておりますので是非ご
覧ください。

第1回2004年6月26日（土）
新横浜グレイスホテル［第1地区］

第2回2004年11月20日（土）
ホテル・ザエルシー［第2地区］

第3回2005年6月18日（土）
横須賀プリンスホテル［第3地区］

第4回2005年11月19日（土）
JR平塚駅 LUSCAホール［第4地区］

第5回2006年6月17日（土）
相模原南メディカルセンター［第5地区］

第6回2007年6月16日（土）
横浜駅東口崎陽軒本店［第1地区］

第7回2007年12月1日（土）
川崎市立多摩病院［第2地区］

第8回2008年6月28日（土）
横須賀 セントラルホテル［第3地区］

第9回2008年10月25日（土）
平塚プレジール［第4地区］

（2008年12月7日版）
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《神奈川認知症対策委員会》

認知症を考える神奈川の会 事業報告(2008)

委員長 高岸 泰
我が国における人口動態は世界にも類を見ない速
さで高齢社会に突入しています。それとともに認知
症高齢者に関する問題が顕在化して参りました。増
加する認知症患者さんの早期診断と治療が必要とさ
れ，今後は患者さんを取り巻く御家族や地域ケアシ
ステム，行政との連携が必須となってくるものと考
えました。神奈川県内科医学会は会員の生涯研修を
目的として，「認知症を考える神奈川の会」を平成14
年初頭に発足させました。
勉強会は第12回まで回を重ねて，毎回多数の御
参加を戴いています。各内容は http://kanaga-
wamed.org/の中から新しい認知症受け入れ医療機
関一覧（2008/04/18）http://www2.tba.t-com.ne.
jp/takagishi/kananin/kananinindex.html に進ん
で，http://www2. tba. t-com. ne. jp/taka-
gishi/kananin/kananin5.htm にて御覧戴けますが，
診断に関する問題から治療に関する問題，患者さん
を取り巻く法的な問題から病診連繋，地域における
ネットワーク形成，新治療薬の開発等のテーマで開
催して参りました。

第12回認知症を考える神奈川の会は平成20年9月
18日（木）横浜ベイシェラトンホテルで実施しまし
た。内容は，『地域における認知症患者さんを取り
巻くネットワークに対する「かかりつけ医」の重要
性』というものです。
シンポジウム 認知症ネットワークの必要性
「かかりつけ医への期待と不安」 飯田 茂 氏
「かかりつけ医からみた認知症ネットワークの必
要性」 千場 純 先生
「VSRADを活用した認知症地域連携への挑戦」

村松 和浩先生
「中原区における“街ぐるみ認知症ネットワーク”
について」 石渡 明子先生

特別講演
「アルツハイマー病治療薬開発の夢を追って」

京都大学大学院薬学研究科創薬神経科学
講座 教授 杉本 八郎先生

以上にて，211名の先生方に御出席いただきまし
た。大変有意義なお話しで大盛況でした。この際
「5つの物品記名テスト用キット」を参加された先
生全員にお配りしました。
次回の第13回認知症を考える神奈川の会は開催日

程については平成21年9月17（木）横浜ベイシェラ
トンホテルを予定しております。内容は現在検討中
です。

地域連携の一環として，県内の病院と認知症を診
ていただける先生方へのアンケートをお願いし，認
知症高齢者の紹介や受け入れ体制を確認させていた
だき，それに基づき神奈川県内科医学会として
WEB 上にまとめて，紹介等に活用させていただく
など日常診療に役立てています。
WEB のアドレスは http://www2.tba.t-com.
ne.jp/takagishi/indexninch.htm において全件表示
リストを示し，http://www2. tba. t-com. ne.
jp/takagishi/indexninchi.htm においては検索可能
にしています。平成17年末から平成18年の3月まで
に神奈川県内の20床以上の病院に対して再度のより
詳しいアンケートによる調査を実施しました。その
結果355件の御回答を頂き，それを神奈川県内科医
学会のホームページに載せましたので是非御活用く
ださい。
認知症を診ていただける先生方へのアンケート調

査を藤沢市医師会の協力を得て実施しました。
http://www2.tba.t-com.ne.jp/takagishi/fujisa-
wa/fujininindex.htm です。
クリニカルカンファレンスを各地域にて実施して

います。かかりつけ医に認知症を正しく御理解いた
だくために「地域における認知症対策実践講座」を
積極的に市・区ごとに細かく実施しています。修了
された先生には神奈川県内科医学会として修了証を
制作し発行しています。この内容は特定非営利活動
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法人 高齢者医療研究機構制作によるクリニカル・
カンファレンス・セミナー教材DVDを用いたもの
で8時間をかけるものです。受講された先生方が増
えましたので，今回アンケート調査をした上でその
リストと診療内容をWEB上に公開しました。
アドレスは http://www2.tba.t-com.ne.jp/taka-

gishi/kananin/kananinindex.html．です。御紹介
等に御利用いただければ幸いです。

今後は行政と日本医師会の主導による認知症サ
ポート医とも連携を計り，協力して地域医療の一翼
を担うようにして行きたいと考えています。

引き続き，市民健診における認知症早期発見のた
めのスクリーニング検査や，地域におけるネットを
利用した高齢者の医療とケアの連携についても研究
して行く予定です。

以上御報告いたします。
認知症を考える神奈川の会 高岸 泰

《神奈川禁煙・分煙推進委員会》

神奈川禁煙・分煙推進委員会事業報告

委員長 長谷 章
1．禁煙指導マニュアルについて
今日からできるミニマム禁煙医療の市販版作成中
平成21年1月15日（木）平成21年新年学術大会
で配布できるように準備中

2．禁煙講演会について
18内科医会で禁煙講演を順次行う
鎌倉（長谷），茅ヶ崎（中山会長・長谷）藤沢（中

山会長・北田先生）は終了
相模原市，秦野・伊勢原市は加濃先生が行う予
定
予定では平成21年3月末までに終了する

《高血圧神奈川スタディ委員会》

高血圧神奈川スタディ（神奈川高血圧臨床実態断
面調査）

【研究目的】
高血圧治療の目標が単なる降圧を求めることか

ら，臓器保護や合併症の予防などを目指すように
なってきました。しかしながら，十分に降圧目標に
達しているとはいえない現状の中で，神奈川県内科
医学会会員の高血圧の治療状況を，お互いに把握し
た上で診療することが，高血圧治療をより実のある
ものとするために非常に大切なことと考えた次第で
す。そこで，神奈川県内科医学会会員の医療機関受
診中の降圧薬による高血圧症患者を登録し，家庭血
圧測定値および診療所外来随時血圧測定値に対する
降圧目標値の達成率，降圧薬の使用状況，メタボリッ
クシンドロームを呈する患者の割合，さらに臨床検
査値と血圧値をさまざまな角度から検討し，今後の
神奈川県における高血圧治療に役立てる目的で臨床
実態断面調査を行うこととなりました。
先生方のご協力を得ながら，この高血圧神奈川ス

タディを長期間にわたり実施することにより，日本
各地で行われている疫学研究に匹敵する，あるいは
神奈川独自の研究成果を神奈川県内科医学会から毎
年発信していけるのではないかと考えています。
集積された調査は高血圧神奈川スタディ委員会が

様々な角度から分析を行い，スタディにご参加頂い
た先生方と共に各地区に結果をご報告いたします。
各地区独自のお考えの下，学会・研究会などへご報
告頂ければ幸いです。また，県内科医学会高血圧神
奈川スタディ委員会としても，全県の調査結果に関
しては高血圧学会および内科学会などに報告すると
ともに，学会発表の抄録をその都度ご参加頂いた会
員にご報告致しますので，日常臨床に役立てて頂け
ればと思います。
この神奈川高血圧スタディで得られた研究成果

は，参加していただいた先生方全員のお名前で学会
や研究会などで発表しますので，高血圧神奈川スタ
ディに積極的に参加されることを願っております。
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【研究対象】
神奈川県内科医学会会員の医療機関受診中の降圧
薬による高血圧治療患者で，下記の調査期間に受診
した方からランダム化して登録します。
⑴ 家庭血圧測定を行っている降圧薬による治療
中の高血圧患者の調査
K-HBP (Kanagawa Home Blood Pressure)
study
（神奈川家庭血圧臨床実態断面調査）

⑵ 家庭血圧測定を行っていない医療機関のため
の降圧薬による治療中の高血圧患者の調査
K-CBP (Kanagawa Casual-clinic Blood
Pressure) study
（神奈川診療所血圧臨床実態断面調査）

＊家庭血圧測定を行っている医療機関はなるべく
K-HBP study を選択してください。家庭血圧
測定を行っていない医療機関は，K-CBP study
を選択してください。
＊K-HBP study，K-CBP study は，それぞれ記入
用紙が異なりますのでご注意ください
＊ K-HBP study，K-CBP study 合わせて10例を
目標としますが，該当者が少ない場合は数名で
も結構です。（ご協力いただける先生は
K-HBP study，K-CBP study 各々20例まで登録
可能です）

【調査対象】
本態性・二次性高血圧を問わず降圧薬治療を受け
ている症例。
⒜ 年齢・性別は不問
⒝ 高血圧治療中（降圧剤治療）の患者を対象と
し，血圧値による制限は設けません
⒞ 使用する降圧薬の種類はとくに指定しません

【調査期間】
2008年10月14日より10月31日まで。症例が目標に
達しない場合は期間を延長します。

【除外基準】

⒜ 悪性疾患の合併を有している患者
⒝ 妊婦または妊娠している可能性のある患者
⒞ 授乳中の患者
⒟ その他，担当医師が対象として不適当と判断
した患者

【調査対象選択方法】
今回の調査は高血圧日常診療の断面調査です。
バイアスが係らないようランダム化を行います。

ランダム化に関しては，下記の方法より一つ選択し
て行ってください。
＊患者 ID 番号の下一桁が調査日と同一の患者を
登録

＊患者 ID 番号の下二桁が任意で開いた医学書の
ページに一致している患者を登録

＊患者全員に番号をつけ，番号を無作為に10個選
択して，その番号の患者を登録

＊患者電話番号の下一桁が調査日と同一の患者を
登録

＊調査期間中の毎日，午前中の外来は10時以降な
らびに午後の外来は16時以降に受診した要件を
満たす最初の患者を1名ずつ登録

＊調査日の10時以降もしくは16時以降に受診した
患者から連続10名を登録

なお，最後の2つの条件で10時および16時と設定
したのは，外来の最初に来院する患者を選ぶと年齢
や性別をはじめとする患者像に偏りが生じる可能性
があるためです。

【調査項目に対する注意】
調査項目は調査票をご覧ください。
＊降圧薬内服は必須となりますので，ご注意くだ
さい。

＊治療薬に関しては，原則一般名ですが，商品名
でも結構です。

＊治療薬の変更があったとしても，調査期間時の
慢性疾患に対する治療薬をご記入ください。

＊外来血圧，朝の家庭血圧，ならびに脈拍の各4
回は必須となります。3回以下しかデータがな
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い症例の登録を認められませんので，ご注意く
ださい（なお，夜の家庭血圧も可能な限りご記
入いただけるようお願い致します）。

＊精神疾患治療薬に関しては，SSRI・抗うつ薬・
睡眠導入薬などを記入。
＊合併症の判断基準は現行のガイドラインを参考
の上，各医療機関の基準にて記入。
＊ HbA1c に関しては測定可能な患者に施行。保
険診療で可能な範囲内で測定。
＊ BNP に関しては測定可能な患者に施行。保険
診療で可能な範囲内で測定。
任意項目ではありますが，高血圧患者の心機能
を把握するため，可能な限り BNP の測定を施
行して頂ければ幸いです。
＊血液検査などに異常値があってもそのままご記
入ください。
＊心電図については，先生方の心電図解析の煩雑
さを避けるため，コピーを提出していただき，
委員会で解析致します。なお，個人情報保護に
よる匿名化のための，氏名は伏せてコピーして
下さい。

【参考】
《血圧に関して》
＊ 家庭血圧測定ガイドライン
家庭用血圧計は上腕カフ血圧計を用いる。
家庭血圧は以下の条件で測定されることが望
ましい。
朝は起床後1時間以内，排尿後，座位1～
2分間の安静後，服薬前，朝食前
晩は就寝前，座位1～2分間の安静後とす
る。
測定回数は朝晩それぞれ1回目の値で結構で
す

《糖尿病に関して》
＊ 糖尿病治療ガイド（日本糖尿病学会編）
① 早朝空腹時血糖値注1)126㎎/dl 以上
② 75gOGTTで2時間値200㎎/dl 以上

③ 随時血糖値200㎎/dl 以上
④ 早朝空腹時血糖値110㎎/dl 未満
⑤ 75gOGTTで2時間値140㎎/dl 未満

●①～③のいずれかの血糖値が確認された場合
には「糖尿病型」と判定する。

●④および⑤の血糖値が確認された場合には
「正常型」と判定する。

●上記の「糖尿病型」「正常型」いずれにも属さ
ない場合は「境界型」と判定する。

《脂質異常症に関して》
＊ 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版」
（日本動脈硬化学会）
脂質異常症の診断基準（空腹時採血）

・この診断基準は薬物療法の開始基準を表記して
いるものではない。

・薬物療法の適応に関しては他の危険因子も勘案
し決定されるべきである。

・LDL-C 値は直接測定法を用いるか Friedewaid
の式で計算する。

・［LDL-C］＝［総コレステロール（TC）］－
［HDL-C］－［トリグリセライド］×1/5
（TG値が400㎎/dL 未満の場合）

・TG 値が400㎎/dL 以上の場合は直接測定法に
てLDL-C 値を測定する。

《高尿酸血症に関して》
＊ 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（日本
痛風・核酸代謝学会）
性・年齢を問わず，血漿中の尿酸溶解濃度で

ある7.0㎎/dl を正常上限とし，これを超えるも
のを高尿酸血症と定義する。
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150㎎/dl 以上トリグリセライド高トリグリセライド血症

40㎎/dl 未満HDLコレステロール低HDLコレステロール血症

140㎎/dl 以上LDLコレステロール高 LDLコレステロール血症
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BMI

西暦 年 月 日生年月日患者 ID番号

担当医師施設名

高血圧神奈川スタディ調査票 K-HBP study(Kanagawa Home Blood Pressure) 2008年

合併症

心房細動・狭心症・心筋梗塞・心不全・脳梗塞・脳出血・その他（ ）既往症

腹囲 cm体重 kg身長 cm

職業年高血圧治療期間男・女性別

糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症・CKD・ASO(閉塞性動脈硬化症)・その他（ ）

／min／ mmHg外来血圧

／min／ mmHg外来血圧

／min／ mmHg外来血圧

家庭血圧

／min夜 ／ mmHg／min朝 ／ mmHg家庭血圧

／min夜 ／ mmHg／min朝 ／ mmHg家庭血圧

／min／ mmHg外来血圧

／min夜 ／ mmHg／min朝 ／ mmHg家庭血圧

／min夜 ／ mmHg／min朝 ／ mmHg

降圧薬

（商品名）

用量 1日量

mg 朝・夜 mg 朝・夜

mg 朝・夜 mg 朝・夜

mg 朝・夜 mg 朝・夜

併用薬（商品名）糖尿病・
脂質異常症・高尿酸血症・精
神疾患治療薬（SSRI 等）・
抗凝固薬・抗血小板薬等

実測値・計算値

腎 Cr mg/dl UA mg/dl

尿蛋白 － ± 1＋ 2＋ 3＋

糖 血糖 mg/dl 空腹時・随時 HbA1c ％

T-chol mg/dl TG mg/dl

HDL mg/dl

LDL mg/dl

電解質

脂質

Na mEq/L K mEq/L

Cl mEq/L

肝 AST・GOT U/IV ALT・GPT U/I

γ GTP U/I

末血 Hb g/dl

その他 BNP pg/ml

生活習慣 喫煙 喫煙歴 年 本／日

飲酒 飲酒歴 年 日本酒換算 合程度

コピー提出をお願いします心電図％心胸比

血圧値は直近の複数日、

ご記入ください
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BMI

西暦 年 月 日生年月日患者 ID番号

担当医師施設名

高血圧神奈川スタディ調査票 K-CBP study(Kanagawa Casual-clinic Blood Pressure) 2008

合併症

心房細動・狭心症・心筋梗塞・心不全・脳梗塞・脳出血・その他（ ）既往症

腹囲 cm体重 kg身長 cm

職業年高血圧治療期間男・女性別

糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症・CKD・ASO(閉塞性動脈硬化症)・その他（ ）

外来血圧 ／ mmHg ／min

外来血圧 ／ mmHg ／min

外来血圧 ／ mmHg ／min

外来血圧 ／ mmHg ／min

降圧薬

（商品名）

用量 1日量

mg 朝・夜 mg 朝・夜

mg 朝・夜 mg 朝・夜

mg 朝・夜 mg 朝・夜

併用薬（商品名）糖尿病・
脂質異常症・高尿酸血症・精
神疾患治療薬（SSRI 等）・
抗凝固薬・抗血小板薬等

血圧値は直近の複数日、

ご記入ください

％HbA1cmg/dl 空腹時・随時血糖糖

－ ± 1＋ 2＋ 3＋尿蛋白

mg/dlUAmg/dlCr腎

実測値・計算値

脂質

電解質

mg/dlLDL

mg/dlHDL

mg/dlTGmg/dlT-chol

γ GTP

U/IALT・GPTU/IVAST・GOT肝

mEq/LCl

mEq/LKmEq/LNa

pg/mlBNPその他

g/dlHb末血

U/I

飲酒歴 年 日本酒換算 合程度飲酒

喫煙歴 年 本／日喫煙生活習慣

心胸比 ％ 心電図 コピー提出をお願いします



《CKDに関して》
＊ CKD診療ガイド（日本腎臓学会編）
CKDの定義
① 尿異常，画像診断，血液，病理で腎障害
の存在が明らか
―特に蛋白尿の存在が重要―

② GFR＜60mL/min/1.73㎡
①，②のいずれか，または両方が3ヶ月以上
持続する

《ASO（閉塞性動脈硬化症）に関して》
＊ 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版」
（日本動脈硬化学会）
＊ golden standard な診断方法として四肢の血
圧から得られる上腕・足関節血圧比（ABPI）が
あります。（ASOの客観的な診断・重症度評価
の指標とされています）

神奈川県内科医学会高血圧神奈川スタディ委員会

《ジェネリック問題対策委員会》

ジェネリック問題対策委員会活動報告

委 員 南 信明 山本 晴章 伊藤 正吾
北田 守 三川 武彦 中 圭一
東原 正明 田中 逸 高木 繁治
柳川 忠二 宮川 正昭 寺内 康夫
中山 脩郎

ジェネリック問題対策委員会ではテレビでの後発
医薬品（以下GE）の宣伝「新薬と同じ成分・同じ効
き目で約半額」に違和感を憶え，GE について本当
のことを知る目的で活動を始めた。2005年12月3日
開催の医学会幹事会講演会での福井大学病院薬剤部
長政田幹夫教授から，1）後発品に不純物，未知物
質が含まれている事実がある。2）AUC 値がメー
カーにより大きな違いがある。3）現在の後発品は

品質のエビデンスがない，生物学的同等性を担保し
ていない。4）薬学会，医療薬学会では，後発品の
品質に疑問を投げかけている演題が多数あるという
GEにたいする問題点を知ることができた。
具体的活動
1）GE 製造医薬品メーカーへのアンケート，医学
会会員へのGEに関するアンケート

2）GE にたいする認識を深めて頂くために，県内
5地区を中心に25回の講演会の開催

3）中山脩郎会長による日本醫亊新報社への特別寄
稿，テレビ出演
委員会としても良質な GEは処方していきたいと

の考えは一致している。しかしどの GEが推薦で，
どの薬が処方を控えた方が良いかの情報をしること
ができないことが問題で，今後 GEについて多くの
医学会会員から情報を頂き，今後の診療に役立てい
けるような体制作りが必要である。正しい GEの理
解のために県民，マスコミ，行政への働きかけを行
うことが必要である。
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相模原内科医会・プライマリケ
ア学会相模原支部2月19日2007年

南神内医臨時拡大幹事会12月21日2006年
講師日程

ジェネリック講演会日程

平塚市医師会内科部会1月30日2008年
南藤沢市内科医会1月23日2008年
中山横須賀内科医会11月22日2007年
南京都府医師会9月22日2007年

中山・南

茅ヶ崎市内科医会4月16日2008年
中山・柳川港南区医師会3月27日2008年
中山・柳川小田原市内科医会3月18日2008年
中山・柳川川崎市内科医会2月22日2008年
中山・南

三浦市4月28日2008年
中山・柳川海老名内科医学会4月25日2008年
中山・柳川座間綾瀬医師会内科医会4月25日2008年
中山・柳川平塚市医師会内科部会4月18日2008年
中山・柳川

秦野伊勢原医師会内科医会6月12日2008年
中山・柳川鎌倉市医師会内科医会5月27日2008年
中山・柳川厚木市内科医会5月16日2008年
中山・柳川横浜内科学会5月10日2008年
南

南・柳川
横須賀病院薬剤師会・横須賀薬
剤師会・逗葉薬剤師会・三浦市薬
剤師会合同講演会

中山・柳川相模原市内科医会9月3日2008年
南・柳川横浜内科学会6月15日2008年



「特定健診・保健指導とこれからの生活
習慣病対策」

横浜市立大学大学院 医学研究科
情報システム予防医学部門 教授

水嶋 春朔

我が国は，昭和53年からの「第一次国民健康づく
り対策」，昭和63年からの「第二次国民健康づくり対
策」を経て，平成12年からは「21世紀における国民
健康づくり運動（健康日本21）」として，健康づくり
施策を推進してきた。健康診断，健康診査（健診）
については，医療保険各法に基づき保険者が行う生
活習慣病健診や，労働安全衛生法に基づき事業者の
行う健診，老人保健法に基づく保健事業としての市
町村による健診が実施されてきた。
このように生活習慣病に関する一次予防，二次予
防施策を推進してきたが，「健康日本21」中間評価に
おける暫定直近実績値からは，糖尿病有病者・予備
群の増加，肥満者の増加（20―60歳代男性）や野菜
摂取量の不足，日常生活における歩数の減少のよう
に健康状態及び生活習慣の改善が見られない，もし
くは悪化している現状がある。
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会は，「今

後の生活習慣病対策の推進について」（中間とりま
とめ)1）において，生活習慣病対策を推進していく
上での課題を列挙し，それらの課題を解決するため
にこれまでの活動成果を踏まえ，新たな視点である
メタボリックシンドロームの概念に基づく健診・保
健指導をハイリスクアプローチとして導入し，生活

習慣病の重症化・合併症を予防することに重点を置
いた生活習慣病対策を充実・強化することになった。
高齢者の医療の確保に関する法律（平成20年度施

行）により，平成20年度から医療保険者の実施義務
となる40―74歳の被保険者・被扶養者を対象とした，
内臓脂肪型肥満に着目した特定健診・特定保健指導
が開始された。
標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）に

よって，4つのステップによって健診結果と問診結
果によりリスクが階層化され，情報提供，および特
定保健指導としての動機付け支援，積極的支援が実
施される。
厚生労働省の推計では，特定保健指導の対象者は，

男性において40―64歳の36.4％（動機付け支援
11.8％，積極的支援24.6％），65―74歳の27.6％（動
機付け支援のみ），女性において40―64歳の16.2％
（動機付け支援10.2％，積極的支援6.0％），65―74
歳の15.2％（動機付け支援のみ）となることが見込
まれており，男性は女性の2倍対象者が多いことが
予測される。
健診の結果，正常値から受診勧奨値の間の「要指

導」「要経過観察」となった境界域，正常高値者に対
する非薬物療法としての行動変容を「特定保健指導」
として進めていくが，受診勧奨値を超えたものに対
しても薬物治療のみではなく，根拠に基づく各診療
ガイドラインに基づいて非薬物療法としての生活習
慣病指導をすすめていくことが重要である。
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＝ 学 術 講 演 会 ＝

日時：平成20年9月28日（日）13：00～17：10
場所：横浜市立大学附属病院10階 臨床講堂



「心臓再同期療法―ペースメーカーによ
る最新の心不全治療―」

横浜市立大学附属病院循環器内科
石川 利之

重症心不全例においては，しばしば心筋障害によ
り心室内伝導障害を呈し，QRS幅の広い完全左脚ブ
ロック近似パターンを示す。その結果，中隔が収縮
している時に側壁はまだ収縮が始まっていないため
に外側に押し出され，側壁の収縮が始まった頃には
既に中隔の収縮は終了しており，左室内の収縮の協
調性が失われることで心機能は低下する。さらに，
心房心室間の収縮の協調性，左右心室間の収縮の協
調性も失われ，心機能はさらに低下する。左室と右
室を同時にペーシングすることにより，QRS幅は短
縮し，左室壁運動の協調性は回復する。前乳頭筋の
収縮が遅れることにより僧帽弁逆流が増悪するが，
前乳頭筋に近い左室側壁を同時にペーシングするこ
とにより僧帽弁逆流も改善する。左右心室間の収縮
の協調性の改善，Atrioventricular（AV）delay の至
適化による心房心室間の協調性改善による効果も加
わる。両室ペーシングは失われた同期性を回復する
治療方法であり，Cardiac Resynchronization Ther-
apy（CRT，心臓再同期療法）とよばれ，心臓の負担
を高めることなく心機能を改善し，生命予後を改善
することが示されている。心不全症例においては，
突然死が問題となっており，不整脈の有無にかかわ
らず，低心機能のみを根拠とした一次予防のための
植込み型除細動器（ICD）の有効性が示されている。
最近ではCRTに ICDの機能を合わせ持つ植込み型
除細動機能付き両心室ペースメーカー（CRT-D）が
実用化され，心不全改善ばかりではなく突然死予防
も可能になった。

「呼吸器感染症における耐性菌の現状と
対策」

横浜市立大学附属病院 呼吸器内科
綿貫 祐司

市中呼吸器感染症の主要原因微生物である肺炎球
菌・インフルエンザ菌・マイコプラズマは近年薬剤
耐性化が問題となっている。肺炎炎球菌は従来ペニ
シリン系抗菌薬に感受性が高かったが，ペニシリン
非感受性の比率が1980年代から急増し2000年には
60～70％を超えたが，ここ数年は40～50％程度と減
少傾向にある。ニューキノロン耐性率は現在わが国
では1％台である。インフルエンザ菌の薬剤耐性機
構はβラクタマーゼ産生であったが，βラクタマー
ゼ非産生でアンピシリン耐性（BLNAR）株は，PBP
3の変異によるβラクタム系薬の結合親和性低下が
耐性機序で，1995年以降急速に増加しここ数年は
40％以上になってきている。また，2000年頃よりマ
クロライド耐性マイコプラズマが出現し，最近では
小児例の約40％，成人例でも0～14％が耐性である
と報告されている。
薬剤耐性菌の制御は，除菌効果の弱い経口抗菌薬

の乱用防止と確実な治療（除菌）が基本で，外来で
の経口抗菌薬治療戦略が重要である。βラクタム系
薬の抗菌効果は時間依存性で，効果発現には time
above MIC が30―40％必要とされている。経口β
ラクタム系薬のなかで最も抗菌活性の強い
CDTR-PI や AMPC であっても標準用量では
PRSP・BLNARには不十分で，倍量投与する必要が
ある。ニューキノロン系抗菌薬の抗菌効果は濃度依
存性で，AUC/MIC(AUIC）がグラム陽性菌で30以
上，グラム陰性菌で100以上の場合確実な臨床効果
が期待できる。レスピラトリーキノロンは肺炎球
菌，インフルエンザ菌に対する除菌効果が優れてお
り有用である。薬剤耐性化のリスクファクターとし
て，高齢者，慢性呼吸器疾患・糖尿病などの基礎疾
患，感染反復例，抗菌薬前治療，集団保育児との同
居などが指摘されており，リスクファクターを有す
る症例に対しては，除菌効果の優れたレスピラト
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リーキノロンをファーストチョイスとして使用する
のが望ましい。
耐性菌感染予防関しては，肺炎球菌ワクチン接種
が基本である。肺炎球菌は約90種類の血清型に分類
され，同ワクチンは23種類の血清型の抗体価を上昇
させ予防効果を発現する。わが国で分離された肺炎
球菌の約80％，薬剤耐性肺炎球菌の95％はワクチン
血清型に含まれるため，高齢者のワクチン接種率（現
在3％程度）を上げることは肺炎球菌性呼吸器感染
症発症予防とともに薬剤耐性肺炎球菌の蔓延防止に
有用である。

「Ｃ型慢性肝炎治療の現状―医療費助成
の活用―」

横浜市立大学大学院医学研究科・
分子消化管内科 斉藤 聡

1989年にＣ型肝炎ウイルス（HCV）が発見されて
から，それまでの非Ａ非Ｂ型肝炎の大半は HCV感
染であることが明らかになった。Ｃ型肝炎は感染後
に肝硬変，肝臓がんに進展する可能性が高く，いか
に肝炎の段階で治療するかが重要となる。Ｃ型慢性
肝炎（CH-C）に対する治療法には肝機能を改善し
肝炎の悪化を防ぐ肝庇護療法（対症療法）とウイル
ス排除による治癒を目指す原因療法に分けられる
（図1）。このうち原因療法であるインターフェロ
ン（IFN）治療は約20年の歴史がある。まずレギュ
ラーインターフェロン治療が行われたが，ウイルス
の排除が成功した’著効率’はけっして満足がいく
ものではなかった。最近ではペグインターフェロン
（Peg-IFN）・リバビリン（RBV）の併用療法によっ
て治療効果は改善しているが，いまだに日本に多い
HCV遺伝子型1b では50％の患者でウイルス排除が
不成功となっている。この治療方法は効果が治療終
了までわからない点が大きな問題である。さらにも
うひとつの問題は，治療を受ける患者の経済的負担
が大きいことである。このため本来は IFN 治療を
受けるべき患者が受けることが出来ずにいるのが現
状であった。

この問題に対し日本では2008年4月よりインター
フェロン治療を受ける患者に対して医療費助成を開
始した。これは，①肝炎が我が国最大の感染症であ
ること，②肝炎に対するインターフェロン治療が奏
効すれば根治が可能であり，その結果，肝硬変や肝
臓がんといった，より重篤な病態への進行を防止す
ることができること，③しかしながら，このインター
フェロン治療が高額で患者の治療へのアクセスがよ
くないことなどにかんがみ，早期治療の推進のため
に行うもの（厚生労働省ホームページより）とされ
ている。現在この医療費助成制度を利用する患者数
は制度開始当初の予測をはるかに下回っている。お
そらくはこの制度の認知がまだ不十分であることが
伺われ，今後肝炎検査と肝炎治療の重要性とともに，
この制度を広く啓蒙する必要があると思われる。
先にも述べたように抗ウイルス治療が無効であっ
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たケースがまだ多い状態だが，新しい治療の試みは
今も進行中である。新しい抗ウイルス薬であるタン
パク酵素阻害薬は現在治験が行われている。また
フィルターを使ったウイルス除去療法も試みられて
いる。これらの治療は，これまでの Peg-IFN・RBV
併用療法に無効であったケースにも有効であること
が期待され，いずれも今後の治療効果の結果が注目
されている。

「脊髄小脳変性症のトピックス（ポリグ
ルタミン病を中心に）」

横浜市立大学神経内科 児矢野 繁

【脊髄小脳変性症とは】

中枢神経系には大脳，間脳，小脳，脳幹，脊髄が
ありますが，その中で脊髄と小脳・脳幹とが病的に
変性していく病気を脊髄小脳変性症と呼んでいま
す。脊髄小脳変性症は漸次進行性の小脳運動失調を
中核症状として，その他にも種々の症状が複合して
発展していく，それぞれに原因が異なる神経変性疾
患の総称（症候群）です。今回は遺伝性の脊髄小脳
変性症に焦点をあてます。
【原因】

それぞれの疾患で原因・病態生理は異なります。
遺伝性の場合には何らかの遺伝子異常が存在し，こ
の原因遺伝子の機能障害によって病気が引き起こさ
れると言われています。
【疫学】

脊髄小脳変性症全体の中で遺伝性の疾患は30％程
度で有病率は全体で人口10万人あたり2～4人と言
われており，男女比は1.5：1で男性にやや多い傾向
にあります。中年期以降の発症が多いのですが，
10～20歳代のような若年で発症することもありま
す。病状の進行速度は疾患によって異なり，また個
人差も大きく，予測は必ずしも容易ではありません。
【症状】

遺伝性の脊髄小脳変性症の中核症状は小脳障害の
症状（運動失調，構音障害，眼球運動障害）が中心
です。その他に錐体路症状，錐体外路症状，自律神

経症状，認知症などの症状が現れることがあります。
【ポリグルタミン病とは】

現在30以上もある遺伝性脊髄小脳変性症の中でポ
リグルタミン病と言われている疾患群があり，これ
らは原因遺伝子構造の中でアミノ酸 CAG（グルタ
ミン）の繰り返し配列が正常より延長しているとい
う共通の特徴を持っています。現在，ポリグルタミ
ン病として明らかにされた疾患は9つあります。
（SCA1，SCA2，SCA3/MJD，SCA6，SCA7，SCA17，
DRPLA，Huntington 病，SBMA：ただしHunting-
ton 病と SBMA は脊髄小脳変性症ではない遺伝性
疾患です）
【ポリグルタミン病の病態機序】

ポリグルタミン病の病態機序は図1に示すように
異常な伸長タンパク質が種々の代謝・分解をまぬが
れて凝集したために病気を引き起こしていると言わ
れています。ただ，凝集体の形態がオリゴマー，ア
ミロイド凝集体あるいは封入体の形で神経の細胞死
を引き起こしているのかは明らかではありません。

【ポリグルタミン病の治療戦略】

図2に示すようにポリグルタミン病が神経細胞死
に至る経路がある程度明らかにされており，治療は
その各経路での防御が検討されています。例えば，
ポリグルタミン異常蛋白発現抑制として RNA 干
渉，凝集阻害・分解促進・核移行抑制・転写因子活
性・細胞死抑制などに必要な蛋白や酵素の活性化が
考えられており，数々の効果を証明した結果が報告
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されています。

【ポリグルタミン病の今後の展望】

以前，治療法がないと言われてきた神経変性疾患
の中でポリグルタミン病は，変異蛋白の発現 off の
タイミングを変えて回復の有無を調べた結果，ある
程度の期間内であれば回復する見込みがある可能性
がでてきました。さらに病理変化は核内封入体を含
め，発現が off になりさえすれば完全に回復すると
考えられています。これからはいかに早く診断して
早く治療することが回復する近道と思われます。

「アディポネクチンの基礎と臨床」
横浜市立大学大学院 医学研究科
分子内分泌・糖尿病内科学教授

寺内 康夫

肥満・インスリン抵抗性は糖尿病をはじめとする
生活習慣病と密接に関連し，動脈硬化病変形成の基
礎的な病態をなしている。脂肪細胞，脂肪組織に関
する研究はこの10年間で飛躍的に進展し，脂肪組織
を内分泌器官とする考え方やアディポサイトカイン
と呼ばれる新たなホルモンの概念が定着するに至っ
た。代表的なアディポサイトカインであるアディポ
ネクチンは，肥満やインスリン抵抗性の悪化によっ
て血中濃度が低下し，動物実験でアディポネクチン
の補充によってインスリン抵抗性の改善が示されて

いることから，“善玉アディポサイトカイン”として
の作用に強い期待が寄せられている。本講演ではこ
の「アディポネクチン」を取り上げ，まずアディポ
ネクチンの機能解析について自分たちの研究成果を
中心に紹介した。遺伝子改変動物やヒトでの解析結
果から，アディポネクチンがインスリン抵抗性，耐
糖能障害，脂質異常症，肝臓への脂肪蓄積・線維化
に絡んでいることがわかっていたが，最近は膵β細
胞からのインスリン分泌への関与や，視床下部弓状
核の AMP キナーゼ活性化を介した食欲・エネル
ギー消費調節など，さらに多面的な生理機能がある
ことがわかってきた。続いて，チアゾリジン薬の抗
糖尿病作用・抗動脈硬化作用におけるアディポネク
チンの役割に関して，臨床成績と基礎実験成績を対
比して述べた。現在，脂質異常症の治療にスタチン
が広く用いられているが，その抗動脈硬化作用には
血清コレステロール低下作用に加えて，アディポネ
クチンの増加も寄与していることが想定される。実
地医家の先生と共同して行っている，脂質異常患者
におけるプラバスタチンの高分子アディポネクチン
増加効果を検証する前向き臨床試験 DOLPHIN
Study について，中間経過を報告した。最後に，臨
床研究をもっと推進させるために，横浜市・横浜市
立大学が中心になって進めている横浜・神奈川バイ
オイノベーションクラスター形成構想について紹介
し，横浜市立大学が臨床試験のコーディネーターと
なる可能性を提示した。
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聖マリアンナ医科大学内科学講座のご紹介

聖マリアンナ医科大学内科学講座代表 長谷川泰弘

本学は，昭和46（1971）年に
創立・開学されて以来，『キリ
スト教的人類愛に根ざした「生
命の尊厳」を基調とする医師と
しての使命感を自覚し，人類社
会に奉仕し得る人間の育成，な
らびに専門的研究の成果を人

類の福祉に活かしてゆく医師の養成』を建学の精神
に掲げ，今日まで数多くの医師を養成してきました。
本稿では，内科学講座のご紹介と卒後臨床教育の近
況についてご報告申し上げます。

1．専門診療分野別編成

内科学講座は平成11（1999）年4月，開学以来続
いてきたいわゆるナンバー内科制を廃し，専門診療
分野別に再編して，急速に進歩する医学・医療の教
育，研究の充実を図ってまいりました。現在の内科
学講座は，総合診療内科（松田隆秀），呼吸器・感染
症内科（宮澤輝臣），循環器内科（三宅良彦），消化
器・肝臓内科（伊東文生），腎臓・高血圧内科（木村
健二郎），代謝・内分泌内科（田中逸），神経内科（長
谷川泰弘），血液・腫瘍内科（三浦偉久男），リウマ
チ・膠原病・アレルギー内科（尾崎承一）の9専門
診療分野（カッコ内は教授）で編成され，科別の診
療はもとより，内科総合診療部，呼吸器病センター，
ハートセンター，腎臓病センター，糖尿病センター，
腫瘍センター，内視鏡センター，脳卒中ケアユニッ
ト（SCU），救命救急センター，夜間急患センターな

どで，関連他科とのチーム医療体制のもと，特定機
能病院として常に最先端医療を提供すべく診療，研
究を続けております。
なお，各科の特長や診療，研究の内容，外来担当

医などの詳細につきましては，聖マリアンナ医科大
学ホームページ http://www.marianna-u.ac.jp/に
も最新の情報を掲載しておりますのでご参照いただ
ければと存じます。

2．卒後臨床研修

内科卒後臨床研修は，大学付属病院（川崎市菅生）
の他，聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（横浜
市旭区），聖マリアンナ医科大学東横病院（川崎市中
原区）川崎市立多摩病院（川崎市多摩区，指定管理
者）の各々個性をもった4病院で行われており，プ
ライマリーケアから高度医療まで，個々の医師の
キャリアデザインに応じた研修を提供しておりま
す。聖マリアンナ医科大学東横病院は平成20年6月
をもって，これまでの総合病院から脳卒中，心臓病，
消化器病の3疾患に特化した都市型専門病院へ生ま
れ変わりましたので，現在のところ初期臨床研修医
の受け入れは行っておりませんが，大学付属病院，
西部病院，川崎市立多摩病院は，各々独自の研修プ
ログラムをもって初期臨床研修医の採用を行ってお
ります。
1）初期臨床研修
多くの検査を行うことができ，多数の専門医が在

籍する大学病院で研修をすると，ややもすれば「あ
りったけの検査や診療依頼を出して，なにかコメン
トが帰ってくるのを待つことが内科診断学である」
という誤解を持つ研修医に出会うことがあります。
このような医師を社会に送り出せば，検査漬け医療
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を助長するばかりです。初期臨床研修期間における
内科研修は，将来内科医を目指さない医師にとって
も，病歴聴取，系統的な身体診察から診断にたどり
つくという，内科的アプローチを身につける重要な
機会です。初期臨床研修医には，内科総合診療部に
受け入れる患者の診療を中心に，幅広い内科疾患を
経験させ，日々のカンファレンスや回診でのプレゼ
ンテーション，上級医からの質疑に答える中で，内
科学の思考過程をしっかり鍛錬することを求めてい
ます。
2）後期臨床研修
近年医療を取り巻く社会環境は大きく変わり，患
者およびそのご家族の医療に対する期待は極めて高
いものとなっております。このような社会の要求に
応えるためには，「個々の臓器のみを診る医師」では
なく，幅広い内科の知識，技能を土台として，その
上にスペシャリストとしての専門知識・技能を身に
つけて，社会に貢献できる医師を育てることが必要
と考えております。2008年3月には社団法人日本専
門医制評価・認定機構の設立が認可され，内科系
subspecialty 学会の専門医の取得に日本内科学会の
認定内科医の取得を必須とするいわゆる「二階建制」

がとられることとなり，専門医取得のための研修年
限も6年に統一されました。本学内科学講座におい
ても社会が求める専門医の育成，専門医制度の理念
や制度の改編への対応を念頭に置いた新たな内科医
育成・研修体制の整備を開始し，平成22年度から後
期臨床研修開始2年間は，特定の臓器別専門科に入
局せず広い内科の研修を行い，早期に内科認定医を
取得させ，その後内科専門各科に入局することを可
能とする二階建て制に対応したプログラムの運用を
開始することと致しました。後期臨床研修の開始時
に，専門各科の教授と綿密に打ち合わせを行い，個々
の医師の様々なキャリアデザインの実現を可能とす
る研修を選択することができるよう制度改革を行い
ました。
今後は，臓器だけしか診ない医師よりも，1）広

い内科の知識，技術を土台にして，一般診療，一般
的な緊急症の対応ができ，2）必要な時にはただち
に専門医にゆだねることができ，3）自らも何らか
の内科 subspecialty の専門医を持って，他の地域の
内科医のコンサルトに応じられるような，地域の中
核となって働くことのできる内科医が育つことので
きる研修環境の整備に努めたいと考えております。
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■横浜内科学会

会長 宮川 政昭

横浜内科学会も設立54年目
になり，分科会として呼吸器疾
患の知識をふやす会，循環器研
究会，消化器疾患の知識をふや

す会，リウマチ・膠原病研究会，糖尿病研究会，神
経疾患研究会，高血圧腎研究会，そして総合診療研
究会の8研究会を中心に多彩なプログラムを立案
し，医療の研修・研鑚を行っています。
今後，単に大学等から講師を招き，最新の話題を
拝聴する研究会のみではなく，日ごろ問題となる興
味ある共通のテーマを1つ決め，日常の診療の中で
データをまとめ，研究会の中で持ち寄り医師会員参
加型の会を設立したいという意見もあります。さら
に，1～2年でその結果を分析し，代表者が専門の
学会で発表し，論文を書き，内外に情報を発信し，
創造的な会への発展に繋げなくてはならないのかも
しれません。特に若い会員においても，忙しい日常
一般診療に追われるだけでなく，一人一人が大学時
代に得た専門性を持ち続け，アクティブであり続け
ることが必要であり，それを導くのが研究会の代表
世話人の責任であるという意見も散見されるように
なって来ました。そのような魅力ある研究会であれ
ば，新たに開業した先生方が，横浜内科学会さらに
医師会に入会するのではないかと考えます。
さらに，市民と医療従事者を結ぶ架け橋ために設

立した「横浜医療塾」も生活習慣病にかかわるもの
から，「認知症」「肝炎」「禁煙」「ジェネリック医薬
品」など様々な分野の試みを行うだけでなく，その
折々に「医療問題」も絡めて開催し，市民の方々か
ら好評を博しております。また，コメディカルに対
する講演会は，才能あふれる企画立案者のおかげで
多くの参加者で会場が埋め尽くされております。
今後の課題として，内科と精神科の連携がありま

す。内科医と精神科医がすでに連携できている例は
まだ少数であり，まったく関係を持てていない医療
機関が多いようです。今後いかに，双方にとってメ
リットのある関係構築をするかが問題です。将来，
内科医が自殺企図を見逃した時に責任を取らされる
可能性も考慮しなければなりません。精神科外来で
は責任が問われている事例もあります。従前のかか
りつけ患者がうつを呈した場合，内科医として何が
出来るか。医療連携を積極的に構築し，うつ病に対
する診断・治療技術の向上を進めることが，自殺予
防の第一歩となることは間違いないでしょう。現
在，区単位あるいは複数の区が合同して，自殺予防
のための連携講演会が実行され始めました。
勤務医も開業医も地域とともに生き，地域医療を

実践する実地医家の集団として，診診・病診・病病・
医患・患患とあらゆる形態の医療連携のネットワー
ク化にも力を注ぐとともに，それらを十二分に駆使
できるよう活動していかなければならないと考えて
おります。

最後に横浜内科学会を支えている先生方を紹介い
たします。（敬称略）
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副 会 長 新海 毅 伊藤 正吾 宮地 清光
小野 容明 長谷川 修

監 事 椎橋 忠雄 南澤 康雄

庶務幹事 萩原 泰 高見沢 重隆 岡 正直
江口 一彦

会計幹事 鵜飼 宏 川口 隆 北田 守
（文責：小野 容明・宮地 清光）

■川崎市内科医会

会長 三川 武彦

川崎市内科医会は，平成19年7月7目に40周年記
念式典を挙行することが出来ました。その節は県内
科医学会より多くの先生のご出席をいただき心より
感謝いたしております。
川崎市内科医会は，学識技能の向上と親睦を図り，

社会福祉に寄与することを目的とした会でありま
す。現在会員数は226名ですが非会員も多々認めら
れ会員増強には苦慮しております。
川崎市は中原区を中心に南北に長く，多くの会合，
講演会が中原を中心に開催されてまいりました。し
かし今年7月まで存在しておりましたホテルが閉館
し会場に不便を感じているのが現状です。
川崎市内科医会には三つの独自の事業があり活動
しておりす。
1）川崎糖尿病懇話会：川崎市内の糖尿病専門医有
志，と聖マリアンナ医大代謝，内分泌糖尿病科教授
により構成される糖尿病懇話会が11年前に設立さ
れ，その活動は「糖尿病に関する講演会活動」，「糖
尿病療養士の育成」さらに川崎市医師会，内科医会，
神奈川県糖尿病協会後援の下で「川崎糖尿病市民講
座」を開催し市民への啓発活動を行っております。
市民講座には約300～400人の糖尿病患者および家族

が教育講演，相談会，体験学習，展示に参加し，多
くの正しい知識を習得し，次回の市民講座を心待ち
にしているのが現状です。
2）カープ，フォーラム：カープ，フォーラムは，
聖マリアンナ医科大学循環器内科教授を中心に10年
前より年一回開催されておりとくに高血圧の治療と
最近の循環器のトピックスを取り上げております。
少し専門的なところもあり参加者が少ない傾向にあ
り反省期にきている感があり，来年度は10周年記念
であり多くの先生に参加して頂くように準備中で
す。
3）川崎感染症医家の会：この会は年2回開催され
川崎市立病院感染症科の先生を中心に医会の先生が
持ち回りで行っている会です。感染症全般について
の勉強会であり医会の先生および臨床検査技師の方
も多く参加しております。
川崎市には聖マリアンナ医大，日本医科大学武蔵

小杉病院，帝京大学溝口病院，川崎市立川崎病院，
川崎市立井田病院，関東労災病院があり多くの病診
連携の会が開催されております。
平成21年2月15日（川崎日航ホテル）には神奈川

県内科医学会集談会を川崎市内科医会が主幹（委員
長松葉郁郎先生）で開催いたしますが，幸い神奈川
県全体より演題の応募があり充実した集談会が開催
されるものと期待しております。紙面を借りてご協
力いただきました事につき御礼を申しあげます。
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■鎌倉市医師会内科医会

会長 正山 堯

｢鎌倉市医師会内科医会」は，
昭和44年（1969）に「月例消化
器研究会」が発足するにあたり，
「鎌倉市内科医会」としてス

タートした。昭和56年（1981）に鎌倉市医師会主催
の「生涯研修医講座，現在は生涯教育講座」の発足
と同時に今までの「鎌倉市内科医会」から独立して
設立されたのが「鎌倉市医師会内科医会」である。
この会の基本理念は，地域医療に携わる医師に，日
進月歩の最新医学の研修と，日々の臨床医療に役立
つ知識と技術とを学び，日頃の医療に貢献すること
を目的とするものである。従って「鎌倉市医師会内
科医会」の主な活動内容は，現在医学界の第一線で
活躍する各界の講師を招き，毎月一回定期的に行う
学術講演会である。昭和63年に私が担当してから現
在（H.20年12月）まだ行われた講演回数は延べ223
回に達する。受講対象は，内科医に限定せずに鎌倉
市医師会会員全員に，また市近辺の医師会の諸先生
方の他，コメディカル，看護士，薬剤師等，巾広く
聴講生を募り盛会である。また神奈川県内科医学会

が市民医療のために行っている「高血圧」「糖尿病」
「脂質異常症」「認知症」「肝炎」「禁煙」等の研究や
研修会にも参加し連携を保っている。鎌倉市医師会
としては内科医会の他に，毎月2回定期的に開催さ
れる「生涯教育講座」月1回の「消化器病研究会」
「肺がん合同読影会」「循環器研究会」「大腸がん合
同読影会」などが行われている。更に有志により行
われる「Round Table Meeting」や「鎌倉フォーラ
ム」等その道の専門家を招き勉学，研鑽に励んでい
る。現在の鎌倉市医師会内科医会の役員構成は次の
通りである。
会 長 正山 堯
副会長 橋本 隆平 豊田 悟
幹 事 （Ａ地区） 高井 勝美 山口 泰

（Ｂ地区） 伊藤 昌平 千葉 昌宏
（Ｃ地区） 井口 和幸 吉岡 顕一
（Ｄ地区） 木村 耕三 湯浅 章平
（Ｅ地区） 濱名 哲郎 土橋 康之

幹 事 塩之入 洋 長洲 堯雄
会 計 湯浅 章平
顧 問 井口善二郎 長尾 守

倉岡 東一 志村 耕一
平成19年4月～平成20年3月まで行われた学術講

演会は次の通りである。
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平成19年度 鎌倉市医師会内科医会・学術講演会

4月 一度見れば忘れない診断に役立つ特徴的な
身体所見
《写真・動画で見る Spin-itive Physical
Findings》

大船中央病院内科
代表部長
須藤 博先生

24日（火) 鶴ヶ岡 第一三共

5月 食後血糖の治療戦略 横浜市立大学大学院
医学研究科分子内分泌・糖尿病内科
教授 寺内康夫先生

22日（火) 鶴ヶ岡 三和化学

6月 内部環境の乱れに拮抗するCa拮抗薬 埼玉医科大学病院
腎臓内科
教授 鈴木洋通先生

26日（火) 鶴ヶ岡 持田製薬

7月 病診連携を念頭においた急性冠症候群の診
断と治療

横浜市立大学付属
市民総合医療センター
心臓血管センター
教授 木村一雄先生

24日（火) 鶴ヶ岡 シェリングプラウ

8月 休 休 休 休 休



■藤沢市内科医会

会 長 神谷 正見

会 長 神谷 正見
副会長 小池 芳樹，宮本 京
幹 事 白木 桃子，沼田 博行，奥 義始，

小林 邦芳，山田 峰彦，横井 泰，
関本 健人，山口 邦彦，西郡 克郎，
野村 勝俊，
常田 康夫，姫野 秀朗

藤沢市内科医会は病診連携を一歩進め，藤沢市民
病院呼吸器科及び循環器科と個別の疾患について，
退院後の患者をフォローするため，病院と診療所と
の間で患者の医療情報を共有するいわゆる地域医療
連携パスを立ちあげた。

学術
平成19年11月22日
会場 ザ ホテル オブ ラファエロ湘南
演題「高血圧治療の新展開：選択的アルドステロン
ブロッカーの臨床」

平成20年2月16日
第20回藤沢市内科医学会
会場グランドホテル湘南
一般演題12
特別講演
「東海大学八王子病院における CKD紹介システム
について」
東海大学八王子病院糖尿病・代謝・腎透析内科

但木 太
平成20年3月19日
会場グランドホテル湘南
演題「精神科以外でのうつ病の診断と治療」
講師帝京大学医学部付属溝口病院精神神経科

科長・准教授 張 賢徳
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鶴ヶ岡24日（火)桜橋渡辺病院
心臓血管センター
センター長 伊藤 浩先生

心血管系事故の予防を目指した新しい糖尿
病治療戦略

10月

興和創薬鶴ヶ岡25日（火)横浜市立大学付属
市民総合医療センター
内分泌糖尿病内科
准教授 山川 正先生

脂質異常症の治療戦略
―動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年
度版をふまえて―

9月

平成20年度

第一三共鶴ヶ岡18日（火)愛知医科大学循環器内科
准教授 水谷 登先生

日常診療における降圧療法
―問題点とその対策について―

12月

協和発酵鶴ヶ岡27日（火)関西医科大学附属病院
病院教授 久保伸夫先生

花粉症に対する抗アレルギー剤の使い分け11月

武田薬品

3月

休休休休休2月

サノフィアペンティ
ス

鶴ヶ岡22日（火)北里研究所病院
耳鼻咽喉科
部長 橋口一弘先生

「花粉症の最新治療」
～花粉暴露室
［OHIOチャンバー］の結果を用いて

1月

ノ バ ル ティ ス・
ファーマ

鶴ヶ岡25日（火)東京女子医科大学
糖尿病センター
講師 馬場園哲也先生

透析導入を回避するための糖尿病性腎症に
対する強化療法



平成20年4月23日
会場グランドホテル湘南
演題「呼吸器感染症における耐性菌治療の実際―レ
スピラトリーキノロン薬を中心として―」
講師横浜市立大学付属病院呼吸器内科

部長 綿貫 祐司
平成20年5月14日
会場ザ ホテル ラファエロ湘南
演題「生活習慣病と不眠」
講師東京慈恵会医科大学精神医学講座

教授 伊藤 洋
平成20年6月18日
会場グランドホテル湘南
演題「認知機能障害からみたアルツハイマー病」
講師昭和大学横浜市北部病院内科（神経内科担当）

准教授 福井 俊哉
平成20年7月16日
会場ザ ホテル オブ ラファエロ湘南
演題「心血管病阻止を目指した2型糖尿病の治療戦
略」

講師久留米大学医学部糖尿病性血管合併症講師国立
病院機構 京都医療センター・内分泌代謝セン
ター・内分泌研究部

部長 成瀬 光栄
平成19年12月14日
会場藤沢医師会館ホール

演題「Ｃ型慢性肝炎のマネージメント」
講師藤沢市民病院消化器科

科長 岩瀬 滋
平成20年1月16日
会場ザ ホテル オブ ラファエロ湘南
演題①「藤沢市におけるCOPDの実態調査」
講師藤沢市民病院呼吸器科

主任医長 西川 正憲
②「21世紀の生活習慣病 COPD をどう診断し
治療するか～医療連携の勧め～」

久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠
原病内科

主任教授 相澤 久道
病態・治療学

准教授 山岸 昌一
平成20年9月17日
会場グランドホテル湘南
演題「CKDにおける降圧療法」
講師聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科

教授 木村健二郎
平成20年10月15日
会場ザ ホテル オブ ラファエロ湘南
演題「開心術後のトータルマネジメントとワーファ
リン使用時の注意点について」

講師日本大学医学部心臓血管外科
講師 秦 光賢

■茅ヶ崎医師会内科医会

会長 高橋 功

平成20年10月20日現在の会員
数は64人です。本年度になり3
人の新入会員がありましたが，
お亡くなりになった先生や勤務

医で退会された方もありました。しかし，茅ヶ崎医
師会に所属して，内科を専門としておられる大方の

先生が当会に入会しておられます。
役員のメンバーは表1のように前年と同じです。
小さな地域の内科医会ですが，熱意のある方々も

多く，年々充実して来ています。特に神奈川県内科
医会の学術活動には歩調を合わせて今日の医療の問
題点を理解するように努力しています。禁煙医療，
Generic Drug 問題等については中山会長などをお
招きして講演会を行いました（表2参照）。
学術講演会は月一回行っており，その演題，講師

などについては表2にまとめました。
更に，茅ヶ崎市立病院の先生方を囲む症例検討会
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も呼吸器内科，循環器内科，消化器内科，神経内科，
代謝内分泌科，腎臓内科，更には外科などの各科の
御協力を得て年4回行っています。表3参照。
その他，認知症クリニカルカンファレンスを大木
が中心となり10月26日に行いました。又，原の尽力
により会員のイントラネットが開設され，講演会の
在宅閲覧なども可能となりつつあります。
本年から開始された特定健診，高齢者の問題とし
ての予防接種，がんの予防，予知，レセプトのオン
ライン化，救急医療と地域連携など来る年も取り組
むべき課題が多いものと思っております。

表1
茅ヶ崎医師会内科医会役員

会 長 高橋 功

副会長 原 芳邦，加藤浩平

幹 事 桑原 徹男，小杉 芳夫，小針 貞男，
小松田光真，笹井 信夫，瀧井 孝敏，
原田 一彦，丸山 徳二，山岡 博之
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6月26日
（木）

7月10日
（木）

表2
平成19年度･平成20年度 茅ヶ崎医師会内科医会・学術講演会

1月23日
（水）

「HIV/AIDS の診療現場から見た予防啓発の課題」 公立大学法人横浜市立大学大学院
医学研究科病態免疫制御内科学
准教授 上田敦久先生

2月19日
（火）

「最新の結核感染症診断法について」
～ＱＦＴとツベルクリン反応検査のメリットとデメ
リット～

㈶結核予防会 結核研究所
抗酸菌レファレンスセンター細菌検査科（課長）
御手洗 聡先生

4月16日
（水）

「ジェネリック薬品の現状を正しく知ろう！」 ①神奈川県医師会内科医学会会長
中山 脩郎先生

②東邦大学薬学部臨床薬学研修センター教授
柳川 忠二先生

①「喫煙と健康（能動喫煙と受動喫煙について）」
②「禁煙医療の基礎知識（禁煙外来開設にむけて）」

桜みちクリニック院長
永武 毅先生

呼吸器感染症における外来治療
―今日的問題と治療―

5月29日
（木）

東海大学医学部内科学系リウマチ内科教授
鈴木康夫先生

「関節リウマチ治療の動向－早期診断と抗リウマチ
薬／生物学的製剤をもちいた積極的治療」

3月12日
（水）

茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科部長
佐藤 忍 先生

「糖尿病患者教育の実際
―病診連携の視点から―」

1月25日
（金）

講 師演 題日 程

滋賀医科大学内分泌代謝・腎臓・神経内科学講師
宇津 貴先生

①神奈川県医師会内科医学会会長
中山 脩郎先生

②神奈川県内科医学会 神奈川禁煙・分煙推進委員
長
長谷 章先生

減塩の重要性と利尿薬の効果
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平成20年度 茅ヶ崎医師会内科症例検討会

日 程 演 題 講 師

5月14日
（火）

ジギタリス中毒の1例他 茅ヶ崎市立病院
中央診療部長兼循環器内科部長兼ＭＥ室長
中村 雅 先生他

7月2日
（水）

1．当院における胃癌の内科的治療
2．腸管嚢腫様気腫症の2症例
3．糖尿病による意識障害

茅ヶ崎市立病院
消化器内科部長 秦 康夫 先生

12月2日
（火）

進行胃癌について 茅ヶ崎市立病院
外科医長 山田 純 先生

表3
平成19年度 茅ヶ崎医師会内科症例検討会

2月5日
（火）

1．肺癌内科入院患者概要
2．肺癌の診断と治療
3．呼吸器感染症
Overview と当院における急性肺炎入院患者の
検討

4．紹介症例検討報告

茅ヶ崎市立病院
総合内科部長兼健康管理課部長

瀧井孝敏先生
呼吸器内科医長 岡村真由美先生
呼吸器内科医長 小澤聡子先生
呼吸器内科 黒崎裕一郎先生
呼吸器内科部長 福田 勉先生

はまの内科・脳神経クリニック院長
浜野 均先生

「脳梗塞の抗血栓療法の実際」9月24日
（水）

11月27日
（木）

「心血管合併症阻止を目指した2型糖尿病のリスク
管理」

久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療
学教授
山岸 昌一先生

国立感染症研究所 感染症情報センター 第一室長
谷口 清州先生

「新型インフルエンザ対策の現状と医療機関におけ
る対応」

12月10日
（水）

横浜クリニック院長
山田 和夫先生

「急変する日本社会・急増する心の病
―内科医と精神科医の連携による自殺予防対策―」

10月22日
（水）



■平塚市医師会内科部会

会長 梶原 光令

平塚市医師会内科部会は，平
塚市医師会専門部会の創設に
伴い，昭和43年（1968年）に結
成され，丁度今年で40周年とな

る。会長の怠慢と不手際，そして予算不足から，特
に記念事業も行わず40周年が過ぎようとしている。
平塚市医師会内科部会役員も世代交代の時期にあ
り，次代会長の下に立派な50周年事業がおこなえる
よう，今から予算の捻出や資料の収集に努力してい
きたいと考えている。思えば今は廃院となった杏雲
堂平塚病院の松岡直義院長が初代会長として地域中
核病院を中心として内科部会は発足し，昭和52年
（1977年）二代目会長 矢嶋良一先生の代に現在の
開業医中心の内科部会へと変身し，昭和55年（1980
年）に就任された三代目会長 那須義篤先生（神奈
川県内科医学会元副会長）の下に平塚市医師会内科
部会の体制が整い，活動も飛躍的に活性化された。
那須会長を引き継ぎ，平成10年（1998年）に四代目
会長として梶原光令がその責務を引き継いだが，特
に功もなく10年が過ぎてしまった感がある。ただ
病・診連携や病・病連携をより緊密にするためには
病院勤務医の内科部会への加入が必須のことと考
え，病院会員制度を導入した。市内の全ての病院の
内科医は医師会加入の有無に拘らず全員内科部会会
員として登録し，全ての内科医が内科部会の事業に
参加出来るよう道を拓いた。平成20年4月末現在で

開業の個人会員は79名，病院会員73名 計152名で
ある。その内神奈川県内科医学会会員は60名，日本
臨床内科医会会員は37名である。個人会員79名に対
し県内科医学会会員73名はまずまずの加入率と考え
るが，日臨内会員37名は少なく，面接や電話での加
入案内など今後とも会員増強に努力していきたい。
四代目の会長として10年が過ぎ，出来る限り早期に
次代会長にバトンを渡したいと考えている。
内科部会の事業は次の通りである。

総会1回（特別講演会）
新年会・忘年会（特別講演会も開催）
循環器研究会 6回 消化器研究会 2回
胸部疾患研究会 1回 在宅医療研究会 1回
保険診療研究 1回 生活習慣病研究会 1回
上記研究会回数は予算上の最低開催回数であり，

特に，在宅医療研究会や生活習慣病研究会はメー
カーとの共催で年数回研究会をひらいている。更に
今年度中に認知症研究会を精神科の協力を得て立ち
上げる予定である。またこの他メーカーとの共催に
よる講演会は毎月1～2回開催している。
現在の役員は次の通りである。
会 長：梶原 光令
副会長：岡村 雅生，佐生 隆，高橋 克孝，

高山 秀明
幹 事：山本 省吾，倉田 達明，三浦 敏洋，

清水 宏明，宮尾 裕之，高橋 久雄，
梅沢 滋男，野崎 宏幸

監 事：小笠原 勲，川井 保男
顧 問：那須 義篤，萩原 節雄，武川 慶孝，

荒井 潔
以上 文責 梶原 光令
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■小田原内科医会

会長 遠藤 茂通

小田原医師会は小田原市，箱
根町，湯河原町，真鶴町の一市
三町の医師から構成され，会員
数は305名であります。このう

ち小田原内科医会会員数は70名で県内科医学会に加
入している会員数は61名であります。
内科医会主催の学術講演会は平均月1回ですが今
年度は14回を予定しております。講演会には多くの

会員が参加し毎回活発な意見交換が行われ，大変な
盛況振りであります。この場が又会員の親睦に繋ぐ
効果にもなっております。この他地区内の講演会及
び研究会として医師会学術委員会主催講演会が年に
約10回，循環器研究会，消化器病研究会，糖尿病研
究会，スポーツ医学研究会，小田原認知症研究会，
小田原うつ病研究会等が定期的に開催されておりま
す。又地域社会活動として住民健康教室を要請があ
る度に会員を講師として派遣し市民健康増進に協力
しております。
平成21年度は役員改選の年であり，新しい若々し

い執行部が選出され，小田原内科医会は益々発展し
て行くものと期待しております。

■足柄上医師会内科医会

会長 大利 昌久

当医師会は会員数がもともと
少ないうえに高齢化しており，
病気したり死亡したりで内科医
会の会員数は減少している。私

自身のことで申し訳ないがこの3年間に2回の大病
を重ね，内科医会の活動はほとんどストップ状況に
ある。最近，若い先生方が当地区に開業しているが，

今のご時世，自院の診療と経営に没頭されている先
生が多く，とても内科医会に出席出来ないのが現状。
ちなみに私が横浜に出るとすると，交通事情が悪い
ので，往復3時間がかかる。
私からの提案だが，積極的に展開している内科医

会，内容も先進的なので是非，会員が内科医会に出
席しなくても見られるよう，インターネットなどで
配信するシステムを確立していただきたいと思う。
従来の方針では，会員数の増加対策につながらな

いのではないかと考えている。今日今頃です。
申し訳ありませんが，これが，当地区の現状であ

り，私からの提案です。
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■相模原市内科医会

会長 山本 晴章

相模原市内科医会は年4回の
学術講演会を基幹とし，適時「特
別講演会」を開催している。今
年度は北里大学の庭野愼一先生

に「最新の不整脈治療」，国際福祉大学の佐藤敦久先
生に「選択的アルドステロンブロッカー」，北里大学
の渋谷明隆先生に「地域診療所におけるＣ型肝炎へ
の対応」，慶応義塾大学の鈴木則宏先生に「脳梗塞と
抗血小板療法」，横浜市立大学の梅村敏先生に「高血
圧の成因に関する最近の話題～RA系を中心に～」
についてご講演いただいた。さらに年度内に「冠動
脈インターベンション患者の長期予後改善のため
に」，「心血管イベント発症抑制を主要評価項目とし
たARB 史上最大規模の試験」等の講演会が企画さ
れている。
サガミリバーカンファレンスを年4回，さがみ糖
尿病カンファレンスを年5回，フォーシーズンズカ

ンファレンス年4回も開催し，広い領域での知識を
深めるよう努めている。また，県内科医学会との共
催で，「禁煙対策」，「認知症」，「ジェネリック医薬品」
等のテーマで講演会を計画している。
自主研究活動として，現在「メタボリックシンド

ロームを合併した高コレステロール血症患者におけ
るピタバスタチンの有用性の検討」に取り組んでい
る。
今年度「さがみ居宅医療介護研究会」を発足させ，

医師・コメディカルスタッフの他職種協働による一
元的な医療・介護・生活支援を提供する地域ケア体
制のネットワークの強化・連帯を図り，講演会等を
通して知識や技能の向上を図る会を目指す。第1回
の会では，「嚥下と摂食障害」をテーマに，「居宅医
療・介護を地域でネットワーク化するには何が必要
か？」，第2回は「転倒およびその予防」について，
第3回は「食品中のうま味成分の生理機能」，「在宅
における栄養管理の必要性とその支援方法」，「長
寿のための EBN―科学的根拠に基づく栄養学の実
際―」の講演と，パネルディスカッションとして
「QOL を高める栄養管理」について活発な討論が
なされた。

■座間綾瀬医師会内科医会

会長 菅原 悌三

座間綾瀬医師会内科医会の会
員は17名の少数であり，本年度
特に変わったことはありませ
ん。会長は菅原悌三留任です。

主な活動は学術講演会と月例の胸部レントゲン勉強
会と消化器勉強会です。座間綾瀬医師会学術と協力
しながら，また，海老名医師会と共催することも多
く，勉強しながら懇親を深めてます。
4月25日東邦大柳川教授，中山県内科医学会長が
ジェネリックについての講演をしていただき，使い

方のヒントを得ることが出来ました。
平成20年1月より行われた学術講演会は次の通り

です。
HIV感染者が受診したら

県立足柄上病院 加藤 佳央先生
特定疾患「原発性胆汁性肝硬変」

県立足柄上病院 宮本 一行先生
頭痛診療の現状

北里大 神吉 理枝准教授
ジェネリック医薬品について

東邦大 柳川 忠二教授
県内科医学会会長 中山 脩郎先生

Ｃ型肝炎の診断と治療
北里大 渋谷 明隆准教授

アテローム血栓症の概念と抗血小板薬の使い分け
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東海大 後藤 信哉教授
関節リウマチに対する最新の薬物療法と手術療法

リウマチ膠原病センター 持田 勇一先生
生活習慣病に対するARBの意義

北里大 青山 直善准教授
CKDにおける降圧剤の使い方

相模台病院 横田 真二先生
前立腺がんと前立腺肥大症

相模台病院 丸 典夫先生
レニン。アンギオテンシン。アルドステロン系の
臨床的意義

北里大 猪俣 孝元先生
抗ヒスタミン薬とインペアードパフォーマンス
（航空宇宙医学の経験から）

(医)慈生会 野村病院 三浦 靖彦先生

胸部レントゲン勉強会では，北里大学矢那瀬先生
の指導のもと，肺がんはもとより色々珍らしい症例
を見せていただき，継続していきます。本年は肺が
んの他，肺分画症，カルチノイド，胸腺腫，結核，
Histicytosis X, MALT Lymphoma，粟粒結核よう
に見えた肺がんの肺内転移など珍しい症例を紹介し
ていただきました。会員の疑問がある写真の読影も
して頂いてます。消化器勉強会は，ガン総合相談セ
ンターの松江寛人先生に指導受けてます。松江先生
は超音波診断も専門で，消化器の他，乳腺や泌尿器
科の超音波診断も教えていただいてます。本年は糖
尿病患者に多くみられる肝臓，膵臓，腎臓，膀胱の
超音波所見を解説していただきました。肝臓は慢性
肝炎様に，膵臓，腎臓は萎縮，膀胱は壁の肥厚（神
経因性膀胱）などが見られます。

■厚木内科医会

会長 木我 修

厚木内科医会は，はじめ柳川
先生が会長をなされていた。そ
の後今の神奈川県内科医学会副
会長の中佳一先生が厚木内科医

会の会長を引き継ぎ，そのあとを私，木我が引き継
いだ。私は今年度いっぱいで厚木内科医会の会長を
辞することになっている。中にはもう少しやったら
どうかという人もいないではないが，「水がよどむ
と腐るから」といっている。
歴史を少しでも勉強した人や，企業のトップとし
て優秀だといわれている人ほど，組織の若返りの重
要性を認識している。どんなに優秀といわれていた
人でも時代の流れには勝てないものである。長期に
会長を務めると周りが見えなくなるし，取り巻きが
反対意見を言わなくなる。しかも，自分でいくら勉
強しているつもりでも，時代遅れのことが多くなっ
てくる。自分の辞め時がわからない人ほどみっとも

良くないものはないと考えている。なかには，会長
を継ぐ適当な人材がいないからと長期にトップを続
ける人もいるようだが，裏を返せば次期の人材を育
てることができなかったということで，その程度の
能力ということである。
これは私の持論であるが，トップの仕事とは①目

標を示す。②次のリーダーを育てる。③よりよいシ
ステムを構築する。の三つのことにその労力を傾注
するべきであって，直面している問題からは背を向
け，自ら講演して回ったり，いろんな会合に出席し
ているというのは勘違いもはなはだしいといわざる
を得ない。司馬遼太郎の「項羽と劉邦」のなかに，
劉邦が，項羽の勇猛さをほめると，それを聞いた諸
葛孔明が「項羽の勇は，匹夫の勇である」とこたえ
る場面がある。日本医師会の会長が，いちいち各県
の医師会を講演して回っているとか，各郡市の医師
会に講演して回っているとか聴いたことがあるであ
ろうか。ないはずである。日本医師会長の役目はそ
んな講演云々の小事ではない。日本医師会を引き合
いに出したのは，組織が大きくても小さくてもトッ
プの役割というのは，システムという面からは共通
だからである。
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いくら活発に動いていても，めざす方向が間違っ
ていれば徒労と終わるし，かえって組織の活力をそ
ぐ場合がある。私は，以上のようなことをしないよ

うに気をつけてきたつもりである。会長を辞めれば
自由であるから，これからは，水戸黄門のようにな
んでもやりたいようにやれるので気楽である。

■大和市医師会内科医会

会長 石垣十一郎

去る10月28日（火），大和に於
いて神奈川県内科医学会第五地
区常任幹事会が開かれた。
神奈川県内科医学会会長始め

19名御集まり戴き，盛会の裡に終了した。
その席上，各内科委員担当者より事業報告があり，
又，各地区との連携を如何にすべきかなどが話し合
われた。大和市内科医会では昨年の地区便りにも報
告したが，今年も昨年同様，大和市医師会会員全員
と近隣の医師会にも情報を流し，広く御出席を戴く
様にしている。一方，相模原市内科医会ではそれを
一歩踏み込んで，昨秋より内科医会の講演会には第
五地区医師会内科医会の協賛という形で行ってい
る。この様な方式が各地区との連携の糸口になるの
ではなかろうか？
兎に角，第一線に居る開業医は何科を標榜しても

内科系の患者が来られると思うので，何科の先生で
も広く御出席して欲しいと願っている。
又高齢化社会となり，それに伴なって認知症の人も
多くなって来ている事から，昨年6回に亘って，認
知症の診断，治療及びケアへの取り組みの勉強会を
行い，秋には認知症研究会を発足させた。
第1回目は香川大学教授中村祐先生に御願いし，

順次3～4ヶ月毎に勉強会を開催する予定である。
大和市内科医会の勉強会は8月と12月は開かれ

ず，その他の月には1～2回，多い時には3回開催
される事もある。昨年3月より今迄会場となってい
た大和グランドホテルが閉鎖され，会場が無くて
困っていたが，医師会の会議室や貸しビル内のミー
ティングルームを利用して行う様になった。
一方，地区住民を対象とした「糖尿病を知る会」

も大和市内科医会，糖尿病療養指導士及び栄養士会
との三者で行って居り，出席者からも非常に好評を
得て居り継続して欲しいとの要望がある。今後は諸
先生の多忙により実現し難いが，より多くの生活習
慣病に対して啓蒙する必要があるのではなかろう
か。
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■海老名内科医会

会長 濱田 芳郎

海老名内科医会の活動について
海老名内科医会は会員数14名で，代表1名と，数
名の幹事で運営しております。
会では，隔月開催の糖尿病勉強会，年二回の東海
大学循環器内科との心電図に関する勉強会，年二回
程度の学術講演会を開催して，会員はもちろん，非

内科医会員にも参加を呼びかかけ，新しい知識を進
んで取り入れる場を提供しています。第5地区幹事
会で，他地区内科医会での活動を知る機会があり，
どの地区もしっかりした活動をされていることに刺
激を受けました。当内科医会は小人数でまとまりの
ある会です。県内科医会が積極的に行っている各事
業は県全体で取り組むのには良い内容と思いますの
で，できる限り協力して行きたいと思います。今後
は，現在定期的に行っている勉強会以外のテーマに
ついても会員の希望にこたえていけるように努力し
て行きたいと考えております。
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循環器疾患における脂質管理
―吸収制御の重要性―

2月29日(金)1

開催場所所 属講 師演 題開催日時No.

大和市内科医会講演会開催記録（平成19年12月～平成20年11月)
平成20年11月26日

4

大和グランドホテル労働者健康福祉機構
横浜労災病院
健康診断部部長

大村 昌夫アルドステロンブレイクスルーを考慮
した新たな高血圧治療

4月23日(水)3

大和グランドホテル大和市立病院
循環器科長

久保 貴昭脂質低下療法による臨床的検査値の変
化

3月25日(火)2

大和グランドホテル順天堂大学医学部
循環器内科学教授

代田 浩之

横浜市立大学医学部
循環器・腎臓内科学准教授

田村 功一慢性腎臓病(CKD)合併高血圧の治療
～心腎連関と心血管病阻止戦略を考慮
した降圧治療について～

6月25日(水)6

つるまメディカル
ホール

順天堂大学医学部
循環器内科准教授

島田 和典心血管疾患抑制のための糖尿病治療戦
略

6月20日(金)5

大和グランドホテル埼玉医科大学国際医療センター
神経内科・脳卒中内科教授

棚橋 紀夫虚血性脳血管障害の慢性期治療
―抗血小板療法を中心に―

5月19日(月)

急性冠症候群における診断と治療の現
状

9月17日(水)9

大和市地域医療セン
ター

①神奈川県内科医学会会長
②東邦大学薬学部
臨床薬学研修センター教授

①中山 脩朗
②柳川 忠二

ジェネリック医薬品の適正な使用を考
える
①医師の立場から
②薬剤師の立場から

7月18日(金)8

ホテルセンチュリー
相模大野

三井記念病院内科部長柴 輝男最近の SU薬の話題
―食後血糖と動脈硬化―

6月30日(月)7

ホテルセンチュリー
相模大野

12

つるまメディカル
ホール

香川大学医学部精神神経医学講座
教授

中村 祐最近の認知症治療の流れ
―塩酸ドネペジル10㎎/日の意義と注
意点―

11月21日(金)11

つるまメディカル
ホール

東京女子医科大学東医療センター
腎臓内科教授

佐中 孜慢性腎臓病(CKD)の治療五重奏11月14日(金)10

つるまメディカル
ホール

横浜市立大学附属市民総合医療セ
ンター心臓血管センター教授

木村 一雄

大和市地域医療セン
ター

慶應義塾大学医学部老年内科講師広瀬 信義長寿遺伝子の探索
―百寿者より超百寿者へ―

11月26日(月)



日臨内だより

日本臨床内科医会は東北大学名誉教授後藤由夫会長のもとに全国47都道府県の地区医会に，平成20年11月
17日現在合計16,628名の会員がおります。法改正により，平成20年12月１日から中間法人から一般社団法人
に変更しております。５月に開催される総会，秋に開催される医学会が大きな事業で，会誌発行のほか多く
の活動をしております。
秋に行われる医学会は全国の地区医会が回り持ちで開催を担当しています。神奈川県は851名の会員が所
属し，全国で５番目の会員数です。
学術委員会では「動脈硬化性疾患の危険因子を有する高齢者に及ぼすアスピリンの一次予防に関する研究」
（JPPP）に参加しており，最終登録者は14,660例となり現在追跡調査が行なわれております。患者向けの「わ
かりやすい病気のシリーズ」（いわゆる小冊子）は45種類発行されています。現在までの印刷部数は987万部
に達しています。
発行部数の多いテーマとして「骨粗しょう症」89万部，「脳梗塞・心筋梗塞を防ぐには」51万部，「糖尿病

性神経障害」「脂質異常症」46万部，「高血圧」40万部，「骨粗しょう症Q&A」24万部などがあります。会員
の先生が日臨内事務局に申し込むと郵送してもらえます。日常の診療に大いに役立ちますので是非ご活用く
ださい。インターネットを駆使したインフルエンザ実態研究は日本だけでなく，国際学会でも高い評価を得
ており，会員向けマニュアルも好評です。日臨内設立25周年記念事業の１つとして，内科診療実践マニュア
ル（仮称）の作成が進んでおります。日常的な内科疾患を中心とした実践的なマニュアルで日臨内専門医受
験の手引きとしても用いられる予定です。平成21年春の日臨内総会に出席される会員には無料で配布される
予定です。今後の日臨内医学会は平成21年が埼玉県，平成22年は石川県，平成23年は北海道の担当で開催さ
れることが決定しています。日臨内専門医申請については平成20年度で経過措置が満了しましたが，認定医，
専門医の申請は毎年行われます。
日本臨床内科医会から多くの新会員が入会されるようお願いしたいとのことです。日臨内に入会しておら
れない先生はふるって入会されるようお願いいたします。
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平成19年度会務報告

会員数1,563名（平成20年4月1日現在）

1．会議に関する件

⑴ 第72回定時総会（1回）
日時：平成19年5月19日（土）午後3時50分
場所：ワークピア横浜2階「おしどり」
① 黙祷
② 平成18年度会務報告
③ 評議員会報告
④ 議事
ア 平成18年度会務報告承認の件
イ 平成18年度決算承認の件
ウ 平成19年度事業計画（案）承認の件
エ 平成19年度予算（案）承認の件
オ 役員改選の件
カ 会則改正の件
キ その他の件

⑤ 感謝・表彰状贈呈
感謝状：北里大学医学部神経内科学

大和市内科医会
表彰状：第1地区 小野 容明（神奈川区）

川口 隆（瀬谷区）
伊藤 誠司（西区）

第2地区 鎌田 正広（川崎市）
第3地区 船山 道敏（横須賀市）

伊東 高仁（逗葉）
倉岡 東一（鎌倉市）
志村 耕一（鎌倉市）

第4地区 石原 宏尚（藤沢市）
加藤 浩平（茅ヶ崎市）
荒井 潔（平塚市）
小林 功（小田原市）

第5地区 家本 武（大和市）
降矢 和夫（座間綾瀬）

⑵ 評議員会（1回）
〔第2回〕
日時：平成19年5月19日（土）午後3時20分
場所：ワークピア横浜3階「いちょう」

① 平成18年度会務報告承認の件
② 平成18年度決算承認の件
③ 平成19年度事業計画（案）承認の件
④ 平成19年度予算（案）承認の件
⑤ 役員改選の件
⑥ 会則改正の件
⑦ その他の件

⑶ 幹事会（3回）
〔第3回〕
日時：平成19年4月19日（木）午後7時00分
場所：ホテルキャメロットジャパン

① 役員改選について
② 平成18年度会務報告について
③ 平成18年度決算について
④ 監査報告
⑤ 平成19年度事業計画（案）について
⑥ 平成19年度予算（案）について
⑦ 役員改選について
⑧ 会則改正の件について
⑨ 神奈川県内科医学会表彰について
〔第1回〕
日時：平成19年6月21日（木）午後7時00分
場所：横浜ベイシェラトンホテル

① 平成19～20年度各種委員会編成について
② 平成19～20年度常任幹事選出について
③ 年間スケジュールについて
④ 監査報告
⑤ 神奈川県医師会学術功労者の推薦について
⑥ 共催について
ア 第55回神奈川循環器講演会（7/21）
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イ 日本プライマリ・ケア学会第8回関東
地方会へのご後援および助成金のお願い
ウ 第17回日本禁煙推進医師歯科医師連盟
総会・学術集会の共催のお願い

⑦ 神奈川県医師会報『分科会だより』欄への
ご寄稿のお願い
⑧ ジェネリック医薬品について
⑨ 第72回定時総会・学術講演会（5/19）報告
⑩ 神奈川県医学会評議員・雑誌編集委員・神
奈川県医師会各種委員会委員の推薦について
⑪ 平成19年度第1回学術委員会（6/5）報告
⑫ 会長・副会長・委員長会議および第1回総
務委員会（6/7）報告
⑬ 会費の請求について
〔第2回〕
日時：平成19年12月8日（土）午後6時00分
場所：ホテルキャメロットジャパン
① 共催について
ア 第24回糖尿病セミナーご後援等のお願
い
イ 北部高血圧学術講演会

② 調査研究についてのご承認のお願い
③ 認知症対策委員会アンケート（案）につい
て
④ 第73回秋季学術総会（11/17）報告
⑤ 各地区幹事会報告（11/12・15・22・29・12/5）
⑥ 第2回禁煙・分煙推進委員会（10/26）報告
⑦ 第2回糖尿病対策委員会（10/29）
⑧ 第1回ジェネリック問題検討委員会（11/6）
⑨ 集談会（2/10）
⑷ 常任幹事会（5回）
〔第1回〕
日時：平成19年7月19日（木）午後7時00分
場所：エクセルホテル東急
① 各種委員会委員構成について
② 神奈川県医師会 学術功労者の推薦につい
て
③ 共催について
ア CKD セミナー―心血管イベント抑制

を目指した慢性腎臓病の治療―
イ 第6回神奈川高齢者医学セミナーのご
案内

ウ 第1回神奈川糖尿病療養指導士認定機
構研修会のご後援等のお願い

エ 神奈川県内科医学会学術講演会“実践
「腎・高血圧」セミナー”

オ 第10回循環器セミナーご後援等のお願
い

④ 学会発表の表彰及び医学会雑誌投稿につい
ての対象と適応範囲について

⑤ ジェネリック問題についての要望書
⑥ 日臨内認定医・専門医制度について
⑦ 第3回日本臨床内科医学会（9/16・9/17）
について

⑧ 第1回認知症対策委員会（7/11）
⑨ 第1回総務委員会（7/9）
⑩ 第1回ジェネリック委員会―ジェネリック
問題対策会議―（7/14）

⑪ 第32回臨床医学研修講座について
⑫ 神奈川県医師会報分科会だよりについて
⑬ 平成19年度神奈川医学会分科会育成費の送
金方法並びに平成18年度事業報告書・決算書
等の提出について

⑭ 神奈川医学会評議員会（7/12）
⑮ 神奈川禁煙・分煙推進委員会の開催（8/6）
について

⑯ 神奈川県内科医学会秋季学術総会（11/17）
について

〔第2回〕
日時：平成19年9月20日（木）午後6時00分
場所：横浜ベイシェラトン

① 共催について
ア メディカルトリビューンＣ型肝炎セミ
ナー

イ 第26回湘南糖尿病懇話会
ウ 第43回全国糖尿病週間神奈川県行事

② 神奈川県総合医療会館の敷地内禁煙化要望
（案）
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③ 第1回禁煙・分煙推進委員会（8/6）
④ 第1回情報・医療委員会（広報）（8/7）
⑤ 第2回学術委員会（9/7）
⑥ 第2回総務委員会（9/12）
⑦ 糖尿病対策委員会事業報告
⑧ 11月開催地区会議の日程及び内容について
⑨ 会費納入状況について
〔第3回〕
日時：平成19年10月18日（木）午後7時00分
場所：ホテルキャメロットジャパン
① 共催について
ア 第56回神奈川循環器講演会

② 会則の改正（旅費規程の追加）について
③ 平成19年度神奈川県内科医学会収支中間決
算報告
④ 神奈川医学会学術功労者表彰について
⑤ 第32回臨床医学研修講座（9/30）
⑥ 第2回認知症対策委員会（10/10）
⑦ 第2回情報・医療委員会（広報）（10/11）
⑧ 第3回総務委員会（10/12）
⑨ 神奈川県総合医療会館敷地内禁煙要望書に
ついて
⑩ 第1回ジェネリック問題検討委員会（11/6）
⑪ 日臨内関ブロック会議（10/6）
⑫ 各地区幹事会について
〔第4回〕
日時：平成20年1月24日（木）午後6時00分
場所：ホテルキャメロットジャパン
① 共催について
ア 第10回神奈川 COPD研究会（2/14）
イ 禁煙治療講演会（3/29）

② 平成19年度神奈川県内科医学会表彰候補者
の推薦について
③ 糖尿病講演会（（3/28）明日からできるイン
スリン外来導入）
④ ジェネリック問題検討委員会の委員追加に
ついて
⑤ 第1回高血圧神奈川スタディ委員会
（12/11）

⑥ 第3回・4回禁煙・分煙推進委員会（12/13・
1/22）

⑦ 第4回・5回総務委員会（12/14・1/18）
⑧ ジェネリック DVD 及びジェネリックアン
ケートについて

⑨ ジェネリック講演会について（1/23・30
2/22）

⑩ 第2回神奈川高血圧・糖尿病を考える会
〔第5回〕
日時：平成20年3月13日（木）午後7時00分
場所：横浜ロイヤルパークホテル

① 共催について
ア 神奈川県内科医学会学術講演会（7/3）
イ 平成20年度日本肝臓学会神奈川県「肝
がん撲滅運動」市民公開講座への後援依
頼について

ウ 第10回神奈川糖尿病治療セミナー
（4/5）

② 第2回評議員会・第74回定時総会（5/17）
について
ア 第71回集談会最優秀演題発表について
イ 進行について
ウ 定時総会時学術講演会について

③ 糖尿病講演会（（3/28）明日からできるイン
スリン外来導入）

④ 第71回集談会
⑤ 第3回学術委員会（2/5）
⑥ 第3回認知症対策委員会（2/6）
⑦ 第5回禁煙・分煙推進委員会（2/26）
⑧ 第6回・7回総務委員会（2/18・3/7）
⑨ ジェネリックアンケート結果について
⑩ ジェネリック講演会予定について
⑪ 第2回地区幹事会報告
⑫ 第3回地区幹事会の中止について
⑬ 日臨内一般演題応募（医学会開催地：長崎）
について

⑭ 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告
⑮ 自殺予防啓蒙活動打合せ

⑸ 学術委員会（3回）
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〔第1回〕
日時：平成19年6月5日（火）午後7時45分
場所：県総合医療会館
① 第32回臨床医学研修講座（9/30：東海大）
② 第73回秋季学術総会（11/17）
③ 平成20年新年学術大会（1/24）
④ 第71回集談会（2/10：横浜市）
〔第2回〕
日時：平成19年9月7日（金）午後7時40分
場所：県総合医療会館
① 第32回臨床医学研修講座（9/30：東海大）
② 第73回秋季学術総会（11/17）
③ 平成20年新年学術大会（1/24）
④ 第74回定時総会・学術講演会（Ｈ20/5/17）
〔第3回〕
日時：平成20年2月5日（金）午後7時40分
場所：県総合医療会館
① 新年学術大会の反省
② 第74回定時総会学術講演会（5/17）
③ 第75回秋季学術総会（11/15）
④ 平成21年新年学術大会（Ｈ21.1/17）
⑹ 情報・医療委員会（2回）
〔第1回〕
日時：平成19年8月7日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
① 会報（30号）について
② 神内医ニュース（59号）について

〔第2回〕
日時：平成19年10月11日（木）午後7時45分
場所：県総合医療会館
① ブログの利用に関して
② “神医内ニュース”18地区持回り原稿の見
直し
③ “神医内ニュース”「お知らせ」の内容
④ “神医内ニュース”「学会の動き」の内容
⑺ 総務委員会（7回）
〔第1回〕
日時：平成19年7月9日（火）午後8時00分
場所：県総合医療会館

① 総務委員会役職分担について
② 地区会議の運営について
③ 常任幹事会の運営について
④ 総務メーリングリストについて
⑤ 第1回常任幹事会について（7/19）
〔第2回〕
日時：平成19年9月12日（水）午後8時00分
場所：県総合医療会館

① 第2回常任幹事会について
② 地区会議開催について
③ 会則の改正について
④ 会員名簿の作成について
〔第3回〕
日時：平成19年10月12日（金）午後8時00分
場所：県総合医療会館

① 第3回常任幹事会について
② 地区会議開催（11月）について
③ 会則の改正について
④ 会費徴収の統一化について
⑤ 内科医学会収支中間決算報告
⑥ 経費の有効利用について
⑦ 今後の庶務事業のあり方について
⑧ 大塚製薬からの講演会共催依頼に関して
〔第4回〕
日時：平成19年12月14日（金）午後8時00分
場所：県総合医療会館

① 共催について
② 地区幹事会について
③ 会則の改正について
④ 会費徴収の統一化について
⑤ 19年度会員名簿について
⑥ ジェネリックDVDの送付について
⑦ 今年度総務委員会日程調整について
⑧ 自殺問題対策について
〔第5回〕
日時：平成20年1月18日（金）午後8時00分
場所：県総合医療会館

① 第4回常任幹事会（1/24）について
② 地区幹事会について
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③ 今後の常任幹事会・幹事会の共催メーカー
について
④ 神奈川県内科医学会ホームページについて
⑤ 20年度総務委員会日程について
〔第6回〕
日時：平成20年2月18日（月）午後8時00分
場所：県総合医療会館
① 第74回定時総会（5/17）について
② 地区幹事会について
③ 19年度会計中間報告，19年度会費納入状況
及び20年度会費徴収について
④ 一般市民向け市民公開講座について
⑤ 学術講演会共催について
⑥ 20年度総務委員会日程について
〔第7回〕
日時：平成20年3月7日（金）午後8時00分
場所：県総合医療会館
① 検討事項について
② 第5回常任幹事会（3/13）について
③ 第74回定時総会（5/17）について
④ 地区幹事会について
⑤ 総務委員会（企画・会計・庶務）19年度決
算案，事業報告案
⑥ 総務委員会（企画・会計・庶務）20年度予
算案，事業予定案
⑦ 20年度スケジュール確定（含19年度総括）
⑧ 20年度総務委員会日程について
⑻ 神奈川禁煙・分煙推進委員会（6回）
〔第1回〕
日時：平成19年8月6日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
① 委員長交代及び副委員長選任の件
② 神奈川県総合医療会館の敷地内禁煙化につ
いて（要望書の提出について）
③ 会員のレベルアップのための講習会開催に
ついて
④ 「禁煙医療のための基礎知識」のダイジェ
スト版作成について
⑤ 禁煙指導のための実践DVD作成について

〔第2回〕
日時：平成19年10月26日（金）午後7時30分
場所：県総合医療会館

① 会員のレベルアップのための講習会開催に
ついて

② 「禁煙医療のための基礎知識」のダイジェ
スト版作成について

③ 禁煙指導のための実践DVD作成について
④ プライマリケア学会関東地方会への参加
⑤ 日本禁煙推進医師歯科医師連盟の総会・学
術講演会への参加

〔第3回〕
日時：平成19年12月13日（木）午後7時30分
場所：県総合医療会館

① 神奈川県総合医療会館の敷地内禁煙化要望
書の提出

② 会員のレベルアップのための講習会開催に
ついて

③ 「禁煙医療のための基礎知識」のダイジェ
スト版作成について

④ 禁煙指導のための実践DVD作成について
⑤ プライマリケア学会関東地方会への参加
⑥ 日本禁煙推進医師歯科医師連盟の総会・学
術講演会への参加

〔第4回〕
日時：平成20年1月22日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

① 神奈川県総合医療会館の敷地内禁煙化要望
書の提出

② 会員のレベルアップのための講習会開催に
ついて

③ 「禁煙医療のための基礎知識」のダイジェ
スト版作成について

④ 禁煙指導のための実践DVD作成について
⑤ 日本禁煙推進医師歯科医師連盟の総会・学
術講演会への参加

〔第5回〕
日時：平成20年2月26日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
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① 神奈川県総合医療会館の敷地内禁煙化要望
書の提出
② 会員のレベルアップのための講習会開催に
ついて
③ 「禁煙医療のための基礎知識」のダイジェ
スト版作成について
④ 禁煙指導のための実践DVD作成について
〔第6回〕
日時：平成20年3月17日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
① 神奈川県総合医療会館の敷地内禁煙化要望
書の提出
② 会員のレベルアップのための講習会開催に
ついて
③ 「禁煙医療のための基礎知識」のダイジェ
スト版作成について
④ 禁煙指導のための実践DVD作成について
⑼ 禁煙指導マニュアル作成委員会（1回）
〔第1回〕
日時：平成20年3月17日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
① 禁煙指導マニュアルの作成について
⑽ 神奈川糖尿病対策委員会（2回）
〔第1回〕
日時：平成19年7月23日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
① 糖尿病神経障害の実態調査に関する報告
② 眼科医会・内科医会の共同事業に関する報
告
③ 3大合併症対策：糖尿病性腎症への取り組
み
④ 今後の活動について
〔第2回〕
日時：平成19年10月29日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
① 糖尿病神経障害の実態調査に関する報告
② 眼科医会・内科医会の共同事業に関する報
告
③ 3大合併症対策：糖尿病性腎症への取り組

み
④ 今後の活動について

⑾ 神奈川認知症対策委員会（3回）
〔第1回〕
日時：平成19年7月11日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館

① 委員長交代及び副委員長選任の件
② 第11回認知症の会 講演会の詳細決定
③ 講習会受講済みの先生方・サポート医への
アンケートについて

④ 藤沢市におけるDVD講習会開催
〔第2回〕
日時：平成10年10月10日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館

① 第11回認知症を考える神奈川の会について
報告

② 第12回認知症を考える神奈川の会について
③ 認知症を診ていただける先生方へのアン
ケート調査について

④ 長谷川式簡易知能検査等の実施時に使用す
る5つの物品記銘用セット配布について

⑤ 認知症に関する難解用語集に関して纏め
て，Q&A，辞書的なものの作成について

〔第3回〕
日時：平成20年2月6日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館

① 第12回認知症を考える神奈川の会について
② 認知症を診ていただける先生方へのアン
ケート調査について

⑿ 高血圧神奈川スタディ委員会（2回）
〔第1回〕
日時：平成19年12月11日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

① 今後の委員会のあり方について
〔第2回〕
日時：平成20年3月26日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館

① 今後の委員会のあり方について
⒀ ジェネリック問題検討委員会（1回）
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〔第1回〕
日時：平成19年11月6日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
① アンケート調査について
② 今後の各地区での講演会等推進状況につい
て
③ 医療関係者との公開シンポジウムについて
④ ジェネリック DVDの作成及び配布につい
て

2．学術に関する件

⑴ 第72回定時総会時学術講演会
日時：平成19年5月19日（土）午後4時20分
場所：ワークピア横浜
① 「内科医が知っておきたい眼科領域の知識
―生活習慣病を中心に―」
横浜市立大学大学院医学研究科
視覚器病態学教授 水木 信久 先生

② 「メタボリックシンドロームと超悪玉コレ
ステロール」
昭和大学医学部第一内科学糖尿病代謝内
科
教授 平野 勉 先生

③ 「混乱の極にある医療問題の行方」
医事評論家 行天 良雄 先生

⑵ 第32回臨床医学研修講座
日時：平成19年9月30日（日）午後1時00分
場所：東海大学 伊勢原キャンパス
① 「心房細動の治療―最近の進歩―」

東海大学医学部 循環器内科
教授 田辺 晃久

② 「急性期脳血管障害と組織プラスミノゲン
アクチベータ静注療法」
東海大学医学部 神経内科
准教授 瀧澤 俊也

③ 「NSAIDs の上部消化管障害の現状と内視
鏡治療に対する影響」
東海大学医学部 消化器内科
教授 峯 徹哉

④ 「関節リウマチの診断と治療―最近の進歩」
東海大学医学部 リウマチ内科
教授 鈴木 康夫

⑤ 「遺伝性疾患への対応」
東海大学医学部 神経内科
助教 森田 優子

⑥ 「パーキンソン病の早期診断とプライマリ
ケア」
東海大学医学部 神経内科
助教 熊澤 竜哉

⑶ 第73回秋季学術総会
日時：平成19年11月17日（土）午後5時30分
場所：ワークピア横浜

テーマ「高齢者医療の実際と在宅医療の現状」
① 「新たに施行される後期高齢者医療制度と
特定健診・特定保健指導の問題点について」
協同ふじさきクリニック
桑島 政臣 先生

② 「在宅医療の実際―終末期患者の在宅医
療―」
野村内科クリニック 野村 良彦 先生

③ 「在宅医療の実際―難病患者の在宅医
療―」
山手訪問クリニック 岩淵 潔 先生

④ 「予測不可能な時代への対応」
医事評論家 行天 良雄 先生

⑤ 「高齢者高血圧の特徴と脳梗塞二次予防」
東京大学大学院医学系研究科加齢医学
准教授 秋下 雅弘 先生

⑷ 新年学術大会
日時：平成20年1月24日（木）午後7時00分
場所：ホテルキャメロットジャパン

テーマ「日常診療における亜鉛の役割」
① 「生体金属と生命のスーパーシステム：生
物進化から生老病死を診る」
大阪市立大学大学院医学科分子病態学講
座教授 井上 正康 先生

② 「多くの医師が思っているよりも，遥かに
多くの亜鉛欠乏患者さんがいる！」
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長野県東御市立みまき温泉診療所
顧問 倉澤 隆平 先生

⑸ 第71回集談会
日時：平成20年2月10日（日）午前12時50分
場所：パンパシフィックホテル
① 一般演題35題
② 特別講演
「膠原病の診断・治療に関する最近の動向」
横浜市立大学大学院医学研究科病態免疫
制御内科学 教授 石ヶ坪 良明

3．発刊物

⑴ パワーポイント版禁煙医療のための基礎知識
CD-ROM（平成19年5月）
発行数 3,000枚

⑵ 神内医ニュース（年1回発行）
第59号（平成19年11月）
発行部数 1,650部

⑶ 神奈川県内科医学会報（年1回発行）
第30号（平成20年1月）
発行部数 1,600部

⑷ ジェネリック医薬品についてDVD
（平成20年1月）
発行数 1,800枚
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平成19年度神奈川県内科医学会収支決算書
〔自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日〕

1. 歳 入 の 部 35,465,839円
2. 歳 出 の 部 18,022,788円
3. 差 引 残 高 17,443,051円（次年度繰越金）
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摘 要予 算 比 較平 成 19 年 度科 目

１．歳入の部 単位：円

11,420,000２．会 費

医師信組 21,598,609円21,598,60921,598,609１．前 期 繰 越 金
減増決 算 額予 算 額

0過 年 度
96,00011,324,00011,420,000本 年 度

個人 1,345名×8,000円
１名×4,000円（半期分）

病院 ８施設×30,000円
大学 ４大学×80,000円
（横浜市大・東海・北里・聖マリ）

96,00011,324,000

会報等広告掲載料360,000960,000600,000４．広 告 料

平成19年度県医師会
分科会育成費960,000960,000３．補 助 金

２．歳出の部
96,000933,23035,465,83934,628,609合 計

禁煙医療のための基礎知識売上・印税
賛助金（糖尿病事業、認知症事業に関
して）等

573,230623,23050,000５．雑 収 入

決 算 額予 算 額 摘 要予 算 比 較平 成 19 年 度科 目

1,968,50031,5002,000,000２．調 査 研 究 費

第72回定時総会 ０円
第73回秋季総会 ０円
第32回臨床講座 600,000円
第71回集談会 1,200,000円
新年学術講演会 ０円

1,200,0001,800,0003,000,000１．学 会 費

減増

５．名 簿 発 行 費

神内ニュース59号印刷・発送費401,282598,7181,000,000４．神内ニュース
発 行 費

会報30号・発送費104,1781,395,8221,500,000３．会 報 発 行 費

会員年齢構成調査集計作業

4,000,000７．高血圧神奈川
スタディ推進費

評議員会，幹事会，常任幹事会，各種
委員会，打合会438,1482,561,8523,000,000６．会 議 費

会員名簿635,0001,365,0002,000,000

1,846,9005,700,000９．地域医療事業
推 進 費

844,285155,7151,000,000８．ホームページ
管 理 費

高血圧DB運用，システム保守2,425,0001,575,000

県医師会，神奈川分科会，日臨内との
連携費725,000275,0001,000,00011．連 携 費

総会時表彰記念品代88,040311,960400,00010．表 彰 費

禁煙医療のための基礎知識パワーポイ
ント版 CDR 作成及び発送費，DVD
（ジェネリック医薬品について）作成，
診療情報提供書作成等

3,853,100

14．事 務 費

納入会費の３％27,320322,680350,00013．会費徴収事務
手 数 料

各種祝金他92,830107,170200,00012．渉 外 費

9,000200,00016．雑 費

郵便料，振込手数料，封筒印刷代等309,543690,4571,000,00015．通 信 印 刷 費

県医師会事務委託金，職員人件費34,4892,034,4892,000,000

0500,000500,00018．記念式典積立費

358,475441,525800,00017．日 臨 内 業 務
委 託 費

191,000

合 計
2,978,60902,978,60920．予 備 費

平成17年度より（累計6,000,000円）02,000,0002,000,00019．学 会 積 立 金

平成19年度より

平成19年度神奈川県内科医学会の収支決算について，決算状況及び証拠書類並びに会計帳簿を監査したが，その内容について誤りな
く妥当なものと認めます。

平成20年４月17日 監事 福島 芳彦 ㊞
監事 関沢 英一 ㊞

会 計 監 査 報 告 書
16,640,31034,48918,022,78834,628,609



平成20年度事業計画（案)

事業計画

１．医学集会
⑴ 定時学術総会
⑵ 秋季学術総会
⑶ 臨床医学研修講座
⑷ 地区集談会
⑸ 新年学術大会
⑹ その他必要に応じた講演会等
２．地域医療事業の推進
⑴ 高血圧神奈川スタディ委員会
⑵ 神奈川糖尿病対策委員会
⑶ 神奈川肝炎対策委員会
⑷ 神奈川認知症対策委員会
⑸ 神奈川禁煙・分煙推進委員会
⑹ ジェネリック問題対策委員会
３．神内医ニュースの発行（年２回）

４．神奈川県内科医学会会報の発行および必要に応
じた出版活動

５．医療機関相互のインターネットによる連携の構
築およびホームページの管理・運営

６．地域医療・包括医療の実践
７．保険医療・医療法等改正に対する調査研究
８．神奈川医学会及び神奈川医学会分科会との連携
および協力

９．神奈川医学会雑誌への協力
10．日本内科学会およびその他学会との連携
11．日本臨床内科医会との密なる連携ならびに積極
的な支援

12．日医生涯教育制度の推進
13．会員への褒章
14．会員の増強
15．ジェネリック問題啓発の推進
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平成20年度神奈川県内科医学会収支予算書
〔自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日〕

前年度繰越 17,443,051円より
12,500,000円を神奈川県内科医学会特別会計へ移行
4,943,051円を20年度一般会計へ繰り入れ

神奈川県内科医学会一般会計 単位：円
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１．歳入の部

科 目 予 算 額 予 算 比 較 摘 要

合 計 17,973,051 34,628,609 800,000 17,455,558

⑴ 学 会 費

⑵ 調査研究費

⑶ 会報発行費
⑷ 神内ニュース

発 行 費

20 年 度 19 年 度 増 減
１．前 期 繰 越 金 4,943,051 21,598,609 16,655,558
２．会 費 11,420,000

12．予 備 費 873,051

⑸ 名簿発行費

⑹ 会 議 費

11,420,000
個 人 会 員 1,350名＠ 8,000円
病 院 会 員 10病院＠ 30,000円
大学医学部会員 ４大学＠ 80,000円

⑴ 本 年 度 11,420,000 11,420,000
⑵ 過 年 度

2,978,609

３．補 助 金 960,000 960,000 平成19年度県医師会
分科会育成費

４．広 告 料 600,000 600,000 会報等広告掲載料

2,105,558

⑺ 高血圧神奈川
スタディ推進費

５．雑 収 入 50,000 50,000 賛助金など

合 計 17,973,051 34,628,609 16,655,558 ※単年度収入：13,030,000円
２．歳出の部

⑻ ホームページ
管 理 費

⑼ 保険診療上の
参考資料発行費

⑽ 地 域 医 療
事業推進費

科 目 予 算 額 予 算 比 較 摘 要20 年 度 19 年 度 増 減
１．事 業 費 12,600,000 23,200,000 700,000 11,300,000

2,100,000 3,000,000 900,000

第74回定時総会 100,000円
第33回臨床医学研修講座 600,000円
第75回秋季学術総会 100,000円
新年学術大会 100,000円
第72回集談会 1,200,000円

0 2,000,000 2,000,000 地域医療事業推進費に移行

1,000,000 1,500,000 500,000 印刷・発送費

1,000,000 1,000,000 印刷・発送費

0 2,000,000 2,000,000 発行予定なし

2,500,000 3,000,000 500,000
評議員会 270,000円
幹事会 160,000円
常任幹事会 750,000円
各種委員会，打合会他 1,820,000円

0 4,000,000 4,000,000 地域医療事業推進費に移行

300,000 1,000,000 700,000

700,000 0 700,000

5,000,000 5,700,000 700,000

Ｃ型肝炎対策費 200,000円
認知症講演会開催費 500,000円
糖尿病対策費 200,000円
禁煙 300,000円
高血圧スタディ 1,500,000円
ジェネリック 400,000円
調査研究費 1,900,000円

２．表 彰 費 350,000 400,000 50,000 総会時表彰記念品代

３．連 携 費 300,000 1,000,000 700,000 県医師会，神奈川分科会，日臨内およびその他学会との連携費
４．渉 外 費 150,000 200,000 50,000 各種祝金他
５．会費徴収事務
手 数 料 350,000 350,000 納入会費の３％

６．事 務 費 2,100,000 2,000,000 100,000 県医師会事務委託金，職員人件費

７．通 信 印 刷 費 700,000 1,000,000 300,000 郵便料，振込手数料，封筒印刷代等

８．雑 費 50,000 200,000 150,000
９．日 臨 内 業 務
委 託 費 500,000 800,000 300,000

10．記念式典積立費 0 500,000 500,000
11．学 会 積 立 金 0 2,000,000 2,000,000



神奈川県内科医学会特別会計
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摘 要予 算 比 較予 算 額科 目

１．歳入の部

4,000,00019,000,000１．前 期 繰 越 金
減増19 年 度20 年 度

500,0000３．記念式典積立金

2,000,0000２．学 会 積 立 金

２．歳出の部
6,500,00019,000,000合 計

19 年 度20 年 度 摘 要予 算 比 較予 算 額科 目 減増

00合 計

00１．一般会計繰り入れ



お知らせ「神内医ホームページ」http://kanagawamed.org
情報医療委員会 岡 正直

県下５地区の関係者のご協力のおかげをもちまして，「神内医予定表」（http://kanagawamed.org/plan/）
の内容はますます充実しております。神奈川県全体の会議や講演会の予定を一覧していただくことができま
す。先生方の活動計画のオーガナイズにぜひお役立てください。
2008年の新しい機能として，「神内医ブログ」（http://kanagawamed.org/blog/）が本格的に利用できるよ

うになりました。ブログとはインターネット上の日記のようなものと例えられますが，利用方法はアイデア
次第で無限です。ボタン一つで先生方の意見・感想が全世界に発信されます。インターネット上にあなたの
ノートブックがあるとお考えください。公開で運用することも，非公開で運用することも可能です。すでに
お手元にお届けした手引き，ID と初期パスワードを利用して，ウェブブラウザから http://kanagawamed.
org/blog/new/にアクセスしていただいて，新しいブログを作ってみてください。手引が見当たらない方は
http://kanagawamed.org/usage/howto_blogenium.pdf をご覧になってください。
また，神奈川県内科医学会の歴史的な資料として，神奈川県内科医学会記念誌が電子化されホームページ
に収録されました。昭和62年３月発刊の20年史，平成３年10月発刊の25年史，平成13年11月発刊の35周年記
念誌，そして平成19年３月発刊の40周年記念誌が PDFファイルとして全ページ省略なしで閲覧することが
可能です。今後の様々な活動の参考資料としてお役立てください。今後も会員の皆様に役立つ資料を電子化
してホームページに収録していく予定です。
高血圧神奈川スタディのサイトができました。https://www.bp-kanagawa.org/です。神奈川県内科医
学会のトップページからバナーでリンクしています。ぜひご利用ください。
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神奈川県内科医学会ホームページ http://kanagawamed.org
―ブログ機能の利用の手引き―

神奈川県内科医学会 情報医療委員会 岡 正直

神奈川県内科医学会の会員の皆様は，当会ホームページ内にご自分のブログを持てるようになりました。
ブログとはインターネット上の日記のようなものと説明されますが，皆様のアイデア次第で利用方法は無限
です。インターネット上に自分のノートブックが置いてあるとお考えください。公開で運用することも，非
公開で運用することも選択できます。

ブログのホームページ http://kanagawamed.org/blog/

１．新しいブログを作るための IDとパスワードの認証

新しいブログを作るためには，まず当会の事務局
より配布された ID と初期パスワードが必要となり
ます。お手元にご準備の上，ウェブブラウザより
http://kanagawamed.org/blog/new/にアクセスし
てください。右の図のような画面になるはずです。
当会のロゴマークの下部にある横長のボックス内
に，ID とパスワードを間違えないように入力して
ください。入力のモードが半角英数であることを確
認してください。（全角不可）
入力ができたら，「認証を実行」ボタンを押してく

ださい。
もし入力内容に誤りがあったり，時間がかかり過
ぎてしまった場合は，やり直しの画面になりますの
で，画面の指示にしたがってやりなおしてください。

２．新しいブログの作成

正しく認証された場合は，右の図のような「新しいブログの作成」画面が表示されますので，画面の指示
に従って新規ブログを作成します。
まず新しく作るブログの名前を自分で決めて，入力してください。日本語OKです。
ブログ名の背景となる横長のボックスの色を選んでください。黒，青，赤，緑から選べます。
次に，作成したあとのブログに記事を書き込む際使用する編集パスワードを決めて入力してください。こ
のパスワードは，１．の認証画面で入力したあなたの会員 ID と組になった認証パスワードとは関係なく，
あなたが新規に作るブログに固有のパスワードですので，半角英数で自分の好きなパスワードを決めて，入
力してください。空白文字は入れないでください。
その後，確認のためにもう一度同じパスワードを入力してください。
もし，あなたがこれから作るブログを何らかの理由で非公開に運用したい場合のみ，次の閲覧パスワード
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を決めて入力してください。公開のままで運用したい
場合は何も入力しないでください。
このパスワードは，１．の認証画面で入力したあな
たの会員 ID と組になった認証パスワードとは関係な
く，あなたが新規に作るブログに固有のパスワードで
すので，半角英数で自分の好きなパスワードを決めて，
入力してください。空白文字は入れないでください。
その後，確認のためにもう一度同じパスワードを入
力してください。
閲覧パスワードを設定すると，設定した閲覧パス
ワードを入力しない限り，あなたの作ったブログの内
容を見ることはできません。（ただし新しい記事の表
題と作成日については「最近の記事一覧」のページで
紹介されますが，その記事のリンクを開こうとしても
閲覧パスワード認証が求められるので閲覧パスワード
を知らない限り見ることができません。）
設定内容に誤りがないことを確認して，「この内容で設定を実行する」ボタンを押せば，新しいブログが作
成され，利用可能になります。ここで設定したパスワードを決して忘れないようにしてください。
作成されたブログへ新しく割り当てられたURL が表示されますので，これを書き取るか画面を印刷する
かして保存しておいてください。このURLへのリンクをクリックするか，ウェブブラウザに直接このURL
を入れてブログにアクセスすることができます。

３．ブログへの記事の書き込み方法

ブログにアクセスすると，画面の下方に「書込フォー
ム」がありますので，「表題」，「記事」を入力して，こ
のブログを作成した際に設定した「編集パスワード」
も入力してから「書込み実行」ボタンを押せば，記事
がブログに現れます。
またブログに記事を書き込むたび，その記事ひとつ
ひとつに対して固有の URL が割り当てられます。
（ブログの記事の表示枠内下方に表示されます。）こ
の URL を使って，個々の記事に直接リンクすること
が可能です。
記事を削除したいときは，記事の左にある「この記
事を削除」のボタンを押し削除画面で操作してくださ
い。（この際も編集パスワードが必要になります。）
個々の記事ではなく，このブログ自体を全体として
削除したいときは，ブログのタイトルの右横にある「こ
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のブログを削除」のメニューから削除画面に入って操作してください。（この際も編集パスワードが必要に
なります。）

４．認証パスワードの変更方法

事務局からお手元にお届けした会員 ID と組になっ
た初期パスワード（認証パスワード）を自分の好きな
パスワードに変更することができます。（ただし半角
英数字のみ，空白文字含まず）
http://kanagawamed.org/blog/password/にアク
セスしてください。右図のような画面になります。
「ID」にあなたの IDを，「OLD password」に現在の
パスワードを，「NEW password」に新しく変更したい
パスワード（半角英数字，空白含まず）を，確認のため
同じものを「NEW password again」に入力して，「変
更する」ボタンを押してください。変更したパスワー
ド次回以降の「１．認証」の画面で使用してください。
何度でも変更できますが，変更するたびに新しく設定
したパスワードを決して忘れないようにしてくださ
い。
ここで変更したパスワードは，ブログを新規作成した際に設定した各ブログ固有の編集パスワードや閲覧
パスワードとは無関係です。すでに作成したブログ固有のパスワードに影響はありません。

初 版2008年７月７日
第２版2008年８月19日
第３版2008年12月８日

神奈川県内科医学会 情報医療委員会，岡 正直

備考 “Blogenium”は PHP4.0以上で動作します。データベースシステムの必要はありません。
“Blogenium”のソースコードに関する知的所有権はすべて岡正直個人に属します。
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編 集 後 記

平成20年は華やかな祭典「北京オリンピック」が開催され，忙中閑ありで夢中に各種目
を応援し，こんな競技もあるのかと感心するやら，悲喜こもごもの一時でした。
一方で食の安全が脅かされる事件，さらに毎日の殺人事件が報道され，同時に周産期医

療の課題と医師不足が紙面を占めている状況で新聞から目を背けたくなる今日この頃で
す。政府が主張する安心，安全は無に等しい状態です。この一連の異常事態は，日本人が
「仁義」を忘れてしまったからではないでしょうか。仁義と言いますとヤクザの言葉のよ
うですが，本来の仁義の仁は，孔子が提唱した道徳観念のひとつで「愛情を他に及ぼすこ
と」他人に対する愛なのです。義は，勇気を持って人としての道を行う事です。この仁義
が無くなった時人間が人間でなくなるのではないでしょうか。どうか新年を迎え他人を愛
おしみ，自分を愛し，新しい人としての一歩を印そうではありませんか。

三川 武彦
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