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巻 頭 言

ご 挨 拶

神 奈 川 県 内 科 医 学 会

会 長 中 佳 一

県内科医学会報第32号をお届けします。会報は毎年一回発行され，県の，各地区，各単位内科
医会の一年間の医学，医術，医道の全医療活動内容を凝縮して評価，記録し，私共の「少史」と
して残すと共に連続して新たな課題への取り組みを記録継続することを目標としていると考えま
す。
昨年5月会長を拝命しました。諸先輩が永々と築いてこられた内科医学会の実績，伝統をしっ

かり受け継ぐと共にその時代時代が要請する私共への期待にこたえると共にさらにその一歩先を
目指す責務を明示し取り組んでいきたいと考えます。
地域における第一線医療を支え荷う臨床内科医の立脚点をしっかり踏まえつつ，進歩発展する

現代の医学医療を学び研鑚すると共に，大学・病院，病院・診療所との，又診療所同志との連携
の要としての諸講演組織的臨床調査・研究等を含む多方面多彩な活動を地域社会で展開すること
が要請されていると考えます。
すでにパンフレットで明らかにさせていただきましたが
① 臨床医学医療の学習，実践，広報活動と臨床研究，調査活動の推進。
② 地域での社会，公益活動を軸とする患者・市民・行政との協働活動の取り組みの推進。
③ 県と地区・単位内科医会との双益，双方向性の連携・分担の推進。
④ 医療制度，医療保険制度等改善への学習，提言活動の推進。
⑤ IT時代を開拓する情報発信，広報活動，機能の推進。
の5大基本方針の下，人事体制として各地区から1名の副会長，大学との連携強化として1名，

計6名の副会長体制として県5委員会担当と各地区担当とそれぞれ責任役割分担をさせていただ
きました。また各内科医会から推薦いただいた幹事を軸に執行体制（常任幹事）を構成し，それ
ぞれ役割を分担し，協調し，又各単位内科医会とも連携した会務遂行を企画し，これが着実に相
乗実行効果をあげることを願っております。
向後会報は毎年7月1日発行，神内ニュースは1月1日，4月1日，10月1日発行してまいり

ます。
さらに学会報，ニュース，病院の役割分担を会員の皆さんのご意見をいただきながら，それぞ

れの役割を検討し明らかにしていきたいと考えております。
時代時代を反映した臨床内科医の協働実践記録と生きいきとした「理」と「利」と調和した組

織的活動の足跡を確実に継続して残すことが出来るよう会員の皆さんの参加，協力をいただきな
がら取り組んでいきたいと考えます。
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【特別講演Ⅰ】
『糖尿病性腎症の現況と今後の対策』

東海大学医学部腎内分泌代謝内科
准教授 鈴木 大輔

1．糖尿病・糖尿病性腎症の現況

本邦での最新の糖尿病実態調査によると，糖尿病
が強く疑われる人が820万人，境界型糖尿病まで入
れると1,870万人にも及ぶことが明らかとなった。
周知のように糖尿病患者は発症後数年でさまざまな
合併症を発症し，特に細小血管障害である糖尿病性
神経障害や網膜症，腎症は患者の QOL を著しく損
なう。そのなかでも糖尿病性腎症は新規透析導入患
者の原疾患の45％弱を占め，透析導入後の生命予後
も極めて不良である。さらに国民総医療費のうち約
4％がこの透析医療に費やされていることを考えれ
ば，社会・経済的な問題でもある。

2．糖尿病性腎症の治療方法と治療ターゲット

糖尿病性腎症の治療方法としては食事，運動，薬
物療法が一般に知られている。しかしそれ以前に重
要なものとして教育がある。患者ならびに医療従事
者が正しい知識を身につけていなければ，どんなに
有用な治療を行ってもそれに見合った効果は得られ
ない。また治療ターゲットとしての血糖管理には数
多くのエビデンスがあり，その重要性を疑う余地は
ない。さらに，血圧管理に関してもその重要性を示
す数々のデータが蓄積されており，血糖と血圧の管
理を厳格に行うことが何よりも大切である。

3．血糖コントロール

血糖のコントロールに用いられる薬剤には大きく
わけて経口血糖降下薬とインスリンがある。
経口血糖降下薬には5種類あるが，1．インスリ

ン分泌作用の有無，すなわち単独使用で低血糖にな
るかどうかと，2．食後の過血糖を抑えるのか24時
間効くのか，で分けるとそれぞれの薬の作用機序が
明確になる。インスリンを分泌する薬剤には SU薬
と速効型インスリン分泌促進薬があり，インスリン
を分泌しない薬剤にはビグアナイド薬，αグルコシ
ターゼ阻害薬，チアゾリジン薬がある。また食後の
過血糖を抑える薬としてはαグルコシターゼ阻害薬
と速効型インスリン分泌促進薬がある。
しかしながら，腎機能がある程度低下した腎症患

者で使用出来る経口薬はαグルコシターゼ阻害薬の
みであり，この時期からのインスリン療法への切り
替えも必要となる。

4．血圧コントロール

糖尿病患者の目標血圧は130/80mmHg 未満であ
り，蛋白尿1 g/day 以上を呈する腎症患者では
125/75mmHg 未満を目標とする。第一選択薬に用
いられるべき薬剤として「高血圧治療ガイドライン
2004」では，ACE阻害剤，ARBおよび長時間作用
型Ca拮抗剤があげられていたが，「高血圧治療ガイ
ドライン2009」では ACE 阻害剤，ARB の2剤に
なった。その理由としては，両剤が耐糖能に悪影響
を及ぼさないことや腎症に極めて有効であることが
あげられる。
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5．糖尿病性腎症を撲滅させるためには

血糖，血圧，さらには脂質などの厳格なコントロー
ルを行うことにより，糖尿病性腎症の発症・進展は
以前に比較し減少した。しかし，一度出現した顕性
蛋白尿を完全に陰性化することは難しく，改善の余
地が十分にある早期腎症，すなわち微量アルブミン
尿を呈する時期での介入が大切である。そのために
は尿定性検査で蛋白尿が陰性の糖尿病患者に，積極
的に微量アルブミン尿を測定し，早期発見するとと
もに早期治療を開始することが極めて重要と思われ
る。

【特別講演Ⅱ】
「日常診療における腎臓病の診かた」

名古屋大学大学院医学系研究科
腎臓内科学 教授 松尾 清一

1．CKDの定義とステージ分類

近年，慢性腎臓病（CKD）の概念の普及とともに，
日常診療における腎臓病診療に関して，かかりつけ
医の先生方にはより大きな関心を持っていただくよ
うになっている。慢性腎臓病は，蛋白尿で代表され
る腎障害の存在を示す臨床検査異常の存在，または
腎機能の中程度以上の低下，のいずれかが3ヶ月以
上持続する事が定義となっている。また，そのス
テージ（進行度ないし重症度）は，腎機能の指標で
ある糸球体濾過量（ないし濾過値）（GFR）によって
1から5まで分類されている（表1）。CKDの概念
の普及に伴う一つの問題点は，腎臓病の診断がこの
表に従ってあまりにも単純化され正確に病気の状態
や本質が表現されないことであるという指摘があ
る。そこで，CKD の診断にあたってはステージを
記載するとともに，CKD の原因となっている疾患
が明確であればそれを併記する努力が必要である事
を強調したい。勿論原因が不明または疑い状態にあ
る場合にはその旨記載すると良い。この場合には専
門医と連携して原因追及をしっかりと行うことが以
後の治療方針の決定に有用である。

2．CKDの疫学

さて，CKDは有病率が大変高く（表2），日常診
療において遭遇する確率が高い。そのために CKD
患者を診た場合には，原因となる疾患の頻度を頭に
置いて診療にあたる必要があると思われる。図1に
日本透析医学会が公表した年代別・原因別の透析導
入頻度を示す。これによると，若年者で透析導入の
原因となるのは腎炎が圧倒的に多いが，中年以降は
糖尿病が首座を占め，高齢者では腎硬化症（高血圧，
動脈硬化，などで腎血流が減少して腎臓は萎縮・線
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維化し腎不全に至る）が増加してくる。通常 CKD
は発症から腎不全に至るまでには10年以上かかるこ
とが通例であるので，その様なタイムラグを考慮し
て，CKD患者を診た場合，若年者では腎炎，中年か
ら高齢者では糖尿病性腎症，また高齢者では腎硬化
症の頻度が高いことを念頭に置く事が必要となる。
慢性腎炎で最も多いのは IgA腎症であり，日常診療
でよく遭遇する疾患である。厚労省難病研究進行性
腎障害調査研究班と日本腎臓学会は IgA 腎症診療
指針を公表しているが，その中で予後判定基準を定
めている。腎機能はクレアチニン値あるいはクレア
チニンクリアランス値で表現されている。次回改訂
では後で述べる GFR を基準にした判定基準が必要
であると考えている。CKD の概念の普及に連れて
日常診療における落とし穴となるのは急性腎障害
（AKI）である。即ち急速に腎機能が低下するよう
な病態は一刻の猶予もおかず，鑑別診断と治療を同
時に行う必要がある。CKD の定義に従って3ヶ月
後に再検査ということでは手遅れになることも多
い。従って，腎機能が低下した患者を診たら，1ヶ
月以内（できれば2週間以内）に再度腎機能のチェッ
クを行うことを進めたい。有意な腎機能の低下（一
つの目安として GFR で30％以上の低下，もしくは
血清クレアチンで0.3以上の上昇）が見られたら，専
門医への紹介をためらうべきではない。頻度の多い
ものでは薬剤による腎障害，また腎炎では急速進行
性糸球体腎炎（RPGN）などがある。

3．腎機能評価

腎臓の機能は多様であり，腎機能評価法には様々
なものがあるが，腎臓の最も基本的な働きは血液を
ろ過して体液の内部環境を一定に保つことであると
すれば，糸球体の濾過機能を腎機能の代表とみなし
てよい。そこで糸球体濾過値（量）（GFR: Glom-
erular Filtration Rate）を腎機能の指標とすること
が世界的な潮流になっている。臨床的には血清クレ
アチニン値が最も頻用されているが，筋肉量に依存
しまた腎機能低下の初期の変化量がわずかであるた
めに正確に腎機能を評価する指標とは言い難い。ク
レアチニンクリアランス（CCr）はより正確にGFR
を現すが，クレアチニン自体が近位尿細管から分泌
されその割合は腎不全やネフローゼなどで増大する
ために通常実測 GFR よりかなり高い値が得られ
る。外因性物質であるイヌリンは糸球体を自由に濾
過され，かつその後の再吸収・分泌を受けないので，
GFR測定にはイヌリンクリアランス（CIn）はゴー
ルドスタンダードとなっている。
米国で，血清クレアチニン・年齢・性別からGFR

を推算する式が開発され，その簡便さから瞬く間に
世界中で用いられるようになった。MDRD 式
（Modification of Diet in Renal Disease 研究の式）
がそれであり，後に改訂版が発表されている。日本
腎臓学会の研究では，CIn を基準値としてみた場合，
MDRD 式はそのまま日本人には適用できず，日本
人係数を用いることが必要であることを見出した。
それでも GFR60 以上の群では正確に GFRが推算
できず，日本人独自の式が必要との判断に至った。
そこで，「プロジェクト日本人のGFR推算式」を立
ち上げ，日本人に適合した推算式を開発した。これ
を表3に示す。この式により，
今後の課題としては，⑴日本人の GFR 推算式の

普及，⑵推算式で求めた GFR（eGFR: estimated
GFR）を検査室・機関から自動レポートしてもらう
システムの普及，⑶特殊なグループ（極度の肥満・
痩せ，移植患者及びドナー，超高齢者，小児など）
における簡易腎機能評価法の確立，⑷ GFR に基づ
く薬剤投与量の設定，などがある。
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4．CKDの治療

CKD には集学的治療が必要である。生活習慣是
正，高血圧・糖尿病・高脂血症・貧血・電解質異常・
骨ミネラル代謝異常，など様々な要素を包括的に盛
り込む必要がある（図2）。中でも血圧の治療は腎
保護という立場からも大変重要である。2008年に日
本腎臓学会と日本高血圧学会は共同で，「CKD診療
ガイド高血圧編」を刊行し，CKDを有する高血圧患
者の治療指針を明確に示した（図3）。

5．CKD診療連携および国の政策について

CKD は大変患者数が多く，日常診療で頻繁に遭
遇する病気であるといえる。そのため，専門医の果
たす役割は限られており，むしろ，腎臓非専門医，
かかりつけ医，コメディカルスタッフが密接な連携
のもとに対策にあたる必要がある。国においても，
2008年3月に厚生労働省腎疾患対策検討会による腎
臓病の対策の基本方針が示され，その中で CKD対
策の重要性が位置付けられている（図4）。我が国
においては今後一層，CKD 対策が前進することに
なると思われ，医療連携体制の早急な構築が求めら
れている。
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第72回神奈川県内科医学会集談会の報告
実行委員長 松葉医院 松葉育郎

平成21年2月25日，川崎日航ホテルにて第72回神
奈川県内科医学会集談会が開催された。開会の辞
は，川崎市内科医会副会長高良憲光先生（前）から，
また，川崎市内科医会会長三川武彦先生（前），県内
科医学会会長（前）中山修郎先生からご挨拶をいた
だき，開始された。出席者は130名あまりで，ポス
ター発表の演題数は49題を会員の先生方からいただ
き，盛会裏に開催された。
集談会は2部で構成され，前段は特別講演として，

聖マリアンナ医科大学循環器内科教授，三宅良彦先
生から，特別講演「大学病院における臨床教育」を
会員一同で1時間聴講した。その後，質問，討論が
行われた。医学生の4年から5年に上がるとき受け
なければならないOSCE（オスキー）などを中心に，
新しく導入された医学教育の実情，大学での実施と
取り組みについて解説された。
一般演題はポスター形式で行われ，各セッション
ごとに1演題，10分にて行われた。当日の演題名，
座長をおとりいただいた諸先生は以下の通りです
（敬称，所属略）。

Ａグループ 糖尿病①（座長 岡野 公一）
1）抗インスリン抗体により低血糖をきたしたと考
えられる2型糖尿病の1例
2）早期関節リウマチ（early rheumatoid arthritis）
を合併した緩徐進行1型糖尿病（Slowly progres-

sive IDDM; SPIDDM）の一例
3）インスリングラルギンの週3回射ちから本格的
なインスリン導入に成功した2型糖尿病の1例

4）Ｃ型慢性肝炎に対するリバビリン併用インター
フェロン治療中に発症した1型糖尿病一例

Ａグループ 糖尿病②（座長 詫摩 哲郎）
5）糖尿病性神経障害のベッドサイド評価法
6）当院における2型糖尿病入院患者での頸動脈エ
コーの検討

7）人工膵臓による糖尿病におけるインスリン抵抗
性の検討

8）糖尿病症例において関節内注射は危険か―化膿
性膝関節炎をきたした本邦46文献383症例の解
析―

Ａグループ 糖尿病③（座長 松葉 育郎）
9）糖尿病対策委員会活動報告
神奈川県糖尿病対策委員会

10）川崎市における糖尿病市民講座の変遷と参加者
アンケート調査から見た市民の意識

11）川崎市中原地区における糖尿病病診連携につい
て

Ａグループ 消化器・肝臓（座長 鶴谷 孝）
12）保存的治療により軽快した門脈ガス血症の1例
13）非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の一例
14）総胆管十二指腸瘻の一例
15）INF療法で治療が完結しない難治性のＣ型慢性
肝炎およびＣ型肝硬変症例に対する十全大補湯の
使用経験―特に女性，高齢者に対する有効性につ
いて―
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16）初診時，甲状腺腫瘍に思えた Zenker 憩室の一
例
Ｂグループ 感染症①（座長 宮川 弘一）
17）麻疹・風疹・水痘・ムンプスウイルス抗体価の
継時的変化
18）綾瀬市における肺炎球菌ワクチンの公費助成
19）横浜市立市民病院におけるHIV感染者の動向
20）当院におけるインフルエンザ患者の基本属性・
予防接種率に関する調査
Ｂグループ 感染症②（座長 小花 光夫）
21）当院で経験した感染性心内膜炎5症例の検討
22）早期からの適切な抗菌薬使用により治癒したレ
ジオネラ肺炎の一例
23）菌血症からペースメーカー感染が疑われ，治療
に難渋した一例
24）肝機能障害を伴った伝染性単核球症の4例
Ｂグループ 心臓・血管①（座長 柁原 啓一）
25）再発した衝心脚気の1例
26）心機能悪化と末梢血好酸球増多に解離を認めた
好酸球性心筋炎の一例
27）左脚前枝および後枝領域の Purkinje 線維を
Trigger とする特発性心室細動のアブレーション
に成功した一例
28）横須賀市医師会共通急性心筋梗塞地域連携クリ
ニカルパスの使用経験
Ｂグループ 心臓・血管②（座長 西脇 博一）
29）著明な体重減少のため，腹腔・腸間膜動脈共通
幹の高度狭窄病変に対して血管内治療を行った1
例
30）腎動脈狭窄（RAS）によるARFに対し経皮的腎
動脈拡張術が有効であった一症例
31）興奮収縮連関に関与する3次元超微構造の心不
全での変化
32）糖尿病性末梢循環不全における血液流動性レオ
ロジーに関する検討
Ｃグループ 高血圧（座長 中島 一巳）
33）性差を考慮した高血圧，高脂血症治療は可能か？
34）初診時レニン活性別にみた高血圧治療の実態調
査

35）当院における高血圧と睡眠呼吸障害についての
検討

Ｃグループ 血液・膠原病・腎臓

（座長 小幡 純一）
36）血球貪食症候群を合併した全身性エリテマトー
デスの一例

37）ヘノッホシェーンライン紫斑病性腎炎の2例
38）慢性腎臓病（CKD）の進行に酸化ストレスの関
与はあるのか？

39）膠原病に合併した慢性骨髄性白血病の2例―文
献的考察を含めて―

40）当院における IgG サブクラスから IgG 4関連症
候群6例の抽出検討

Ｃグループ 脳・メンタル・中毒

（座長 宮島 真之）
41）当科における tPA 静注療法を中心とした脳卒
中救急トリアージシステムの構築

42）一般内科診療所から見た運動器不安定症
43）睡眠関連摂食障害（sleep-related eating dis-
order ; SRED）の一例

44）ハシリドコロ誤食による食中毒の一例
Ｃグループ 呼吸器・その他（座長 鎌田 正広）
45）骨形成性の腰椎転移を呈した非小細胞肺癌（腺
癌）の一例

46）末梢肺病変に対するナビゲーションシステムの
臨床的有用性についての検討

47）顕微鏡的多発動脈炎に肺梗塞を合併した症例
48）当院の禁煙外来の実際（成功率の推移，取り組
むべき今後の課題，40分でできる禁煙指導の提案）
49）神奈川県内科医学会におけるジェネリック医薬
品の取り組み
神奈川県ジェネリック問題対策委員会

聖マリアンナ医科大学循環器内科教授，三宅良彦
先生のご協力で，聖マリアンナ医科大学の各内科教
室から6演題をいただきました。この場をかりて御
礼申し上げます。川崎市立病院など市内病院から7
演題，東海大学医学部付属病院，横浜市立大学付属
病院の大学病院からも発表をしていただきました。
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また，県下の各地域を代表する機関病院からも9演
題，市内の糖尿病関係の団体から2演題，神奈川県
内科」医学会の各委員会から5演題を発表していた
だきました。一般会員からも20演題の発表があり，
臨床医の立場にそくした貴重な内容で，参加者との

質疑応答に時間を超過する場面も多々見られた。
会を開催するにあたり，川崎市内科医会の幹事の

先生方に，多大なご協力をいただいたことことに，
実行委員長として深謝いたします。
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【特別講演1】
「みてわかる糖尿病患者の食後代謝異常」

東京慈恵会医科大学内科学講座
糖尿病・代謝・内分泌内科

准教授 森 豊先生

糖尿病の3大合併症である細小血管障害の発症予
防には，HbA1c 値の低下が重要であるが，大血管障
害の発症予防には HbA1c 値を低下させるだけでは
十分ではないことが，UKPDS などのエビデンスに
より明らかにされている。HbA1c は過去1－2か
月の平均血糖を示す指標であり，日内の血糖変動を
捉えることは不可能である。近年では繰り返す血糖
変動が血管内皮機能に影響を与えるといわれてお
り，HbA1c のみを指標とした治療では大血管障害
の発症・進展予防には不十分である。
このような背景の下，食後血糖の管理が重要視さ
れてきている。2007年国際糖尿病連合（IDF）が『食
後血糖値の管理に関するガイドライン』を発表し，
食後血糖を管理・評価する新しい方法として，持続
血糖モニタリング（CGM）と，1，5－アンヒドロ
グルシトール（1，5－AG）が紹介されている。
まず，CGMを用いて，食後高血糖改善薬による
治療がいかに有効であるかについて述べる。
持効型溶解インスリン1日1回投与を行っている
12例について，最初にグラルギンとデテミルをクロ
スオーバー法にて評価し，その後各々ミグリトール
を追加投与して日内の血糖変動を比較検討した。そ
の結果，グラルギン，デテミルについてはほぼ同等

の結果を示した。また，ミグリトールの併用により，
24時間の平均血糖値，食後の血糖上昇幅，24時間の
血糖変動幅総面積は，全て有意な低下が認められ，
持効型溶解インスリン製剤1回投与症例へのミグリ
トールの併用が極めて有効であることが示された。
その他ミグリトールは，混合型インスリン製剤やイ
ンスリン強化療法への併用においても有用であっ
た。
一方，グリニド薬は，インスリン分泌パターンを

改善させる薬剤である。CGM を用いて SU 薬との
違いを確認したところ，グリニド薬は食後の血糖値
を選択的に低下させているのに対し，SU 薬は主に
食前の血糖値を低下させ，血糖値を全体的に下方へ
シフトさせるのみであり，両者の違いは明確であっ
た。
次にグリニド薬とα－ GI の違いについて CGM

を用いて評価した。グリニド薬投与により，初期イ
ンスリン分泌が回復し，食後1－3時間の血糖上昇
が抑制された。これに対し，ミグリトール投与にお
いては，食後30分・1時間の血糖値はグリニド薬よ
りさらに低下させると同時に，食間の血糖値を高め
に維持することで低血糖予防に繋がり得る血糖パ
ターンを示し，血糖変動を極めて縮小させていた。
さらに両者の併用では，ほぼ健常者と同じようなイ
ンスリン分泌パターンを呈し，食後の血糖値はほと
んど上昇しなかった。
このように CGMは日内の血糖変動を捉えること

ができる優れた評価法であるが，現段階では実際の
臨床の場で用いることは難しい。そこで，もう一つ
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の食後血糖管理指標である1，5－AGの測定が有
用である。1，5－ AG は CGM で得られた食後
180mg/dL 以上の血糖曲線下面積とも良好な相関を
示し，HbA1c のみでは捉えられない食後高血糖を
検出することができる。HbA1c の測定に加えて，
3か月に一度くらいは1，5－AG測定により食後
血糖の状態をチェックすることが，心血管イベント
発症予防を念頭においた治療戦略として重要である
と考える。
高血圧症における「仮面高血圧」と同様に，
HbA1c のみでは捉えられない食後高血糖は，いわ
ば「仮面高血糖」とでもいうべき状態である。
HbA1c が比較的良好な患者こそ1，5－AG10－14
μ g/mL以上を目標として，ミグリトールのような
食後高血糖改善薬による治療が極めて有効だと考え
られる。

【特別講演2】
「混乱する医療行政」

医事評論家 行天 良雄

行天 中山先生，大変に御丁寧な御紹介をいただ
きまして，ありがとうございました。きょうは実は，
いつものようにまとめた話をというような中山先生
の御指示があったわけでございますが，先程神戸で
新型のインフルエンザの感染が起こりまして，それ
が3人，一応国立感染研の方で，もう間違いなく新
しいウイルスであるということを言いましたため
に，国があらゆる対応を今，始めております。
民主党の党首が決まって鳩山さんになったわけで
すが，マスコミはそちらよりもむしろインフルエン
ザの方にはしゃいでおりまして，ある意味において
は混乱する日本の医療行政の中で，神風と言ってよ
いような形でこのインフルエンザがやってきたわけ
でございます。
そして，なぜか今，麻生さんよりも，また肝心か
なめの民主党よりも一番はしゃいでいるのが，御存
じの厚生大臣であるところの舛添さんであるわけ
で，総理大臣に匹敵するくらいの方向性で一生懸命
に努力されております。

よいか悪いかはわかりませんが，やることは全部
やるということで，自分が総理大臣気分で十分に
やっていらっしゃいますので，きょう現在のことで
申し上げれば，インフルエンザ以外は何もやってい
ないと申し上げたいわけです。
予測が全く不可能というのが現状でございます。
今の対策の基礎になっておりますのは，水際作戦。

一応はこれで水際で抑えられるだろうという見込み
を持っておりまして，しかもウイルスが弱毒でござ
いますし，またいろいろな状況から考えて，爆発的
なパンデミーと言われているような大感染は，まず
日本の場合は起こらないだろうと。
むしろ怖いのは，そういう言い方は失礼なのです

が，東南アジアとか，あるいは特に赤道の南の方。
南半球は御存じのとおり，これから冬になってまい
りますので，そういったものを含めます気候条件，
気象条件というもので，あっちからがむしろ怖いと。
それから，一番懸念されておりました中国が，実

はものすごく厳重な対応をやっております。日本の
場合は，やれ10日間ホテルにいていただくというこ
とをやったり何かしたわけでございますが，中国の
場合はもっとシビアでございまして，大変に厳重な
ことをやったり，メキシコ人だというだけで香港な
どは全部押さえつけて，飛行機に乗せて返してしま
うというように激しいことをやったわけでございま
すが，いずれにしましても，何だかよくわからない
中で動いております。
ただ，久方ぶりに，いわゆる相手はウイルスとは

いえ，感染症と医療，いわゆる医師というものの仕
事のあり方という問題では，本当に久しぶりに，医
師というのは一体どういうことで社会に受け入れら
れ，また社会の中で生きてきたのだろうかという医
療の原点みたいなものをもう一度，考え直さなけれ
ばならないような事態になりかけていたことは，も
う間違いないわけでございます。
いずれにしましても，きょういただきましたテー

マに関しましては，一体，医療の行政とか今後の医
療政策あるいは医療問題というのはどうなるのだろ
うかということに関しましては，あらゆる角度から
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見て，私は正直に言って予測が不可能でございます。
不可能なのですが，両極の中でその可能性を探っ
てみますと，まず間違いないだろうと考えられてお
りますのは，日本の高齢化の推進でございます。そ
れと少子化の，これもまた推進でございます。と同
時に，地域格差という問題は当然この両方を引っ張
りながら，相当に激しく動きを続けていきまして，
現在は2009年でございますが，15年あたりから25年
にかけまして，相当に傾斜的な意味での日本の構造
というものを揺すってくるだろうということは，ま
ず間違いないだろうと思っております。
当然，こういう基礎をなしている人口構造の変化
というのは，その地域並びに周辺の経済環境，さら
に言えば日本の国全体の構造という問題に関しては
大きな影響を生んできます。
ただ，中山先生から御紹介いただきましたように，
私は今，公的な仕事と言うとおかしいのですが，一
番矢面に立たされているのはマッチングと言われて
おりまして，いわゆる卒後の医師の研修の問題。そ
して，卒業後のドクターが自分がどういうところで
研修を受けたいかということを割り振りするような
仕事。それはどうということはないのでございます
が，マッチングと称するものでコンピューターシス
テムによってやっております。
一応うまくいっているのでございますが，余りに
うまくいきだしてしまったために，さっきお話しし
ましたような地域格差の問題。そして，その格差の
中で自治体病院を中心に独占供給を続けておりまし
た大学が，ほとんどその機能を失ってしまいました。
そのために，日本の医師不足と混乱の全部と言って
よいような責任は，このマッチングを中心とする卒
後の医師の臨床研修であると。このせいで，日本の
医療は大混乱になったのだという，主に大学側の言
い分。これが約1年ほど，ずっと続いております。
ところが御存じのとおり，総務省が今，自治体病
院そのほかに対して，てこ入れを行いだしておりま
す。これが入ってまいりますと，今度は振り上げた
刀を持っていくことができないで，最初は舛添さん
を中心にしまして大学の相当部分の方たちが，昔の

医局の回復というものを目標にして，いわゆる一般
病院，特に力のある病院，力があるというのは大き
いだけではございませんで，医師の養成，あるいは
教育という問題に関して熱心に取り組もうとしてい
る多くのドクターの方たちに，大変な混乱を現在で
も起こしております。
実はちょっと先生方のお考えをまとめておいてい

ただく意味でお話しさせていただきたいのですが，
私は一貫して，大きな意味で日本全体からしますと，
かつて厚生省の吉村さんや，亡くなってしまった次
官の方たちが，医者がふえると，当然それに伴って
医療費が増してくる。したがって，医療費を抑制す
るために医者の数をふやしてはいけないということ
で，医師の数の限定というものを相当に強くいたし
ました。
しかもこれは，閣議決定で決まったわけでござい

ます。御存じのとおり，閣議決定というのは非常に
強い拘束力を持っておりまして，それを元にして，
いわゆる医学部の定員増というのは全く行われない
で，人口と施設の増加というようなものと医療需要
というものが増してくるにもかかわらず，一方では
医師数がぐっと抑え込まれたために，いわゆる医師
不足というものが起こったわけでございます。
ここまではどなたでも御了解いただけることなの

ですが，私はちょっとこれを非常に疑問に思ってお
りまして，医師の数がふえると医療費がふえる，だ
からどうこうと言っている見方・考え方の閣議決定
というのは，大変に不純だと思います。思うのです
が，医師側の立場から考えましたときに，医師をずっ
とふやしていくということはよいのだろうか，どう
だろうかということに関しては，疑問に思っており
ます。
というのは，私も中山先生と似たような年齢でご

ざいますので，古いころの話しが中心になりますが，
先生方は多分御存じの武見太郎先生のところに，
ずっと私は仕事柄ついておりました。あの先生がや
はり一貫して，医師の増員という問題に関しては相
当に慎重に，しかもよく考えないとこれは大変なこ
とになると。
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つまり，一旦ドクターになってしまった方が，そ
の後どうするかという問題はまた別の問題だと。し
かも日本の場合は，皆保険制度に支えられながら，
ある意味において医療構造というのはそのままずっ
と続けていかれるだろうと多くの人は思っているけ
れど，逆に言うと皆保険というのは，どこかで何か
のてこ入れされただけで総崩れになる可能性がある
ものなのです。
こういう問題を前提にしながら，いわゆる自由競
争に耐えられるような医療のレベルを維持するため
には，どうしてもある程度の数に抑えておかないと
いけないと。余りふやしてしまうとろくなことはな
いのだというのが，一貫した武見イズムであったわ
けです。
しかも，今のように診療で，先生方のように主に
診療をクリニックでなさっている方たちと，病院に
勤務されている勤務医との間の隔離が非常に強く
なってまいりますと，これもますます複雑な問題を
どんどん起こしてしまっております。よく「病診連
携」という言葉が言われるのですが，実際問題とし
ては，まだまだこれは定着までには大分時間がかか
ります。
そして，一般診療における病診連携ということ以
上に，もう余りにも高齢化が進んでしまっているた
めに，高齢化した方たちが自分たちのターミナルと
申しますか，その後の問題をどこでどうするかと
いったときに，療養病床そのほかの問題が絡み大混
乱の中で現状が動いているわけでございます。
そういったような事柄がずっとございますため
に，余り細かい問題をお話ししていてもちょっと問
題が大きいのでございますが，結局は医師の適正配
置とか，あるいは医師の数がどうだろうかという問
題は，先生方の場合，非常に重大な影響が出てくる
だろうと思います。
直近の話で申しますと，きのう日本医師会で，い
わゆる医師の倫理構造という問題での委員会がござ
いました。これはなかなか大変でございました。例
えば医師の供給安定という問題をどう考えるかとい
うことでは，地区によっては全く御意見が違ってお

ります。
御承知のとおり，ざっとした人数から言いますと，

南日本の方が非常に多くて，個々の問題で言います
と，圧倒的に北海道・東北が足りないわけでござい
ます。この人口構造の面から見ても，むらがあり過
ぎます。ここ神奈川，あるいは東京圏でございます
と，一応はもう医師は，ある意味においては十分と
言ってよいくらいございますが，勤務医の方が100％
病院側が考えているような方が集まるかというと，
これはちょっと疑問でございます。
というのは，勤務医が余りにもハードワークであ

るために，おやめになってしまって開業なさる方が
多い。特に開業の希望というのは，余りにも勤務医
のハードワークということで，もう嫌だと，やめて
しまう方が多いわけです。ところが，やめた方たち
が今度は，今までですと結構その地域において，地
域医療を中心にしまして十分な患者さんの確保とい
うことができたわけでございますが，現在，東京圏
の中心部そのほかでは，明らかに患者の減少が起こ
り始めています。これはもういわゆる供給過剰で
す。医師の供給過剰のために起こっている一つの現
象でもあります。
以前は御自分が最初に地域社会と十分なつながり

を持っていて，問題点があったら専門病院そのほか
に送るという病診連携もきちんとしていたし，同業
の先生方との間のネットワークとか，一応きちんと
していました。ところが，そういった問題がほとん
ど行われていませんうちに，いたずらにと申します
か，どんどん開業する方が，自由開業の国でござい
ますからふえてしまって，そこで初めて具体的な患
者さんの動向と，御自分たちの同業との間の問題が
起こっております。
その折にも日医の方でも，今，代議士が自分の子

供を継承させるかさせないかということが大問題に
なっているけれど，一体，医師は自分の子供に継承
させているのだろうかどうだろうかということで，
実は日医総研でもきちんとした数字は出ておりませ
んでした。また，どこまでを子供というふうにカウ
ントするかとかいろいろな問題がございますので，
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改めてそれが提案されまして，これからちょっと調
べてみようとなっています。
それが日医の会員の方の子供さんなのか，あるい
はそのほかを全部ひっくるめて，いわゆるもう
ちょっと大規模な調査ができないだろうかという意
見が出ましたが，この一見何でもない，「おたくの子
供さんは跡を継いでいますか」「はい」という程度で
済むような状況ではないわけでございまして，同じ
医師と云っても複雑であるわけです。
また，診療所の先生方のお子さんは，診療所には
戻らないできれば大学でそのままいきたいという方
もあれば，また普通の勤務医の方はとてもではない
がハードすぎて嫌だということで診療所の方にお移
りになるとか，相当に行き来がございまして，そこ
にさらに科目別の行き来が大変にございます。
一時期，「どこに勤めたいですか」という半分冗談

みたいな聞き方を私どものアンケートや何かでとら
せていただきますと，大体において，いわゆる「第
3ナイ科」と言われている希望者が圧倒的に多かっ
た。これは「第」が余計についているだけでござい
まして，3ナイ科，つまり宿直がない，それからい
わゆる救急がない，それから事故がほとんど起こら
ないということで，そういうないない尽くしの所が
一番よいので，のんびりと過ごしたいのだという「第
3ナイ科」希望者というのが正直に申しまして7割
から8割なのですね。
こんなことでよいのかなと。つまり，医師の使命
感とか，「これからこういう仕事をしたいのだ」とい
う方がいないのかどうかというのを，もう約6年く
らい前でございますが，マッチングの問題絡みでた
くさんの新しいお医者さんにアンケートをずっとと
らせていただいているわけですが，これがここのと
ころ，大分変わりだしております。
安心と言うとおかしいのですが，大変に期待して
おりますのは，若いと申しますか，若かろうが何で
あろうが，本当にドクターというのは，よく働いて
いらっしゃる方はよく働いていらっしゃるのです
ね。特に，話がまたさっきのところに戻りますが，
いわゆる水際作戦。これがよかったかどうかという

のは今後，それこそ科学的な評価，対応の現実問題
を含めての評価というものに変えていかなければい
けませんけれど，いずれにしましてもあそこでの機
内の検疫。
テレビそのほかで先生方もごらんになっている方

が多いと思いますが，あれは随分重たいのです。重
装備しておりますので，感染研その他の一番奥の部
屋に入っていくのと同じ格好をしているわけです
が，それに機材を持っておられます。機材は大体に
おいて救急隊員であるとか自衛隊そのほかの人など
の若いドクター，若い関係者が持ってくれてはおり
ますが，1つの飛行機に乗り込んでいるクルーには
大体1人平均でドクターが入っております。ところ
が，若いドクターが「もう嫌だ」と言って，余りに
疲れてしまって「もう行きたくない」と。
大体において一つの勤務を4時間くらいを前提と

しまして，それぞれのクルーを組んでいただいてい
たわけでございますが，ひどいというかオーバータ
イムになってまいりますと，10何時間などという非
常に長い勤務をやらざるを得ないドクターがいらっ
しゃいます。このドクターが結局，若い方がいらっ
しゃらないし，余り行きたがらないものですから，
各病院から出てくださっているドクターの大半が部
長クラス。こういう方たちでございますから，どう
してもある年齢以上のドクターが非常に多くて，そ
の方たちが実は日本の水際作戦と言われている，世
界でも類を見ないくらいの大変な水際作戦をほとん
どカバーしているということだけは，ぜひやっぱり
考えていただかなければいけないと思います。
このいわゆる現実問題としては，一番レベルの高

いというか能力的にすぐれているドクターがそこへ
とられちゃっていますために，病院の継続医療と言
われているものが非常に困っております。一番これ
が困っているのはがんの患者さんの継続的な治療対
応。この問題が最も困って，患者側のクレームと申
しますか不安ですね，これが一番大きいわけです。
それからもう一つ具体的な問題としては，透析その
ほかを中心とする腎対応。この問題が，ドクターが
いなくなってしまっているために，またとられてい
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るために大変な騒ぎである。
そしてさらに，御承知のとおりに，いわゆる一応
プールするという意味で，近くにいた学生さんその
ほかをホテルに置いたり何かということで，一応そ
ちらの方も勤務者を中心にして大混乱が起こって，
特に一番私などが心配しておりましたのは，肝心要
の医療側，ドクターを中心にしまして，本当にもし
強毒のウイルスとか，あるいは感染力が極端に強い
パンデミーなどにつながるようなものであった場合
に，一体日本のドクターに対するガードはどうなっ
ているのだろうかと。
「マスクをしなさい」とか「手を洗いなさい」と
いったレベルの問題で，一体よいのだろうかどうだ
ろうかという問題と，医療過誤とか何とかどころで
はないくらいに重大な問題があるけれども，一体ど
うなのだということに関して，舛添さん直接ではな
いのですがいろいろな質問をしたのですが，そうい
うことに関する配慮というのは全くないわけです。
何かわあわあ大勢で行けば何とかなるのだろうと
言っているのは，やっぱり感染症というものに対す
る認識が全くないまま，今日まで約20，30年にわたっ
て日本がすごして来れたわけです。これは大変に幸
せだったわけです。大げさな大感染というのはほと
んど姿を消しました。
繰り返しますが，私も長いこと仕事をやってきた
関係で，1975年くらいに新型のウイルスということ
で，当時は在郷軍人病と言って，アメリカのフォー
トディクスというところで発生したものや何かの取
材で，CDC であるとかそのほかをずっと長くそち
らの方で仕事をしていたことがございます。
そのときはもう典型的に60年周期と言って，日本
だけではございませんで，世界的にインフルエンザ
というのは間違いなく60年単位で大きな波でやって
くると考えられ，しかもそれはほとんどトリ，そし
てトリに運んでくるのがブタであるということで，
当時，なかなか許可はもらえなかったのですが，中
国の広西省の相当奥の方のブタ，こういったところ
の調査や何かに日本の予研，当時は予防衛生研究所
でございます。そこの大谷先生と一緒に参りまし

た。
また，南の方の琉球孤そのほかのところの灯台や

何かに，もう一晩に何10羽というトリがぶつかりま
す。灯台に。そしてそれを全部集めたり何かいたし
まして，それを分析していろいろと調べたり何かし
たわけでございますが，結果的には，「来年は来る」
「再来年は来る」というふうにして毎回，毎回新型
におびえながら過ごしたわけでございます。そし
て，どういうわけかずっと来ないで，そのまま20年
以上たってしまったわけでございます。
ですから，60年周期といってももう現実には80年

近くなったわけです。そういう周期説をもし元にす
れば，今回は相当に強烈なものが入ってきてもおか
しくはないわけでございますが，今回は非常にわか
りにくいものが多過ぎまして，何だか知らないけれ
ども変な形で動いておりますのは，実は各国の医療
に対するあり方，考え方というものが全く違ってい
る為だと思います。
例えば，これはもう各国に対して日本というある

程度，十二分に恵まれている国の立場で言うのは大
変に生意気でもあるし申しわけない言い方かもしれ
ませんが，メキシコは，私は行っておりませんけれ
ど，取材のために行ってきた仲間の話を聞きますと，
これはもう起こって当たり前だと。また，起こった
ところで別にどうこうなどと皆は思っていないと。
何が風邪なのか，何が本当の病気なのかなんて全然
わからないから，数字なんていい加減なものですよ
と。
何人感染したとか，あるいは亡くなった方がどう

かと言ったって，それこそゼクチオンしているわけ
でもないしはっきりわからないから，数字は全く当
てにならないと。まして，大統領と保健相がポスト
をめぐって争っていると。こういうような国で，何
が何だか全然わからないというような見解が比較
的，ちょっと乱暴にくくって，諸先生にあえて乱暴
な発言で言わせていただきますと，そうだと。
それから，隣のアメリカでございますが，アメリ

カは御存じのとおり日本の倍の人口でございます。
また，面積そのほかはもう問題になりません。今，
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アメリカで最大の課題は，いわゆる日本で言うとこ
ろの医療保険をめぐりまして，企業が次々とつぶれ
てしまっているわけです。クライスラーにしまして
も，フォードにしましても。一番大きなつぶれてし
まった理由，しかも日本のお金で言ったら何億どこ
ろではない兆に匹敵するようなお金を国が出して救
済しなければならない最大課題は，いわゆる企業が
責任を持ってカバーしなければならない保険料。こ
の問題に関して，各企業はもうギブアップしてし
まっているわけです。
組合の方も，企業につぶれてしまわれたときには
大騒ぎになりますので，医療保険のカバー分だけは
何とかしろということで，大変にもめていることは
御承知のとおりでございます。アメリカは御存じの
とおり，申し上げるまでもなく，全面皆保険をやっ
ていない国でございまして，4,000万近い人たちが
無保険のままおります。ただし，勤めております人
たちを企業がガードしている点では大変に強うござ
いまして，日本どころではございません。日本は健
保連そのほかという問題でやっていて，会社に勤め
ていなければいわゆる国保中心でございますが，向
こうのいわゆる保険料という問題は，非常にかたい
ものがございまして，ある意味において労働組合の
非常に重大な問題になっております。
そうすると，その問題をどうするかということで，
いわゆる医療費を支払っていくときに，ぐんぐん上
がってくるわけです。そして持ちきれなくなって，
それを日本で言いますと，結局民間の保険会社の方
に委託，依頼せざるを得ないということですったも
んだが起こりまして，これらが火付け役になりまし
て現在のアメリカのいわゆる金融並びに企業，財務
そのほかの大混乱が起こってしまっているわけでご
ざいます。
ですから，今オバマ政権が何だかんだと言いなが
らも世界から非常に期待され，また注目されており
ますのは，挙げて医療保険制度の中の手直し。手直
しと言いましても，一部の企業の中で強くガードさ
れているものをいかにして少し低めにもっていく
か。しかも，無保険の4,000万の人，さらには日本で

言うところの後期高齢者的な問題，あるいは貧困層
を中心とする生活保護ですね。そういったような問
題に関して，これらをうまく整理できるのだろうか
どうだろうかということが，世界的に注目されてお
ります。
これは実はアメリカのアフガンの撤退以上に重大

な問題だというふうに見られておりますが，これが
思い切った予測を申し上げますと，私はいかにオバ
マさんが期待されていても，これはちょっと難しい
のではないかというふうに思っておりまして，形の
上ではほどほどの保険構造が敷けるかもしれないけ
れど，ちょっと無理ではないかなと思っております。
それでは，それほどドクターというのはアメリカ

の場合に恵まれているかと申しますと，これはそう
ではございませんで，一番恵まれておりますのはや
はり保険会社。保険会社の下にくっついているドク
ターグループが結局，それぞれ専門医集団で保険会
社とネットをつくっておりまして，そこである程度
のインカムを保証されております。
ですからある手術，例えば心臓移植そのほかに関

しては幾らかかったとか何とかいう話が出ますが，
ああいうものもほとんどは保険会社が押さえており
まして，そこでクルーとして雇われているドクター
が大体において，ある程度の金額の中で動かざるを
得ないというのが，非常に残念ではございますが，
そういう仕組になってしまっております。
ですから今でも，アメリカとあるいは日本の医療

構造の問題で，やや「アメリカではどうだ」という
お話が依然として出ることがよくございますが，こ
れはもうとんでもない間違いでございまして，何ら
アメリカで日本が参考になるようなものというのは
ございません。むしろ，「こういうものがあったか
ら，こうなってはいけない」ということをやる分に
はよいのですが，このあたりがよく先生方に考えて
いただいた方がよいのだろうなと思います。
特に一番の問題は，外からドクターをどんどん入

れるという問題。この問題も資格の問題絡みでどう
するかということもございます。また，専門医がそ
れぞれの立場で専門家同士で強いユニットをくんで
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いるとか。あるいは，各州単位でいわゆる開業の自
由とか自由でないという問題に関しては，相当に強
烈に締めつけているところもございます。
みんなばらばらでございますが，繰り返しますけ
れど，何と言っても2倍以上の人口と，面積的に言っ
たらべらぼうに大きなところで，しかももっと大き
い問題は基本的に制度が違っておりますから，違う
制度の中でそれぞれの独立国が考え方を持っている
ようにお考えいただければよいだろうと思うので
す。困った場合でしたら，ドクターはまた州境を越
えまして，違ったところでオープンできるというこ
とも十分に考えられます。ただ，そこでの医師会の
経費そのほかという問題もまた複雑に絡み合ってお
りますので，一概に言えないというところになかな
か難しい点がございます。
そういうように，国の制度というよりも国の中で，

アメリカのような国でございますとそれこそ州の独
立性という問題が相当に強いために，そういった国
との中，あるいは州との間で一体開業医というのは
成り立つのだろうか成り立たないのだろうかとか，
いろいろな問題がずっとございます。
ですから，日本人の方でも向こうで開業なさった
先生方が随分いらっしゃるわけでございますが，現
実に私どもがお世話になって，仕事で教えていただ
いたり何だかんだで教えていただいた先生方の大半
がお亡くなりになると，その後，それこそ跡をお継
ぎになる息子さんそのほかというのはまずいらっ
しゃいません。皆それぞれおやめになって。つま
り，余りメリットのある仕事ではないし，大変に忙
しいということと，それから最終的には人種問題と
いうのがどうしても最後には残っていたというの
が，私のよそから見ている直感みたいなものでござ
います。
そのほかにいろいろなことがあるのがアメリカで
ございますが，これはアメリカだけに特に特化して
申し上げる必要はございません。あとはフランスに
しましてもドイツにしましても，またイギリスにし
ましても，いわゆる EU圏が現在激しく揺れており
ます。大変に調子がよかったのです，EU は。経済

的にも安定しておりまして，EUが強くて，現在は
130円以上になっていると思いますが，一時期は160
円から180円くらいまで上がっていったことがござ
いまして非常に安定していたのですが，アメリカの
経済的なあおりを受けまして，今困った形になって
います。
きのうあたりの向こうの方たち，日本に視察や何

かにおいでになっている方々のお話などを伺ってい
ますと，今まではやっぱりイギリスのつけが，特に
サッチャー政権が医者をうんと締めたわけです。そ
れから，医療費全体も締めて締めて締め抜いたわけ
でございますが，そのために結局，非常にやりにく
くなってしまったことと，相当数のドクターが，そ
れこそユーロトンネルを越えましてフランスとかベ
ルギーとか，オランダなどで，医療というものをな
さってしまったわけです。
ですから結局，肝心要の確かな腕をお持ちのドク

ターたちが皆，イギリスからよそへ逃げてしまって，
特に一番多かったのはベルギーらしいのですが，フ
ランスにも随分行っている方がいて，これも自由に
開業することも一応は認めたものですから，それが
現在でも続いております。この問題が実は，いわゆ
るユーロ圏がぐっと広がってまいりましたために，
福祉そのほかで一種独特のカラーを持っておりまし
たデンマークであるとかスウェーデンという問題
が，この医療の構造の中で混乱を起こし，日本的に
言いますと介護保険絡みの方たちのアフターケアと
いう問題にまで，相当に大きな混乱が起こってし
まっております。
しかしまあ，いずれにしてもそれなりに方々の

国々が苦労しながら，それぞれのまだ歴史を現在で
は引きずりながら，国単位のあり方というものをか
ろうじて維持していらっしゃるのが現状だろうと見
ております。
これもまた先生方にちょっと申し上げたいのは，

実は，1例報告的なものがユーロ圏の場合には非常
に多いのでございます。例えば，おととい出ました
会議などでも，ある向こうに視察に行っていらした
医師会の先生方が，腎透析の問題でもスウェーデン

神奈川県内科医学会会報No.32 17



の例をおっしゃったのでしたか，スウェーデンでは
腎透析は認めないと。そして，ある年齢になったら
皆切ってしまって全然やらせてくれないために，み
すみす死んでいくのだということとか。あるいはデ
ンマーク自身がターミナルケアの問題で，胃ろうの
問題。そういうものは一切やらせない。したがって
結局，みすみすそういう日本で言うところのターミ
ナルケアの問題に関してはやらないで，そのまま亡
くなってしまうのだというような例をお話になった
のですね。
会議でございますから，余りそういう失礼なこと
は言えなかったのですが，たまたまいらっしゃった
病院，あるいは施設そのほかで1例報告的なことを
ごらんになるのは，間違いではないわけですが，全
体の構造から見ますとそんな極端なことはございま
せんで，やはりほどほどなのですが，ではどうする
かという方向性に関しては，やはり余り無駄なこと
はやりたくないし，やるべきではないのではないの
だろうかと。ただし，その場合にお金の問題でどう
こうというのは余りなくて，人生観とか宗教観とか
いろいろな問題がございまして，そのあたりが
ちょっと違うような感じを私自身は受けておりま
す。
日本でも，この問題は実は非常に多うございまし
て，昨今は「どうしたらよいだろうか」と。とにか
く一般の患者さんからの，家族ですが，「どうしよう
かと思う」と。一遍それをやってしまったらおしま
いになっちゃうし，またそこまで苦しませるという
ことに関しては疑問だというようなお声が随分多く
て，こちらとしては医療機関ではございませんので，
やはりそれぞれのセカンドオピニオン的なドク
ター，もしくはかかりつけにずっと診ていらっしゃ
るお医者さんがいれば，その先生と御相談になった
らどうですかということしか言えないわけでござい
ます。ターミナルを大病院，大学病院や何かで迎え
ますと，之は非常に大変です。
このあたりもあって，そっちの方のドクターの言
い分もございますし，家族の不安もございまして，
何とも言えない中で，この混乱がまだまだずっと続

くだろうと思っております。でも，保険でこれを認
めないとか何とかいうことを一部の医務局長や何か
は言ったりしておりますが，私はそんなことは
ちょっとないと。当分，要するにそういうことを希
望なさる方に関してはというと，患者さんの方の御
意向，あるいはそういう問題をどうするかというこ
とにやっぱりすべてはかかってくるだろうし。とい
うことは，それだけの情報を患者さんの家族に提供
しておかないと，いろいろな問題が起こるだろうと
いうことで，いわゆるインフォームドコンセントと
一時期言われて，そのまま現在でも定着しておりま
すが，よその国と比べて，私は日本のドクターは皆
保険のせいと，非常に患者の数が多いとかいろいろ
な問題と絡めて，患者並びにその家族との会話に関
しては極めて下手だということは，ざっくばらんに
申し上げていつでも思います。
やはり古いドクターはゆっくりお話になります

が，若いドクターは会話がちょっと欠けるところが
あり過ぎまして，ついこの間も，これは京都大学で
ございますが，京大御出身のOBの先生方のうち8
人ほどが，御自分がいわゆる相当に重い病気になら
れた方たちがまとめていろいろ資料などをお送りい
ただきましたのですが，この方たちが一番言ってい
らっしゃることは，自分が教えたり，あるいは同業
の方たちがこんなに話が下手で，十分な話ができな
いのかと思うと，患者になった自分たちが非常に考
えさせられるものが多過ぎて，こういう点をどうし
たらよいのだろうかということを今悩んでいるとい
うようなお話がございました。
とにかくこれで75歳以上の方が10％を超えている

ことがはっきりしている国でございますので，よほ
ど頭を切り替えていただいて，患者のほとんどが高
齢者という段階で，高齢者対応とターミナルという
問題に関して，診療の，特に内科系の診療の先生方
はどうやっていったらよいかということが一番大き
な課題になるだろうと思います。
「ターミナル，ターミナル」と言いましても，い

わゆるホスピスケア的な意味におけるがん中心のパ
リアティブケアだけではございませんで，やはり人
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は必ず死ぬものだという教育を，これから文部省は
全力を挙げてやっていくということを言っておりま
すので，これがどこまで定着していくかどうかわか
りませんけれど，やはり人は死ぬものだということ
を子供のころからずっと持っていって，逆に，死ぬ
からどうこうというのではなくて，だったらどう生
きたらよいかという方の励まし，プラスファクター
の方に持っていきたいのです。医療という問題はや
はりそのあたりでマイナス要因だけではなくて，プ
ラスの方向にもこれから進んでいくべきではないか
と思っております。
初めの話に戻りますけれど，このインフルエンザ
の水際のときに私は，日本のドクターというのはこ
んなに働いているのかということをしみじみと感じ
ました。一緒にクルーになって飛行機の中に入って
いったり，あとは施設そのほか，成田日赤や何かの
中には随分ドクターが出たり入ったりされておりま
すが，本当にもう献身的という言い方はおかしいの
ですが，余りにそういう献身というようなきざっぽ
い言い方ではなくて，淡々として日本の医療という
ものを当たり前に守っていらした歴史というのは
ずっとあると思います。
これは文字どおり，親の背中を見て子供が育って
いくのと同じように，日本の若いドクターたちも相
当数の方たちが，やはり同じように一生懸命に働い
ていらっしゃる姿を見ますと，私は余り皆が言うほ
どひどい問題ではないのではないかなと感じており
ます。
それから，今，日医の方でも問題になっておりま
すのは，医療過誤の問題に関してどうこうするとか
いろいろな問題があるわけでございますが，医師の
偏在とかいろいろな問題絡みで，これからもう少し
整理するけれども第三者委員会とかいろいろな問題
も，ある程度きちんとやっていったらどうかなとい
うことは割合，皆さんの方で真剣に思いだしてい
らっしゃるようでございます。
ただ，よく勤務医の方たちに「なぜもう勤務医を
やるのは嫌なのですか」というアンケートに関して
は，もう相当数の方が，「医療の問題でトラブルを起

こして，そこで訴えられたらたまらない」とか，あ
るいは「捕まったり何かしたら，とてもではないが
やっていられない」ということをおっしゃいますけ
れど，実際は，日本の全患者と全部の医師の割合か
ら考えますと，こんなに医療トラブルの少ない国は
まずございません。
ですから，対の問題で考えなければいけないわけ

ですが，私は相互信頼を残せとは言いませんけれど，
まだまだ残せる余裕のある国だろうというふうに
思っております。ただ，これがこれから後，いわゆ
る国の中のあり方や何かも随分変わると思います。
また近く，当然選挙があるわけでございますけれど，
これがどうなるかというのは私には全く今予測でき
ないわけでございます。
さっき申しましたように鳩山さんが跡を継ぐこと

になりましたけれど，一体これがどうなるのか。こ
ういったような意味において，ちょっとはっきり何
とも言えなくて，きょうは中山先生がこういうこと
で言えとおっしゃっても，私はとにかく予測できる
ことが何もなくて，どれもこれもみんな不確定要因
ばかりをお話しなければならないというのが大変に
申しわけないのですが，何しろ信頼できるもの，確
実にということが一つもないまま，日本はこれから
しばらく動きます。
ただしインフルエンザは，繰り返しますけれど，

もうまさに神風でございまして，医療費の問題，医
療制度の問題，中医協をどうする，それからいわゆ
る卒後研修の問題をどうする，もう複雑に絡み合っ
ていて，いろいろな問題をうんと抱えているにもか
かわらず，全部それを消してしまいまして，インフ
ルエンザ一色になって，恐らく今私がお話させてい
ただいておりますので外の様子がわかりませんけれ
ど，テレビそのほかを見たら大分，大きな動きが進
んでいるだろうと思います。
私にすれば，神戸，兵庫県地区で小学校から保育

園から老人施設まで全部閉鎖したり，集会を禁止さ
れたり，医師会だって集まってはいけないというよ
うなことまでが言われているような。一体，意味が
あるのだろうかどうなのだろうかというようなこと
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まで含めまして，舛添さんに聞いてみる以外にはな
いだろうというふうに思っておりますが，何しろ舛
添さんにとっては神風が吹きまくっているのがきょ
うであり，明日であり，ここ2，3日であろうとい
うふうに思いますので，先生方もどうぞマスクを十
分になさって手洗いをして。
やっぱりやるに越したことはございませんので，
やると言うのだったら全部やった方がよいし。それ
から，特に人から人への感染が本当に起こっている
とすれば，先生方のお体というのはよほど考えてい
ただかなければならないくらいに，私は自分で大変
に不安に思っておりますので，ぜひその点を最後の
言葉として，とりとめのない話で，しかも確実なこ
とを申し上げられないで申しわけないのですが，中
山先生，ちょっとお願いします。

【特別講演3】
「神奈川県内科医学会会長在職10年にて
思うこと」

神奈川県内科医学会名誉会長
中山 脩郎

中山 最初に申し上げさせて頂きますが、私の話は
雑談でございますからどうぞお気軽にお過ごし頂き
たいと存じます。
さて、1983年（昭和58年）に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（老健法）が制定され、その1年前から現在の
基本健康診査と同じ一般健康診査に合わせて、胃・
子宮がん検診が既に始まっていました。神奈川県医
師会では老健法が実施される1年前の1982年（昭和
57年）に地域がん検診システム委員会が立ち上げら
れ、一般健康診査も含めて、胃がん、子宮がん、そ
れに乳がん、肺がんについて、当時の時点での県下
各医師会が、これらについてどの検診をどこまで、
どのように行っているかの基礎調査を行い、資源を
活かした効果的な検診目的の為、どのように構築し
ていくべきかの論議が行われてきました。
当時、私は肺がん検診対策班班長をやらされてい
まして、まずは老健法とはいったいどんなものかの

アンケート調査を横浜内科学会で行い、会員の理解
度を把握しながら、県医師会として肺がんの早期発
見にどのような対応をして行ったらよいかを、先進
的に行っている地域医師会の現状を中心に、県医師
会内の検診システム研究会での報告、また会報への
掲載、専門学会への発表等をも行いながら、肺がん
検診を目指した医師会活動を通じての実践はどのよ
うにしなければならないのか、その目的達成の為に
均等な質の担保はどのようにあるべきか等の県下で
の意識浸透に努めた結果、神奈川県の（特に数ヶ所
医師会による胸部直接撮影検診システム）業績が日
本全国でも高く評価されつつありました。そのよう
な状況の中で気付いたことは、早期に肺がんを見付
けることは大事だけれども、その一方で肺がん発生
の根っこを押える一次予防も同じ比重で遂行しなけ
れば片手落ちではないかということです。

私が強い関心を持たされたのは、1984年（昭和59
年）9月の新聞紙上で、長野県伊那市での30年に亘
る禁煙活動によりタバコ関連病死亡率が全国平均よ
り低いという、国立がんセンター疫学部長 平山
雄氏（当時）の発表の記事でした。1985年（昭和60
年）5月の連休に日本禁煙友愛会の本部がある伊那
市に会長の小坂 精尊氏を訪ねて参りました。伊那
市内に入りますと、スライドにお示ししますように、
広告塔を思わせるような標識があちこちに立ってい
ます。「自戒、断煙」、「たばこ吸うな。公衆の場所で
は禁煙しましょう」とか「お父さん、あらまた吸う
の悪魔の煙」等々。これが昭和60年です。今から24
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年前のことです。私はびっくりしました。すごい
な！！会長の小坂さん。この方は全くの民間人で
あって医師ではありません。もともとは小規模生糸
工場の経営者でして、或る事を契機にタバコ問題に
非常に強い関心をお持ちになったわけであります。
この禁煙友愛会は当初たった10名で発足し、それ
が30年足らずで2万2000名にまで膨れ上がって当時
の伊那市の戸数当り40％はこの会員であったそう
で、そして当時伊那市にありましたタバコを売る専
売公社が商売にならず撤廃したとのことでした。
この健康運動を推進された小坂さんは元々、呼吸
器が余り強くなかった。当時、中小企業は不景気の
さなかにあって経営が苦しく、何とかしてあと半年
間凌いで次の融資を受けられるまで頑張らなければ
ならない、そのため節約して少しでも金を捻出する
ことが出来ないか、あれこれ考えた末、結局は自分
が喫ってる一日に最高級タバコ3～4箱、禁煙して
そのタバコ代を少しでも従業員に何らかの形で還元
しよう…。
一番高いタバコを毎日3～4箱喫っていてそれも
積もると一年でタバコ代もばかにならない。断煙を
何回かやって失敗したが、今度はもう背に腹をかえ
られない何とかして金を捻出しなければならない、
そのお金を何らかの形で従業員に還元したい。とに
かく1年頑張らなければ、その想いが禁煙の動機
だったそうです。
禁煙してるうちに、以前からの咳、痰が出なくなっ
た、ご飯もおいしい。これはいいなと！タバコ代の
お金がたまってしかも健康になるのならこんなに良
いことはないじゃないか，皆にも勧めて会を作ろう
と考えて、無尽講の12人に説得してその結果「小坂
のいうことだから仕方がない、どうせ長続きするわ
けがない」と言われながらこれを始めた。会費は当
時月1000円（白米840円／10kg）決して安いお金で
はありませんけれど、毎月の会費のうち1年たった
ら80％お返しする「つもり貯金」、残り20％は会の運
営・イベント・地域に役立つ事例えば小中学校へ傘
を寄贈等々に使うというユニークなアイデアでし
た。そうやっている中にともかく貯金になるし体の

調子も良くなるようだし、その上、囲碁・将棋大会、
ゲートボール大会、ソフトボール大会、花見・紅葉
狩り、はたまた一泊二日旅行、後には中国へ海外旅
行等々いろんなイベントがあって面白そうだぞで、
発足時の10名が30年後には22,000人になったそうで
す。
このようにして30年間の禁煙運動の結果がこの昭

和59年（1984年）の新聞にあるような実績となった
わけであります。また、当時の竹下総理大臣にタバ
コ広告規制申し入れ等すでに20数年前にこのような
ことを行われた。そしてまた WHO の表彰も受け
られ、94歳でお亡くなりになられました。私はこの
方と昭和60年5月、半日お会いしてお話しを伺った
だけのお付き合いでしたが、医者ではなく一民間人
として、先程申しましたような動機を通して健康問
題に目覚め、当時としては極めてユニークな運動で
あっただけに、誤解も多く中傷・妨害の中で自ら行
動し、人材を自ら見つけ育て組織化していった小坂
さんの人間としての歩みに、その後ずっと現在に至
るまで私には、この方の事が何かの折に触れて頭に
浮かんでくるのであります。正に一期一会、ありが
たく思っています。
伊那市に伺った直後、昭和60年6月に健康増進運

動への実践「肺がんの一次予防」をペーパーとして
県医師会報に掲載させて頂いたり、県医師会の中の
「がん検診研究会」への発表等々幾多の論文も発表
しました。また、当時厚生省が提起した家庭医認定
問題（昭和58年）、またそれに関連した医師会生涯教
育の在り方、病診連携を中心に据えた医療供給体制
の6回にわたる横浜内科学会におけるアンケート調
査結果の分析の発表、また私自身の小学校校医とし
ての禁煙教育、肥満児対策の実践等についても関連
学会・雑誌等に発表して参りました。
こんなこともありました。県医師会がん検診対策

班の会議の前日の日中は自院診療済ませてから、準
夜・深夜の通しで横浜市夜間急病センターの当番を
こなし、早朝帰宅後約2時間近く寝て午前中診療。
午後、当時は紅葉坂にあった県医師会での委員会へ。
体力に自信があったからそれが出来たわけですが、
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当日は私は座長として全体の進行をやっているうち
に猛烈に眠くなりまして、困った困ったと思ってい
るうちに気力を振り絞り、うつらうつら状態で何と
か切り抜けたものの苦しかった事を今でも鮮明に記
憶しております。
私は1995年から2期4年間横浜内科学会の会長職
もやらされて、その間、地域に根ざした内科医のあ
り方・その実践のための幾つかの研修勉強会の組織
化等々を行っておりました（もちろん本業は本業と
して可能な限りはやっておりました）。そして全然
予期せざる中で1999年（平成11年）から県内科医学
会会長をお引き受けする事になったわけでありま
す。
本会創設以来の史料をひも解いてみますと創設は
1967年（昭和42年）2月で、創設初期の事業として
特筆されることは、病診連携の概念の未だ乏しい時
期にそれが実践された事であります。県下の4大学
は、横浜市立大学医学部を始めとして1971年（昭和
46年）から1974年（昭和49年）にかけて北里大学医
学部、聖マリアンナ医科大学、東海大学医学部が相
次いで開設されました。これを契機に、会員と大学
医との密接な連携による、会員の質の向上を目指し
た生涯教育の柱として「臨床医学研修講座」が、
1974年（昭和49年）6月から定期的に4大学持廻り
で行われてきました。さらに1968年（昭和43年）6
月から県下5地区を輪番で、地域内科医会・会員相
互の理解・連携・親睦に通じる集談会が持たれ、現
在に及んでおります。
再度申しますが、未だ病診連携という明確な概念
の乏しかったこの時期に、その時代・時代のニーズ
をいち早く察知し、実践した歴代会長を中心に多く
の役員の方々によって築きあげてきた実績が継承さ
れ、現在に至っております。
私は1999年（平成11年）から会長職をお預かり致
しました。就任に際して以前から私が考えていまし
た事を会員の皆さんのご理解を得ながら進めたいと
思っておりました。それは現在の少子高齢化の進む
中で、あらゆる面での社会的困難の度が増しつつあ
り、いま求められている事の一つに、高齢者の社会

的活動平均余命の伸展すなわち若々しい活気に満ち
た高齢化社会の実現が求められています。そのため
には従来型の生涯研修とともに地域に根ざした医療
学の構築をすすめ、その成果が行政にも反映され活
き活き高齢社会実現のための地域医療学の構築によ
る地域健康度アップであります。そして常任幹事会
の中で多くの議論を経てこの6つの委員会が順次発
足し、活発な委員会活動が行われておりますが、そ
の詳細につきましては先ほど各委員長からご報告頂
いております。
このように多方面にわたる活動を展開しうるよう

になった原動力はなんといっても第17回日本臨床内
科医学会担当にありました。すでに1991年（平成3
年）10月に県内科医学会（会長故松田文太郎）で第
5回日本臨床内科医学会を横浜で担当した経緯があ
ります。当時私は学術部門を担当させられ、多くの
役員の方々と多大の苦労を分かち合いました。
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私が会長就任してまもなく日本臨床内科医学会を
神奈川でとの打診を受けて、第5回担当時の苦労も
想起し、思い悩みながらもその当時としてはやむを
得なかったあるいは当然であったかも知れない地域
偏向型イベントを是正するためにも、この機会に県
下の18内科医会が力を合わせてそれぞれが今まで表
に出ていない有能な人たちを選出し、皆がそれぞれ
役を持ち、4大学の先生方とも同じ方向性の目線で
協力し合いながら全員参加の全国規模学会を作り上
げる。これによりこれからの活動しうる人材を広く
県下で見出し、従来よりもより密接な4大学の先生
方との交流、例えば私どもの調査研究に大学の先生
方も入って頂く等々の契機に為しうるのではないか
と考え、困難があってもこれこそが千載一遇の機会
であると考えその意義を説き、常任幹事会では一部
には反対意見もありましたが大勢は受諾に傾き、
2001年（平成13年）9月2日の常任幹事会で、2003
年（平成15年）9月13日～15日パシフィコ横浜で第
17回日本臨床内科医学会担当を正式表明し直ちに前
準備に取り掛かり、開催1年前の平成14年1月から
組織委員会を立ち上げ5地区選出委員を中心とした
全員参加型の本格的な準備に取り掛かりその成果
は、第17回 日本臨床内科医学会の運営と内容は大
会スローガン〈健康長寿社会を目指して〉にふさわ
しいものであったの高い評価を後日頂きました。
この準備の約2年間に亘る5地区の先生方相互の
さまざまな場での交流で生じたエネルギーが、今日
の会の活動・成果に結びついたものであると確信し
ております。
さて、話は替わりますが最近思いつく事を幾つか
話させていただきます。
現在、肝がん死亡は男性第3位、女性第4位に位
置し、Ｃ型活動性肝炎由来のものが大きな部分を占
め患者数は150万人、その多くは発癌年齢に達して
います。それだけに肝炎から肝癌発症へのルート阻
止は大きな課題であります。
先ほども多羅尾委員長からのお話もありました
が、肝炎対策委員会の活動に対して先生方の強い関
心を持っていただきたいと思います。また 「内分

泌異常のやさしい診かた談話会」！5地区持ち回り
で1999年9月（平成11年）から現在まで行われてい
るこの会は、当時横浜市大第3内科教授関原久彦先
生から日常診療の中で少ないと思われているが実は
そうではない内分泌疾患の啓発をかねて勉強会をと
の要請いただいて発足した会です。参加された先生
方からは好評を拍し現在に至っています。是非とも
本会への参加がさらに増えることを念願していま
す。
次に禁煙・分煙推進委員会に関することでありま

す。WHOで随分前の1975年（昭和50年）に「禁煙
とその健康に及ぼす影響での勧告」で子供に対する
健康教育は早い時期に家庭と学校で始めるべきであ
り全教育課程を通じてさまざまな段階で強化すべき
である。喫煙と健康についてもっとも大きな存在は
医師とその他の保健関係の職業である云々とありま
す。私は満80歳定年まで小学校校医として養護教員
の助力を得て毎年6年生に教科として禁煙教育を
行ってきました。生徒からは活発な質問が出ますが
ほぼ毎年「どうしてそんなに悪いものを売っている
の？」とタバコ問題の本質をつく鋭い声もあります。
生活習慣病の中でタバコは重大な発症因子であり、
次代を背負う子供たちにタバコを吸わさせない徹底
的な学校教育は大変重要であるだけに、是非、校医
を担当している先生方には医師会を動かして校医の
タバコ教育義務化を推進して頂きたいと思います。
さて、かかりつけ医，家庭医機能の問題に目を向

けて見たいと思います。かかりつけ医とは自分の健
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康に関して相談できたり，体調が悪くなったときに
まず診てもらおうと自らが認めている医師のことだ
と嘗て杏林大学保健管理学の北島先生がおっしゃっ
ていました。私もそう思いますし何かあった時にす
ぐその医師のことが頭に思い浮かび、そして適切に
対応してくれる。これがかかりつけ医であると思い
ます。1985年（昭和60年）厚生省は「家庭医に関す
る懇談会」を主宰し、家庭医なる標榜科を厚生省主
導の下に創設を目論み結局はその標榜は消えました
が、そこに提出された議論はもっともなことである
と当時も思っていました。その論点を要約しますと
戦後40年間、我が国の保健医療体制は、着実にその
整備が図られてきた。しかしながら近年、我が国の
保健医療をとりまく環境は、諸外国にも例をみない
急速な人口構造の高齢化等に伴う慢性疾患の増加、
国民の健康に対する意識の変化などにより大きく変
化している。
一方、今日まで、地域におけるプライマリ・ケア
は、主として開業医が担ってきているが、近年にお
ける著しい医学の進歩、医療技術の高度化により医
療において「人間」から「疾病」さらには「臓器」
をみる傾向が生じ、医療の供給体制に専門化が進行
している。このような状況のもとで若い医師の勤務
医志向が強くなり、これに加え開業医の高齢化によ
り地域のプライマリ・ケアを担ってきた開業医の医
師全体に占める割合が次第に低下する傾向にある。
また、患者にも大病院志向が強くなってきている。
こうした環境の変化を踏まえ来るべき21世紀におい
てすべての人が明るく安心して生きていける社会を
構築するためには、家庭の状況を把握しつつ医師・
患者の信頼関係に基づいたいわゆる全人的医療の確
立やプライマリ・ケアを重視し、地域の特性を考慮
しつつ、健康増進、疾病予防から早期発見・治療・
リハビリテーションに至る包括的かつ継続的な保健
医療を行うための体制の確立が極めて重要となって
いる。このため、住民の日常の健康管理、健康相談
や一般的にみられる疾病や外傷等日常的な諸疾患に
対する適切な診断・治療を十分に行うとともに、必
要に応じ専門医療機関等へ患者を紹介するなど包括

的かつ継続的な保健医療を行うにあたっての中核と
なる医師について検討することとし、昭和60年（1985
年）6月「家庭医に関する懇談会」が発足した。

本懇談会は、我が国における医療の現状と問題点
を特に上記の観点から検討し自由討議に加え8名の
ゲスト・スピーカーからの意見聴取の場を設けて審
議を行い、昭和61年（1986年）3月には論点検討メ
モを取りまとめて、いわゆる一次医療に従事する医
師に求められる「家庭医機能」を明らかにしたとあ
ります。この「家庭医に関する懇談会」で一時期、
厚生省自身で認定標榜科を目指したということで大
騒ぎになりました。
日本医師会はこのような科の設置によって、従来

からの出来高払いの制限、フリーアクセスの制約に
繋がるとして反対しこの構想は見送られました。そ
れから20年以上経た現在、家庭医機能を中心とした
総合医療を目指す日本プライマリケア学会，日本家
庭医療学会，日本総合衣料学会が平成10年には一つ
に統合されて標榜科を目指す動き、また2009年日本
医師会生涯教育カリキュラムの内容を見ても約半世
紀前からの時の流れがあっても当時、提唱された「医
師の家庭医機能」すなわち
1．初診患者に十分対応できること
①疾病の初期段階に的確な対応ができること
②日常的にみられる疾患や外傷の治療を行う能力
を身につけていること

③必要に応じ適切な医療機関へ紹介すること
2．健康相談および指導を十分に行うこと
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3．医療の継続性を重視すること
4．総合的、包括的医療を重視するとともに、医療
福祉関係者チームの総合調整にあたること
5．これらの機能を果たす上での適切な技術の水準
を維持している事
6．患者をふくめた地域住民との信頼関係を重視す
ること
7．家庭など生活背景を把握し、患者に全人的に対
応すること
8．診療についての説明を十分にすること
9．必要な時いつでも連絡がとれること
10．医療の地域性を重視すること
この10項目は人を生活者として診る全人医療を目
指す私どもに対して、その全てを完結しうることを
地域が要請しているだけに家庭医機能を備え持つ地
域医師団の充実は、ますます進む少子長命社会の中
では中核たるべき存在であり、長足の進歩を遂げる
医学医療の中で専門医機能と総合医機能が車の両輪
のごとくバランスよく機能してこそ初めて私ども人
間のための医療を行えるはずだと思います。
さて、わが国は1970年（昭和45年）に高齢人口7％
となり、人口高齢化の門をくぐり1994年（平成6年）
のわずか24年間で高齢社会に突入しました。フラン
スでは115年、スエーデン85年、アメリカ72年かかっ
て高齢社会になったのに比べて、世界に類のない猛
スピードでの高齢社会の出現が社会的に多くの困難
な問題・歪を抱えることになりました。
最近の推計によりますと、2017年には後期高齢者
数は前期高齢者数を上回り、2055年には後期高齢者
が4分の1を占める超高齢国家となります。神奈川
では2002年（平成14年）に高齢化率14％を超え2020
年には25％を超えると推計されています。しかも県
内の100歳以上の人口は平成6年1月1日 208人が
平成21年には2413人とどんどん増えてきています
が、これら超々高齢者の方々の殆どが自立してい
らっしゃるかは不明であります。さらにまた、家族
の崩壊を招きかねない大変厄介な問題を抱える認知
症の出現は高齢になるほど増えてきて大きな社会問
題となってきております。

別図の如く85歳以上になるとその出現率は27.3％
と、長命になればなる程その出現が増えてきます。
是非先生方「認知症対策事業委員会」で行われてい
ます「認知症を考える神奈川の会」、毎回200人前後
の先生方がおいでになりますが、是非知人の先生方
もお連れ頂き強い関心を持っていただきたいと思い
ます。2008年（平成20年）9月の毎日新聞によりま
すと、70歳以上の老老介護世帯の割合が3割を超え、
65歳以上の単身世帯数も1000万を超え、過半数が生
活が厳しい、一方では世帯の高齢化小規模化が進み
高齢者を介護する若い世代の家族が減っている。し
かも6割以上の介護者が悩み・ストレスをもってい
るという現実があります。現在医療費は年とともに
増え2006年現在（平成18年）33兆円を超えておりま
すが寿命が延びる長命者層が増えれば増える程医療
費が伸びるのは当然です。
このような医療費の伸びに対してその抑制政策で

歯止めをかける国の政策に対して、第17回日本臨床
内科医学会基調講演で日本学士院会員・東京大学名
誉教授宇沢弘文先生が「ヒポクラテスの誓いと社会
的共通資本としての医療」のご講演を頂き正にかく
あるべきと深く感銘を受けました。以下その要約を
お載せいたします。社会的共通資本とは一つの国な
いし特定の地域が豊かな経済政策を営み、優れた文
化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的・安定
的に維持することを可能にするような社会的装置を
意味する。それぞれの社会的共通資本に関わる職業
的専門集団によって、専門的な知見と職業的倫理観
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に基づいて管理・運営されなければならない。社会
的共通資本は、どのような所有形態をとろうと、そ
の管理運営は、決して官僚的基準に従って管理され
てはならない。
また利潤追求の対象として市場的な条件によって

左右されてはならない。
教育と医療こそが、最も重要な構成要素であろう

ことは明らかである。
私共は医療費問題で医療経済の動向に対して確固
たる理念をもち行動すべきであります。
ここからまた話は変わりますが会員増強の問題で
す。この問題は数十年前から何かの折にいつも色々
論議されても、これと言う妙案もなく現在まで尾を
引いております。これは県内科医学会だけではな
く、医師会その他関連医会でもよく耳にする話です。
入会を勧めても「会に入るとどんなメリットがある
のか」という話です。その意味するメリットを聞い
ておりますと、経済的な得になるのかどうか収入増
と結びついたメリットとしか理解のしようがないよ
うに受け止められます。本来、学術的・医療学的な
会の存在意義は地域密着型医療の立場から言うと、
日常診療を通して自らの仕事の質を高めるべく研鑽
の場として捉え入会し、勉強会・懇親会出席等等の
機会に幾多の同好の友を知り相互刺激を受け、そし
てまた先進的医学・医療の進歩を習得し、自らを高
める、そのようなチャンスを得ることができるのが
メリットであり、目先だけのものではありません。
それとともに、現在、私どもがおこなっている高血
圧・糖尿病等の臨床調査研究に参加することにより
診療の自己評価に繋がると共に、これらの多数の
データ集積・分析の調査・分析を地道に推進し関係
学会・地域にも発表し、地域に根ざした医療学の構
築により地域全体の医療の流れをより良質なものに
すべく、その成果が行政にも反映され地域の健康度
を高め得るならば、私どもへの高い評価と信頼が生
まれると思います。
さて、ここから本題となりますが、高齢～超高齢
社会への進行と共に医療・保健・福祉の一体化施策
が進められています。その中で、自由業以外の職業

には定年制が敷かれているように、何れは保険医定
年制が浮上するでしょう。我が国では1996年（平成
8年）に医療改革との関連で定年制導入が閣議に一
時のぼった事があるとのことですが、神奈川県保険
医協会で調べていただいた資料によりますと、ドイ
ツ・フランス・イタリアでは保険医定年制が実施さ
れています。高齢化が進む中、70歳～75歳でも未だ
現役の医師は多数居られます。仮に70歳定年制とし
た場合、現役を続けたくても公的制度である以上区
切られるでしょう。でも定年を越えても優れた人材
は、活動的平均余命伸延を進める国の政策に沿って
登用さるべきです。本人に定年延長の希望ある場
合、延長基準が当然設けられるでしょう。その際、
単に診療しているとか、レセプト件数だけでは客観
的判断基準にならないと思います。先程も申しまし
た自己評価にも繋がるだけではなく、種々の診療調
査研究に一定期間以上に亘って参加し地域の健康度
向上に貢献している医師！それなれば客観的にも容
認されるのではないでしょうか!この問題は改めて
浮上する以前に即対応しうる準備は今から始めるべ
きでありましょう。
“散る桜、散らぬ桜も散る桜”とありますように

等しく私どもは何れは死を迎えます。私は82歳。こ
の年齢になったから強く感じるのかもしれません。
かつて脳死と心移植が大きく取り上げられた頃、私
は昭和62年12月号県医師会報に「死の教育と医師の
役割」を投稿した事もありましたが、国際映画グラ
ンプリを最近、受賞された映画「おくりびと」の原
作ともなった「納棺夫日記」の作者 青木新門さん
のお書きになったものの中に、〈今日の社会は生に
のみ価値を置いて、死を隠蔽して生きている。24時
間には昼と夜はあるのに、こうこうと光を照らして
死の世界を隠そうとしている社会なんです。今の社
会は生にのみ価値を置き、50歳までの「いきいき」
した生き方を単純に30年間延長しようとしている。
若いときはいいけれど、労・病・死に直面すると絶
対的な矛盾に出会い不安になる。青春は美しいが、
老いは醜く、死は忌み嫌うもの、という概念にぶち
当たり不安になるのです〉とあります。
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又、2002年7月号のNikkei Medical に詩人 谷川
俊太郎さんが言っておられます。「医者には死まで
視野に入れて欲しい。治らない患者への対応は出来
ているか」とあります。
在宅死が少なくなってきてはいますが、末期に差
し掛かった患者への医療的緩和ケアの今以上の実践
とともに、心のケアがいかに出来るか、これも私た
ち医師に課せられた命題であり、人生の着陸地点と
して死を受け入れると青木さんは言っていますが、
私どもは宗教家も交えて死生について日頃から考
え、そして末期の患者に接することが医師に求めら
れているのだろうと思います。私は70歳前頃から死
の問題を時折考えてはおりましたが、今はより強く
感じておりますのは、医師は健康問題を通して人に
接しそしてまた必ず訪れる人の死へのおくりびとと
なる。それなればこそ医業は崇高な仕事であると思
う次第であります。
さて、私の話もおしまいに近づいて参りましたが、
今年頂きました私宛の年賀状の一つ、これは私ども
の勉強会でも「亜鉛欠乏症」でご講演いただいた長
野県佐久の、みまき温泉診療所の倉沢隆平先生のも
のです。そのなかにこのように書かれています。
『最近、全国で医療崩壊が叫ばれています。その原
因につき種々述べられていますが、①診療報酬制度
をはじめとする国の無策と②一般人の『あらゆる病
気は治るもの』との幻想と、医療人の『あらゆる病
気は治さねばならないとの強迫観念に陥った医療幻
想の時代の国民の意識が二大原因と私は考えていま
す』正に同感！医療幻想への意識改革が早急に必要
であります。
何回も申しますが、超高齢国家へと進行する私ど
もの社会は今以上の様々な困難な問題が医療・保

険・福祉の中に立ちはだかっていくこととなりま
しょう。その現実の中で医師は何をせねばならない
か、活動的平均余命を伸展させるいきいきした高齢
社会の実現であります。

1965年（昭和40年）石川島播磨重工社長から東京
芝浦電気を立派に再建された土光敏夫さんのお言葉
に「やるべきことが決まったならば、執念を持って
とことんまで押しつめよ。問題は能力の限界ではな
く執念の欠如である。」とおっしゃっています。そ
してまた、このような言葉もあります。旧約聖書ヨ
ブ記に「老いたる者には知恵があり命の長いものに
は悟りがある」とあります。高齢でも活動的な先生
のご意見も取り入れながら時代に即応しうる、より
良き内科医学会の発展をお願いしまして私の講演を
終わらせて頂きます。

（追記）
テープおこしで原稿を整理して本文をまとめまし

た。その中に、この機会にご紹介したい作家 青木
新門氏〔納棺夫日記〕の最近の新聞記事の一節も加
えさせて頂いたことをお断りします。
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【講 演 1】
「NSAID／抗血栓療法時の消化器系合
併症とその対策」
聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科

准教授 安田 宏

社会の高齢化に伴い関節リウマチや変形性関節
症，腰痛などの疼痛を主訴とする疾患が増加してい
ます。また心脳血管障害患者に対する抗血栓療法も
広く行われています。これらの疾患に対する薬物治
療として非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）や抗
血小板薬が重要な地位を占めています。一方で
NSAIDs／抗血小板薬の副作用として様々な消化管
粘膜傷害を起こすことがあります。NSAIDs／抗血
小板薬による消化管病変として頻度が高く，よく知
られているものは胃・十二指腸病変です。また頻度
は低いものの重症の食道炎を引き起こすことがあり
ます。本邦の調査では3ヶ月間のNSAID 服用で約
15％に内視鏡的な胃十二指腸潰瘍が認めらました。
最近の胃十二指腸潰瘍出血による入院患者の約4割
にこうした薬物の服用歴がみられます。NSAIDs／
抗血小板薬は高齢者に投与する場合が多く，これら
は時に重篤な転帰に至ることがあります。潰瘍やそ
の再発の予防としてmisoprostol などのプロスタグ
ランジン製剤，あるいはプロトンポンプ阻害剤
（PPI）やＨ2ブロッカー（H2RA）などの酸分泌阻
害剤の投与，H.pylori 菌の除菌，COX-2選択性の高
いNSAID の使用，などが知られています。
最近，冠動脈へのステント留置後のステント内血

栓症予防目的にアスピリンとチエノピリジン系薬剤
（チクロピジンやクロピドグレル）の2剤併用が標
準的治療法となっています。両者併用で年間2～
3％で上部消化管出血がみられ，その発症予防には
PPI や H2RA などの酸分泌阻害剤の併用が有用で
す。ところでチエノピリジン系薬剤はプロドラッグ
で，肝のCYP2C19を含むｐ450酵素系で代謝されて
活性化します。最近，CYP2C19との相互作用があ
る PPI と，チエノピリジン系薬剤の併用で，その抗
血小板作用が減弱することが報告されました。臨床
的にも PPI の併用により冠動脈病変の再狭窄や，再
入院がより多くみられることが報告され問題となっ
ています。
NSAIDs や抗血小板薬は食道から直腸まで全消化

管にわたり様々な粘膜障害を起こす可能性があり，
よりいっそう慎重な投与が望まれます。
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【講 演 2】
「腎移植について－レシピエントの立場
から－」
聖マリアンナ医科大学 腎泌尿器外科

佐々木秀郎 中澤龍斗 佐藤雄一
力石辰也

聖マリアンナ医科大学 腎臓病センター
谷澤雅彦 柴垣有吾 木村健二郎

わが国では，2008年に1206例の腎移植が行われ，
そのうち生体腎移植が996例，心停止下の献腎移植
が184例，脳死下の献腎移植が26例となっており，そ
の多くを生体腎移植が占めている現状は以前と変わ
りない。
腎移植の成績は，免疫抑制療法の進歩や周辺技術
の進歩により年々向上し，2000年以降に行われた生
体腎移植では，生着率は1年で96.7％，3年で
93.8％，5年でも90.0％と良好な成績をおさめてい
る。腎移植の成績が向上したために，非血縁者間（夫
婦間）の腎移植や，ABO 血液型不適合腎移植が増
加してきており，非血縁者間（夫婦間）の生体腎移
植は2000年には，生体腎移植の11％であったが，
2008年には34.9％を占めるようになっている。
ABO 血液型不適合腎移植においても2000年には生
体腎移植の13.3％であったが，2008年には23.3％を
占めるまでになっている。更にはABO血液型不適
合腎移植の生着率は，現在では血液型適合移植とほ
ぼ遜色のない成績となっている。
当院においても1998年より腎移植を開始し，2009
年9月までに72例の腎移植をおこなってきたが，そ
のうち，非血縁者（夫婦間）は14例，ABO不適合腎
移植は12例であり，特に非血縁者間（夫婦間）の移
植は増加傾向にあり今後も増加する可能性が高い。
またABO不適合腎移植に関しては，2007年2月よ
りＢ細胞の表面マーカー（CD20）に対するモノク
ローナル抗体であるリツキシマブを使用することに
より，従来必要であった，脾臓の摘出をせずに腎移
植を行えるようになってきており，ABO 不適合腎
移植レシピエントの負担軽減が得られている。今ま

で，血縁者ではないことや，血液型が違うために腎
移植を断念していた患者においても，腎移植は可能
になった。当院の成績も含めて概説したい。
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【講演3】
「腎移植 ～Donor（生体腎提供者）の
視点から～」

聖マリアンナ医科大学病院
腎臓病センター
腎臓高血圧内科
○谷澤 雅彦，柴垣 有吾，
木村 健二郎

腎泌尿器外科
中澤 龍斗，佐々木秀郎，
力石 辰也

【はじめに】腎移植には生体腎移植と献腎移植（心
停止下，脳死下）があり，本邦においてはその約85％
を生体腎移植が占める。生体腎移植は，健康なド
ナー（腎提供者）の方からの善意によって腎提供を
していただくため，ドナーの術後の絶対的な安全性
を確保しなければならず，厳格なドナー適応基準に
沿ったドナー選択の決定，術後の長期的フォローが
必要である。そこで，ドナーの腎提供後の腎機能，
生命予後，ドナー適応基準について概説する。
【ドナーの腎機能】腎提供後は，片腎になることで
糸球体濾過量（GFR）は術直後に一旦約50％へ低下
するが，その後は残存腎の代償性濾過により，平均
0.1～0.8ml/min/1.73㎡／年で増加し，術前の約7
強割程度の腎機能で安定する。日本人は元々欧米人
と比較し GFR が低く，術後平均推算 GFR は
47ml/min/1.73㎡と慢性腎臓病（CKD）の定義では
stage 3程度の腎機能となる例が多い。
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一般人口での腎機能の推移の特徴は，加齢により
40歳を超えると GFR は約1ml/min/1.73m 2／年
で低下していくことであり，これが“CKD”の概念
が進行性の腎障害である基となっている一方で，た
とえ腎機能が GFR ＜50と低値であっても，蛋白尿
や高血圧などの腎機能増悪因子がなければ，その後
の急激な腎機能低下はないと言われている。このよ
うな腎機能増悪因子のほとんど無いことが術前評価
で確認されているドナーの術後腎機能は，一般人口
の腎機能の推移とは異なり，経時的な減少がほとん
どなく，安定すると考えられる。
しかし，ドナーの術後に末期腎不全にいたる症例
も少数ながら報告されており，術後の長期的な fol-
low の必要性が臨床腎移植学会からも指摘されてい
る。
【ドナーの生命予後】ドナーは元来健康な健常人で
あるために，術後外来 follow 率が悪く，長期的な追
跡調査が行われてこなかったという歴史的背景があ
る。しかし近年，ドナーの術後 follow の必要性が世
界的に叫ばれてきており，2009年に欧米および本邦
からも大規模なドナーの術後生命予後調査が New
England Journal of Medicine 誌と Transplantation
誌に発表された。両調査とも同国の一般人口と比較
してもドナーの生命予後が良好であることが示され
た。健康に問題のある人も含まれる一般人と健康で
あることが前提であるドナーの比較が妥当であるか
はこれらの研究の問題点であるが，ドナーの安全性
を支持する1つの根拠となっている。
【ドナー適応基準】本邦においては日本移植学会お
よび日本臨床腎移植学会からドナーの適応基準が刊
行されているが，非常に簡素なものであり，具体性，
科学性に欠けている。欧米では2004年にオランダ・
アムステルダムにてガイドラインが刊行され，現在
では本邦を含めほとんどの国がアムステルダム
フォーラムガイドラインに準拠し，各国・各施設毎
に基準を作成している。
内容はドナーの術前の腎機能，血圧，心血管リス
クを含むメタボリック因子，尿所見，感染症，悪性
腫瘍，生活習慣にまで言及している。先にも述べた

が，日本人は腎機能や様々な面で欧米人とは異なる
ため，ガイドラインをそのまま当てはめることはで
きないという問題点があるため，早急に学会レベル
でのドナー適応基準作成が望まれるところである。
当腎臓病センターでは現在のところ独自の基準を

設けており，具体的には術前腎機能は推算 GFR で
70ml/min/1.73㎡以上，蛋白尿は微量アルブミン尿
を含め陰性であること，糖尿病と診断される場合は
許可しない，などである。
【おわりに】2010年に臓器移植法が改正されるが，
様々な理由から献腎移植の増加はしばらく望めない
だろう。血液・腹膜透析で苦しんでいる方達への治
療のオプションの一つとして腎移植を推進していく
ならば，本邦においては生体腎移植の増加しかなく，
そのためにはドナーの絶対的な安全性の確保が絶対
条件である。現在のところ術後の腎・生命予後は保
証されているが，早急に本邦独自の学会レベルの許
可基準作成と，術後の長期的な follow の重要性を再
認識しなければならない。
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【講演4】
「大学における医療安全管理室の役割」
聖マリアンナ医科大学 医療安全管理室

北川博昭，竜トシ子，井上浩子

1．はじめに

医療界が本腰を入れてリスクマネージメントに取
り組みだしたのは1999年に起きた心臓の手術を予定
していた患者と，肺の手術を予定していた患者の取
り違え事故がきっかけだった。リスクマネージメン
トとは日本語では危機管理であるが医療界において
は診療において，その危険を把握・特定し，その影
響度と発生頻度を考慮して対策を講じて事故を防止
し，事後が発生した祭には被害を最小限に抑える取
り組みをすることを言う。また，その事故後の取り
組みを，迅速に行い，いかに多くの人に周知徹底し，
情報を伝達・共有し，発生しうる危険について，再
発防止をおこなうことが今後の事故を防止すること
につながると考えられている。現在，聖マリアンナ
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医科大学において医療事故事例に対しどのように対
応していくかを大学病院としての役割を含めて紹介
させていただく。

2．人間は誤りを犯すものである。

私たち人間はつねに過ちを犯すということを知る
ことが大切であり，自分は間違わないと思うことか
ら事故が起きている。電話のダイヤルを例にとれ
ば，20回に一度は間違い電話をかけると言われてい
る。確率的には，整備された環境でも1,000回に1
度は過ちを犯すと言われる。集中して点滴・薬剤を
処方しても，1,000回に一度は誰でも間違うことが
ある。また，目の錯覚により過ちを犯すことがある。
スライドは有名なルービンの盃である。見方により
盃にも見えるが，別の角度からは女性が向き合って
いるようにも見える。これは周囲の色調の違いで見
方が異なる。車で言えば，雨の日は前方が見づらく，
電気の反射で道路の人が見えにくいなどと同じであ
る。手術では，血液で視野が赤いと，通常では見え
るはずのものが見えてこない。そのために，大血管
を損傷し思いがけない大出血をまねくことがある。
安全とは永遠のモグラたたきのようであり，事象の
チェーンとは誤りをどこで気づいてどこで断ち切る
かにより，早期に誤りに気がつき，インシデントか
らアクシデントに移行することがないようにすると
言う考えである。

3．大学全体への周知徹底

ここで重視されたのは，事故を起こした当事者を
排除するのではなく，事故を起こしにくいシステム
を構築すること，さらに，病院が相互に協力し，お
互いにレベルアップすることが必要である。2007年
の医療法の改正で，診療所を含む全ての医療機関に
対して安全管理指針の整備などが義務化されるに
至った。現在，マリアンナ医大では100名を超える
リスクマネージャーが任命され，医局や病棟での医
療安全に関わる業務を担当している。全職員への事
故事例やヒヤリハット事例の周知徹底をはかるため
に至急会報や e-learning の導入がおこなわれた。

また，医療安全に対する予算も計上され，医療安全
管理室の事務職員や専属看護師を配備した。しか
し，仕事は年々増え続け，医療安全への取り組みが
低い診療科や病棟への重点指導，手術合併症報告な
どの報告システムに対し，さらなる人員の増加が必
要な現状である。交通安全週間同様に，我々も医療
安全推進週間を設け，ポスター展示や相互ラウンド
など，職員の協力を仰いで事故防止に努めている。

4．事例報告

小児例で薬剤の溶解量の計算を間違え10倍量の薬
剤が投与された事例を基に，その分析を紹介した。
この症例は，薬の副作用は起こらず，患者への有害
事象はなかった。しかし，その原因や要因がどこに
あったかを徹底的に調べることが重要であり，人的
要因，環境要因，管理要因などを明確にした。看護
師，医師が double check をしたにもかかわらず計算
の間違いに気がついていない。事象のチェーンが最
後まで断ち切られていない。計算間違いを探すに
は，double check を行っても，はじめから間違って
いる計算であるとの認識で行わないと探しきれない
のが現状である。現在，カルテは電子化に移行し，
細かい指示は記載ができない場合も多々ある。今ま
では，処方箋の端に計算をしていたが，電子カルテ
ではできない。薬剤も，3文字入力で出てくるため，
ジェネリックを含めて，名前が似ていて全く異なる
作用の薬剤も見分けがつきにくい。これらのことか
らコンピューターのシステムを変更し，warning が
出てくるようになり，より安全なシステムにはなっ
た。しかし，今度は機械に頼りすぎると大きな落と
し穴があり，このことが永遠のモグラたたきである
ゆえんである。

5．インシデントアクシデント集計結果

平成19年度と20年度のインシデント・アクシデン
ト集計結果を示す。内服，注射の誤薬が最も多く，
次いでドレーン・チューブ類の抜去と転倒・転落な
どの療養上の場面・療養生活などがほぼ同じ数で示
されている。誤薬はインシデントが多いが，ドレー
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ン・チューブ類は事故抜去され思わぬトラブルとな
り，アクシデント報告が多い。また職種別報告数は
看護師がその8割であるが，その反面医師はわずか
6％と伸び悩んでいる。当初は3％の報告で，医療
監査で指摘されたが，厚労省の目標は医師8％を目
標としている。

6．まとめ

大学病院における医療安全はここ5年間で大きく
変わってきている。職員のモチベーションも高くな
り，人ごとではないとの認識から，職員研修会など
への参加が大幅にふえてきた。事故をゼロにはでき
ないが，限りなくゼロに近い値にすることは可能と
考えている。今後は医療事故に対して，業務上過失
致死などがとられないような，医師，警察，弁護士
との良好で公平な見方が望まれる。
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【講演5】
「脳卒中の連携医療と均霑

てん

化」
聖マリアンナ医科大学神経内科

長谷川泰弘

近年，特に高いエビデンスレベルで有効性が証明
された脳卒中治療法に，①組織プラスミノゲンアク
チベータ（rtPA）静注療法と，②脳卒中ケアユニッ
ト（SCU）治療の2つがあげられ，今世界の国々が，
SCU，rtPA 静注療法という2つのキーワードで脳
卒中診療体制を再構築しつつある。脳卒中治療は，
急性期，回復期，維持期の3期にわたり，異なる専
門の施設で治療が行われることが多く，最良の回復
を得るためには各施設間のスムーズな連携が必須で
あり，時期を失することのないシームレスケアが重
要とされる。病院前連携として，救急隊による
rtPA 静注療法適応症例のトリアージと，これを
rtPA 施行施設に搬送するバイパス搬送のシステム
が必要となる。神奈川県では川崎市，横浜市でこの
体制が構築され，東京都も本年3月から試行を始め
ている。救急病院と回復期病院との連携は，シーム
レス医療に欠かせないが，神奈川県は他県と比較し
人口当たりの療病病床，回復期病床が圧倒的に少な
いが，神奈川県内広域の連携パスが模索されつつあ
り，その効果が今後期待される。
脳卒中患者は今後2025年まで増え続け，有病者は

280万人に達する勢いと推計されている。日本にお
ける SCU の普及は，人口密集地域にほぼ限定され
ており，未だこれらの医療を享受できない地域のほ
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うが圧倒的に多い。すでにいくつかの国々では全国
に SCU 施設を認証し，それらの医療の質を一定の
臨床指標で評価するシステムを構築しつつある。ま
た，脳卒中医療を支援する hub and spoke 型の脳卒
中診療体制や遠隔医療などの導入が進められてい
る。均霑（てん）とは，人々が等しく潤う，利益を
受けることを意味する。わが国でも，非人口密集地
域の脳卒中医療の均霑化が模索され始めている。
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【講演6】
「ストレス心筋症にまつわる最近の話題」

聖マリアンナ医科大学循環器内科
明石嘉浩

日本から世界へ

ストレス型心筋症が本邦で臨床的に認識されるよ
うになったのは1990年に広島の佐藤らが“ツボ型左
室壁運動障害”を報告したのが始まりである。それ
以来，日本を中心に注目されてきた1。この疾患は，
心身ストレスを受けた閉経後女性に好発し，突然の
胸痛発作や呼吸困難，心電図変化，心臓壁運動異常
など，急性心筋梗塞と極めて類似した発症形態であ
りながら，冠動脈に有意狭窄を持たずに左室収縮不
全を来すことが特徴である。本疾患が一躍脚光を浴
びたのは，2004年10月23日の新潟中越地震後に被災
地近郊での患者数が急増したことにある2。発症す
る様式や状況が多岐にわたるため，循環器領域外か
らの報告も散見され，改めて本疾患概念が浸透して
いることを感じられた。2001年以降，海外からの報
告も増加し，一躍世界へ羽ばたいた疾患と言える。

実際の臨床像

当初，壁運動異常は心尖部に限局すると考えられ
ていたが，実際の壁運動異常には様々なバリエー
ションが存在し，亜型の報告が数多く見られるよう
になった。本疾患の治療について統一した見解はな
いが，一般的な強心剤や補助循環装置を必要とする
症例も多い。ACE阻害薬，β遮断薬，女性ホルモン
等の効果は未だに解明されていない。当初，本疾患
は予後良好と認識されていた。しかし，実際には心
不全合併例も多く，QT 延長に伴う不整脈症例3，
心尖部血栓由来の塞栓症々例4，心破裂による心臓
突然死の報告もあり，その臨床像は様々である。そ
のため，心筋梗塞に準じた経過観察の必要性が，最
近の報告からも再認識されるようになった。

疾患の病態

最近の臨床研究では微小循環障害5，カテコラミ

ン自身による心筋障害6，自律神経破綻に伴う
neurogenic stunned myocardium7等が本疾患の病
態と唱えられている。これらを裏付けるべく動物実
験による病態解明が進んでおり，ストレスによる左
室壁運動障害は心臓に限らず，脳内，特に心臓自律
神経調節に関与するとされる外側中隔核，側脳室視
床下核における c-fos 発現が重要であり，これは
estradiol で抑制されることまで解明されている8。
ストレス心筋症は心臓疾患の概念を超えて，新たな
局面に差しかかっていると言える。

ストレス心筋症の現状と発症機序

実際の発症機序，及び左室収縮形態に関する明確
な機序は依然として contraversial である。最近の
報告からは以下のような機序が考えられる。
1．微小循環障害説
Kume らが冠動脈内 Doppler ガイドワイヤーを

用いて微小循環障害の存在を証明し，本疾患の主た
る要因と位置づけている5。微小循環障害を来す原
因としては微少血管レベルでの spasm の存在が濃
厚であり，spasmの証明が待たれるところである。
また，上昇したカテコラミンが冠微小血管における
血管内皮機能障害を加速する可能性があり，相乗効
果により左室壁運動異常を来す可能性も考えられ
る。微小循環障害が生じるには，交感神経活性化を
含めた複数の因子が絡んでいると思われ，原因を見
ているのか，もしくは生じた結果を見ているのか，
この点は議論される必要がある。
2．カテコラミン心筋障害説
Wittstein らは，13名のストレス心筋症患者と7
名の入院時Killip Ⅲ度の急性心筋梗塞患者との血漿
中カテコラミン濃度を比較し，ストレス心筋症患者
群で後者の2倍から3倍の値を示しており，上昇し
たカテコラミン自身が心室壁運動障害に影響を及ぼ
している可能性を示唆している6。以前より，たこ
つぼ様可逆性左室壁運動障害を示す基礎疾患として
褐色細胞腫が知られており，ストレス心筋症で見ら
れる心筋病理所見は，褐色細胞種を合併したカテコ
ラミン心筋症でのそれと極めて類似している。ま
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た，カテコラミン心筋症患者における壁運動障害の
機序として，心筋細胞膜における持続する Ca ＋＋
チャンネルの活性化と，Ca ＋＋過負荷が有力であ
る9。しかし，ストレス心筋症では，血漿中カテコ
ラミンの増加が認められない症例があり，必ずしも
この理論だけでは説明できない。
3．神経原性気絶心筋説
心基部心筋内の方がノルエピネフリンを多く含有
し，交感神経密度も心尖部よりも高いと言われてい
るが，アドレナリン作動性受容体濃度は心尖部に高
く，反応性は心尖部が高いと言う実験データが報告
されている10。ストレスを引き金に，心筋内アドレ
ナリン受容体の反応性が変化するのであれば，カテ
コラミン濃度に関わらず，壁運動障害が生じる可能
性は高い。このことは，心臓交感神経切断により脳
由来心筋障害は防ぐことが可能であるとの報告
や11，アドレナリン受容体遮断薬投与下でストレス
による左室壁運動異常は抑制されると言う報告にも
裏付けられている12。

おわりに

ストレス心筋症にまつわる最近の報告をまとめ
た。当初は予後良好な疾患と考えられていたが，現
在までに数例の心破裂症例が報告されている。症例
によっては，心臓突然死を来しうる疾患として，心
筋梗塞急性期と同様に厳重なモニタリングが必要と
認識すべきである。解明すべき数多くの事項が残さ
れているが，本疾患はどの分野においても遭遇する
可能性があり，今後とも幅広く疾患概念の理解が得
られることを願って止まない。
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【講演7】
「メタボリック症候群の真犯人はだれ
か？：脂肪肝との関連を考える」

聖マリアンナ医科大学
代謝・内分泌内科 方波見卓行

これまでメタボリック症候群の主たる病態は，①
エネルギー・脂肪の過剰摂取，運動不足をはじめと
する生活習慣の乱れ，②内臓脂肪の過剰蓄積，③イ
ンスリン抵抗性，④糖脂質代謝異常，高血圧罹患，
⑤心血管障害合併，の五つの事象が順次性を持って
発症すると考えられてきた。
一方，インスリンの代表的な target organ である

肝臓は，糖質，脂質，蛋白代謝を考えるうえで不可
欠な臓器である。以前より2型糖尿病の主因は膵臓
ではなく，肝臓と考えるべきとの意見がある。この
視点に立てば，メタボリック症候群発症の上流位置
する key player は，肥満に関連した肝臓の異常，す
なわち脂肪肝である可能性が想起される。事実，内
臓脂肪の増加と肥満関連合併症との直接的な因果関
係をヒトで証明した報告はこれまでない。また肝細
胞内脂肪量（intrahepatocellular lipid:IHL）と内臓脂
肪量には正相関があり，IHL上昇例でも内臓脂肪増
加時に認められる代謝異常を併発する。
最近，肥満に合併したインスリン抵抗性が，IHL

と内臓脂肪のいずれの増加により生ずるかを検討し
た2つの報告（Arch Inter Med 2008；168；1609，
PNAS 2009; Epub）が公表された。例数，対象，解
析法に相違はあるが，両試験とも IHL 測定に1

H-MRS を用いた点，標的臓器でのインスリン感受
性低下は内臓脂肪の増加でなく，IHLの増加により
惹起された点で一致していた。これらの結果はメタ
ボリック症候群を含む肥満関連代謝障害の真犯人は
脂肪肝であることを示唆する。
1H-MRS 検査の認知は現在十分とはいえないが，
脳腫瘍などの分野ではすでに臨床応用されている。
また国際糖尿病連合は本検査をインスリン抵抗性解
析のための有力なツールと明記し，今後糖代謝動態
を考える上で不可欠な検査法と考えられる。この講
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演では，これまで演者たちが行ってきた1H-MRS
や内臓脂肪体積の測定の実際，客観的測定法の確立，
臨床的意義，今後の展望を紹介する。
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図1．1H-MRS 検査より得られる解析結果の一例。肝臓では細
胞外に脂肪（TG：トリグリセライド）はなく，肝細胞内脂肪
（IHL-CH2）のみが1峰性の波形として描出される。骨格
筋では細胞外（EMCL-CH2）にも脂肪が存在するため，2峰
性の波形を示す（細胞内脂肪は IMCL-CH2）。

図2．CTスキャンによる横隔膜から骨盤底までの内臓脂肪体積
測定。茶色い領域は内臓脂肪を示し，濃淡から脂肪量違いが
一見してわかる（左：内臓脂肪の少ない例，右：過剰例）。内
臓脂肪体積は専用解析ソフトに定量できる。
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横浜市立大学内科学教室のご紹介

横浜市立大学 内分泌・糖尿病内科学 寺内 康夫
神奈川県内科医学会副会長

横浜市立大学は神奈川県唯一
の公立医学部として，数多くの
医師を輩出してきました。ま
た，本学を始め全国から集まっ
た医学部卒業生の卒後教育にも
精力的に取り組み，医師の養成
にも尽力してきました。本稿で

は，横浜市立大学「医学部」ニュース記事を引用し
ながら，本学の最近の流れと附属病院における診
療・学部教育・卒後臨床教育について報告いたしま
す。

1．横浜市立大学の最近の流れ

平成22年2月，横浜市立大学消化器内科学の主任
教授が決まりました。東京大学消化器内科特任講師
の前田愼先生（平成5年北海道大学卒）です。胃が
ん，肝がん，大腸がんなどの発がん機構に関して世
界的なレベルの仕事をされてきた新進気鋭の医学者
です。彼の代表的な業績には，Maeda S, et al.
Nod2 mutation in Crohn's disease potentiates
NF-kappaB activity and IL-1beta processing.
Science307：734－8，2005．Maeda S, et al. IKK
couples hepatocyte death to cytokine-driven com-
pensatory proliferation that promotes chemical
hepatocarcinogenesis. Cell 121：977－90，2005．
などがあります。実は私ども内分泌・糖尿病内科学
教室と前田先生は，高脂肪食誘導性の肝細胞癌発が

ん機構に関する共同研究をしており，私自身彼のこ
とを人柄も含めて以前からよく知っています。神奈
川県の消化器内科学，病院診療・地域医療に対して
大きな貢献をしてくれるであろうことを，この紙面
を借りて紹介させていただきます。神奈川県内科医
学会会員の皆様，どうぞ宜しくお願いいたします。
独立法人化に伴い，「職位の簡素化を図るため」，
それまでの助教授・講師職が「準教授（准教授）」と
して1本化されたことをご存知だと思います。しか
し，准教授の職位の幅が広がった結果，特に人事交
流が活発な医系の分野において，他大学等に比べ本
学准教授が低く見られてしまうなど，運用面で支障
が生じていました。医学部将来計画委員会や理事
長・学長との話し合いの結果，講師職を置くことが
合意され，平成22年4月からその制度が導入されま
す。医系組織の職位については，他大学の職階制と
整合性を図り，1．教授（主任），2．准教授（診療
教授（准教授），准教授），3．講師，4．助教とな
ります。

2．診 療

福浦の横浜市立大学附属病院は「市民が心から頼
れる病院」として，高度でかつ安全な医療を市民に
提供するとともに，質の高い医療人を養成すること
を理念としています。厚生労働省が定める先進医療
は，新しい医療技術の開発や医療に対するニーズの
多様化に対応するために，一般の保険診療と調整し
て先端的な医療を受ける制度ですが，附属病院では，
平成20年度までに5件の“先進医療”が承認されて
いましたが，新たに4件が承認され，合わせて9件
となりました。1）インプラント義歯 2）活性化
自己リンパ球移入療法 3）超音波骨折治療法 4）
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乳がんにおけるセンチネルリンパ節の同定と転移の
検索 5）骨髄細胞移植による血管新生療法 6）
三次元再構築画像による股関節疾患の診断（21年7
月） 7）HDRAまたは CD-DST 法による抗悪性
腫瘍感受性試験（21年10月） 8）SDI 法による抗
悪性腫瘍感受性試験（21年10月） 9）小児の悪性
腫瘍に対する18FDG を用いたポジトロン断層撮影
による検査（21年10月）
附属病院は地域がん診療連携拠点病院に指定され
ています。がん対策基本法が平成19年4月に施行さ
れ，⑴がんの予防および早期発見の推進 ⑵がん医
療の均てん化の促進 ⑶研究の推進が施策としてあ
げられています。その中で特に重点的に取り組むべ
き課題として，⑴放射線療法および化学療法の推進
と専門医師の育成，⑵治療の初期段階からの緩和ケ
アの実施，⑶がん登録の推進が掲げられています。
当院もこれに沿って，緩和ケアチームと放射線治療
部門の診療体制を構築し，新たに緩和医療部長と放
射線治療担当部長をおき，より一層の充実・強化を
図りました。
附属病院では平成22年度にいくつかの事業計画が
あります。3月までに4階部分を改装して HCUと
再生医療向けの細胞処理施設（CPC）の整備し，5
月頃から実際の運営開始する予定です。HCU 8
床の開設は，ICU および CCU と連携しながら運用
することによって，救急患者の対応や重症患者によ
る各病棟の及ぼす負担を軽減することとなります。
また，CPCは大学病院としての使命である先進医療
の開発に貢献することが期待されます。

3．学部教育

横浜市立大学医学部は長年学生定員増を訴えてき
ましたが，ずっと認められませんでした。医療を取
り巻く社会情勢の変化のために，ようやく各学年60
名から90名へと大幅な定員増となりました。しかし
ながら，学生が増えても，教育環境の整備を進めな
いと，質の高い授業ができません。また，指導する
教員の負担を軽減するためにも，大幅な教員増を求
めていますが，予算の関係上なかなか難しいのが現

状です。学生増に対応した教育カリキュラムをめ
ぐっても，学内で議論が進行しつつあります。教育
は時代を超えた大学の普遍的課題です。未来の医
学・医療のために，本学が今やらなくてはならない
ことをよく吟味し，実行していきたいと思います。

4．卒後臨床教育

初期臨床研修医のマッチングの結果が発表されま
した。附属病院・センター病院ともに100％のマッ
チング（全採用者数96名）で，本学出身者は各11名，
12名（計23名）です。また，歯科医師臨床研修のマッ
チングも100％で，附属病院4名，センター病院2名
（計6名）の採用となります。
研修棟が完成し，平成21年9月に移転作業が行わ

れました。附属病院に隣接する5階建ての建物で
す。4階は研修医のフロアーで，今まで以上に勉強
する環境が整っています。他に，女性医師の当直室
やロッカールームや会議室と防災倉庫も備えていま
す。

5．今後の展望

大学を取り巻く環境は，昨今の大きな社会情勢の
変化と無関係ではいられません。横浜市の財政状況
や本学における運営交付金の位置づけを考えると，
各人が医学部や大学全体，学生，患者，さらには広
く市民への貢献をより明確な大学のミッションと位
置づけてその遂行に邁進していく努力，市や県との
連携協力体制を構築していく取組がより強く求めら
れています。そのプロセスの中で最も重要な視点
は，本来の大学の使命とはどのようなものなのか？
本学はどういう人材を育成しようとしているのか？
という根本の理念の形成です。文部科学省は大学の
機能として，世界的研究・教育拠点，社会貢献機能，
総合的教養教育，幅広い職業人養成，高度専門職業
人養成を挙げていますが，これらの視点から各大学
で特徴を出していくことが求められています。横浜
市立大学の内科学教室としても，独自の色を出して
いきたいと思います。
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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55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フログラムを立案
し，医療の研修・研鑚を行っています。
どのような魅力ある研究会であれば，多くの先生
方が横浜内科学会さらに医師会に入会するのかを考
えるのも，これからの課題でありましょう。最新の
話題を拝聴する従来の勉強会を主体とする形態，日
常の診療の中でデータをまとめて持ち寄る医師会員
参加型の形態など様々な研究会を創造しなければな
りません。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ためにはどのような工夫が
必要なのでしょうか。これもまた，今後の課題であ
ります。そのためには医療集団として，シンクタン
クという機能を併せ持つことが必要となるのではな
いでしょうか。
また他の領域の専門部会や医会との連携，さらに
医師のみならず歯科医師，薬剤師，看護師などとの
医療従事者間の交流も重要と考え，様々な試みを準
備しております。すでに先行して行われているコメ

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。
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」「認知症」「肝炎」
「禁煙」「ジェネリック医薬品」など様々な分野の講
演を行うだけでなく，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。
内科と精神科の連携に関しても，全市的な講演会

のみならず，区単位あるいは複数の区が合同の対応
に支援を行っており，内科医と精神科医がまったく
関係を持てていない医療機関への連携を模索してお
ります。今後いかに，双方にとってメリットのある
関係構築をするかを課題に取り組んでいます。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。
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）
副 会 長 伊藤 正吾 小野 容明 長谷川 修

多羅尾和郎 北田 守
監 事 南澤 康雄 宮路 浩行
庶務幹事 高見沢重隆 江口 一彦 渡部 廣行
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■川崎市内科医会

会長 羽鳥 裕

2009年5月9日の，川崎市内科医総会で，三川武
彦先生の会長退任のあとをお引き受けしました。副
会長に宮島真之先生，廣津伸夫先生，岡野公一先生，
木村健二郎先生にお願いし，幹事会では活発な意見
交換を毎月おこなっております。川崎市内科医会
は，内科標榜の先生方に是非多数ご加入いただき，
診療に役立つ情報および資材提供，相互の会員の交
流，情報交換に寄与したいと考えます。日本医師会
生涯学習，卒後研修の企画，開催のみならず，実践
的な地域医療，保険，福祉介護などの情報収集，提
供にも努めています。内科標榜でありながら内科医
会へ未加入の先生がたへ入会のご案内をすると同時
に，現在内科医会会員の先生にも現況の確認をした
いと存じます。
川崎市内科医会は，昭和42年，外科，眼科，産婦
人科医会とともに設立され，現在まで脈々と活動が
継がれ，現在会員数207名を擁し，川崎市医師会の中
では会員数のもっとも多い医会です。神奈川県内科
医学会，日本臨床内科医会とともに保険診療，高血
圧，糖尿病，認知症，肝炎，禁煙，呼吸器などの事
業に有力な人材を輩出しています。現在川崎市内科
医会独自に行われている事業は，総会，川崎市外科
医とともに学術講演，健康保険・介護保険に関わる

講座，ヒヤリハット医療安全・医事紛争の勉強会な
ど行っています。また，川崎市精神科医会，産業医
部会とは互いに連携できる疾患について合同の講演
会を開いています。県内科医学会集談会，聖マリア
ンナ医科大学五内科と内科医会によるアップツー
デートの勉強会，川崎糖尿病懇話会，循環器，呼吸
器，消化器など疾患別勉強会があります。さらに診
療のピットフォールになりそうな診断治療に関して
総合内科とのプライマリー治療のセミナーの企画，
また，川崎市医師会と協力しつつ，市民公開講座，
保健所への講師派遣，社会保険支払基金，国保連合
会への審査員を出しています。市医師会では健保委
員会，地域保健委員会，公衆衛生委員会，救急休日
委員会，川崎市医学会幹事会，医療情報システム委
員会，産業医部会に内科医会から委員としてでてい
ます。また，神奈川県内科医学会幹事や評議員をだ
しており，神奈川県内科医学会が開催する講演会や
各事業などにも関わっております。神奈川県内科医
学会で開催する講演会（臨床内科医学講座，総会時
講演会，集談会など）の出席により，日本内科学会
認定総合内科専門医などの単位を取得できます。現
在川崎市内科医会のホームページ http://kawa_
nai.umin.jp/ に事業，講演会，勉強会の案内など
の紹介をし，毎日随時情報のアップデートに努めて
います。

川崎市内科医会の役員を紹介いたします。
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平成21年6月9日
川崎市医師会 会長 殿

部・医会名 ：川崎市内科医会
部・医会長名：羽鳥 裕 ㊞

平成21年度役員名簿（報告）

区 役 職 氏 名 医療機関名

幸区 医会長 羽鳥 裕 はとりクリニック

川崎区 副医会長（総務） 宮島 真之 内科小児科宮島医院

高津区 副医会長（学術） 廣津 伸夫 廣津医院

多摩区 副医会長（会計） 岡野 公一 桜クリニック

宮前区 副医会長（大学） 木村健二郎 聖マリアンナ医科大学

幸区 常任幹事 柁原 啓一 柁原医院

幸区 常任幹事（学術） 詫摩 哲郎 たくま幸クリニック

幸区 常任幹事 松葉 育郎 松葉医院

幸区 常任幹事 西脇 博一 南武医院

中原区 常任幹事 中島 一己 中島クリニック

中原区 常任幹事 小花 光夫 おばな内科クリニック

中原区 常任幹事 堺 浩之 さかい医院

高津区 常任幹事（総務） 鶴谷 孝 つるや内科クリニック

宮前区 常任幹事 出川 寿一 宮崎台駅前クリニック

多摩区 常任幹事 古河 哲哉 中野島北口コガワクリニック

麻生区 常任幹事 小林 明文 小林内科医院

麻生区 常任幹事 玉川 恭士 玉川内科クリニック

川崎区 指名幹事（川崎市医師会） 和田 齋 和田内科医院

中原区 指名幹事（川崎市医師会） 豊崎 信雄 豊崎医院

高津区 指名幹事（川崎市医師会） 宮川 弘一 宮川クリニック

宮前区 指名幹事（川崎市医師会） 中田 雅弘 宮前つばさクリニック

多摩区 指名幹事（川崎市医師会） 岡野 敏明 岡野内科医院

川崎区 幹事 鈴木 真 鈴木医院

川崎区 幹事 宍戸 寛治 川崎クリニック

中原区 幹事 宇藤 浩 宇藤内科医院

高津区 幹事 大関 一郎 千年診療所

宮前区 幹事 竹中希久夫 竹中医院

川崎区 監事 髙良 憲光 髙良医院

宮前区 監事 福島 芳彦 福島内科医院
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区 役 職 氏 名 医療機関名

川崎区 顧問 田邊 裕文 田辺医院

幸区 顧問 三廼 信一 みつや内科診療所

中原区 顧問 篠原 昭信 篠原内科医院

中原区 顧問 三川 武彦 みかわ医院

高津区 顧問 國島 修 国島医院

■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鎌倉
市医師会の分化医会として存在
する学術組織である。会のモッ
トーは，地域医療に携わる医師

に，急速に進歩する最先端の医学の知識と技術を学
び，日頃の診療に学び得た経験を生かし，患者の救
済に貢献することにある。内科医会と言えども，内
科医師だけに拘泥らず，他科の医師，看護士及び薬
剤師等，コメディカルな方々にも聴講の門戸を開き，

現在第一線で活躍する各界の講師を招き，毎月一回
の定期学術講演会を行っている。内科医会の学術講
演会は，昭和63年に私が担当してから現在まで行わ
れた講演回数は延べ235回に達する。また，内科医
会は，神奈川県内科医学会が掲げている，「高血圧」
「糖尿病」「脂質異常症」「認知症」「肝炎」「禁煙」
等の対策事業にも協力している。その他，医師有志
の勉強会，「Round Table Meeting」や「鎌倉フォー
ラム」などその道の専門家を招き，興味ある講演の
もとに勉学，研鑽に励んでいる。鎌倉市医師会の主
催で行われる生涯教育講座，循環器研究会等にも参
加協力を行っている。
平成20年4月～21年3月まで行われた内科医会学

術講演会は別表の通りである。
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東海大学呼吸器内科
教授 近藤哲理先生

COPDの診断と治療のポイント5月

協和発酵キリン鶴ケ岡28日（火)太田綜合病院付属太田西ノ内病院総
合診療科兼太田医院
部長 太田昌宏先生

CKD（慢性腎臓病）を考慮した血圧管理4月

鶴ケ岡15日（火)虎ノ門病院分院呼吸器科
部長 川畑雅照先生

市中肺炎の治療戦略－インフルエンザの流
行期における呼吸器感染症の外来治療

12月

平成20年度 鎌倉市医師会内科医会・学術講演会

8月

杏林製薬鶴ケ岡28日（火)よこすか女性泌尿器科・泌尿器科ク
リニック
奥井伸雄先生

過活動膀胱の指導
－男性編＆女性編－

7月

大日本住友
三和化学

鶴ケ岡23日（火)聖マリアンナ医科大学代謝内分泌内
科
教授 田中 逸先生

糖尿病とメタボリックシンドローム－食後
血糖制御の意義－

6月

スミスクライン鶴ケ岡28日（火)

27日（火)横須賀共済病院循環器内科
桑原大志先生

心房細動のカテーテルアブレーション治療10月

マルホ鶴ケ岡24日（火)横浜市立大学付属市民総合医療セン
ター 副院長 呼吸器センター
教授 金子 猛先生

気管支喘息診療のピットフォールの回避を
めざして

11月

ファイザー

休休休休休
アストラゼネカ鶴ケ岡29日（火)横浜市立みなと赤十字病院アレル

ギーセンター
センター長 中村陽一先生

－テーラーメイドを目指した最適な薬剤選
択－

9月

ノバルティス鶴ケ岡



■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，星野 和彦，奥 義治，

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 勝彦，
常田 康夫，姫野 秀朗，西川 憲

今年創立47年目を迎える藤沢市内科医会は「会員
の学識技能の向上と親睦を図り，社会福祉に寄与す
ることを目的とする」という理念のもとに，会員の
さらなるレベルアップと医師会，病院，診療所及び
行政と連携を密にして地域医療に貢献すべく事業を
展開している。最近以下の事業を立ち上げた。
⑴ 藤沢市内科医会感染対策委員会
行政，医師会及び当会が一体となっていろいろ
な感染に対する対策を検討する。
⑵ 藤沢Ｃ型肝炎病診ネットワーク
藤沢市または近隣地区在住の人々を対象に①
HCV キャリアの拾い上げと長期フォローアップ
②Ｃ型慢性肝疾患の治療方針の決定またはアドバ

イス③肝細胞癌の早期発見と治療を目的とする。
⑶ 藤沢市民病院循環器科と内科医会との地域医療
連携パス
2009年に藤沢市民病院循環器科にハートライン

が開設された。その結果24時間365日，市民病院
循環器科医と診療所との間で連絡が取れるように
なり，地域完結型の医療が可能になった。

⑷ 藤沢喘息研究会
ガイドラインに沿った標準化された喘息の診断

と治療を非専門医と専門医とが共有し地域医療連
携をとおして藤沢市の喘息死を減らすべく，当究
会が推進母体となって活動開始している。

学術講演会
平成20年10月15日
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外科
講師 秦 光賢先生

平成20年11月28日
演題「慢性肝・消化器疾患における UDCA の最新
の知見」～地域医療連携を踏まえて～

講師 東京医科大学霞が浦病院消化器内科
教授 松崎 靖司先生

平成20年12月17日
演題「PAD（末梢動脈疾患）もROD（腎性骨異栄養
症）も全身血管病」
講師 東海大学医学部内科学系腎・代謝内科

准教授 角田 隆俊先生
平成21年1月21日
演題「プライマリー・ケアにおける過活動膀胱
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平成21年度 鎌倉市医師会内科医会・学術講演会

3月

持田製薬鶴ケ岡24日（火)うわまち病院脳神経科
広田暢夫先生

頚部動脈狭窄症に対するステント留置術2月

旭化成ファーマ鶴ケ岡27日（火)横浜市立大学付属市民医療センター
泌尿器腎臓移植科部長
教授 野口和美先生

QOL疾患としての前立腺肥大症の治療1月

万有製薬鶴ケ岡24日（火)さいたま医科大学内分泌糖尿病内科
准教授 犬飼浩一先生

糖尿病大血管障害の予防戦略



（OAB）の診療」
講師 けいゆう病院泌尿器科

部長 中島 史雄先生
平成21年2月14日
第21回藤沢市内科医学会
一般演題 9題
ワークショップ：藤沢市の地域医療連携をめぐって
特別講演「パーキンソン病の病体と治療 私の治療

戦略」
講師 東海大学神経内科

准教授 高橋 裕秀先生
平成21年3月18日
演題「脳梗塞における再発予防マネージメント」
講師 順天堂大学医学部神経学講座

准教授 占部 貴夫先生
平成21年4月5日
演題「ACE阻害薬～ARBには無い，その有用性～」
講師 東邦大学医学部医学科 臨床検査医学部

教授 盛田 俊介先生
平成21年5月20日
演題「心血管合併症阻止を目指した2型糖尿病のリ
スク管理」
講師 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
平成21年6月17日
演題「CKDにおける降圧療法の実際」
講師 滋賀医科大学腎臓内科科長血液浄化部

部長 宇津 貴先生
平成21年7月15日
演題「服薬管理からみる高齢者の降圧療法」
講師 東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座

准教授 秋下 雅弘先生
平成21年9月16日
演題①「脳卒中カテーテル治療と抗血小板剤」
講師 湘南鎌倉病院脳卒中診療科

部長 森 貴久先生
演題②「脳血管障害～治療と予防のエビデンス」
講師 聖マリアンナ医科大学（神経内科）

教授 長谷川泰弘先生
研究会
市民病院会議室で毎月（1，8月は休会）第2水

曜日開催
呼吸器研究会：偶数月
循環器研究会：奇数月

体験学習集談会
市民病院会議室で毎月（1，8月は休会）第2火

曜日に開催

藤沢市内科医会では藤沢市内科医学会雑誌を年一
回発刊しているが，雑誌の内容が年々充実してきて
いる。雑誌のさらなるレベルアップするべく医学中
央雑誌への収載を申し込み，審査の結果認められた。
今後収載に恥じないように紙面をさらに充実してい
くつもりである。

■茅ヶ崎内科医会

会長 高橋 功

茅ヶ崎医師会内科医は平成21
年度の定例幹事会を3月4日
に，また定例総会を6月3日に
行いました。会員数は22年1月

6日現在64名です。茅ヶ崎医師会では内科を専門と

しておられる大方の先生が当会に入会しておられま
す。このところ茅ヶ崎医師会への新規入会希望者も
増加しており，今後も会員数は増えてゆくものと
思っております。役員のメンバーは表1に掲げまし
た。
小さな地域の内科医会ですが熱意のある方々も多

く，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めて
います。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，
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茅ヶ崎市立病院の先生方を囲み症例検討会を行って
おります。本年は，循環器，腎臓内科，消化器内科，

代謝内分泌科，外科，神経内科，呼吸器内科，総合
内科にお世話になりました（表3）。
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高橋医院高橋 功会 長

87-7214
中海岸1－1－44－301
グレイス茅ヶ崎中海岸

253-0055井澤 正名誉会長

表1
茅ヶ崎医師会内科医会幹事名簿

幹 事

82-2602東海岸北2－1－52253-0053加藤医院加藤 浩平〃

54-5400高田2－1－23253-0002原クリニック原 芳邦副会長

82-2231十間坂1－2－16253-0045

倉見1404253-0101SR 内科クリニック小針 貞男〃

82-8526浜之郷952－95253-0086小杉クリニック小杉 芳夫〃

82-2212中海岸2－8－7253-0055桑原医院桑原 徹男

丸山内科クリニック丸山 徳二〃

82-2737東海岸北1－7－15253-0053笹井医院笹井 信夫〃

54-7778室田1－2－11253-0018小松田クリニック小松田光真〃

75-0510

86-8183南湖3－4－35253-0061西浜内科クリニック原田 一彦〃

87-6221元町6－5253-0043山岡クリニック山岡 博之〃

88-1101美住町14－10253-0023

平成21年度

東海大学医学部付属病院内科学系神経内科
教授 吉井 文均 先生

「パーキンソン病
～症状の理解と最近の治療法について～」

1月21日
（水）

表2
平成21年度 茅ヶ崎医師会内科医会・学術講演会

国立病院機構呉医療センター 呉心臓センター
センター長 川本 俊治 先生

「急性心筋梗塞の地域連携パスを導入するには」3月27日
（金）

講 師演 題日 程

日 程

東海大学医学部内科学系 消化器内科学
准教授 加川 建弘 先生

「慢性肝疾患・肝癌治療の現況」4月23日
（木）

三重大学医学部総合診療科
病院教授 竹村 洋典先生

「プライマリーケアで見逃してはいけないメンタル
ヘルス」
～あなたは昨晩ぐっすり眠れましたか？～

5月28日
（木）

自治医科大学内科学講座消化器内科学部門
教授 菅野 健太郎先生

「ヘリコバクター・ピロリ感染症と機能性ディスペ
プシア」

6月18日
（木）

平成20年度

横浜市立市民病院 感染症内科
部長 立川 夏夫 先生

「日常におけるHIV感染症
－早期発見のために－」

2月18日
（水）

講 師演 題
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「心不全の治療」1月13日
（水）

平光ハートクリニック
院長 平光 伸也先生

「心筋疾患の診断と治療」2月2日
（火）

埼玉医科大学感染症科・感染制御科
教授 前﨑 繁文先生

「外来経口抗菌薬の考え方・使い方」10月23日
（金）

同愛記念病院 アレルギー呼吸器科
堀田 信之先生

同愛記念病院 アレルギー呼吸器科
部長 黨 康夫先生

「理論的裏付けに基づいた気管支喘息治療薬処方の
実際」～同愛記念病院アレルギー科の処方例～
「抗炎症療法を中心とした気管支喘息治療」～最新
の知見に基づいた治療戦略と将来の展望～

11月19日
（木）

国立病院機構 三重病院
名誉院長 神谷 齊先生

「予防接種最近の話題－新型インフルエンザを中心
に－」

12月11日
（金）

湘南東部総合病院副院長兼循環器センター長
小澤 典行先生

日本大学医学部泌尿器科学講座
主任教授 高橋 悟先生

「排尿障害の診断と治療
～病診連携のポイント～」

7月9日
（木）

やまばと内科呼吸器クリニック
院長 綿貫 祐司先生

「高齢者における肺炎の予防と治療
～肺炎球菌ワクチンを中心に～」

9月11日
（金）

平成21年度 茅ヶ崎医師会内科症例検討会

茅ヶ崎市立病院
呼吸器内科 黒崎 裕一郎 先生
呼吸器内科 轟 之大先生
岡村真由美先生
福田 勉先生
総合内科 瀧井 孝敏先生

・市中肺炎の治療

・症例報告

2月3日
（火）

表3
平成20年度 茅ヶ崎医師会内科症例検討会

講師演題日程

日程

茅ヶ崎市立病院循環器内科
部長 中村 雅先生他

・循環器内科
ご紹介いただいた虚血性心疾患症例の検討
急性心筋梗塞，不安定狭心症，冠攣縮性狭心症に
ついて
・腎臓内科
CAPDを導入した症例
尿所見異常で紹介された症例

4月30日
（水）

茅ヶ崎市立病院消化器内科
部長 秦 康夫先生

茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科
部長 佐藤 忍先生

・消化器内科
大腸癌に対する化学療法
興味ある症例
・代謝分泌内科
甲状腺機能亢進症の診断のポイント

7月8日
（水）

講師演題



■平塚市医師会内科部会

会長 梶原 光令

昭和43年（1968年）に結成さ
れた平塚市医師会内科部会も，
創立43年が過ぎた。創立時の会

員数は明らかでないが病院医師を中心に創立され，
創立4年目の昭和47年（丁度40年前）には神奈川県
内科医学会に入会し，会員募集により会員数は45名
となり，昭和48年2月には平塚市医師会内科部会の
担当で第11回神奈川県内科医学会集談会を平塚市図
書館ホールで開催している。現在の一般会員（診療
所会員）は77名で，病院会員の4病院70名を加え，
会員数147名となり，当時の3倍強となっている。
その間初代の会長を出した杏雲堂平塚病院が閉鎖さ
れるなどの変化はあったが，内科部会はほぼ順調に
発展している。
現在神奈川県内科医学会入会者は59名と2病院会
員であり，一般会員の大半は県内科医学会に入会済
みであるが，より多くの会員の入会を望みたい。他
方日本臨床内科医会の入会者は27名に過ぎず，新規
入会は殆どないのが現状で日臨内会員の老齢化が進
んでいる。若い会員の多くは日本内科学会の会員で
あり，日臨内への入会に意義を見出せず，入会を保

留する傾向が強い。今後日臨内のあり方に検討が必
要かもしれない。
平塚市医師会内科部会では年1回の総会及び特別

講演会と循環器研究会（年6回），消化器研究会（2
回）胸部疾患研究会・在宅医療研究会・生活習慣病
研究会・保険診療研究会・認知症研究会（各1回）
と多くの独自研究会を開催している。更に内科部会
又は各研究会と平塚市医師会やメーカーとの共催に
よる講演会や研究会がほぼ毎月1～2回開催されて
いる。全ての会に出席することはかなり困難で，今
後少し整理する必要もあるかと考えられる。講演会
や研究会への出席者の固定傾向が見られたが，最近
新しい会員の出席がやや増加している。今後とも講
演会内容の充実に努めたい。
今迄内科部会の活動は暗黙の了解うちに運営して

いたが，平成20年5月に内科部会会則を制定した。
今後の内科部会の発展と運営に寄与するものと思わ
れる。
現在の平塚市医師会内科部会の役員と担当は次の

通りですが，私が四代目会長となり12年が過ぎ，更
に今期 神奈川県医師会理事に就任し，多忙のため
内科部会運営に支障を来たす恐れもあり，早急に次
期会長にバトンタッチし，若返りを図るべきと考え
ています。

会 長：梶原 光令
副会長：岡村 雅生，高山 秀明（会計），
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茅ヶ崎市立病院外科
医長 赤木 大輔先生

血管外科治療の実際11月11日
（水）

茅ヶ崎市立病院
神経内科 宮崎 秀武先生

渡邊 大祐先生
茅ヶ崎市立病院
呼吸器内科 福田 勉先生

岡村真由美先生
轟 之大先生
小嶋 亮太先生

総合内科 瀧井 孝敏先生

小脳炎報告～その他～

異型肺炎及び胸部異常影

2月19日
（金）



高橋 克孝（総務）
幹 事：山本 省吾（循環器担当）

佐藤 和義（循環器担当）
三浦 敏洋（消化器担当）
清水 宏明（在宅医療担当）
宮入 朗（胸部疾患担当）

町村 英郎（生活習慣病担当）
久保田 毅（認知症・保険医療担当）
浜野 均（認知症担当）
荻原 通，梅沢 滋男，野崎 宏幸（病
院幹事）

監 事：小笠原 勲，川井 保男

■小田原市内科医会

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
三町の会員より構成され会員数
は平成21年末で317名でありま

す。内科医会は昭和49年1月に発足し今年で38年目
を迎えました。内科医会会員数は74名で，県内科医
会加入者は64名で年々漸増しております。平成21年
度は役員改選の年であり，特に会長の若返りを切望
し人選に奔走しましたが，どなたにも引受けて載け
ず，失意の極みでした。喜寿を迎えてもう一期継投
は過酷ですがやるしかないと観念しております。
平成21年，22年度の役員は下記の如くです。
会 長 遠藤 茂通
副会長 小林 功，井野元 勤，渡邊 清治
幹 事 森本 武志，村田 道治，岡本 行雄

江良 晋，川口 竹男，武尾 宏
雨宮 光，小沢 優樹，上島 十郎
福井光次郎

評議員 石井 出，臼井 健，川辺 修三
渡辺 淨，原 久美子，富田さつき
清水 典子，窪倉 俊樹，林 芳弘
羽鳥 信郎，荒川 宏

監 事 米山 磐，土屋 眞

顧 問 秋山 格衛，霜島 正雄，鈴木 德雄
山口 肇久

21年度当内科医会の事業内容は次の如くです。
Ａ）学術調査研究
1）県内科医学会調査研究の一環として糖尿病性
腎症特に尿中アルブミン測定調査に多数の施設
が参加し多くの症例を報告した。

2）高血圧神奈川スタディに羽鳥，武尾先生が中
心となり調査に参加している。

Ｂ）学術講演会
平成21年度の学術講演会は12月迄に下記の如く11

回であるが3月末迄に15回の講演会を予定してい
る。毎回の講演会には平均約30名の会員が参加し活
発な討論を行い非常に頼しい限りである。
ｃ）地域社会活動
1）COPD関連講演 3回
2）腰痛，肩凝り予防 2回
3）インフルエンザ予防 2回
4）テレビ健康教育番組 3回

Ｄ）地域内の講演会及び研究会
1）学術委員会主催講演会（年10回）
2）循環器研究会
3）消化器研究会
4）糖尿病研究会
5）スポーツ医学研究会
6）認知症を考える小田原の会
7）小田原うつ病研究会
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■秦野伊勢原医師会内科医会

幹事 武田 浩

昨年4月より秦野伊勢原内科医会幹事の大任を仰
せつかりました。昨年は秦野伊勢原内科医会として
10月に糖尿病の外来インスリン導入の講演会をやま
どり糖尿病療養指導コンセンサス，糖尿病ネット
ワークと共催で実施し60人の先生，パラメディカル

の参加がありました。今年2月にも糖尿病関連の勉
強会を企画しております，来年度からは年3回程度
の糖尿病関連以外の講演会を今後企画していく予定
です。 来年2月には当内科医会主催で内科集談会
もあり，宮野評議員，笹尾評議員，県内科医会の古
木幹事と会員の皆様の結束を図り万全の準備体制を
引きたいと思っております。来年の集談会には皆様
方からの日頃の日常診療における研究成果を多数発
表いただけるよう，よろしくお願いいたします。
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「高血圧と酸化ストレス」平成21年4月22日（水)1

講 師講 演開催日

「スタチンのプラーク性状に対する効果
―TRUTH Study から―」
「急性心筋梗塞の診断と治療の現況」

平成21年10月29日（木)8

平成21年度小田原内科医会学術講演会一覧

11

東海大学医学部 内科学系 循環器内科
教授 田邉 晃久 先生

「高血圧の最新の治療―JSH2009を中心に―」平成21年7月9日（木)4

東海大学医学部 腎内分泌代謝内科
准教授 鈴木 大輔 先生

「糖尿病性腎症の治療を再考する」平成21年6月4日（木)3

九州大学病院 循環器内科
講師 廣岡 良隆 先生

「PK/PD理論に基づいた適正抗菌薬療法」平成21年8月21日（金)6

東海大学医学部 内科学系呼吸器内科学
教授 阿部 直 先生

「喘息とCOPDの治療と管理」平成21年9月18日（金)7

平塚共済病院 循環器科
医長 大西 祐子 先生

横浜市立大学附属病院市民総合医療セン
ター 心臓血管センター
教授 木村 一雄 先生

埼玉医科大学 腎臓内科
教授 鈴木 洋通 先生

「ラジレスをどう使うか―ニューコンセプト
に向けて―」

平成21年12月22日（火)

平成21年11月25日（水)9

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 先生

「糖尿病治療薬の新たな展開―グラクティブ
錠を中心に―」

平成21年12月4日（金)10

北里大学医学部 泌尿器科学
講師 佐藤 威文 先生

「総合内科医による前立腺疾患へのアプロー
チ」

平成21年7月29日（水)5

自治医科大学 感染制御部長感染管理学
准教授 森澤 雄司 先生

昭和大学横浜市北部病院 呼吸器内科
笠原 慶太 先生

「長引く咳の診断と治療―咳喘息を中心に―」平成21年5月22日（金)2

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内
分泌内科
教授 東條 克能 先生

「内分泌学的視点から見た新たな糖尿病治療
戦略―インクレチンヘの期待―」



■相模原市内科医会

会長 山本 晴章

当会では，定例講演会として
年4回の学術講演会を開催し，
さらに適宜タイムリーな話題に
ついての講演会を年数回程度開

催している。平成21年度は5月25日に「特定健診に
おける腎機能検査の位置づけ」，「日常診療における
CKD のインパクト」，6月24日に「各種 ARB 比較
を含めた実地医家での降圧治療の実態調査」，「高血
圧治療における利尿薬の位置づけ～ JSH2009に基
づいて～」，7月24日に「高血圧治療の歩みと血圧測
定」，「血圧管理の実際～ JSH2009ガイドラインで血
圧管理がどう変わったか～」，9月18日に「医療のプ
ロフェッショナリズム～消化器内視鏡医の立場か
ら～」，11月13日に「日本人の塩分感受性を考慮した
不老長寿の戦略」，1月20日に「新しいガイドライン
の特徴と配合剤による治療戦略」，2月23日に「大血
管症抑制を目指した2型糖尿病の治療戦略～インク
レチン作用増強薬への期待～」と題した講演会を各
界で著明な先生方を講師に開催した。また，糖尿病
の合併症を考える会を立ち上げ，その第1回として

「脳血管イベント抑制を目指して」のテーマで講演
会を開催した。
Four season's conference では，「1枚の胸部レン

トゲン写真をどう診るか？～見落としやすい所見と
肺がんの様々な画像について～」，「膵腫瘍の診断と
治療の進歩」，「インクレチンの基礎」「高血圧・動脈
硬化とパーキンソン病の関わり」のテーマで講演会
を，リバーカンファレンスは肝炎を中心とした講演
会を4回，さがみ糖尿病カンファレンスは4回開催
しパラメディカルの参加も大変多く好評を博してい
る。
また，今まで規約になかった「病院会員」を会則

に規定し，内科標榜のある市内の全病院に入会を勧
め，県内科医学会病院会員への入会も併せて依頼し
ている。地区ごとに最低1名以上の幹事を配置し，
同様に内科標榜の未加入個人開業医にも地区会にお
いて入会を勧めている。
今年9月18日に臨床医学研修講座を北里大学にお

願いしており，初めての試みとして，土曜日の午後
に学外の会場（ホテルセンチュリー相模大野）にお
いて，新任の内科3教授による講演など，東原教授
を中心に最新の知識を拝聴する事が出来る貴重な会
を予定しており，地元である当会は幹事が中心と
なってその準備に取り組んでいる。

■大和市医師会内科医会

会長 石垣十一郎

大和市医師会内科医会は，大
和市医師会の下部組織として存
在し，大和市医師会員であれば，
誰でも本人の意思で，大和市医

師会内科医会に入会出来る。但し県の内科医学会に
入会するかどうかは，本人の意思一つであり，県内
科医学会に入会するのは，大和市の場合，多くは内

科系の医師が多い。因に，平成19年11月1日現在の，
大和市医師会の会員数は205名で，県内科医学会の
会員は39名，大和市医師会内科医会の会員数は59名
であったが，平成21年11月1日現在の大和市医師会
会員数は214名であり，大和市医師会会員数は64名
で，内県内科医学会会員は40名と1名の増加に留
まった。大和市医師会では，新入会する際に，県内
科医学会及び市内科医会への入会を勧誘している。
然し乍ら，内科を標榜してない故か，県内科医学会
に入会する会員は少ない。
大和市医師会内科医会では，8月と12月を除いて，

本来は2ヶ月に1度位の講演会を，と思っているが，
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大体月2回位の割合で行なっている。製薬会社が新
製品を発売すると，その宣伝の為に，又講演会をや
ると，その売上が伸びる為に，回数が多くなってい
る。製品に関連した疾患の講演会が多く，今年から，
製品の説明は良しとして，講演の内容を，内科医会
会員の興味ある疾患を，と考えている。
毎回書いているが，大和市内科医会では，糖尿病
療養指導師及び大和市栄養士会と連携し，大和市民
の糖尿病及びそれに関心のある人を対象に「糖尿病
を知る会」を大体3ヶ月に1度の割で行って居り，

12月には，栄養士会が主体となり，「糖尿病者のオセ
チ料理」の調理実習を行ない，カロリー計算も含め
て，約40名の参加者があり，好評であり，今後も続
けて欲しい，との要望が多かった。
この様に，糖尿病に限らず，他の疾患に就いても

この様な会が持てたら，と思っている。
尚最後になりましたが，折角の講演会ですので，

若し興味ある演題であれば，御出席をいただく様に，
県内科医学会の第五地区内の近隣の医師会事務局
に，連絡している。
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患者にやさしい心臓手術※2月6日（金)1
開催場所所 属講 師演 題開催日時№

㈶心臓血管研究所付属病院循環
器科部長

永島 和幸循環器総合診療 ～治す時代から予防する
時代へ～

7月14日（火)8

大和市内科医会講演会開催記録（平成20年12月～平成21年11月）
平成22年1月20日

4

大和市地域医療セ
ンター

㈶神奈川県警友会 けいゆう病
院 小児科部長

菅谷 憲夫新型インフルエンザの誤解と対策の問題点※3月9日（月)3

大和市地域医療セ
ンター

東北大学大学院医学系研究科付
属創生応用医学研究センター教
授

宮田 敏男腎臓病を如何に早期に診断し治療に繋げる
か

2月16日（月)2

小田急ホテルセン
チュリー相模大野

慶應義塾大学医学部
外科（心臓血管）教授

四津 良平

福井 俊哉認知症に気づくための認知機能の話 －実
証例を交えて－

6月16日（火)6

大和市地域医療セ
ンター

帝京大学医学部 内科感染症診
療教授／微生物学講座主任教授

斧 康雄抗菌薬の特性と生体内効果 ～ニューキノ
ロン系薬を中心に

6月24日（水)7

つるまメディカル
ホール

大和市地域医療セ
ンター

慶應義塾大学 熱帯寄生虫学教
室

三浦左千夫臨床医が知っておくべき疾患，シャーガス
病について

3月17日（火)

小田急ホテルセン
チュリー相模大野

昭和大学医学部内科学講座糖尿
病・代謝・内分泌内科教授

平野 勉明日から役立つ糖尿病治療 ～早期治療の
重要性～

4月14日（火)5

大和市地域医療セ
ンター

昭和大学横浜市北部病院 内科
神経准教授

※2月6日（金）大和市外科医会共催
※3月9日（月）大和市小児科医会共催

大和市地域医療セ
ンター

北里大学大学院 医療系研究科
専任教授
北里大学病院 呼吸器内科

小林 弘祐COPD の診断と治療 ～新ガイドライン
を踏まえて～

11月18日（水)15

大和市地域医療セ
ンター

東京医科大学 老年病学講座
教授

羽生 春夫認知症診療における画像検査の活用11月24日（火)16

倉田 彰脂質管理の重要性について～まずすべきこ
とは～

11月13日（金)12

小田急ホテルセン
チュリー相模大野

徳島赤十字病院 副院長日浅 芳一冠インターベンションにおける病診連携と
薬物投与について

11月16日（月)13

つるまメディカル
ホール

昭和大学医学部内科学講座腎臓
内科学部門 教授

秋澤 忠男CKDと合併症治療11月17日（火)14

9月25日（金)9

大和市地域医療セ
ンター

昭和大学医学部内科学講座 糖
尿病・代謝・内分泌内科教授

平野 勉動脈硬化の真犯人 －超悪玉コレステロー
ル－

10月7日（水)10

大和市地域医療セ
ンター

大和市立病院 循環器科長久保 貴昭ASCOT 試験の再考 ～血圧とコレステ
ロールを同時にコントロールすることの重
要性～

10月26日（月)11

つるまメディカル
ホール

北里大学
脳神経外科准教授

大和市地域医療セ
ンター

東京都済生会中央病院 腎臓内
科部長（東京慈恵会医科大学客
員教授）

栗山 哲日本人の食塩感受性を考慮した不老長寿の
戦略



■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会員
は17名の少人数で，前年と比べ
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

動は学術講演会と毎月の胸部レントゲン勉強会と消
化器勉強会です。海老名医師会，内科医会と共催し
ながら，少しでも多くの医師の参加を期しています。
病診連携，診診連携に役立っています。
平成22年4月に神奈川県禁煙分煙条例が実施され
ます。平成21年9月に中山先生，長谷先生の県内最
後になる禁煙に関する講演をしていただきました。
毎月行われている胸部レントゲン勉強会は北里大
学の矢那瀬先生に指導していただき，肺がんの他，
種々の疾患の症例を解説してもらっています。今年
度は，急性肺炎症状の肺結核，気管支拡張症と長く
言われていた肺分画症，過敏性肺臓炎様のニューモ
シスチス肺炎（HIV 感染），肺クリプトコッカス症
など興味ある症例を見せていただきました。
消化器勉強会はがん総合センターの松江先生か
ら，胃がん，肝細胞がんなどの他，胆管細胞がん，

NASH，自己免疫性膵炎など多数の症例の画像診断
の解説，がん検診の課題などの講演をしていただき
ました。
第5地区では，各内科医会が協力しながら活動の

活性化を図ろうと思っています。
平成21年1月から行われた学術講演会は次の通り

です。
慢性腎臓病（CKD）の管理（血糖，血圧の管理の重
要性）

あさおクリニック 前波 輝彦先生
慢性肝疾患，肝がん診療の現況

東海大 加川 建弘教授
皮膚病のリトビア（アレルギー編）

浅井皮膚科 浅井 俊弥先生
抗菌薬の特徴と生体内効果

帝京大 斧 康雄教授
禁煙に関する講演

神奈川県内科医学会 中山 脩郎先生
長谷 章先生

胃がん診療の現状と今後の課題
北里大 田辺 聡先生

内分泌異常のやさしい診かた
田名病院 阿部 好文先生

山本クリニック 山本 晴章先生
横浜労災病院 西川 哲夫先生

■厚木内科医会

会長 間下 信昭

平成21年厚木内科医会は役員
交代の時期で，4月から新しい
執行担当役員のもとで活動を
行った。10年余に渡り会長を勤

められ内科医会に多大の貢献をされた木我 修先生
が勇退され，顧問になられました。替わって間下が
後任の会長に推挙され，次の役員を選出しました。

会 長：間下信昭（東名厚木病院）
副会長：関根富佐夫（関根医院）
同 ：林 正博（林医院）
同 ：青木一真（青木医院）
同 ：中川 望（東名厚木病院）
活動は木我前会長の敷かれた路線の延長を基に継

続した。まず，木我先生が熱い思いで平成17年2月
に創められた厚木内科医学会は，第5回を平成21年
3月成功裡に終えました。4月より新体制の元に第
6回の準備を始め，平成22年2月28日（日）に特別
講演に大阪医科大学名誉教授 勝 健一先生を迎
え，「消化器内視鏡機器の過去・現在・未来 －在宅

神奈川県内科医学会会報No.32 75



で内視鏡写真記録の夢－」の題にて講演していただ
き，他に症例「クローン病」についての検討会や一
般演題7題で構成して開催の予定です。
また20年前に始められた厚木内科集談会も引き続
き行い，専門分野の第一線で活躍中の先生を招いて
学術講演をお願いしました。4月に第123回を開催

し，22年2月の第129回まで計7回実施致しました。
さらに今年度より，厚木医師会が独自に市民医療

フェステバルを創設することになり，当内科医会も
賛同し，11月7日（土）に生活習慣病についてのミ
ニレクチャー3名，市民医療相談に3名の会員を派
遣し協力した。
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日臨内だより

日本臨床内科医会 常任理事 南 信明
Ⅰ．第27回日臨内総会
平成22年４月11日，12日の両日，東京商工会議所において第27回日本臨床内科医会総会が開催された。総
会では前日開催された第43回代議員会での決議事項①21年度事業報告，②22年度事業計画案，③21年度決算
（仮），④22年度予算案について報告された。
平成21年10月開催の第42回代議員会で決定された21名の名誉会員が報告され，出席された12名の先生が後
藤由夫会長から表彰状と記念の盾が授与された。神奈川県からは中山修郎名誉会長，國島修先生，塩田善朗
先生の３名の先生が表彰されました。
引き続き昨年度から創設された「僻地・離島あるいは地域において住民に密着した地域医療活動に永年従
事し，優れた功績を挙げ，地域住民の健康増進に著しく貢献された会員を表彰する」制度に該当する10名の
先生が表彰され，神奈川県からは相模原の志野原三津夫先生が表彰された。名誉会員になられた３名の先生
がた，地域医療貢献で表彰された志野原三津夫先生に心からお祝いを申し上げます。
すべての報告事項，決議事項の説明のあと質疑応答が行われ挙手多数で４つの議案は承認された。

Ⅱ．総会で行われた各担当理事からの報告事項
１．総務委員会
①会員数について，平成22年３月29日現在，16345名。昨年９月25日は16365名で20名の減少。各地区で少
しずつの減少がみられたが，岡山県においては，「日本臨床内科医会岡山県医会」と「岡山県内科医会」が統
合されるという特筆すべき出来事により岡山県の日臨内会員が102名増加した。
②平成21年度下半期の事業について
前回の理事会（第53回，平成21年10月）以後も，順調に各種の会議，事業が行われた。埼玉県での医学
会以後のおもな会議は以下のとおり。
常任理事会，会誌編集委員会，地区ブロック会議が各々２回，ニュース編集委員会，医療介護保険委員
会，地域医療委員会，研修推進委員会，調査研究委員会，会員増強委員会がそれぞれ１回開催された。

２．総務部調査研究委員会
倫理調査委員会の開催，抗インフルエンザウイルス治療薬，吸入剤「レレンザ」の使用実態調査，本会
会員の健康実態調査を行う。創立25周年を迎え，日本臨床内科医会の標語の公募をおこなう。

３．庶務部庶務委員会
平成22年10月10日，11日，金沢市で開催される第24回日本臨床内科医学会において各都道府県から１題
以上の演題の応募をお願いしたい。
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４．庶務部会員増強委員会
会員増強委員会が再発足。都道府県内科医会の会員状況についての報告。
過去に行われて有効であったと思われる会員増強策について検討する。
各都道府県で５％の会員増強のお願い
会員増強事業計画は日臨内，都道府県内科医会の共有の課題である。
都道府県医師会に会員増強のための調査結果を報告し，具体的な対策を立案して提案する。

５．庶務部 IT委員会
会誌読後感想のお願い
ホームページへのアクセス数が125,300であった。
ホームページリニューアルが現在進行中

６．社会医療部地域医療委員会
禁煙指導研修会の実施
日本臨床内科医会インフルエンザ研究
昨年度インフルエンザ診療マニュアルは161,500部発行された
学会発表が活発に行われた

７．社会医療部地域医療委員会
地域医療功労者の表彰
第27回日臨内総会にて表彰 10名
会員数減少への対策の１つとして医会内での勤務医の現状と問題点についてアンケート調査を実施した
（平成21年12月～平成22年１月）
日臨内会誌「地域医療の現場から」コーナーへの定期投稿に（平成22年３月号）
「福岡市中央区医師会における認知症ネットワーク形成の試み」

８．研修部研修推進委員会
平成21度日臨内専門医・認定医合格者
専門医 11名 認定医 55名
現在の専門医 3131名，認定医 1520名

平成22年度より「日本医師会生涯教育制度実施要綱」の変更に伴う日臨内制度の一部改定を行う。
日臨内専門医・認定医制度において，日医生涯教育修了証のコピーを提出することで10単位／１年間を
取得可能としていた事項を廃止，向後日医から３年毎に発行される日医生涯教育認定証（30単位，30カリ
キュラムコード）のコピーを提出することで，日臨内専門医・認定医制度の研修単位として30単位を賦与
するなどが報告された。

９．社会保険部医療・介護保険委員会
平成22年度診療報酬改定の道程と内容，新要介護認定方式など
平成22年度診療報酬改定率は医科がプラス1.74％，歯科がプラス2.09％，調剤がプラス0.52％，薬価・
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材料価格がマイナス1.36％で合計0.19％のプラス改定であった。今回の大きな問題は「診療所と病院を
対立軸に据えて，診療所の診療報酬を病院に移譲するパターンが明白となった点」
平成22年度診療報酬改定の主な項目
①病院，診療所の再診料統一
②外来管理加算の見直し（69点）
③地域医療貢献加算
④後発医薬品の採用割合が20％以上の病院に入院基本料の加算
⑤医療と介護の機能分化と連携強化 など
委員会活動として内保連に要望書を提出後，斎藤代表，厚労省石井課長補佐とのヒアリングを行った。
新要介護認定方式については，厚労省の要介護認定状況の調査結果では，新規申請者の介護が必要でな
い「非該当」と認定される割合が，旧基準に比して倍増していたことが明らかとなった。
認定事業者にたいする介護報酬を加算し，介護労働者の賃金を月額４万円ひきあげる，事業者に対する
介護報酬を７％引き上げるとの民主党のマニフェストであったが，ケースワーカー１人当たり，月約１万
円で，年度末までの６カ月で６万円程度となったが，看護師，介護相談員などの他の職種への支給はなく，
支．給そのものを辞退する施設もすくなからずあると聞いているとの報告があった。

10．学術部
学術委員会
生活習慣と健康状態調査についてい３万５千例が回収され，腹囲の記載のあった15000例について分
析された。野菜摂取量の多い人ほど腹囲正常者が多かったとの記事が読売新聞の医療欄で取り上げられ
た。15000例の JPPP 試験への参加に感謝。
本年７月に第５回目の追跡調査の予定。JPPPGI ご協力のお願いがあった。
厚労省の研究事業に申請した「アスピリンによる消化管障害に関する研究」の計画が平成21年12月に
受理された。先生方のご協力をお願いいたします。
患者用小冊子制作実績では３月末現在1090万部となった。現在制作中のものとして
①胃食道逆流症，②インクレチン関連薬，③肩こりの３種類がある。
会員の先生方の小冊子の活用をお願いする。
外来で利用できる簡単な患者用説明資料の作成

会誌編集委員会
委員会報告 投稿論文が増えている。読みやすいわかりやすい会誌作りをめざしている。
広報部ニュース委員会
準即時的ニュースの配信。元旦号１面の写真について

総会の最後に石川県内科医会会長近藤邦夫先生から，本年10月10日（日），11日（月・祝）の両日石川県金
沢市で開かれる第24回日本臨床内科医学会への参加，演題募集のお願いがありました。多くの先生方の御協
力をお願いいたします。

来年開催の第28回日本臨床内科医会は，平成23年４月９日（土），10日（日）の両日東京で開催されます。
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平成20年度会務報告

会員数1,571名（平成21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20年5月17日（土）

16時00分～16時30分
場所：パシフィコ横浜アネックスホール201・
202

ア 黙祷
イ 評議員会報告
ウ 議事
ア 平成19年度会務報告承認の件
イ 平成19年度決算承認の件
ウ 平成20年度事業計画（案）承認の件
エ 平成20年度予算（案）承認の件
オ 会則改正の件
カ その他の件
エ 感謝・表彰状贈呈
感謝状：東海大学医学部

横浜内科学会
表彰状：第1地区 長谷川 修（大学区）

森 壽生（西 区）
第2地区 西脇 博一（川崎市）

小花 光夫（川崎市）
第3地区 山下 隆司（横須賀市）

楠本 保（鎌倉市）
湯浅 章平（鎌倉市）

第4地区 宮本 京（藤沢市）
常田 康夫（藤沢市）
佐生 隆（平塚市）
臼井 健（小田原市）
須藤 宣弘（秦野伊勢原）

第5地区 金森 晃（相模原市）
紀 孝（座間綾瀬）

新川 恒夫（厚木）
窪田 隆浩（厚木）
間下 信昭（厚木）
芳沢 国芳（大和市）

⑵ 評議員会（1回）
〔第2回〕
日時：平成20年5月17日（土）

15時30分～15時50分
場所：パシフィコ横浜アネックスホール204

ア 議事
ア 平成19年度会務報告承認の件
イ 平成19年度決算承認の件
ウ 平成20年度事業計画（案）承認の件
エ 平成20年度予算（案）承認の件
オ 会則改正の件ア
カ その他の件

⑶ 幹事会（2回）
〔第3回〕
日時：平成20年4月17日（木）午後7時00分～
場所：中外製薬㈱会議室

ア 協議事項
ア 常任幹事の追加について
イ 平成20年度事業計画（案）について
ウ 第74回定時総会・学術講演会（5/17）に
ついて
ａ 平成19年度会務報告（案）について
ｂ 平成19年度決算について
ｃ 監査報告
ｄ 平成20年度事業計画（案）について
ｅ 平成20年度予算（案）について
ｆ 会則改正の件（案）について

エ 第3回地区幹事会（10月開催）について
オ 共催・後援について
ａ 市民公開講座（禁煙フォーラム）（7/21）
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ｂ 世界禁煙デー記念シンポジウム
カ 神奈川県医師会報『分科会だより』欄へ
のご寄稿のお願い（締め切り日 5/20）

イ 報告事項
ア 第6回，第7回禁煙・分煙推進委員会
（3/17・4/17）及び第1回，第2回禁煙指
導マニュアル作成委員会（3/17・4/1・4/17）
イ 第2回高血圧神奈川スタディ委員会
（3/26）
ウ 第8回総務委員会（4/10）
エ 地区会長の交代について
オ 日本内科学会認定「内科専門医」の呼称
変更について
カ 第2回地区幹事会（第3地区）
キ 神奈川県精神科診療所協会との合同講演
会（自殺予防について）（6/13）
ク 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告
ケ ジェネリック講演会について
〔第4回〕
日時：平成20年12月6日㈯午後4時00分～
場所：神奈川県総合医療会館
ア 協議事項
ア SAS スクリーニングシステムの件
イ 日臨内ニュースと県内科会報の増刷につ
いて
ウ 神奈川県神経難病ネットワークとの連携
について
エ 臨床研究に関するアンケート調査につい
て
オ 会員年齢調査について
イ 報告事項
ア 第4回ジェネリック問題対策委員会
（11/21）
イ 第11回禁煙指導マニュアル作成委員会
（11/25）
ウ 第2回情報・医療委員会（医療）（11/27）
エ 第15回総務委員会（12/3）
オ 神奈川高血圧・糖尿病を考える会打合せ
会（11/28）

カ 日本臨床内科医会関係報告 第3回常任
理事会報告（11/30）

キ 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告
⑷ 常任幹事会（6回）
〔第6回〕
日時：平成20年6月19日（木）午後7時00分
場所：ブリーズベイホテル

ア 協議事項
ア 共催・後援について
ａ 第57回神奈川循環器講演会

イ 第50回神奈川医学会総会・学術大会につ
いて

ウ 神奈川医学会評議員会報告（6/17）
エ 学術功労者の推薦について
オ 平成20年度会費請求について

イ 報告事項
ア 第74回定時総会・学術講演会（5/19）
イ 第4回学術委員会（4/22）
ウ 第2回ジェネリック問題対策委員会
（4/23）

エ 第8回禁煙分煙推進委員会（6/17）及び
第4・5回禁煙マニュアル作成委員会
（4/29・6/17）

オ 県民公開講座禁煙フォーラム（7/21）
カ 第9回・10回総務委員会（5/13・6/10）
キ 第3回・4回高血圧神奈川スタディ委員
会（5/14・6/18）

ク 第4回認知症対策委員会（6/11）
ケ 第3回糖尿病対策委員会（6/16）
コ 神奈川県内科精神科連携の会（6/13）
サ 日本臨床内科関係報告
シ 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告

〔第7回〕
日時：平成20年7月17日（木）午後7時00分
場所：崎陽軒本店

ア 協議事項
ア 共催・後援について
ａ 横浜内科学会市民公開講座について
ｂ 第2回神奈川糖尿病療養指導士認定機
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構研修会
イ 学術功労者の推薦について
ウ 第50回神奈川医学会総会・学術大会につ
いて
エ 臨床試験に対する特別委員会及びメタボ
リックシンドロームに対する特別委員会に
ついて
オ 神奈川県内科医学会創立記念誌（20,25,
35,40周年記念誌）のホームページへの掲
載について

イ 報告事項
ア 第3回情報・医療委員会【広報】（7/3）
イ 第1回情報・医療委員会【医療】（7/10）
ウ 平成20年度四半期収支報告
エ 第11回総務委員会（7/8）
オ 第5回高血圧神奈川スタディ委員会
（7/16）
カ 認知症受入医療機関アンケート調査内容
（病院編）について
キ 社会保険指導者講習会（7/29）
ク 日本臨床内科医会関係報告
ケ 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告
〔第8回〕
日時：平成20年9月18日（木）午後6時00分
場所：横浜ベイシェラトンホテル
ア 協議事項
ア 共催について
ａ クリーンエアの集い in KANAGAWA
への共催
ｂ 第11回循環器セミナー
イ 肝炎従事者研修の実施について
ウ 高血圧学会（10月9・10・11日）におけ
る保険医協会との共同研究発表に係る研究
費用について
エ 集談会演題募集について
オ 第6回高血圧神奈川スタディ委員会
（8/27）
カ 第10回禁煙・分煙推進委員会（9/2）
キ 第12回総務委員会（9/12）

ク 共催・後援規定について
ケ 肥満糖尿病患者の食事療法についての医
師向けアンケートについて

コ 日本臨床内科医会関係報告
ａ 平成20年度関ブロ会議について
ｂ 慢性呼吸器疾患〔喘息・COPD〕診療
実態調査の協力について
ｃ 社会保障費2,200億円削減政策につい
ての対応について

サ 特定健診アンケート結果について
シ 日本病態情報医学会について
ス 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告

〔第9回〕
日時：平成20年11月20日（木）午後7時00分
場所：ホテルコスモ横浜2階「ジラフ」

ア 協議事項
ア 共催・後援について
ａ 第25回糖尿病セミナー後援
ｂ 高血圧治療ガイドライン指定講演会

イ 神奈川県神経難病ネットワークとの連携
について

ウ 年齢構成調査について（名簿情報の追加）
エ 排尿障害患者アンケートの件
オ 糖尿病対策推進会議に関して
カ 常任幹事の追加について
キ SAS スクリーニングシステムの件
ク 医学会雑誌 医会だより原稿執筆につい
て

ケ 糖尿病対策委員会腎障害調査について
イ 報告事項
ア 地区幹事会報告
イ 中間決算報告
ウ 記念誌のホームページ掲載について
エ 第7回高血圧神奈川スタディ委員会
（9/30）

オ 第8，9，10回禁煙指導マニュアル作成
委員会（10/7・10/25・11/7）

カ 第6回認知症対策委員会（11/5）
キ 第5回学術委員会（10/15）
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ク 第75回秋季学術総会（11/15）
ケ 第13，14回総務委員会（10/27・11/10）
コ 第4回情報・医療委員会（広報）（11/12）
サ 第9回肝がん撲滅を目指す病診連携の会
シ 第14回内分泌異常のやさしい診かた談和
会（11/13）
ス 第50回神奈川医学会総会・学術大会への
参加について（11/23）
セ 神奈川医学会学術功労者表彰について
ソ 日本臨床内科医会関係報告
ａ 平成20年度関ブロ会議（群馬）（9/27）
ｂ インフルエンザの予防・診断・治療に
関する全国調査研究
ｃ 日本臨床内科医会認定・専門申請
タ 肝炎従事者研修会打ち合わせ会報告
チ 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告
〔第10回〕
日時：平成21年1月15日（木）午後6時00分
場所：横浜ベイシェラトンホテル
ア 協議事項
ア 共催・後援について
ａ 高血圧治療ガイドライン指定講演会
ｂ Gastroenterology&Cardiovascular 講
演会
ｃ 第11回神奈川 COPD研究会
ｄ 神奈川吸入療法研究会第11回講演会
イ 日臨内関連
ａ 平成21～22年度代議員及び理事推薦の
依頼について
ｂ 日臨内地域医療功労者表彰に関する被
表彰者の推薦について
ｃ 生活習慣と健康状態調査（小野薬品）
ｄ 神奈川吸入療法研究会第11回講演会
ウ 神奈川県糖尿病対策推進会議発足会
イ 報告事項
ア 神奈川県神経難病ネットワークとの連携
について
イ ジェネリックアンケート調査について
ウ 第8回高血圧神奈川スタディ委員会

（12/15）
エ 第5回糖尿病対策委員会（12/22）
オ 第12・13回禁煙指導マニュアル作成委員
会（12/9・1/13）

カ 第16回総務委員会（1/13）
キ 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告

〔第11回〕
日時：平成21年3月19日㈭午後7時00分
場所：横浜ベイシェラトンホテル

ア 協議事項
ア 次期役員改選について
イ 神奈川県糖尿病対策推進会議幹事推薦
ウ 各委員会20年度事業総括及び21年度事業
計画・予算要望について

エ 第1回評議員会・第76回定時総会（5/16）
について
ａ 第72回集談会優秀演題発表について
ｂ 進行について
ｃ 定時総会時学術講演会について

オ 共催について
ａ 第3回神奈川循環器睡眠障害研究会

カ 会則等改正について
イ 報告事項
ア 第72回集談会（2/15）（資料9）
イ 地区幹事会（2/12・19・26・27・3/5）
ウ 第6回学術委員会（2/4）
エ 第3回情報・医療委員会（医療）（2/5）
オ 第9・10回高血圧神奈川スタディ委員会
（1/26・2/23）

カ 第14・15・16回禁煙指導マニュアル作成
委員会（2/2・2/23・3/13）

キ 第6回糖尿病対策委員会（2/23）
ク 第17・18回総務委員会（2/25・3/10）
ケ 第5回ジェネリック問題対策委員会
（3/9）

コ 神奈川県内科医学会パンフレットについ
て

サ 第11回神奈川 COPD研究会（3/12）報告
シ 神奈川県医師会医事紛争特別委員会報告
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⑸ 学術委員会（3回）
〔第4回〕
日時：平成20年4月22日（火）午後7時45分
場所：県総合医療会館
ア 第74回定時総会時 学術講演会（5/17）
イ 第75回秋季学術総会（11/15）
ウ 平成21年新年学術大会（Ｈ21.1/15）
〔第5回〕
日時：平成20年10月15日（水）午後7時40分
場所：県総合医療会館
ア 第75回秋季学術総会（Ｈ20.11/15（土））
イ 平成21年新年学術大会（Ｈ21.1/15（木））
ウ 第76回定時総会時学術講演会（Ｈ21.5/16
（土））
〔第6回〕
日時：平成21年2月4日㈬
場所：県総合医療会館
ア 第76回定時総会学術講演会（5/16）につい
て
イ 今後の学術委員会の活動に関して
ウ 第77回秋季学術総会（11/21）
エ 平成22年新年学術大会（Ｈ22.1/21）
⑹ 情報・医療委員会（広報2回，医療3回）
広報〔第3回〕
日時：平成20年7月3日（木）午後7時45分
場所：県総合医療会館
ア 神内医ニュース（60号）について
イ 神奈川県内科医学会パンフレットの作成に
ついて

〔第4回〕
日時：平成20年11月12日（水）午後7時45分
場所：県総合医療会館
ア 神奈川県内科医学会会報（31号）について
イ 神奈川県内科医学会パンフレットの作成に
ついて

医療〔第1回〕
日時：平成20年7月10日（木）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 保険診療上の参考資料〔医療・介護保険

Q&A（仮題）〕の作成について
〔第2回〕
日時：平成20年11月27日（木）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 保険診療上の参考資料〔医療・介護保険
Q&A（仮題）〕の作成について

〔第3回〕
日時：平成21年2月5日（木）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 保険診療上の参考資料〔医療・介護保険
Q&A（仮題）〕の作成について

⑺ 総務委員会（11回）
〔第8回〕
日時：平成20年4月10日（木）午後7時00分
場所：県総合医療会館

ア 平成20年度事業計画（案）・決算・予算（案）
について

イ 第3回幹事会（4/17）について
ウ 20年度総務委員会日程について
〔第9回〕
日時：平成20年5月13日（火）午後8時00分
場所：県総合医療会館

ア 第74回定時総会（5/17）について
イ 会員増強に向けての対策について
ウ 神奈川県精神科診療所協会との合同講演会
について（6/13）

エ 学術講演会について
〔第10回〕
日時：平成20年6月10日（火）午後8時00分
場所：県総合医療会館

ア 第6回常任幹事会
イ 会員増強に向けての対策について
ウ 地区幹事会について
エ 会則改正について
オ 大学との懇談会について
カ 年間行事予定
〔第11回〕
日時：平成20年7月8日（火）午後8時00分
場所：県総合医療会館

84 神奈川県内科医学会会報No.32



ア 神奈川県内科医学会創立記念誌のホーム
ページへの掲載について
イ 第7回常任幹事会
ウ 地区幹事会について
エ 平成20年度四半期収支報告
オ 神奈川医学会総会（11/23）プレナリーセッ
ション及び特別講演について
カ 臨床試験に対する特別委員会及びメタボ
リックシンドロームに対する特別委員会につ
いて
〔第12回〕
日時：平成20年9月12日（金）午後8時00分
場所：県総合医療会館
ア 地区幹事会について（1/24）について
イ 高血圧学会（10月9日・10日・11日）にお
ける保険医協会との共同研究発表について
ウ 日臨内関ブロ会議（9/27）での地区報告に
ついて
エ クリーンエアの集い in KANAGAWA
（9/21）の共催について
オ 肝炎従事者研修の実施について
カ 共催・後援規定について（案）について
キ 第8回常任幹事会
〔第13回〕
日時：平成20年10月27日㈪午後8時00分
場所：県総合医療会館
ア 地区幹事会について
イ 共催について
ウ 記念誌ホームページ掲載について
エ 総務委員会日程（案）について
〔第14回〕
日時：平成20年11月10日（月）午後8時00分
場所：県総合医療会館
ア 第9回常任幹事会について
イ 第75回秋季学術総会について
ウ 情報・医療委員会の名称について
エ 学術功労表彰者について
オ 神経難病ネットワークとの連携について
カ 年齢構成調査について

〔第15回〕
日時：平成20年12月3日（水）午後8時00分
場所：県総合医療会館

ア 臨床研究に関するアンケート調査について
イ 日臨内報告
ウ 地区幹事会について
エ 神奈川県神経難病ネットワークとの連携に
ついて

オ SASスクリーニングシステムの件
〔第16回〕
日時：平成21年1月13日（火）午後8時00分
場所：県総合医療会館

ア 日本臨床内科医会関係
イ SASスクリーニングシステムの件
ウ 第10回常任幹事会について
〔第17回〕
日時：平成21年2月25日（水）午後8時00分
場所：県総合医療会館

ア 神奈川県医師会報「分科会だより」欄への
寄稿について

イ 「神奈川県糖尿病対策推進会議」幹事会の
開催について

ウ 共催について
エ 第76回定時総会・学術講演会について
オ 地区幹事会について
オ 病院会員に関して
カ 共催・後援規定（案）について
キ 会員年齢調査について
〔第18回〕
日時：平成21年3月10日（火）午後8時00分
場所：県総合医療会館

ア 第78回定時総会・学術講演会（平成22年5
月15日（土））について

イ 第11回常任幹事会
ウ 各委員会平成20年度事業総括・平成21年度
事業計画・予算要望

エ 第76回定時総会・学術講演会について
オ 地区幹事会について
カ 共催・後援規定（案）について
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⑻ 神奈川禁煙・分煙推進委員会（5回）
〔第7回〕
日時：平成20年4月14日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルについて
〔第8回〕
日時：平成20年6月17日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 「今日からできるミニマム禁煙医療」2008
年5月暫定版配布
イ 会員のレベルアップのための講習会開催に
ついて
ウ 神奈川県民公開講座
エ タバコ対策に関係したエキスパート養成
オ 「今日からできるミニマム禁煙医療」市販
版作成
カ 禁煙外来実践DVD作成
〔第9回〕
日時：平成20年7月29日（火）
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルについて
〔第10回〕
日時：平成20年9月2日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルについて
〔第11回〕
日時：平成20年10月7日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルについて
⑼ 禁煙指導マニュアル作成委員会（16回）
〔第2回〕
日時：平成20年4月1日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第3回〕
日時：平成20年4月14日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第4回〕

日時：平成20年4月28日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第5回〕
日時：平成20年6月17日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第6回〕
日時：平成20年7月29日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第7回〕
日時：平成20年9月2日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第8回〕
日時：平成20年10月7日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第9回〕
日時：平成20年10月25日（土）午後3時00分
場所：新中川病院

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第10回〕
日時：平成20年11月7日（金）午後7時30分
場所：新中川病院

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第11回〕
日時：平成20年11月25日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第12回〕
日時：平成20年12月9日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第13回〕
日時：平成21年1月13日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 禁煙指導マニュアルの作成について
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〔第14回〕
日時：平成21年2月2日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第15回〕
日時：平成21年2月23日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第16回〕
日時：平成21年3月13日（金）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 禁煙指導マニュアルの作成について
〔第17回〕
日時：平成21年3月23日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 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（4回）
〔第3回〕
日時：平成20年6月16日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 糖尿病神経障害の実態調査に関する報告
イ 眼科医会・内科医会の共同事業に関する報
告
ウ 糖尿病腎症への取り組み；糖尿病腎症を考
える会の報告
エ 今後の活動について
〔第4回〕
日時：平成20年9月1日（月）午後7時45分
場所：県総合医療会館
ア 糖尿病神経障害の実態調査に関する報告
イ 眼科医会・内科医会の共同事業に関する報
告
ウ 糖尿病腎症への取り組み；糖尿病腎症を考
える会の報告
エ 今後の活動について
〔第5回〕
日時：平成20年12月22日（月）午後8時00分
場所：県総合医療会館
ア 糖尿病神経障害の実態調査の論文に関する

報告
イ 眼科医会・内科医会の共同事業に関する報
告

ウ 糖尿病腎症への取り組み；糖尿病腎症を考
える会の報告

エ 今後の活動について
〔第6回〕
日時：平成21年2月23日（月）午後7時45分
場所：県総合医療会館

ア 糖尿病神経障害の実態調査に関する報告
イ 眼科医会・内科医会の共同事業に関する報
告

ウ 糖尿病腎症への取り組み；糖尿病腎症を考
える会の報告

エ 今後の活動について
⑾ 神奈川認知症対策委員会（4回）
〔第4回〕
日時：平成20年6月11日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 第12回認知症を考える神奈川の会 開催内
容について最終決定

〔第5回〕
日時：平成20年9月3日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 第12回認知症を考える神奈川の会 開催内
容について確認・詳細打ち合わせ

イ 神奈川県内の病院に対するアンケート調査
の進捗状況

〔第6回〕
日時：平成20年11月5日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 第12回認知症を考える神奈川の会について
報告及び反省

イ 第13回認知症を考える神奈川の会 開催内
容について初回検討。

ウ 神奈川県内の病院に対するアンケート調査
の進捗状況

エ 神奈川県内科医学会でのCCS，その後の実
施状況及びアンケート調査について
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〔第7回〕
日時：平成21年2月18日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 第13回認知症を考える神奈川の会 開催内
容について検討
イ 神奈川県内の病院に対するアンケート調査
の進捗状況
ウ 神奈川県内科医学会でのCCS，その後の実
施状況及び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3回〕
日時：平成20年5月14日（水）午後7時45分
場所：県総合医療会館
ア 事業計画等について
〔第4回〕
日時：平成20年6月18日（水）午後7時45分
場所：県総合医療会館
ア 高血圧神奈川スタディ2008調査票について
イ 高血圧神奈川スタディ臨床試験について
〔第5回〕
日時：平成20年7月16日（水）午後7時45分
場所：県総合医療会館
ア 高血圧神奈川スタディ2008調査票について
〔第6回〕
日時：平成20年8月27日（水）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 高血圧神奈川スタディ2008調査票について
イ 高血圧講演会について
〔第7回〕
日時：平成20年9月30日（火）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 高血圧神奈川スタディ2008調査票について
イ 委員再構成について
〔第8回〕
日時：平成20年12月15日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館
ア 高血圧神奈川スタディ2008調査について
〔第9回〕
日時：平成21年1月26日（月）午後7時30分

場所：県総合医療会館
ア 高血圧神奈川スタディ2008調査について
〔第10回〕
日時：平成21年2月23日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア 高血圧神奈川スタディ2008調査について
⒀ ジェネリック問題対策委員会（3回）
〔第3回〕
日時：平成20年9月22日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア ジェネリック医薬品アンケート（案）につ
いて

〔第4回〕
日時：平成20年11月21日（金）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア ジェネリック医薬品アンケート（案）につ
いて

〔第5回〕
日時：平成21年3月9日（月）午後7時30分
場所：県総合医療会館

ア ジェネリック医薬品アンケート結果につい
て

2．学術に関する件

⑴ 第74回定時総会時学術講演会
日時：平成20年5月17日（土）午後4時30分
場所：パシフィコ横浜アネックスホール201・
202

ア 「事業委員会報告」
松葉 育郎（神奈川糖尿病対策委員会委員

長）
岡 正直（神奈川肝炎対策委員会委員長）
高岸 泰（神奈川認知症対策委員会委員

長）
長谷 章（神奈川禁煙・分煙推進委員会

委員長）
宮川 政昭（神奈川高血圧スタディ委員会

委員長）
南 信明（ジェネリック問題対策委員会
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委員長）
イ 「第71回集談会優秀演題 表彰と発表」
ａ 最近経験した Tangier 病の一女性例―
文献的考察を含めて―

佐藤医院 重松 洋 先生
ｂ 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 先生
ウ 「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

教授 寺内 康夫 先生
エ 「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 先生
⑵ 第33回臨床医学研修講座
日時：平成20年9月28日（日）午後1時00分
場所：横浜市立大学附属病院10階 臨床講堂
ア 「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 水嶋 春朔先生

イ 「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－」
横浜市立大学大学院医学研究科
病態制御内科学准教授 石川 利之先生

ウ 「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

呼吸器内科准教授 綿貫 祐司先生
エ 「Ｃ型慢性肝炎治療の現状 ―医療助成費
の活用―」
横浜市立大学附属病院

消化器内科准教授 斉藤 聡先生
オ 「脊髄小脳変性症のトピックス」
横浜市立大学大学院医学研究科

神経内科学准教授 児矢野 繁先生

カ 「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 康夫先生
⑶ 第75回秋季学術総会
日時：平成20年11月15日（土）午後4時00分
場所：崎陽軒 本館6階

テーマ「高齢者医療の現状と問題点」
ア 「エビデンスに基づいた脳梗塞慢性期の抗
血栓治療－5学会合同脳卒中治療ガイドライ
ン2009策定の立場から－」
横浜市立脳血管医療センター

神経内科 部長 永山 正雄
イ パネルディスカッション「高齢者医療の現
状と問題点」

パネラー
日本臨床内科医会常任理事 清水惠一郎
神奈川県医師会理事 羽鳥 裕
横浜市医師会議長 中野 雄二
日本医師会常任理事 内田 健夫

⑷ 新年学術大会
日時：平成21年1月15日（木）午後6時45分
場所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

ア 「糖尿病性腎症の現況と今後の対策」
東海大学医学部 腎内分泌代謝内科

准教授 鈴木 大輔 先生
イ 「日常診療における腎疾患の見方」
名古屋大学大学院医学系研究科
腎臓内科学 教授 松尾 清一 先生

⑸ 第72回集談会
日時：平成21年2月15日（日）午後1時50分
場所：川崎日航ホテル

ア 一般演題50題
イ 特別講演
「大学病院における臨床教育」
聖マリアンナ医科大学循環器内科

教授 三宅 良彦 先生
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3．発刊物

⑴ 今日からできるミニマム禁煙医療2008年5月
暫定版（平成20年5月）
発行数 3,000枚
⑵ 神内医ニュース（年1回発行）
第60号（平成20年9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31号（平成21年1月）
発行部数 1,650部
⑷ 医療保険Q&A
（平成21年3月）
発行数 1,650部
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平成20年度神奈川県内科医学会収支決算書
神奈川県内科医学会一般会計 〔自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日〕
1. 歳 入 の 部 18,236,051円
2. 歳 出 の 部 17,253,755円
3. 差 引 残 高 982,296円（次年度繰越金）
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⑶ 神内ニュース
発 行 費

⑵ 調査研究費

⑴ 学 会 費

2,261,8731,542,57717,253,75517,973,051合 計
873,05112．予 備 費

⑷ 会 議 費

0 873,051

⑺ 地 域 医 療
事業推進費

２．歳出の部

⑹ 保険診療上の
参考資料発行費

⑸ ホームページ
管 理 費

19 年 度20 年 度 摘 要予 算 比 較予 算 額科 目

300,0001,800,0002,100,000

993,451841,89412,448,44312,600,000１．事 業 費
減増

会報31号発行・発送費59,1891,059,1891,000,000

第74回定時総会 0円
第33回臨床医学研修講座 600,000円
第75回秋季学術総会 0円
新年学術大会 0円
第72回集談会 1,200,000円

2,500,000

神内医ニュース60号発行・発送費435,402564,5981,000,000

121,191421,191300,000

評議員会，幹事会，常任幹事会，各種
委員会，打合会661,5143,161,514

高血圧DB運用，システム保守
今日からできるミニマム禁煙医療冊子
作成，後発医薬品に関するアンケート
調査，認知症：長谷川式スケール備品
セット

65,2094,934,7915,000,000

192,840507,160700,000

ドメイン名維持管理等，記念誌ＰＤＦ
化，ブログ機能追加

４．渉 外 費

県医師会，神奈川分科会，日臨内およ
びその他3学会との連携費110,000190,000300,000３．連 携 費

総会時表彰記念品代40,441390,441350,000２．表 彰 費

1,982,1392,100,000６．事 務 費

納入会費の３％33,260316,740350,000５．会費徴収事務
手 数 料

各種祝金他84,25065,750150,000

50,000050,000８．雑 費
郵便料，振込手数料，封筒印刷代等578,8671,278,867700,000７．通 信 印 刷 費
県医師会事務委託金，職員人件費117,861

11．学 会 積 立 金
00010．記念式典積立費

81,375581,375500,000９．日 臨 内 業 務
委 託 費

000

摘 要予 算 比 較平 成 20 年 度科 目

１．歳入の部 単位：円

11,420,000２．会 費

04,943,0514,943,051１．前 期 繰 越 金
減増決 算 額予 算 額

⑵ 過 年 度

11,068,00011,420,000⑴ 本 年 度
個人 1,317名×8,000円

１名× 2000円（四半期分）
病院 ７施設×30,000円
大学 ４大学×80,000円
（横浜市大・東海・北里・聖マリ）

352,00011,068,000

会報等広告掲載料625,0001,225,000600,000４．広 告 料

平20年度県医師会
分科会育成費40,0001,000,000960,000３．補 助 金

402,000665,00018,236,05117,973,051合 計

50,000050,000５．雑 収 入



神奈川県内科医学会特別会計
1. 歳 入 の 部 19,007,771円
2. 歳 出 の 部 0円
3. 差 引 残 高 19,007,771円（次年度繰越金）
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平成20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21年４月16日 監事 福島 芳彦 ㊞
監事 関沢 英一 ㊞

会 計 監 査 報 告 書

摘 要予算比較20年度科 目

決算利息7,7717,7710４． 雑 収 入

１．歳入の部

19,000,00019,000,000１．前 期 繰 越 金
減増決算額予算額

00３．記念式典積立金

00２．学 会 積 立 金

２．歳出の部
7,77119,007,77119,000,000合 計

決算額予算額 摘 要予算比較20年度科 目 減増

00合 計

00１．一般会計繰り入れ



平成21年度事業計画

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．その他目的達成上必要な事項
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平成21年度神奈川県内科医学会収支予算書
〔自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日〕

神奈川県内科医学会特別会計
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⑶ 神内ニュース
発 行 費

摘 要

⑵ 会報発行費

予 算 比 較予 算 額

⑴ 学 会 費

科 目

3,020,7551,400,00017,973,05125,852,296合 計

１．歳入の部

11,720,000

52,296

３．会 費

3,960,7554,943,051982,296

12．予 備 費

１．前 期 繰 越 金

⑸ 会 議 費

減増20 年 度21 年 度

⑷ 名簿発行費

⑵ 過 年 度

873,051

11,420,00011,720,000⑴ 本 年 度
個 人 会 員 1,350名＠ 8,000円
病 院 会 員 20病院＠ 30,000円
大学医学部会員 ４大学＠ 80,000円

11,420,000

会報等広告掲載料600,000600,000

0

５．広 告 料

平成21年度県医師会
分科会育成費40,000960,0001,000,000４．補 助 金

820,755

⑻ 地 域 医 療
事業推進費

２．歳出の部
※単年度収入：13,370,000円3,960,7552,040,00017,973,05125,852,296

⑺ 保険診療上の
参考資料発行費

合 計

日本腎臓財団より助成金9,500,000

⑹ ホームページ
管 理 費

６．糖尿病腎症臨床
研 究 助 成 金

20 年 度21 年 度

50,000

摘 要

50,000

予 算 比 較

７．雑 収 入

予 算 額科 目

2,000,00002,000,000２．特別会計繰入金

200,0002,100,0001,900,000

0

2,100,0001,400,00012,600,00011,900,000

賛助金など

１．事 業 費
減増

⑴記念式典積立費

印刷・発送費1,000,0001,000,000

00

第76回定時総会 50,000円
第34回臨床医学研修講座 600,000円
第77回秋季学術総会 25,000円
新年学術大会 25,000円
第73回集談会 1,200,000円

2,500,000

会員名簿1,400,00001,400,000

印刷・発送費01,000,0001,000,000

⑵学会積立金

300,000100,000

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 1,320,000円

2,500,000

Ｃ型肝炎対策費 200,000円
認知症講演会開催費 300,000円
糖尿病対策費 200,000円
禁煙 200,000円
高血圧スタディ 1,300,000円
ジェネリック 200,000円
出版・調査研究費 1,600,000円

1,000,0005,000,0004,000,000

発行予定なし700,000700,0000

200,000

４．渉 外 費

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100,000300,000200,000３．連 携 費

総会時表彰記念品代350,000350,000２．表 彰 費

2,100,0002,100,000６．事 務 費

納入会費の３％350,000350,000５．会費徴収事務
手 数 料

各種祝金他150,000150,000

50,00050,000８．雑 費
郵便料，振込手数料，封筒印刷代等700,000700,000７．通 信 印 刷 費
県医師会事務委託金，職員人件費

11．特別会計糖尿病腎
症臨床研究費繰出

0010．特別会計繰出

500,000500,000９．日 臨 内 業 務
委 託 費

新設-9,500,000
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神奈川県内科医学会特別会計糖尿病腎症臨床研究費
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摘 要予 算 比 較予 算 額科 目

１．歳入の部

7,77119,000,00019,007,771１．前 期 繰 越 金
減増20 年 度21 年 度

00３．記念式典積立金

00２．学 会 積 立 金

２．歳出の部
19,000,00019,007,771合 計

20 年 度21 年 度 摘 要予 算 比 較予 算 額科 目 減増

02,000,000合 計

02,000,000１．一般会計繰出金

摘 要予 算 比 較

12,500

予 算 額

３．支 払 手 数 料

科 目

487,500４．予 備 費

１．歳入の部

8,500,000

9,500,0009,500,000

２．調 査 研 究 費

１．一般会計繰入
減増20 年 度21 年 度

２．歳出の部
09,500,000合 計

20 年 度21 年 度 摘 要予 算 比 較予 算 額科 目 減増

09,500,000合 計

0500,000１．通 信 費



システムエンジニアのフィル・ジマーマンは2006年頃すでに「若い子はメールなんか使わない」と話し
ていた。当時は信じていなかったが，2008年頃から私の周囲でもメールを使わない若い人が増えてきた。
実際，米国の若い人たちはもう電子メールを使っていない。ラジオのDJ でさえ，メールアドレスの代わ
りに，Twitter のアカウントを教えて，「俺のアドレスはこれだからフォローしてくれよな」と言うほどだ。
…（中略）…
これは，コミュニケーションや情報発信が“マイクロ化”していることを示している。コミュニケーショ
ンに限らず，仕事がマイクロ化，つまり単位が小さくなれば，より多くの量をこなせるようになる。単位
が小さければ，少しの空き時間に取りかかって処理しきれるようになるからだ。

（高須賀 宣「Twitter の衝撃」2009より引用）

これだけの規則でサークルの相互連絡にも，広く議論を戦わせるフォーラムにも，企業や政治家の広報
にも，個人の意見の発信にも，情報収集にも使える。使い方にあわせて伝達範囲が決まる一種の自己組織
化が働くのがうまい。意図しない人からの悪意のコメントなどは基本的に届かないし，いい人とは手軽に
コネクションを作れる。もし万が一途中から関係が悪くなっても，フォローをブロックすればコメントも
消える。
そして140字制限も重要なポイント。似たような字数制限の日報で成果が出た企業もあるように，考え
をまとめる枠として意外と有効に機能する。下手な長文コメントで対話が停滞することもない。
さらにこの字数はモバイル機器でやりとりするのに適当だ。「いつでもどこでもリアルタイムにつぶや
いたり，つぶやきを受ける」という文化が，長文が書けないという制限によって確立できたのだ。

（東京大学教授・坂村 健「毎日新聞 時代の風：ツイッター」2009年12月27日より引用）

日進月歩のインターネット上でのサービスの中で，近年注目を集め，日本でも2009年より利用者が急激に
伸びているのが「Twitter」である。全世界のTwitter ユーザーは昨年末から今年にかけて１億人の大台を
突破し，日本でも500万人を超えたと推定されている。Twitter の英語の原義は「（小鳥などの）さえずり」の
こと。日本語では「ツイッター」と表記されることが多い。「トウィラ」の方が実際の発音に近いと思う。
Twitter は今までのさまざまなインターネット上のサービスと似ているところも多いが，それらと全く
違っているともいえる。ブログやメールや検索サイトや SNS（Social Networking Service）などの長所を取
り入れながら，高速なリアルタイム性と強力な伝播力を実現している。その使い方は非常に単純でありなが
ら，むしろ単純であるがゆえにユーザーのアイデア次第でどのようにでも発展する奥深さを秘めている。
Twitter を一言でいえば，140字以内の「つぶやき（tweet）」を，インターネット上で発信する無料のサー

ビスである。書き込んだ tweet は Twitter のサイトの自分のページに，新しいものから順番に表示される。
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お知らせ 次世代情報インフラ「Twitter」
情報広報委員長 岡 正直



tweet の更新はきわめて高速で，数秒以内に反映される。この tweet の並びのことを「timeline(TL）」と呼
ぶ。これだけなら，簡便な操作性の高速ブログサービスのようであるが，Twitter はこれだけのものではな
い。
Twitter のトップページ（http://twitter.com）

は，Google や Bing などの検索サイトのように
シンプルな検索ボックスがあり，好きなキー
ワードで tweet を検索することができる。た
めしに大地震に襲われた「haiti」で検索すれば，
世界中の人がたった今書き込んだばかりの大量
の tweet が高速に TL を流れていくのがわか
る。しばしば新聞やテレビ報道を追い越して，
数秒前の情報が目の前に現れるのは驚きであ
る。
Twitter のユーザーには知り合いや友達の
ページもあれば，著名人，芸能人，政治家のペー
ジや新聞社のニュース速報や天気予報や時報を
発信しているページもある。個人個人の興味や
関心に応じて，これらを好きに「フォロー」す
れば，Twitter にログインした時の自分の TL
上に，自分の tweet に交じってフォローした人
の tweet が自動的に現れる。つまり，いちいち
彼らのページにアクセスしなくても，関心ある情報が自分のTLに勝手に降ってくるようになる。この点は
メーリングリストのサービスと似た感覚である。フォローしていた情報がもういらないと思えば「アンフォ
ロー」するだけで，自分のTLから消えて以後現れなくなる。このあたりの操作性の実に簡単なことは「目
から鱗」である。
他のTwitter ユーザに，「@username」を頭につけてつぶやくことによって，メッセージを送ることもで
きる。この場合はメッセージは相手のTL上で公開された形になるので，プライベートな内容の場合は注意
が必要である。ただし，ユーザー同士がお互いにフォローし合っている場合には「ダイレクトメッセージ
（DM）」を送ることもできる。DMはTL上で公開されないので，プライベートな内容はDM機能を使おう。
この機能によって電子メールをある程度代替することができる。電子メールより良いことは，お互いにフォ
ローしあっていない人からのDMは届かないということで，これまでの電子メール利用者が悩まされる迷惑
メールが届きにくい点である。また最終手段として相手を「ブロック」することによって迷惑な tweet を遮
断することも可能だ。
気に入った tweet に接したときは，その tweet を是非「Retweet(RT）」しよう。自分のTLで見た他の人

の tweet を RTすることによって，自分をフォローしているユーザー全員にもその tweet が伝わっていく。
この RTの連鎖が続くことによって，Twitter の高速性も加味され，情報の届くユーザーがネズミ算式に増
幅することになる。この情報のネズミ講状態が，Twitter の大きな特徴である強力な伝搬性を実現するので
ある。
Twitter はその簡明な操作性により，モバイル端末との相性がきわめて良好である。携帯電話からTwit-
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ter 公式携帯サイト「http://twtr.jp」にアクセ
スしよう。また，Apple の iPhone や Google の
Android 携帯では画面も広く，また使いやすい
アプリが多数あるので，さらに使い勝手が向上
する。パソコンを持たなかったり，あまり利用
しない人たちにも浸透することによって，利用
者が急増している面も見逃せない。Twitter を
利用するために iPhone を購入したという人も
多いとのこと。
やや専門的な話になるが，Twitter はその
Application Programming Interface(API）を公
開しているため，Twitter 関連の多くのウェブ
サイトやプログラムが開発されて，Twitter に
集積されたデータをいろんな形で利用できると
いう点も素晴らしいことである。別のサイトや
プログラムを使って見ると，Twitter は実に多
彩な姿に変容することに気づくであろう。たと
えば画像を主体として Twitter に投稿する
TwitPic や，Twitter をあたかもブログサービ
スのように整形してくれる Twilog など。ま
た，Twitter に類似のサービスで，よりブログ
的な性格の強いTumblr も Twitter 上でのつぶやきを自動的に取り込む機能を持っている。もはやTwitter
は電話やテレビのような社会的情報インフラとしての役割をはたしつつあるようである。
神奈川県内科医学会のTwitter サイト「http://twitter.com/kanagawamed」をアクセスして，緑のボタン

を押し，あなた自身のユーザー登録をして，「kanagawamed」をフォローしてください。そして，あなたの
「つぶやき」を世界に発信しましょう。
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編 集 後 記

平成21年年末まで猛威を振るっていた新型インフルエンザの流行も正月休み明け以降一
段落した感があり，懸念されていた季節性インフルエンザの流行は今シーズン影を潜めて
います。第二波の流行はあるのでしょうか。他方，編集後記を書いている時点では，2010
年度診療報酬の改定が目前に迫り，皆様も各方面の準備作業に追われていることと思いま
す。内科医学会の会員にとっては必ずしも良い改定となってはいない印象を受けますが，
皆様は如何お感じでしょうか。一部の診療科だけに有利になるような改正には留まらず，
日本の医療全体が良い方向に向かうことを期待します。
さて，情報・広報委員会では，神奈川県内科医学会会報32号巻頭言の中 佳一会長の「ご

挨拶」にもありますように，会報は毎年７月１日，神内ニュースは１月１日，４月１日，
10月１日に発行すべく委員一同頑張っていく所存です。関係各位の一層のご協力を宜しく
お願い申し上げます。

川崎市川崎区 宮島 真之
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