月

日研究会

6

発行 兵庫県保険医協会 西宮・芦屋支部
西宮市甲風園一―一―五 法貴皮膚科内
連絡先 兵庫県保険医協会
電話〇七八（三九三）一八〇三

実践的な練習が行われた（12月19日）
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血 が滲み出す かもしれない 。このような 時、
最 初に対処す るのは事務職 員であること が多
い のではない だろうか。そ んな場合、ど のよ
う に行動すべ きかを知らな ければ、その 職員
が なんらかの 疾病に感染す ることだって 十分
あ りうる。こ のコースでは 、感染防御の 基本
的 な知識を講 義と実技で学 んでいくこと を目
標としている。
今回の参加者 は全部で 名、西宮、 芦屋は
も ちろんのこ と、遠くは奈 良県からこの コー
ス の噂を聞い て受講した看 護師もいた。 最初
は 堅苦しかっ た雰囲気もコ ースが進むに つれ
和 やかになり 、実技練習で はあちこちで 笑い
も 生まれ、受 講者同士がお 互いの手技を 評価
す るようにな った。そして 講習の最後に は実
践 的な質問が いくつも飛び 出し、あっと いう
間の 時間半だった。「知っているようで知っ
て いない感染 防御の実際」 を学ぶ機会は 以外
と少ないものだ。
この講習は それを十分カ バーし、また そこ
か らいろいろ と発展してい く可能性を秘 めて
い る。ＢＢＰ コースが広ま ることで地域 全体
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「 ＢＢＰ コース 」と言っ ても、 何のこ とか
分かる方はほとんどおら れないであろう。当
然である。このコースは 過去にほとんど日本
で開催されたことがない 。まして日本語教材
を使ってのコース開催は 、日本全国で今回が
３回目とのレアなコース なのだ。と思わせぶ

るリ スクは 明らかに 高くな ります。 そのリ ス
クを 軽減さ せるため に何を なすべき かを学 ぶ
ためにこのコースは考えられました。
イ ンスト ラクター は 名 （前回と 同じく 、
登山 寿子さ ん、小牧 佳世さ ん）。ど ちらも こ
のコ ース開 催数では 他を圧 倒する実 績を持 っ
たイ ンスト ラクター です。 前回は西 宮市の 広
川内科クリニックをお借りしての開催でした。
その 時は医 療現場で 開催す る事でリ アリテ ィ
が出 せるの ではない かと考 えての会 場設定 で
した 。今回 は渡辺心 臓・血 管センタ ーの別 棟
にある会議室です。あえて会議室にしたのは、
コー スの一 般化が図 れるか もしれな いとの 考
えです。受講してくださったのは全部で 名、
受講 された 方の職種 は看護 師、薬剤 師、保 育
所の スタッ フ、それ に医師 です。そ うなん で
すよ ね、こ のコース が対象 としてい る職種 は
医師 や看護 師だけで はなく 、病原体 を持っ て
いる 人と接 触する機 会のあ る人すべ てにな り
ます。
例 えばＨ ＩＶキャ リアの 患者さん が調剤 薬
局さ んに来 られるこ とだっ てあるは ずです 。
そこ で具合 が悪くな って吐 血する可 能性も 十
分あ ります 。その場 合、そ の血液で 処理の 仕
方を 間違え ると、そ の患者 さんに対 応した 薬
剤師 さんが 感染して しまい ます。保 育所の ス
タッ フさん もそうで すよね 。保育所 でケガ を
した 子ども が膝から 血を出 している 、そし て
その 子ども がＢ型肝 炎の母 子感染者 である こ
とも ないと は言えま せん。 その対処 法を知 ら
ない と周り に感染を 広げて しまいま す。だ か
らこ のコー スは多く の人に 聞いても らいた い
し、またそれに合うようなコースの作りになっ
てい ます。 今回はそ のあた りにも十 分留意 し
て、 当日の インスト ラクタ ーがコー スを進 め
てお られま した。内 容をあ まり細か く書く と
ネタ ばらし になって しまい ますので あえて 伏
せて おきま すが、受 講され た皆さん からは と
ても いい評 価をいた だきま した。た だ単に 講
義を 聴くだ けのスタ イルで はなく、 途中実 技
が加 わった り簡単な クイズ が入った りする の
で最 後まで 飽きるこ とがあ りません 。事実 予
定し ていた 時間が あっと いう間に 過ぎて し
まい 、予定 の時間を 少々超 過してし まった く
らいです。
今 回のイ ベントを 担当し ていただ いた方 々
との話し合いの結果、今後も定期的にこのコー
スを 開催し ていくこ とにな りました 。コー ス
開催 の様式 はいろい ろある と思いま す。そ の
点に ついて は保険医 協会会 員の皆様 の意見 を
伺い ながら 、臨機応 変に対 応してい くつも り
です 。うま く日程が 合えば 、特定の クリニ ッ
クの スタッ フを対象 にした 小規模な コース も
面白いかもしれません。最後になりましたが、
当日 会場を 提供して くださ った西宮 渡辺心 臓
血管 センタ ー様、そ して会 場にお越 しいた だ
いた 皆様に 、この場 を借り てお礼申 し上げ ま
す。
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支部ニュース

16

ＢＢ Ｐコ ー ス の 必 要 性 を 感 じ た 梅 雨 の 昼 下 が り
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院内感染対策研修会

19

西宮
芦屋

西宮・芦屋支部は 、 月 日、 月 日の
二回にわたり「Ｂ ＢＰコース～血液に 触れる
ことのリスク、触 れないための方法、 触れた
時の対 処法 ～ 」 のテー マで 院内感 染対策 研
修会を開催。 回 目は広川内科クリニ ック、
回目は西宮渡辺 心臓・血管センター 会議室
を会場に、それぞ れ 人、 人が参加 した。
講師はアメリカ心 臓協会（ＡＨＡ）イ ンスト
ラクター、看護師 の登山寿氏、小牧佳 世氏が
務めた。
司会を務めた西 宮市・あしだこども 診療所
の芦田乃介先生の感想を紹介する。
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兵 庫 県
保険医協会
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りに書いてきたが、「ＢＢＰコー ス（ Bloodb の 医療レベル の向上につな がる事を確信 しな
） 」を訳する と「血 がら、私は会場を後にしたのであった。
orne Pathogens Course
液を経由して伝播する病原体コース」となる。
月 日研究会
これはアメリカ心臓協会が開いている講習で、
第 回ＢＢＰコースを終えて
内容は「血液を介して感 染する病原体をいか
に防ぐか、そして万が一 感染のリスクにさら
近来まれに見る寒波が到来し、それに伴っ
された場合どう行動する か」を学ぶコースで
てインフルエ ンザの患者さんが急増し ていま
ある。
医療機関に勤めている 限り、血液を介して す。その状況 が私にＢＢＰコースのこ とを思
感染するリスクは高い。 これは、医師、看護 い出させるの です。これは、血液を介 して感
師に限らない。例えば、 待合で急に鼻血を出 染する病原体 から自分をどう守るかの コース
す子どもがいるかもしれ ない。あるいは、採 です。医療機 関で従事している限り、 一般市
血の後止血のために貼っ た絆創膏の横から、 民の方々に比 べるといろいろな病気に 感染す
実際に手袋をはめて実技練習にのぞんだ（6月20日）
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プライマリケア研究会

日常診療で注意する必要がある「コモン」
な疾 患と 、国 家試 験や 教科 書的 には 有名 で
も発 生頻 度が 極め て低 い、 あま り鑑 別疾 患
にあ げる 必要 のな い疾 患の 線引 きを 解説 し
てい ただ けた のも 非常 に得 るも のあ りま し
た。
今 まで 何と なく 敬遠 して しま うこ とが 多
かっ た内 分泌 疾患 を身 近に 感じ るこ とが で
きた研究会でした。

支部忘年会
一年の取り組みを振り返り

12

月 日、協 会会議室で、「内分泌代謝 疾
患治療のエッセンス ～クリニックで必ず遭遇 す
る common diseases
７症例」をテーマにプラ イ
マリケア研究会を開催。西宮市・林医院の林功
先生 が講師 を務 め、医 師・薬剤師 など 人 が
参加した。
司会を 務めた西宮 市・中島クリニックの中 島
敏雄先生の感想文を掲載する。
２ ０１５ 年 月 日、「 木曽 路」西 宮店
で、毎年恒例の会員忘年会を開催し、メディ

23

「体重が減った」、「なんとなくしんどい」、
「食欲がでない」など不定愁訴で来院され、

4

貧 血、肝 機能、腎 機能、 血糖な ど採血 一般
を チェッ クするも 特に異 常なし 。「ス トレ
ス でしょ う」、「 運動不 足でし ょう」 と藪
医 者的判 断を下し てしま う前に 、念の ため
甲 状腺ホ ルモンを チェッ クする ことが あり
ま す。そ して、念 のため が的中 して、 ＦＴ
高値・ ＴＳＨ低 値の結 果、ま た逆に ＦＴ
低値・ ＴＳＨ高 値で結 果が帰 ってく るこ
と もあり ます。専 門施設 に紹介 するか 、あ
る 程度検 査をすす め加療 するか 、どう する
か判断に苦慮する場面です。
プライ マリケア 研究会 に参加 させて いた
だ き、こ の場面で 病態を どう解 釈して 、ど
こ まで検 査して治 療をす るか、 もしく は専
門 施設に コンサル トする べきな のか、 明確
に頭の中で整理することができました。
疾患病 態が多岐 にわた り、そ の分類 も複
雑 なもの となる甲 状腺疾 患を、 亢進、 低下
毎に分かりやすく解説していただきました。
甲状腺機能亢進としては
①バセドウ病
②無痛性甲状腺炎
③亜急性甲状腺炎
甲状腺機能低下症としては
①橋本病
②術後甲状腺機能低下症
③ヨード過剰摂取
④薬剤（アミオダロン）
29

カルイングリッシ ュの講師を務める Robert
氏、弁 護士の 鵜飼万 貴子氏 も含め
Conroy
人が参加した。
西 宮市 ・法貴 皮膚科 の法 貴憲支 部長の 開
会挨 拶の 後、芦 屋市・ 幸原 小児科 ・内科 医
院の 幸原 久先生 が乾杯 の発 声を行 い、参 加
者は料理を囲みながら交流を深めた。
また 、今年 も
支 部活 動を振 り
返 るス ライド を
上 映。 西宮市 ・
広川内科クリニッ
ク の広 川恵一 先
生 、西 宮市・ 岩
下 内科 クリニ ッ
ク の岩 下敬正 先
生 の司 会で、 一
年 の支 部の取 り
組 みに ついて 映
像で振り返った。
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「近年開業」交流カフェ

8

世話人会だより

28

43

月 日、協会会議 室で、「『近 年開業 』交
流カフェを開催し、 人が参加した。
西宮 市・ユニコの森村上 こど もクリニック の村
上博 先生 とともに講師 を務 めた 西宮 市・林医
院の林功先生の感想文を掲載する。
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＊世話人会の日程は毎月第 金曜日です。
支部についてのご意見や企画案などをお
寄せください。
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31
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西宮・ 芦屋 支部 は 月 日（ 金）に 西宮
医 療会 館で世 話人 会を 開催 。 人 全員 が参
加した。
【報告】
①支部忘年会（ ・ ）
②英語で診療 Medicai English
＃ （ ・ ）
【予定・企画】
① 保険 請求事 務講 習会 （西 宮会場 ）（ １・
～ ）
②健 康と医療を語る 会（健康カフ ェ）（ ・
）
③健康と医療について語り合う会 （ ・ ）
④ 第５ 回ファ イア サイ ド・ ディス カッ ショ
ン（ ・ ）
⑤第 回漢方研究会（ ・ ）
⑥リスクマネジメント研究会（ ・ ）
【協会行事】
① 地域 医療を 考え る懇 談会 （移動 理事 会）
（ ・ ～ ）
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研究会では活発な質疑応答がなされた

講師を務めた林先生（右）と村上先生（左）

4 4

近年開 業カフ ェに参 加いた しまし た。多
く の開業 医の諸 先輩方 にアド バイス をいた
だ き貴重 な経験 となっ たため 、報告 させて
いただきます。
総論と しまし ては、 個別相 談から はじま
り 、保険 医療機 関とし ての公 正な運 営方法
を 学びま した。 診療報 酬請求 に関し て勤務
医 時代は 全く興 味がな かった ため、 開業当
初戸惑う先生も多いのではないでしょうか。
僕 もその 一人で した。 細かい ことに なりま
す が介護 関連文 書、医 療の診 断書や 各種申
請 書など の取り 扱いに 困るも のの、 誰に相
談していいか途方に暮れていました。
また診 療内容 に間違 いがな いと思 われる
検 査や処 方が再 審査を 求めら れた時 の不条
理 、不合 理は、 多くの 新規開 業の先 生が感
じられたのではないでしょうか。
この企 画を通 して、 経験豊 富な先 生と相
談 するこ とで、 保険医 療機関 として の自院
の 未熟さ を感じ ること ができ ました 。この
機 会を大 切にし て公正 な運営 をして いける
よう努力していきたいと思います。
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