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「人類は滅ぶ可能性がある」
NHK スペシャル「シリーズ
人体Ⅱ遺伝子」での山中伸弥
さんの言葉です。遺伝子やゲ
ノムは山中さんの研究テーマ
ですが、中国の漢民族の顔の
再現の研究（DNA から顔の
形を予測する技術）にそこま
で進んでいるのかと驚いたそ
うです。また、近年のゲノム
研究の進展は著しいものがあ

ります。2019 年中国の科学者がゲノム編集技術「CRISPR-
Cas９」を用いて世界初の遺伝子操作ベビーを誕生させた
と発表しました。WHOはこれに対して警告を発していま
すが、研究の進展のスピードが速すぎて一歩間違えるとと
んでもない事になると危惧されます。「人類は、1000 年後、
１万年後もこの地球の生物の王として君臨していると思い
がちですが、自明ではありません。１万年後、私たちとは
全然違う生物が、地球を支配していても不思議ではありま
せん。」ゲノム編集が進み過ぎると、とんでもない予期せ
ぬ結果を人間自身がもたらすかも知れません。
現世人類は約 20 万年前に出現、その後各大陸に進出し、
その人口は増加しています。紀元前 8000 年頃 500 万人、
西暦紀元元年頃３億人、20 世紀以降急速に増加。1964 年
東京オリンピックの標語応募に “30 億の拍手”というのが
ありました。2018 年 77.5 億人と推計されています。人類
は殖え過ぎ、森林原野など自然破壊、化石燃料の消費で地
球は温暖化、氷床の融解、海面上昇、台風の強大化…。自

然災害は実は人間の活動の結果の人為的災害とも言えま
す。人類が自分の乗っている母船である地球上の生存環境
を悪化させている訳です。
人類は滅ぶのかを考えると、昔読んだ手塚治虫の漫画を

思い出します。「火の鳥」未来編です。
以下はその概略です。
西暦 3404 年地球は急速に死にかかっていた。地表は荒

れはて人類は一切を地下へ持ち込んだ。世界は５カ所の地
下都市に生き残っており衰退していた。そのうちの地下都
市ヤマトでは電子頭脳ハレルヤに統治されており、レン
グードでは聖母機械ダニューバーという超巨大コンピュー
ターに統治されていた。あるとき両者がやりあい、人類滅
亡に至る戦争を引き起こす。直前にヤマトを脱出した人類
戦士ロックは、ひとり地下都市を離れて永遠の生命の研究
に没頭する猿田博士のもとに辿り着く。
あと一時間で戦争と告げられた猿田博士
　「�なぜ機械のいうことなどきいたのだ！� �
なぜ人間が自分の頭で判断しなかった。ええっ？」

電子頭脳の奴隷だと言われたロック
　「�おれはハレルヤの子供なのさ。きみとちがって俺は
体外受精でチューブの中で生まれたんでね。おれを
生んだ精子と卵子をえらんだのはあのハレルヤなん
だ。だからまァ　おフクロ

4 4 4 4

みたいなもんさ。」
その後ヤマトとレングードだけでなく、他の３つのメガ

ポリスも巨大なキノコ雲の下、同時に爆発して滅んでし
まった。

さて、人類は滅ぶのか。
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日　時：令和 2 年 10 月 24 日（土）
場　所：名古屋第一赤十字病院

令和 2年度令和 2年度

救急医療施設見学会救急医療施設見学会

恒例の救急医療施設見学会を令和２年 10 月
24 日（土）に当会会員９名の参加で名古屋第一
赤十字病院に訪問して行いましたので、ご報告
申し上げます。
当日は新型コロナウィルス感染症の診療、対
応等で大変ご多忙の中を、当会評議員会議長の
病院長 錦見尚道先生、救命救急センター長 花
木芳洋先生にご対応いただきました。
まず最初に花木先生から、名古屋第一赤十字
病院における災害救護活動（DMAT）の実際を
レクチャーしていただきました。同院では医師、
看護師長、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事
務員など１個班７-10 名で構成されるチームを
10 個班常設しているとのこと。従来から日赤の
災害救護活動は有名ですが、常時、国内大規模
災害にそれ程の準備していることに感銘を受け
ました。最近は地球温暖化の影響か、毎年のよ
うに大規模災害が発生し、2019 年は台風 19 号
災害（長野県）、2018 年広島県豪雨災害、2016

年熊本地震災害などに出動したそうです。
続いて、錦見院長先生自らの先導で、同院の
救急部門、集中治療部門を見学させていただき
ました。特に重症の新型コロナウィルス感染症
患者治療の現場周辺には様々な治療機材、大量
のPPEが準備されており、我々にもコロナ治療
最前線の緊張感の一端が実感されるとともに、
治療のあたっておられるスタッフの皆様の奮闘
に頭が下がる思いでした。また屋外には発熱者
専用の仮設診療所が２棟設置されており、一般
診療との空間的分離の参考となり、早速自院へ
の導入を検討された参加者もいたようです。
最後にナイチンゲール像（国内の日赤で２か
所だけ病院方向を向いているそうです）、昭和
12年病院創設時の正門を見学して無事終了しま
した。コロナ禍にも拘らず見学会を受け入れて
下さいました名古屋第一赤十字病院関係者の皆
様に厚く御礼申し上げます。

愛知県外科医会　副会長

� 細 野 二 郎
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1999 年に発生した複数の重大医療事故を契機に、本邦の患者安全活動は本格化した。また、2008 年前後の “第２
のビッグバン” 以降、小規模医療機関群における安全対策の必要性も注目されるようになった。演者らは 2015・16
年度の厚労科研において、施設内で行われるべき患者安全対策の全体像を、主に「有事業務」と「平時業務」とに区別
し、一枚のシェーマとして提示した（患者安全活動のループ）。
「有事業務」とは、患者の原状回復のための部門横断的治療連携、患者へのオープンディスクロージャー、病理部
門や放射線部門と連携した死因究明、医療事故調査・支援センターへの報告の必要性の判断、医療事故調査や報告
書の作成、患者への調査結果の説明、といった業務を指す。
「平時業務」とは、現場からのインシデント・ヒヤリハット報告の集積とトリアージ、多職種での検討、発生原因
の分析と課題の抽出、再発防止のための注意喚起や、研修・教育、現場ラウンドといった業務を指す。さらに、品
質管理手法を導入し、改善の成果を測定することの有効性が示されている。
本日は具体的事例を交え、ループ図に沿いながら、患者安全活動の全体像を概説する。

あとがき
� 愛知県外科医会　副会長

伊佐治文朗

昨年秋に開催予定であった「令和２年度救急医療医師研修会」が、コロナ蔓延のため中止となりました。しかし、『患者安全
の全体像』について、長尾先生のご講演を頂きたく模索し、この度各方面のご協力、事務方の努力によって、ハイブリット方
式で開催することができました。医師会館で参加の先生は 13 名、ウェブで視聴していただいた先生は 14 名と合計 27 名の先
生方に参加していただきました。お忙しい中まことにありがとうございました。
名古屋大学医学部附属病院副病院長　患者安全推進部教授　長尾能雅先生の本講演では、患者安全対策の全体像を「有事業
務」と「平時業務」とに区別して「ループ図」を用いて「日常診療で遭遇する医者と患者の関係」を概説していただとくとともに、
「一生懸命やっていて、事故が起きている」、「人間が医療をする限り」、「レポーティングの意義」、「IC はアリバイではない、
作業ではない」、「有事の初動の必要性」、「ストーリージェネレーションに陥る」、そして「ヒヤリハットを感じた時に、少し
でも事態を収めておこうと考えて情報の伝達があとあとになること、これが大変な事態を招くことになる。少しでも早く報告
対応しておく事が、その後の事態を大きくしないで済むと言うことを認識するべき。しかし有事事態をその段階で素直に報告
することがいかに難しい事であるかと言うことも人間である我々は知っております。」などなど、この紙面では書き尽くせな
い内容をお話しいただきました。
今後の日常診療において、患者さんと真摯に向き合う必要性を再認識しました。そして、１年先、２年先、あるいは万が一
有事に陥った時に、この話を思い出すのではなく、日々の診療において新たに胸に刻んでいかなければならないと心に留めま
した。長尾先生ありがとうございました。
コロナ禍での、初めてのハイブリッド開催は、ほぼ滞りなくできたと思っています。ご参加、ご視聴の先生の皆様、ありが
とうございました。
これまで、診療後に会場まで足を運ぶ時間がなく、参加を断念されていた先生方もあったと思われますが、今後もこのよう
なハイブリッド開催であれば、視聴していただける先生方も増えるのではと思われます。もちろん、基本的には会場で一同に
会して聴講をするのが本意と思いますので、いろいろご意見を承りながら、会員の先生方に、より満足いただけるよう、検討
を重ねてまいりたいと考えております。

「患者安全の全体像」

� 名古屋大学医学部附属病院　副病院長
患者安全推進部　教授　長 尾 能 雅 先生

日　時：令和 3 年 1 月 14 日（木）14：00 ～ 16：00
場　所：愛知県医師会館地下健康教育講堂

令和 2年度令和 2年度

愛知県外科医会救急医療医師研修会愛知県外科医会救急医療医師研修会
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●　●　●　●　●●　●　●　●　● 令和二年度　愛知臨床外科学会

■�第 55回愛知臨床外科学会（※新型コロナウィルス
対応のため、ハイブリッド形式で開催）

　　日　時：�2021年２月11日（木・建国記念の日）
午前９時 00 分～

　　会　場：�名古屋第一赤十字病院� �
名古屋市中村区道下町３丁目 35� �
Ａ会場　東棟２階　内ケ島講堂� �
Ｂ会場　東棟２階　会議室１

　　当番会長：�国家公務員共済組合連合会東海病院��
� 院長　山本　英夫　先生

　・�特別講演（※リモート）
　　時　間：13：00 ～ 13：50
　　会　場：A会場（東棟２階　内ケ島講堂）
　　座　長：�国家公務員共済組合連合会東海病院��

� 院長　山本　英夫　先生
　　演　題：�「高齢者胃癌に対する外科治療を� �

 考える」
　　講　師：�北里大学医学部上部消化管外科学� �

� 主任教授　比企　直樹　先生
　・�愛知臨床外科学会演題
　　Ａ会場（東棟２階　内ケ島講堂）　27 演題
　　Ｂ会場（東棟２階　会議室１）　　29 演題

『新型コロナ感染症緊急事態宣言下の 
第55回愛知臨床外科学会を終えて』

� 東海病院　院長
� 山　本　英　夫

新型コロナウィルス感染症の緊急事態宣言が発令
されている中、第 55 回愛知臨床外科学会が無事終
了し、安堵しております。
2020 年２月11日第 53回愛知臨床外科学会（会長、

公立西知多総合病院元院長　浅野昌彦先生）が無事
終了した直後、新型コロナの感染が全国的に拡大し

はじめました。その結果、次週以降予定になってい
た学会・研究会などが軒並み中止・延期に追い込ま
れ、さらに７月23日（海の日）に行われる予定だった
第 54回（会長、名古屋市立大学腫瘍・免疫外科学主
任教授　中西良一先生）も、中止に追い込まれる形と
なりました。半年後の感染予想までは難しく、特別
講演の依頼を行うべきか迷いましたが、かねてより
考えていた癌研有明病院元外科部長の比企直樹先生
（現、北里大学上部消化管外科学　主任教授）にご依
頼申し上げたところ、了解をいただけました。秋口
になり、学会支部長錦見尚道先生（名古屋第一赤十字
病院院長）から、開催したいのだが新型コロナ感染の
状況から通常開催は難しい。現地とWEBでの併用
で行いたい。ただし、予定の県医師会館では、WEB
開催での準備が間に合うか不明なので、名古屋第一
赤十字病院内での開催を提案され、了承いたしました。
当学会の運営に関しては、第 26 回を当院元院長
の早川直和先生が担当した際、既開催の担当者から
情報をもらいながら、事務局として学会コンベンショ
ンとの交渉、演題募集・協賛企業への依頼（金集め）、
抄録集作成などで大変だったことを思い出します。
しかし、錦見支部長の発案で第 53 回からはコン
ベンションなしで運営可能として下っており、また
準備に際してのマニュアルも整備されていましたの
で、今回はかなり楽でした。ただ学会として初めて
のハイブリッド開催であり、特別講演もリモート開
催となって不安もありましたが、担当スタッフの
方々のおかげで、全ての演題・特別講演が滞りなく
終了し、手作り感溢れた素敵な学会となったと思い
ます。
最後に、この学会運営に携わっていただいた名古
屋第一赤十字病院、東海病院のスタッフの皆様、愛
知県外科医会の先生方並びに参加された先生方に感
謝申し上げて、稿を終わります。

■第 56 回愛知臨床外科学会
日　時：2021 年 7 月 22 日（木・海の日）　　� 場　所：愛知県医師会館
当番会長：名古屋市立西部医療センター　病院長　桑原　義之　先生

次回開催予定のご案内
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初めての猪豚
� 日本臨床外科学会　愛知県支部長・
� 名古屋第一赤十字病院　院長
� 錦　見　尚　道
始めに、日本臨床外科学会愛知県支部が会員事務局

として「建国記念の日」と「海の日」の祝日に毎年開催し
ている愛知臨床外科学会への、愛知県外科医会からの
様々なご援助に感謝いたします。
昨年初から現在に至るまで、日本中が振り回され続

けている新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）
が愛知臨床外科学会に及ぼした影響と対応について後
日のために記載します。
2020 年１月 15 日に、武漢に渡航した中国籍の男性

が日本国内で最初の感染者と確認されました。１月 30
日にWHOが国際的な緊急事態宣言を出し、２月１日に、
クルーズ船のダイアモンド・プリンセス号を香港で下
船した 80 歳代の男性が COVID-19 と判明し、２月３
日にはこの船が横浜港に入港しました。この時期から
日本でもCOVID-19 が注目されてきます。
一方、２月 11 日には第 53 回愛知臨床外科学会が、

前・公立西知多総合病院院長の浅野昌彦先生を会長と
して開催されました。この時は、発表・討議も従前通
りの方式で行い、学会終了後には愛知県医師会館近旁
の飲食店で関係者の慰労会も開かれましたので、所謂
「危機感」が日常生活に浸透したのはその後になります。
数日後の２月 13 日に、国内で初めて 80 歳代の女性が
COVID-19 で亡くなっています。水際対策が行われて
いましたが COVID-19 は次第に拡大し、３月 13 日に
新型コロナウイルス対策の特別措置法成立、３月 18 日
に官邸Twitter で「三密」回避の呼びかけ、３月 30 日に
東京オリンピック 2020 の組織委員会理事会が開催の延
期を正式決定、４月７日に１都１府５県に緊急事態宣
言発出、16 日には全国に拡大し、愛知を含む 13 の都道
府県が特別警戒都道府県になりました。
2020 年の海の日は、オリンピック開会式の時期を連休

にする法改正により７月23日木曜になっていました。そ
の日に予定されていた第54回の愛知臨床外科学会（会長：
名古屋市立大学腫瘍・免疫外科学主任教授・中西良一先
生）を実行するかを決める必要がありました。飲食店の
みならずフィットネスクラブなど多くが休業中で、行動
を控えればCOVID-19は衰退し消滅するのではないかと
いう根拠の無い期待感が覆っていた時期でした。ほとん
ど「脊髄反射」で中止を決定し、４月27日に広報しました。
５月 14日に愛知県の緊急事態宣言は解除になりました
が、20日には夏の全国高校野球の中止が決まりました。
３月以後、COVID-19 に関する会議以外での院外行

事がめっきり減り、院内でも COVID-19 に関連した業
務が大半を占め、心理的に萎縮した毎日が過ぎていま
したが、集合行事を脊髄反射で中止・延期とするマイ
ンドは劣悪であると気づき、先ずは開催できる方法を
考えるように、６月に職員に指示を出しました。元来

リスクオンを取りにくい医療従事者でありますが、事
業・活動が収縮し人間関係にも出ている悪影響に手を
こまねいている訳にはいかないと思い、さまざまなオ
ンライン技術の活用が盛んになっている事も追い風で
した。日常業務に追われ愛知臨床外科学会の事を忘れ
ていましたが、９月 30 日に支部事務局へ 2021 年の愛
知臨床外科学会は開催するかとの電話がかかってきて
ハッとしました。外科専攻医にとって重要な症例発表
の機会を、一年に亘って閉ざす事は会の存在意義に拘
わると考え何らかの方法で実施すると答えました。直
ぐに、既に導入していたオンライン会議システムと
YouTube を組合せ、演者・座長の質疑応答、そのリア
ルタイム配信によるHybrid 開催ができる事を当院の医
療情報課に確認しました。翌 10 月１日の愛知県外科医
会の理事会で、愛知臨床外科学会をHybrid で開催予定
と報告したところ、出席理事全員に賛意を表明してい
ただき、大変心強く感じました。第 54 回愛知臨床外科
学会会長の中西先生に半年遅れでの開催をお願いしま
したが、既に予定が詰まっているとの事で中止が確定
し、第 55 回愛知臨床外科学会会長の東海病院院長・山
本英夫先生に、名古屋第一赤十字病院でのHybrid 開催
を快諾して戴きました。
会場を愛知県医師会館では無く当院にした理由は、

医師会館のインターネット環境が把握できていなかっ
たことから、ネット環境にも対応可能な職員が当日待
機可能な場所が適当と判断した為です。10 月 30 日に、
外科医会の佐藤会長のお口添えで医師会館のネット環
境調査もできましたので、2021 年７月の学会は従前通
り愛知県医師会館で開催予定です。11 月には会議シス
テムのライセンスを事務局が購入しました。以前は安
い価格設定がありましたが、多人数が参加できる高価
格のものだけになっていて、需用と供給が価格を決め
る市場原理を再勉強しました。YouTube と組み合わせ
るには若干複雑な操作が必要なため、12 月にはセミナー
配信のライセンスも購入しました。その後の動作テス
ト、発表会場でのテスト時などに、東海病院の担当の
方には３回も来院いただきご迷惑をお掛けしました。
このようにして初めて Hybrid 開催した 2021 年２

月 11 日の愛知臨床外科学会は、皆さんのご尽力・ご
協力のお陰で無事終了することができました。初めて
のHybrid 開催で、画面の切り替え操作等に手間取る可
能性を考慮したため冗長なプログラム構成になり、発
表者・座長、参加者に手持ち無沙汰な待ち時間を発生
させ申し訳ありませんでした。今回の経験を元に、発
表演題ファイルの一本化や時間の調整等を工夫して
Hybrid 開催の質を高めていきますので、今後とも多数
の皆さんのご参加を宜しくお願いいたします。さらに、
医療従事者を先行とする SARS-CoV-2ワクチン接種が
進み、従来通りの口角泡を飛ばしてもよい学会の開催、
さらに主催病院職員が揃って美味しい打ち上げのビー
ルが飲める状況になる事を心から祈念しています。
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新型コロナウィルス感染症で、多くの生命が失われています。

特に、第３波では、予想を超える感染増で、整備したはずの医療現場は、結局、逼迫しました。

我が国の感染対策には、ビジョンがない感じでさえあります。

人の移動が活発な現代において、ウィルス感染の伝播の速度は、待ったなしであります。

一定の時期、生産、流通、消費などが損なわれ、経済活動が損なわれても、ゼロコロナを目指し、ロックダ

ウンに近い状態で、必死で押さえつけていく必要があるのではないか、と私は思うのです。

皆様はいかがでしょうか。

� 愛知県外科医会 副会長　松 崎 安 孝

編集後記

編集・広報委員  ����������������������������  松崎安孝、間瀬武則、山中豊太、伊藤之一、坂野哲哉

「労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について」
厚生労働省労働基準局より前記の留意通達が発出されました。
要約
・今般の見直しは、令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」によるもの
・労災保険における請求書等については、全ての手続きにおいて押印等を求めないもの
・記名等については、必要であること
・�加除訂正についても、押印（訂正印）を求めない� �
と変更となりました。
なお、電子署名については、別途指示のない限り従前どおりです。

初診の際の５号等について、押印のない請求書についても受け取ってください。
労災診療費請求書（診機様式第１号）の医療機関代表者についても、記名のみで印鑑は不要です。

※留意通達は、愛知県労災指定医協会HPの「お知らせ」欄に掲載しています。


