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エジソン記念碑
写真／森岡稔勝 (綴喜)

トーマス・アルバ・エジソン｡ 彼をもって生前,
最大発明と言わしめた炭素白熱電球｡ その命とも言
えるフィラメントに石清水八幡宮内の竹が使われま
した｡
彼は, 最初は綿糸を材料にしましたが, 発光時間

が約45時間と短かかったため, 全世界を探索し, 1879
年八幡の竹が約2,450時間灯ったことで実用化に到り
ました｡ 以後十数年間にわたり八幡の竹が世界中を
照らしたのです｡ 電球の発明に貢献したこの土地に
彼の功績をたたえ記念碑が建てられています｡

特 集

｢京都府における異常死体の
取り扱いについて｣

京都府警察医会副会長 野原幸清 先生
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18年度診療報酬改定について

安達府医理事は, 18年度診療報酬改定につ

いて, 近医連でとりまとめた次期診療報酬改

定要望30項目の資料を示し説明を行った｡ 要

望の基本的なコンセプトとして, これまで明

確でなかった, ｢ものと技術の分離｣ と ｢技

術の適正な評価｣ および ｢現行の不合理点の

是正｣ を挙げた｡

安達府医理事は, これまでの各診療報酬改

定の状況を説明したうえで, 従来, 潜在的技

術料とされてきた薬価差益や検体検査差益が

廃止あるいは圧縮される一方で, それに見合

う技術料の評価が十分になされない結果, 医

業経営を圧迫していることを説明｡ 財政的見

地からの医療費抑制策の中で, 平成14年度改

定では, 診療報酬の技術料本体についてのマ

イナス改定が行われたこと, 薬価や材料価格

の決定プロセスは不透明であり, 米国製医療

材料を例に取ると日本の価格は米国国内価格

と比較し遙かに高額であることを示し, 日米

貿易協定などを含む, 国家の経済財政政策の

中で価格決定されているのではないかという

見解を示した｡ 今後も医療費の動向を診療報

酬体系の変更で調整する方式をとるのであれ

ば, ｢技術ともの｣ のうち ｢もの｣ の価格に

ついては別枠で論じられるべきであると主張,

技術料への不当な圧迫があってはならないと

強調した｡

入所者のホテルコストの
自己負担化について議論

安達府医理事は介護保険と医療保険の関連

について, 介護保険における入所者のホテル

コスト (食事料) の自己負担化について, 世

界的に (入所者のホテルコストは) 自己負担

となっていることや入所者と在宅の不公平性

舞鶴医師会と府医執行部との懇談会が３月５日(土), 舞鶴メディカルセンターで開催され,

地区から11名, 府医から５名が出席, 堀澤昌弘舞鶴医師会庶務担当理事司会のもと, ｢医療保

険制度改正｣ ｢会費応能割り｣ のテーマで, 約１時間30分にわたり意見交換が繰り広げられた｡

坂根英彌舞鶴医師会長の挨拶に引き続き, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 医療を巡る動き, と

りわけ, 次期診療報酬改定や中医協のあり方について言及, これまでの手法では通用しないと

前置きしたうえで, 医療団体自らが積極的に活動し, 国民に示す必要があるとした｡ また, 日

本医師会が取り組み始めた, ｢糖尿病予防推進協議会｣ について紹介, 生活習慣病の中でも,

特に糖尿病 (透析等) を予防することにより, 約１兆円の医療費が削減できるとし, 日本医師

会自らも有効な医療費財源の確保に協力しているとの報告を行った｡

舞舞 鶴鶴
医師会との懇談会

医療・介護を巡る諸問題で活発な意見交換

舞鶴医師会との懇談会 (３.５ 舞鶴メディカルセンター)
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から, (ホテルコスト自費化は) 通ってしま

う可能性は高いとしつつも, 医療型療養病床

の食事については, あくまで治療の一部であ

るとの考え方から, 断固反対するとの姿勢を

示した｡

地区から, 介護保険のホテルコスト自費化

について, 患者の負担が非常に大きくなると

の指摘がなされるとともに, 介護３施設に主

治医が訪問診療ができる体制作り, グループ

ホームへの訪問看護ができるシステム作り等

の要請がなされた｡ これに対し安達府医理事

は, 昨年, 府医において地域医療部と保険医

療部合同で, 介護施設担当医と協議会を開催

し, 問題点を討議した経緯を説明, 入所者・

患者からすれば, 介護施設への入所と病院の

療養型病床への入院を同一視しており, 医療

側と医療・介護を受ける側との認識が近い一

方, 行政側は, 介護入所と医療入院とは違う

位置づけであることから乖離している現状を

述べた｡ 食事については, 介護入所のホテル

コストが自費化されれば, 医療型療養病床に

患者が流れるのは明白であり, 厚労省として

も警戒心を強めており, 医療型療養型病床の

食事料自費化が議論されることは間違いない

だろうと述べた｡ また, 油谷府医会長は, 医

師の技術は無料という認識を改めるよう, 国

や国民に理解してもらわなければならないと

し, 食事料といえども医師の知恵と経験で提

供される処方であれば技術料との主張ができ

るとし, セカンドオピニオンについては, 自

費で請求ができることから技術料として認め

られつつあるとした｡ また, 介護３施設にお

ける算定制限の撤廃, 緩和, 特に特別養護老

人ホームへの往診, 訪問看護の制限撤廃が次

期改定の要望項目にあがったことは大きなプ

ラスの要因であるとの見解を述べた｡

会費応能割りについて説明

久山府医理事は, 会費の応能割り徴収につ

いて, 京都府医師会会費検討特別委員会の答

申 (平成15年10月１日医報付録参照) をもと

に説明を行った｡ 基本割りとの比較を示し,

現行, 分業医療機関, 非分業医療機関の会費

に関しての不公平感の実態, 格差是正方法等

を示した｡

日常診療の留意点について説明

同日開催された保険医療懇談会では, 安達

府医理事より最近の指導および会計検査院の

指摘事項等の資料を提供し, 日常診療の留意

点を説明した (平成16年11月１日号 ｢保険医

療部だより第81報｣ 参照)｡ 地区からの質問

は以下のとおり｡

◆保険算定に係るＱ＆Ａ

Ｑ 病院に入院中の患者 (家族等) が主治医

(かかりつけ医等) の診療所で薬剤等の提

供を求めてきた場合の対応は？

Ａ 入院医療機関では, 入院中の患者に対す

る診療において, 薬剤等のみを他医療機関

(かかりつけ医等) でもらうよう患者に指

示することはできない｡ 入院医療機関に診

療科がない専門的な診療を除いて, 入院医

療機関の入院患者に対する療養上の管理に

ついては, あくまで入院医療機関が責任を

もって適切に実施する｡
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卒業式が３月８日(火) 本校の体育ホールで挙行され, ３年課程45名, ２年課程78名, 准看

護科149名が伝統の看護の制服・戴帽姿で卒業しました｡

式典は校歌斉唱につづき, 油谷桂朗校長から各課程科卒業生代表に卒業証書が授与され, 校

長式辞では ｢人間が人間らしく人に接するということを, 是非考えながら看護職に従事してい

ただきたい｣ とはなむけの言葉が贈られました｡

引き続いてご出席いただいた多くのご来賓を代表して, 京都府知事 (代理), 京都市長 (代

理), 実習施設代表として京大附属病院の平田明美副看護部長様から心温かいご祝辞をいただ

くなど, 厳かな中にも盛大に, 華やかに行われました｡

式後, 教室に戻った卒業生は, 共に学び, 苦楽を共有した思い出からか涙ぐむものも多く,

また担任をはじめ指導にあたった教師やクラスメイトと互いに抱き合う姿が学内の至る所で見

受けられました｡

卒業生は, これからの人生に大きな希望と夢をもって, 看護の道に進むことになりますが,

お世話になります医療機関関係者の皆様に, 患者さんをはじめ誰からも慕われ, 愛されるプロ

の看護師としてさらに育てていただくことを願っています｡

[卒業生のことば]
准看護科 花井加奈子 (95回生)

｢先生方, 両親そして仲間達の支えがあり, 共に乗り越えたからこそ今の自分があるのだ

と思います｡ ２年課程に進学し自分の夢に向かって一歩ずつ進んでいきたいと思います｡｣

看護学科３年課程 五條 学 (３期生)

｢先生方の熱心な指導のもとに, 同じ目標を持ち, 共に歩む仲間と頑張れたからこそ今の

自分がいるのだと思います｡ 今後も３年間の学びを活かして頑張っていきたいです｡｣

看護学科２年課程 菅 奈津美 (９期生)

｢２年間で私達は知識や技術だけでなく,“人を思うこころ”の大切さを学ぶことができま

した｡ これから看護師として自信と誇りを持って精一杯努めていきます｡｣

[当面の日程]
４月５日(火) 入学式

４月８日(金) 新学期始業

京京京京都都都都府府府府医医医医師師師師会会会会看看看看護護護護専専専専門門門門学学学学校校校校

平平平成成成111666年年年度度度卒卒卒業業業式式式
222777222名名名 巣巣巣立立立つつつ

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
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平成16年度都道府県医師会生涯教育担当理事

連絡協議会が３月３日(木) 午後, 日本医師会

館において開催された｡

植松日医会長は冒頭, 『よい医療を提供する

ためには, 医師は自律性を重んじ, 自らの意思

で生涯教育に励むことが必要である｡ また, 明

日の医療を担う若い医師の育成も日医にとって

非常に重要である｡』 との認識を示し, そのた

めに尽力願いたいと挨拶された｡

協議会のおもな内容は下記のとおりである｡

■生涯教育申告率は71.4％で, ４年連続過去最高を更新, 平均取得単位は38

平成15年度の申告率は71.4％ (前年比1.8％up) で, ４年連続の過去最高申告率更新となって

いる｡ 申告率がすべてではないものの, 一般に公表するには率の高さが必要であり, 今後も会

員各位のご協力をお願いしたい｡

■各地で指導医のための教育ワークショップを開催

15年度からこれまで２年間に各地で55回開催され計968名が参加｡ ｢教えることは学ぶこと｣

の理念のもと, 若い医師の育成にご協力をお願いしたい｡

■医師国試問題の公募について

医師国家試験は17年度から多くの点で改善されるが, そのひとつが試験問題の公募, プール

制の導入であり, 日医にもプライマリケアを中心に協力依頼があった｡

都道府県医師会を通じて会員にも周知した結果, 現在84題寄せられており, ブラッシュアッ

プして厚生労働省に報告の予定である｡

■生涯教育推進委員会活動について

生涯教育推進委員会では現在, 会長諮問事項である ｢生涯教育における評価の基準｣ につい

て来年３月の答申作成に向けて審議中であることが報告された｡ またその他様々の活動を行っ

ているなかでも, ｢卒前教育の間に生涯教育の必要性を気付かせること｣の重要性が述べられた｡

都
道
府
県
医
師
会
生
涯
教
育
担
当
理
事
連
絡
協
議
会

都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会で
冒頭挨拶を行う植松日医会長
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■生涯教育活動事例報告 －岡山・佐賀両県医師会より－

｢新医師臨床研修制度における県医師会の取り組み｣ についての報告が岡山県・佐賀県両医

師会よりなされた｡

岡山県医師会からは, 地域の診療所において実施した11名の研修医の ｢地域保健・医療研修｣

についての報告があった｡ 研修内容の特徴は, 在宅医療への積極参加, グループ診療を中心と

した医療連携の体験, 高齢者医療と介護保険, 電子カルテの利用などで, 研修医からは病気を

持った ｢人間｣ を診る経験ができて大変勉強になった, 病診連携の視点を持ててよかった等の

感想が寄せられたとのことである｡

｢地域保健・医療研修｣ は指導医と研修医双方に成果をあげていること, もっと多くの診療

所指導医を養成してすべての研修医が情熱をもつ地域の指導医に出会うことが重要であると強

調された｡

佐賀県医師会からは, 国立病院機構, 県立病院, 医師会, 県, その他協力機関をメンバーと

して ｢臨床研修運営協議会｣ を設立し, 研修制度への取り組みを行っていることが紹介された｡

■ ｢生涯教育のための診療ガイドライン｣ について
－日本医療機能評価機構理事が特別発言－

日医では診療ガイドラインの習得を医師の生涯教育の一環として捉え, その理解を深めるこ

とを目的とした ｢生涯教育のためのガイドラインについて｣ の講演会を３月末に開催するにあ

たり, そのイントロとしての特別発言が日本医療機能評価機構理事よりなされた｡

インターネットの普及により患者が多彩な情報源を持つようになったが, 発信源は厚労省や

学会の他, 医師個人, 民間会社, 患者個人などで, 内容は玉石混交であり, 信頼性のある情報

を取り出すのが困難な状況にある現状を踏まえ, 日本医療機能評価機構では特に信頼性の高い

診療ガイドラインを評価選定した上で, インターネット上で提供する情報サービス ｢Minds｣

を16年度から開始, まもなく一般向けにも公開するとのことで, 医師・患者共有のガイドライ

ンとして有用なものとなると期待される｡

■日医生涯教育協力講座について
－ ｢企業活動への協力になるのではないか｣ と栃木県より質問,

京都からも関連発言－

本年度より新たに企画された日医生涯教育協力講座：セミナー ｢脳・心血管疾患講座｣ は対

象疾患・テーマ例がすべて協賛メーカーの商品がカバーする領域であり, 企業活動への協力に

なるのではないかとの栃木県からの質問に対し, 日医より ｢従来から多くの企業に協力いただ

いており, いい意味での産学協同で基本的には問題なしと考えている｡ 本セミナーは企画・立

案を地域密着で行い, 講師は地域中核病院から招聘して病診連携に繋げること, 症例提示を中

心とし, スポンサーは商品の宣伝をしないこと等の申し合わせのもとでの開催としており, 再

度徹底を図る｣ との回答がなされた｡ 本件については京都府医師会の那須理事も関連発言とし

て ｢京都での開催も栃木と同様にメーカー色の強いものであった｡ 日医が音頭をとっての講演

会開催はいい試みではあるが, 今回の形では自浄作用とやや逆行の印象を受ける｡ メーカーと
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のつき合い方については会員にわかりやすい形でのルールを作り, 講演会は高い費用を出して

も自力での開催を目指すべき｣ との意見を述べた｡

■日医生涯教育制度と医師免許更新制などについて －長野県より質問－

｢日医では生涯教育の内容と申告率をどのように評価しているのか｡ さらに医師免許更新制

に対する日医生涯教育制度のあり方について｣ の長野県よりの質問に対しては, 日医より ｢申

告率が７割に達した今は申告率から離れて質の検討に移っており, 世間が不信感を持って医師

の資質を問うてきている中で, それに対応して成果を示すべき時にきていること, 大事なのは

我々がよい生涯教育を行ってそのお墨付きを持って免許更新に当てること｣ との認識が示され,

臨床経験豊かな医師でも何年かに一度は生涯教育の到達目標に達しているかの評価を受けるこ

とは必要であり, 評価の方法, 学会認定専門医制とどう整合させるか, また, 生涯教育を受け

ない医師へのペナルティについて等の検討を今後行う｣ との回答があった｡ また, マスメディ

アへのＰＲも必要であり, 国民と共によい医療を目指したいとのことである｡

＝平成16年度生涯教育申告に向けてのお願い＝

京都府医師会の日医生涯教育申告率は, 11年度分申告より一括申告方式を採用した結果, 前

年度の36.1％から69.6％へと大幅にアップさせ, その後もその水準を維持している｡

16年度分の申告についても, 昨年同様, 府医・地区医・専門医会・府医承認の各種研究会へ

の出席状況を把握し, 会員あてにそれぞれの出席単位数を記したハガキを送付, 追加・訂正が

あればそのハガキをご返送いただく方法で一括申告を継続すべく準備を進めており, ４月末か

ら５月中旬にかけて全会員あてに文書を発送する予定であるのでご協力をお願いしたい｡

(なお, ３月１日発行の日医雑誌付録としてお手元に届けられている ｢生涯教育申告書｣ は,

提出不要です｡)

＝学術講演会出席者への生涯教育受講証配布について＝

京都府医師会では, 従来, 学術講演会への出席者に対し, ｢生涯教育受講証｣ を配布してい

たが, 日医生涯教育制度への参加状況については, 署名簿により把握しており, 一括申告の採

用によって受講証は不要となっているので, 17年度より出席者全員への受講証配布は取りやめ

とし, 専門学会との単位互換等で必要な会員のみに手渡す方法に変更することに決定したので,

ご了承をお願いしたい｡
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お詫びと訂正

３月15日号 (No.1809) 本誌の１Ｐ ｢都道府県医師会個人情報保護担当理事連絡協議会｣ にお

きまして, 下記の誤りがありました｡ お詫びして訂正いたします｡

１Ｐ 右段 下から５行目 (誤) (正)

信用情報 → 金融
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３月５日, 大阪で平成16年度近医連救急医療担当理事連絡協議会が開催された｡ 最近, 大災

害が相次いだことから, 災害時の医療体制が深刻な課題となり, また小児救急医療体制につい

ても各府県個々の取り組みが報告された｡

災害時医療体制－各府県共通の課題に多角度から

まず報告として, 大阪府医の茂松理事から日医・救急災害医療対策委員会の報告があった｡

16年度はこれまでに４回開催されており, 主な報告事項は以下のとおり｡

①ＡＣＬＳ研修について, 日本救急医学会, 日本循環器学会の認定コース修了者は自動的に

日医の修了証が交付されるよう大阪から要請した②救急救命士による気管挿管の実習時に事故

が発生した場合の責任の所在について, 第一義的には, 実習を病院に委託する市町村が負うべ

きものであるが, 明らかにＡ会員個人として医療上の指示ミスがあったと損害賠償責任を認め

る判決等がなされ解決した場合は, 日医医賠責保険が適用されることもある③ 『ＡＣＬＳトレー

ニングマニュアル』 が日本救急医療財団の協力で完成し, 日医会員に配付される④新潟県中越

地震で日医も災害対策本部を設置し, 各種の支援活動を行った｡

報告に対し, 京都からＡＣＬＳ研修は高齢の医師等には負担がきついので, 日医主導でＢＬＳ

＋ＡＥＤ程度の分も認めていくよう要望し, 茂松理事からは２回に分けて実施する方法などが

示された｡

■他府県における特定行為の指示体制ー受入病院や地域の中核病院とやりとり

協議では, ４件について情報や意見が交わされた｡

１. 小児救急医療について

各府県がそれぞれ独自の試みに取り組んでおり, 既にそれなりの成果を得ているところも

あった｡

滋賀では今年４月から大津日赤を定点病院に大津の50余の小児科が参加し, 新たに取り組

む｡ 電話相談は, 今年度中に実行に移そうとしている段階で, 専門医でやろうと意気込んで

いる｡

奈良は小児科専門医が少なく, 電話相談を始めたところ｡ これまで800件の相談のうち600

件くらいが受診せずに済んだ｡

和歌山は医療圏が７つあり, 和歌山, 田辺医療圏の２つは初期救急に小児科専門医が24時

間365日参加可能で, 充実している｡

京都は実態調査も行い, 医療圏ごとの問題点を洗い出した｡ 京都市・乙訓が一番大きな問
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題医療圏｡ 電話相談は１月24日にスタートしたが, 今後輪番参加病院を増やしていくのが課

題｡

大阪は小児科医が一部不足のところがあるものの, ほぼ充足｡ 体制の広域化を図る一環と

して, 豊能広域こども急病センターを新設し, 16年４月から初期救急診療 (夜間および休日

昼間) を行っている｡ 市中野休日診でも16年12月から平日夜間診療を開始｡

兵庫は北部と南部で地域差あり｡ 小児科専門医以外の医師, 看護師等を対象に, 研修会を

開催し, 体制の充実を図っている｡ 電話相談は医師１名, 看護師２名でやっているが, 事実

上は看護師がほとんど対応｡

２. ＡＣＬＳ研修会について

時間の関係で, 各府県ごとの報告は省略された｡ 共通の課題として, ＡＣＬＳ研修会のイ

ンストラクターはボランティアでやってくれている場合が多いが, 好意に甘えるにも限度が

あることから, 十分な予算化などの対策が必要であることが指摘された｡

３. 災害医療体制について

東南海大地震が予想されるなど深刻な問題であるにもかかわらず, 現在の災害医療体制が

実際の大災害に即応できるかどうか疑わしい府県も多く, 共通の課題があらためて浮き彫り

になった｡ 府県と府県医師会との災害時の相互支援協定はあっても, 医師会や拠点医療機関

の具体的位置付けや指揮系統が明確化されておらず, 現実にはうまく機能しないおそれがあ

るなどの報告が相次いだ｡ 京都も, 災害時に行政と医師会など医療関係機関との連携が円滑

にいくように, ワーキンググループをつくり実効性の高い体制を検討中であることを報告し

た｡ 近畿としても引き続き検討を続ける｡

４. 各府県における特定行為の指示体制について

京都は京都市消防局内に指令センターがあって府内一円をカバーしており, そこに指示医

師が24時間365日交替で当直し, 指示要請に即応する体制をとっている｡ 救急救命士による

気管挿管や18年４月からの薬剤投与実施を控え, 現在の体制を再検討するに当たり, 他府県

の現状と問題点を聞いた｡

他府県では, 救急救命士からの指示要請は, 救急患者の受入病院あるいは各地域や医療圏

の中核的な大病院に対して直接なされているところがほとんどであり, 特に問題は生じてい

ない模様｡ 気管挿管については, 各府県とも実習修了者はまだ少なく, 多数が実習中という

のが現状であり, したがって実施例もそれぞれ数件程度の段階｡

気管挿管で事故が発生する可能性も高いことから, 事故時の対応も焦点になった｡ 前記の

日医・救急災害医療対策委員会の報告にもあるように, 第一義的には, 責任は市町村が負う

が, 個人として指示ミスがあっても日医医賠責保険の適用もありうることも強調された｡ 一

方, 欧米では緊急時には ｢ＡＥＤをやらなければ犯罪｣ という考え方が浸透していることが

紹介され, 日本でも一般市民によるＡＥＤ使用が可能になったことなど救急医療情勢の変化

を受け, 責任問題もさることながら関係者の意識改革を進めることも肝要という主張も出た｡

お詫びと訂正

３月15日号 (No.1809号) 付録 ｢2005年４月 京都市 (乙訓２市１町) 病院群輪番編成表｣ の(２)面

『病院群輪番協力医療機関一覧』 に間違いがありました｡ 泉谷病院がＢブロックに入っているのが,

正しくは (４月から) Ｃブロックとなります｡ お詫びして訂正いたします｡
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近医連産業保健担当理事連絡協議会が２月12日(土), 主務地である兵庫県医師会主管により

新阪急ビル (梅田) で開催された｡ 京都からは中野理事が出席, 近畿各府県より計11名の役員

が出席した｡ 今回の協議会では, 小澤兵庫県医師会常任理事が司会を務め, 日本医師会産業保

健委員会についての報告と, ①地域産業保健センター活動等について②職場におけるメンタル

ヘルスケアの各府県の取り組みについて等の協議が行われた｡

冒頭, 西村兵庫県医師会会長より, ｢産業保健の問題点としては, ①産業医研修会が積極的

に開催されていることに対して, 実際に活動している産業医が少ないこと｡ ②事業場の大半を

占める従業員50人以下の事業場を, 医師会の力を使い地域産業保健センターを通じて, どのよ

うにフォローしていくか｡ ③企業の人員削減などにより残された社員はストレスを蓄積し, 死

亡事故も増加する中で, どのように産業保健を活性化していくかなどがある｡ 現状報告と意見

交換をお願いする｡｣ との挨拶をいただいた｡

【報告１】日本医師会産業保健委員会について

近畿地区の代表として出席している大阪府より, 諮問事項 ｢これからの産業医活動のあり方－

特に嘱託産業医を中心として｣ についての協議状況を報告｡ 100時間以上の残業に対し, 医師

の面接が義務化される見通して, 違反すれば安全配慮義務違反に問われることになること, 個

人情報保護に関して主治医と産業医の意見が異なった場合には, 人事等への情報提供において

難しい立場に立たされることなどが報告された｡ 以下, 委員会中の主な意見｡ ①産業医のバッ

クアップ体制を整え, 相談できる機関を充実させるべき｡ ②産業医と事業主との契約方法・待

遇・勤務内容・勤務時間などを定めた指針を作成して欲しい｡ ③産業医のメンタルヘスルに関

する研修の強化, 精神科・心療内科のサポート体制確定が急務であり, そのための予算確保を

日医に尽力して欲しい｡

【報告２】産業医活動に関する意識調査について

京都府医師会にて認定産業医840人を対象に実施した ｢産業医活動に関する意識調査｣ の結

果について, 回答率は４割程度であったことなどを報告｡

【協議１】地域産業保健センター活動等について

事前に各府県に対して行った地域産業保健センター活動等に関するアンケートを基に協議を

行った｡ 地域センターの現状としては, 各府県ともに医師会員やコーディネーターの熱意に支

えられて一定の成果を挙げているものの, 予算の減額などにより更なる活性化は難しいとの意

見が挙げられた｡ 労働局への要望としては, 地域センターのＰＲと利用促進, 推進センターへ
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の要望としては, 情報提供や産業医育成などバックアップ体制の強化が挙げられた｡ 学校医の

認定産業医取得に関しては, 望ましいことであるが地域性を考慮すると徹底は難しいとの意見

が挙がる一方, 大阪市立の全幼稚園・小学校・中学校では平成17年度より産業医を配置する方

向で準備中であるとの報告がなされた｡ (ただし, 配置が難しい場合は, ひとりの産業医が複

数の学校を担当｡)

【協議２】職場におけるメンタルヘルスケアの各府県の取り組みについて

兵庫県医師会産業保健委員会の諮問事項 ｢職場におけるメンタルヘルスケアの必要性と対応｣

について意見交換｡ 精神科医の認定産業医取得促進と, 産業保健活動への参加が必要であると

の意見が挙がった｡ 京都府からは, 前期産業保健委員会の答申書 ｢過労死予防の具体的方策｣

の中で“心の健康づくりの推進”について触れており, 府医ホームページ (下記アドレス) に

て公開中であることを紹介した｡

前期京都府医師会産業保健委員会答申書

｢http://www.kyoto.med.or.jp/2003/doctor/syucho/syucho.html｣

最後に, 竹政兵庫県医師会副会長より ｢地域センターのアンケートは, 非常に参考になった｡

産業医が事業主を啓発することが必要である｡｣ との挨拶が述べられ, 協議会は盛況のうちに

閉会した｡
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平成16年度 (第21回) 京都府医師会勤務医部会総会が, ２月26日(土) 京都全日空ホテルで

開催され, 勤務医部会員をはじめとする67名が参集｡ 向原勤務医部会副幹事長の司会のもと,

平成16年度勤務医部会活動報告並びに勤務医部会学術奨励賞授与式等が行われた｡

冒頭, 挨拶にたった油谷府医会長・勤務医部会長は, ｢医療, 社会保障を巡る情勢は大変重

大な局面を迎えており, 財政優先の医療改革が政府により断行され, 市場原理による混合診療

の解禁, 株式会社の医療参入などが強引におし進められている｡ これらの問題の解決には, 勤

務医と開業医とが共通の認識と問題意識を持ち対応していかなければならないと強調｡ また,

新医師卒後臨床研修の発足に伴い, 府医師会としての取組みの状況を報告｡ さらに今後, 勤務

医の学術活動, 医療の質向上, 医療の安全, 労働問題, 会費問題等に積極的に関与をしていき

たい｡｣ と述べた｡

続いて, 赤坂勤務医部会幹事長より, ｢社会の変化がめまぐるしい中で医療情勢は大変厳し

い｡ 人間が生きていく上でもっとも大切な社会保障全体の構築が取り残されている｡ 医療・介

護・年金は財源不足であり, そのうえ医療界は高い専門性のゆえに改革が進んでいない｡ チ－

ム医療を展開している勤務医においては, 年々厳しい対応の中で生活をしている｡ 新臨床研修

制度が発足したが, 地域偏在, 診療科誘導等調整のむつかしい問題が出て来ている｡ ４月から

は個人情報保護法の施行でさまざまな問題が起きてくるだろう｡ 今後は東府医勤務医担当理事

を中心として日本医師会の勤務医委員会と京都府医師会勤務医部会は協調してやっていきたい｡

また, 他府県の勤務医部会と連携をとり新しい問題に取組み, 少しでも勤務医の職場環境を改

善する方向を打ち出していけるように新しい施策を日本医師会に求めて行きたい｡｣ との挨拶

があった｡

学術奨励賞金賞 『スモン患者の精神障害について』

国立病院機構宇多野病院・神経内科 小西哲郎氏ら他３名

次に, 薄井勤務医部会副幹事長より平成16年度勤務医部会活動報告が行われ, 続いて中島勤

務医部会副幹事長より, 平成16年度 (第21回) 勤務医部会学術奨励賞について, 14編の応募論

文の中から金・銀・銅の各賞が選ばれた選考経過と結果が報告された｡

その後, 表彰式が行われ受賞者 (別掲) には, 油谷会長より表彰状と賞金が授与された｡
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－ 赤坂勤務医部会幹事長との対談 －

『夢を現実にするために』
シンクロナイズドスイミング
アテネオリンピック銀メダリスト 立花 美哉 氏

総会の最後を飾る恒例の文化講演会は, シンクロナイズドスイミング・アテネ銀メダリスト

の立花美哉さんをお迎えし, ｢夢を現実にするために｣ という演題で赤坂幹事長との対談形式

で進められた｡

この日のために, アトランタ (チ－ム３位) ・シドニ－

(デュエット２位・チ－ム２位) アテネ (デュエット２位・

チ－ム２位) のメダルとアテネ大会での着用の水着を披露し

ていただいた｡

最初にアテネオリンピックデュエット決勝のビデオを鑑賞,

その後, 立花氏よりシンクロナイズドスイミングについての

お話を伺った｡

メダルについて：表の模様は決められているが, 紐とメダ

ルの裏の模様は開催地の国々の自由なデザインとなっている｡

しかし今回, オリンピック発祥の地, アテネに戻ってきたの

で表の模様が変わった｡ その結果, 立花さんは光栄なことに２種類のメダルを獲得できたと報

告された｡

世界的にシンクロの強い国は：アトランタまでは, アメリカ・カナダ・日本, その後ロシア

がずっと強くなってきて今日にいたっている｡ ロシアがなぜ世界で一位になったのかについて

は, 日本は全国から選手を集め, 同じ演技をしてその中から選出されるのに対し, ロシアの場

合は幼い頃から特別に選ばれ, シンクロのためにだけ教育をされる, いわゆる英才教育である｡

日本人は手足の長さ等, 体型では劣るが, 逆に繊細さがあり, 同調性・強調性については世界

一である｡

シンクロ競技の採点は：テクニックと表現力により採点をされる｡ 水着についても長袖・フ

リル, 骨盤が出過ぎてはいけない等をチェックされる｡

練習時間は：１日に13時間｡ 身体を大きくし, 筋肉を付けるために陸

上でもマシ－ンを使用したトレ－ニングも行っている｡

食事については：１日5000カロリ－を摂取しないといけないので, 朝

1000カロリー, 昼, 夜に2000カロリ－を特に練習後の夜食に重点を置き,

｢おもち｣ 等を中心に食べている｡ ｢おもち｣ は食べやすい｡ 健康維持に

ついては一番苦労をする｡ 風邪にかかってもドーピングを考えると市販

の薬は飲めないので風邪には十分注意をはらっている｡ チ－ムプレ－な

ので個々が責任を持たないといけない｡ １人が体調を崩しても全員が試

合に出られない事になる｡
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ド－ピングについては：まず, 各選手は１年間の練習スケジ－ルを提出している｡ 抜き内の

検査があり, その時, 練習の場に不在の場合は検査を放棄したとみなされ, 試合に出場できな

い｡ 今回のアテネでは抜き打ちの検査が２回行われた｡ 決勝の終了後, １時間以内に検査を受

け, 翌日には血液検査が行われた｡ 今後も厳しく検査が行われるであろう｡

井村コーチについて： ｢足・手から, また全身からオーラが出せる選手を育てる｣ と言われ,

井村コ－チは現在までやってこられた｡ 誰よりも情熱があり, 妥協がなく厳しい｡ 私生活を犠

牲にされ選手を育てておられる｡

シンクロとの出会いは：母親のすすめで小学校４年から始めた｡ 踏水会に入り, 最初は楽し

んでいたが, 試合に出場して, 優勝していくと次には日本一になりたいと思い21年間続けてき

た｡

最後に井村コーチを始めとして, 水着の作成, トレーナー, ドクター, メイク他数々の先生

方に支えられてここまで頑張ってきた｡ 陰でささえていただいた全ての方に感謝をしたい｡ こ

の内一人でも欠ければ私達は演技が出来ない｡ 人の温かさを感じた｡ とこれまでの思いを語ら

れた｡

今後の目標は：これまで培ってきた技術や経験などを基に井村コーチのサポ－トをしながら,

小さい子供達にシンクロをもっと知っていただくための指導, シンクロの底辺を広げるため,

体験会, ショ－にも出場してシンクロをアピ－ルをしていきたい｡

とこれからの抱負や夢を語られ対談を終了した｡

引き続き懇親会にも出席していただき, 会員との歓談・写真撮影等で懇親会は一段と華やか

に盛り上がり, 盛会裡に16年度勤務医部会総会は終了した｡

今回, 立花美哉氏をお迎えするにあたり, 繁本清美先生 (乙訓), 佐藤文彦先生 (左京) に

ご尽力をいただき厚く御礼申し上げます｡

平成16年度 (第21回) 京都府医師会勤務医部会学術奨励賞

○印＝代表発表者

【金賞】 『スモン患者の精神障害について』

国立病院機構宇多野病院・神経内科

○小西哲郎, 林 香織, 立澤賢孝, 立澤敏子

【銀賞】 『京都市立病院 ｢伝染病｣ 診療の過去, 現在, 未来

－細菌性赤痢からＳＡＲＳまで－』

京都市立病院・感染症科

○清水恒広, 吉波尚美, 加嶋 敬

【銅賞】 『急性期病院における嚥下障害治療の実状』

公立南丹病院・耳鼻咽喉科

○内田真哉, 高田剛資, 江崎由季, 寺山耕司, 岡本昭夫,

名村享子, 梶田芳弘
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京都府警察医会副会長 野原 幸清

１. はじめに
人間の一生は生老病死の四苦を背負わされ

てまっとうするものと仏法は説いているが,

その中で誕生のときと死亡のときは医師がた

ずさわる責務があり, また医師の特権でもあ

る｡ 一人の人間が死にいたる過程では病気に

なって診療を受けつつ診断のついた疾患で死

亡することが ｢ふつうの死｣ であり, それ以

外は ｢異常死｣ と考えられている｡ 一般市民

であれ医師であれ異常死体を見たときは警察

に届けることとなるが, 届けを受けた後の取

り扱いは都道府県の地域によって異なってい

る｡ 警察医としてその一部を担当しているの

で, 京都府の異常死体の取り扱いの現状を述

べてみたい｡

２. 医師法21条の異常死の届出義務
医師がかかわった異常死体についての届出

義務を規定したものであるが, 条文の中には

異常死の定義がなされていない｡ この条文の

解釈には厚生省からいくつかの通達が出され

ている｡ 診察後24時間以内であれば診療継続

中として死後の検案しなくても死亡診断書を

発行してもよいとされている｡ ｢診療継続中｣

との判断は救命蘇生中も該当するので, ＣＴ

等で明らかな内因性疾患の診断がつけば死亡

診断書を発行してもよいことになっている｡

診察後24時間以上経過した後の死亡の場合は

主治医が検案して診療中の疾患が死因である

と判明すれば死亡診断書の発行でよいとされ

ている｡ この場合も警察官の検視を受けなけ

ればならない｡

３. 監察医制度の変遷
第二次世界大戦 (太平洋戦争) の後, 日本

が米国の占領統治下にあったときにＧＨＱの

要請によって米国のmedical examiner system

を参考にして東京都に日本初の監察医制度が

設けられた (昭和21年４月)｡

その後昭和24年12月に ｢監察医をおくべき

地域｣ を政令で定めて, 東京都の区の存在す

る地域, 大阪市, 京都市, 名古屋市, 神戸市,

福岡市が指定された｡

京都市の場合はその政令が実行されること

なく警察の嘱託医による監察業務が行われて

いた｡ そして昭和60年の行政改革で政令が改

正されて京都市は監察医をおくべき地域から

削除された｡ そのために京都市内を含めて京

都府下全域の検死業務は京都府警察本部長か

らの委嘱による警察医が担っている｡ 現在の

京都府の警察医は本部担当のほか各警察署に

１～２名が配置されて合計35名 (31署) で検

死業務を行っている｡ 警察医は京都府警察医

会を昭和28年に発足以来, 少人数ながら年間

２回の研修会を開催して診療以外の検死業務

の研磨に努めている｡

４. 京都府の検死体制
異常死体として一般市民, 医師, 救急隊員

等から届出があると所轄の警察署 (警察官)

が死亡した経緯や状況について調査 (検視)

を行って警察医に検死の依頼がなされる｡ 現

場での検死の結果, 死因に犯罪性がある場合

には即刻, 司法解剖の手続がとられる｡ 内因

死の場合は疾患が判明すれば検案書の発行で

終わるが, 死因の究明が困難な場合は監察医

�
�
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京都府においては行政解剖の強制手段がとれ

ないので, 家族 (遺族) を説得して承諾解剖

の道をとらなければならない｡ したがって京

都府においての法医解剖は司法解剖と承諾解

剖の二つの方法に限られる｡

平成15年に京都府警察で取り扱われた異常

死体は2724例 (病死67.1％, 外因死29.6％)

年令別では65才以上が57.1％ (そのうち独居

老人24.6％)｡ 最近の異常死の特性は高齢者

の占める割合が高く, かつ病死の60～70％を

占めている｡

５. 異常死のガイドライン (法医学会)
医師法21条では医師に異常死体の届出が義

務とされているが異常死についての明確な規

定がなされていない｡ そのために診療の現場

では届出に混乱を生ずることがある｡ 判断に

困ったときには法医学会が設定したガイドラ

インを参考にすることを勧めたい｡

その中で [２] 外因による障害の続発症,

あるいは後遺障害による死亡の項で入院治療

後に長期間経過した症例では注意を要する｡

[４] 診療行為に関連した予期しない死亡と

その疑いの項は外科学会その他の学会とのコ

ンセンサスは充分とはいえないところもある｡

６. おわりに
警察医として検死依頼をうけて現場に立っ

た時, 被検者の最期を思うとその人の歩んで

きた道のりを偲ぶことができる場合がある｡

個人の死は尊厳をもって扱われなければなら

ないが, 警察官まで立ち会っての検死が必要

であったかと疑問を感ずる事例も経験する｡

｢異常死｣ ガイドライン (法医学会)

[１] 外因による死亡
(１) 不慮の事故
Ａ交通事故 Ｂ転倒, 転落 Ｃ溺水 Ｄ火災・火焔などによる障害 Ｅ窒息 Ｆ中毒
Ｇ異常環境 Ｈ感電・落雷 Ｉその他の災害：上記に分類されない不慮の事故

(２) 自殺
(３) 他殺
(４) 不慮の事故, 自殺, 他殺のいずれであるか死亡に至った原因が不詳の外因死
[２] 外因による傷害の続発症, あるいは後遺障害による死亡
[３] 上記 [１] または [２] の疑いがあるもの外因と死亡との間に少しでも因果関係の疑い
のあるもの
外因と死亡との因果関係が明らかでないもの

[４] 診療行為に関連した予期しない死亡, およびその疑いがあるもの
注射・麻酔・手術・検査・分娩などあらゆる診療行為中, または診療行為の比較的直後

における予期しない死亡
診療行為自体が関与している可能性のある死亡
診療行為中または比較的直後の急死で, 死因が不明の場合, 診療行為の過誤や過失の有

無を問わない
[５] 死因が明らかでない死亡
(１) 死体として発見された場合
(２) 一見健康に生活していたひとの予期しない急死
(３) 初診患者が, 受診後ごく短時間で死因となる傷病が診断できないまま死亡した場合
(４) 医療機関への受診歴があっても, その疾病により死亡したと診断できない場合 (最終
診療後24時間以内の死亡であっても, 診断されている疾病により死亡と診断できない時)

(５) その他, 死因が不明な場合 病死か外因死か不明の場合
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でも, 主治医は医師法21条の24時間規定にて

らして届けることになる｡ 長い間看てもらっ

ていたのに, 臨終のときは警察官まで立ち会

わなければならないのかと, 家族の不審を買

うこともある｡ 現場にいる警察医としてはこ

のような事例では主治医が立ち会っていただ

いて家族に対する説明もしていただくことを

希望します｡ 検案の結果では主治医が発行す

る死亡診断書で処理できることもある｡

診療継続中でない場合は, 既往症を参考に

検死がおこなわれるので, 警察官への情報の

提供に協力して死因究明に役立てていただき

たい｡ 監察医制度のない京都府においては司

法解剖の必要性のない事例では, 強制力を持

つ行政解剖ができないので検死を担当する警

察医としては, 承諾解剖に遺族を説得する場

合もあるが, 承諾を得られないことが多い｡

死因が疑いの病名で終わらないためにも生前

にかかわった医師の情報が欲しいのです｡

京都府の異常死取り扱いの現状をご理解い

ただいて, 警察医の検死業務に会員の先生方

のご協力をお願いします｡

参考資料

１. 死体検案マニュアル (日本法医学会編)

２. 京都府警察医会50周年誌

｢異常死について：安原正博｣

３. 刑法192条 (変死者の密葬の禁止)

４. 医師法21条 (異常死の届出)

５. 刑事訴訟法229条 (検視)

献血にかかる検診医の募集

京都府赤十字血液センターでは, 献血者の検診を行う医師を募集しています｡ 献血は医

療機関が必要とする血液製剤を確保するための重要な事業です｡ 会員各位のご協力をよろ

しくお願いします｡

△

内 容 献血者の検診 (問診, 血圧測定)

△

場 所 献血バスまたは献血ルーム

△

時 間 バ ス ８：30～17：10

ルーム ９：20～18：00

△

勤務日 月曜～金曜, 土曜, 日曜も歓迎

曜日および日数は相談に応じます

△

報酬他 下記連絡先までご照会ください

＊連絡先 京都府赤十字血液センター

所長：藤井, 副所長：伊藤, 医務課：松村の各氏まで

電話 (075) 531－0111
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私は, 毎年２月中旬～下旬にかけて東京

ドームで開催されるランの世界的な展示,

品評会である世界ラン展日本大賞に洋ラン

の審査員として出席している｡ 今年は副審

査委員長 (審査委員長はアメリカ蘭協会審

査委員長のアート・ムーア氏) としてＮＨＫ

テレビのインタビューに答えることとなっ

た｡

帰院して診察を始めると山盛り状態の患

者さんの中で 『テレビで ｢趣味の園芸｣ を

見ていたらインタビューに先生が答えてはっ

てびっくりしましたわ』 だの ｢テレビに映っ

てはったん, 先生ですなあ｣ 等々大変な騒

ぎである｡ ｢男前に映ってたか？｣ などと

軽口でいなしながら考え込んでしまった｡

一般の人間 (私も含めて) にとってはテレ

ビで話をするというのは大変なことなんだ

なぁと‥‥そしてその次に頭に浮かんでき

たのは医師会や医師に対する報道の逆えこ

ひいきのひどさである｡ 医師も医師会も色々

と良いことをしているのに, そして第一線

の臨床医などは食事をする間もない程に働

いてがんばっているのに, 放映されるのは

医師のミスや悪い事をした事ばかりである｡

最近のデータで日本の開業医が診察する

患者数は一日平均50人, アメリカやスウェー

デンでは10人前後, 一回診療あたりの医療

費はアメリカでは61600円, スウェーデン

は89300円, 比較的安いフランスでも36800

円, 日本は１回診療あたり6700円とべらぼ

うに安い｡ これを見ると日本人は医者に行

くのが好きで, おまけに単価が安いのでか

かりやすい｡ 医者は目が回るような忙しさ

で患者を診ていかないと単価が安い為に収

入があがらないので一生懸命に働く｡ 今の

国民皆保険で誰もがどこでも安く診療を受

けられる制度がそれを可能にしている｡ そ

の結果が世界一の平均寿命であり, 世界一

低い乳幼児死亡率につながっているのでは

ないか｡

また医療単価 (国民一人あたり一年間に

使う医療費) もアメリカ32万円６千円, ス

ウェーデン24万円, フランス18万円９千円

と比べて日本は14万円で一人当たり少ない

医療費で効率を上げていることがわかる｡

こんなにがんばっている日本の医療 (医

師および医療制度) をマスコミは正当に報

道しているのだろうか？ 各国の医療事情

に詳しい政治家や医療担当のマスコミの人々

はそのことをよく知っている｡ 知っていて

もテレビの前でみている限り画面からはそ

の情報は全く流れてこないのも事実である｡

ラン展についての私へのインタビューは

素直に報道されているのに, まことに残念

なことである｡

(府医情報企画委員・綴喜 澤井公和)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は800～1600字, 原稿は府医 ｢京

都医報｣ 編集部までお届けください｡

インシデントレポート ｢他山の石｣ 投稿募集
内 容：これまでに体験した ｢ヒヤリ・ハット｣

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

資 格：本会会員のみ｡ 掲載に関しては原則
｢匿名｣ とさせていただき, 関係者など
が特定できない形での掲載となります｡

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 広報課
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５) ｢かかりつけ医｣ という言葉はかなり認知されてきたが, 保険上の規定がなく我々にも戸惑

いがある｡ 平成16年３月発行の京都府保健医療計画において ｢かかりつけ医｣ は府民に最も身

近なところでプライマリ・ケアを担う地域における第一線の医療機関として位置づけられてい

る｡

しかしながら開業医の高齢化に伴い医療不足地域でのこのような第一線医療の担い手の確保

が国や地方自治体が目指す, かかりつけ医機能の成否がこれからの課題となる｡ かかりつけ医

は, 地域の最前線で医療を担当するとともに診診・病診の連携を密にして患者のニーズに応え

なければならない｡ 特に, 病院との連携はきわめて重要であり紹介, 逆紹介を繰り返すことに

よりお互いのパートナーと認識する事が地域の医療水準の向上に繋がるのではないだろうか｡

このような観点より, 地域医療支援病院の認可にあたっては地区医師会やかかりつけ医の意見

を充分に聞いて許可すべきであろう｡ また, 認可後の病院の医療水準に関してもかかりつけ医

は大いに係わっていかなければならない｡

病院と診療所が連携して効率の良い地域医療を推進して, 病院に対しては 『３時間待ち, ３

分診療』 を解消して, 病院の専門的な医療の機能を十分に発揮させ, 病院の高度な医療機器を

有効に活用し, 診療所に対しては地域住民の健康管理から初期治療を分担して, 病院と診療所

が役割分担をして, 共存共栄を図ろうと叫ばれてから二十年以上になる｡

そのために, 病院の紹介率, 逆紹介率には高い病院にはインセンティブがあたえられ, 病院

の外来患者数は病床数の1.5までにすると診療費が加算されるとか, 紹介によらない患者に対す

る特定療養費などが行われてきた｡ さらに地域医療支援病院も制度を設けて, 病診連携が推進

されてきた｡ しかし, これらの政策誘導にもかかわらず, 未だに満足のいく病診連携, 診診連

携が達成されているとはいえない｡ さらに, 病院によってはサテライト診療所などを設けて地

域医療連携がゆがめられていくようにも思える｡ 病診連携がなぜこのように上手くいかないの

かを考えた｡

制度上の問題点はすでに何回か指摘されているので, それ以外について考えてみた｡

◆診療所側の問題点

｢かかりつけ医｣ とは Primary care 医, 家庭医？

〇日頃から患者や家族の健康相談などの窓口になっているか？

〇患者や家族に浸透しているか, 患者だけとの関係, 家族全体の健康管理

〇24時間管理の体制は出来ているか, 患者にとっては何時でも相談に乗ってくれな

くては不安……ＩＴの利用で改善

〇 Primary care 医としての自覚, 研修

〇 Primary care 医としての教育

地域ケア委員会だより(５)

��������	

�����	���



19

地
域
ケ
ア
委
員
会
だ
よ
り(

５)

｢かかりつけ医｣ には専門医としての知識, 専門分野が必要か？

〇ほとんどの診療所医師は専門分野を持っているはずであるが, 専門分野の広報が

足りない, 病院側の医師は知らない, 患者も知らない

〇専門医としての能力の発揮する場所がない, 専門医としてのレベルを持続してい

るか, 生涯教育制度の形骸化

〇地域医療のネットワーク化, 地域 LANの構築

高コストの問題, 成功例は少ない

〇病院医師と共同して治療を行っているか, 病院訪問の報酬, 患者見舞いに過ぎな

い, むなしい

〇病院医師との交流, 症例検討会への参加, 意見がかみ合わない, 時間が合わない

〇診療所医師と病院医師との年齢的ギャップ

〇日本人はソフトよりハードを重んじる傾向がある

じっくり時間をかけて診察するよりも, 大型医療器械で検査を受けた方がありが

たがる

→大型医療器械の共同使用, 診療所医師の遠慮？ 知識不足？

〇診療所医師は癌の術後など抗がん剤治療や麻薬による鎮痛治療は敬遠する傾向

◆病院側の問題点

〇病院医師, (特に若い医師) は忙しすぎる, ｢かかりつけ医｣ に付き合っていられ

ない

〇病院医師は大学の教室に向いている, 地域の医師との交流には興味を示さない

〇病院経営も苦しい, 外来収入は全体の20～30％, 外来患者数も減らしたくない｡

〇病院医師もレベルアップが必要, 一般外来の診療しか出来ない医師も多い｡ 外来

患者数が多いことを誇る医師もいる｡

〇専門的な治療を必要とする患者だけでは経営は難しい

〇専門的な入院治療が終わっても, 元の診療所で診療を受けることを希望しない場

合が多い｡ ｢診療所医師のレベル｣, ｢何時でも診療をしてくれない｣, ｢悪くなっ

た時すぐに入院できない｣, ｢病院主治医は専門的治療の内容を知っているから安

心｣

〇病院主治医とかかりつけ医の連携は退院時だけの連絡にすぎない, 持続的な連携

が必要｡

『医師会のモラル宣言について』

①地域医療支援病院認可の条件の一つである高紹介率をクリアするために, 地域医療支援病

院がサテライト診療所を開設し, そのサテライト診療所を用いて紹介率あるいは逆紹介率を稼

ぐ手法, ②200床以上病院が経営上不利な外来部門を分離して門前診療所として病院と診療所

の診療報酬の良いところ取りを行う手法が問題視されている｡

①の場合, 地域医療支援病院の目的が地域医療ネットワークの支援を通じて, 地域医療の連

携, 医療資源の有効活用, 質の向上等を図るものとされる｡ しかしサテライト診療所の開設は
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既存の地域医療機関同士の過当競争を招く撹乱要因になりかねない危惧がある｡ 住民にとって

選択できる医療機関が多いことはむしろ歓迎すべきこととの考えもあり得るが, 医療機関の充

足した地域では ｢供給が需要を掘り起こす｣ ために過剰診療などの医療モラルの低下を招く事

態が予想される｡ 今 ｢官製市場の民間解放推進会議｣ が目指す地域医療計画の撤廃要求は全く

同質のものである｡ つまり推進会議の彼等は地域医療計画は既存医療機関の既得権保護に他な

らず, この規制を撤廃し株式会社等の新規参入による自由競争を図って, 質の低い医療機関の

淘汰を図るべきと主張する｡ いずれも建前は地域医療の向上をお題目としながら本音は利益至

上主義である｡ 地域医療支援病院の認可を得ることが経営上のメリットであれば, 本来の主旨

を外れてでも法の抜け道を探るなど獲得に手段を選ばない｡ 医療法上不正ではなくとも倫理上

問題があれば行ってはならないことであろう｡

②の場合, 地域医療資源である既存の病院が経営上の苦しさから門前診療所を開設し, 採算

上不利な外来を分離して診療所化するもの｡ これも診療報酬上は感心したことではない｡ 本来

病院と診療所の機能分担と連携を図るための点数設定を巧みに利用された結果である｡ ただこ

れは日医も厚生労働省も問題視しており, 多分病院の外来部門分離が普及した時点で規制の網

がかけられると予想される｡ 結果として門前診療所の利益を算入しない本来の病院機能のみで

経営できない病院の淘汰につながる可能性が高い｡

保険診療の上では盲点を探せば幾らでも抜け道はある｡ つまり患者の利益に繋がらないむし

ろ患者に不利益をもたらすが医療機関の利益を増やす経営手法はあり得る｡ 実態とは異なるレ

セプト病名の下に, 高価な診断・治療機器等の償還を早めるために不要な検査・治療等を行う

不心得な医療機関, また単に利益の為だけで診療報酬点数の抜け道を悪用する医療機関が残念

ながら現実に存在する｡ 国民の医療不信の大きな原因は, こうした経営姿勢の医療機関がもた

らしたものである｡ 今, 日医を始め都道府県医師会は医療機関の自浄化に取り組みだした｡ 株

式会社の ｢利益至上主義｣ を批判して自ら恥じない医療機関, 医師の誇りを取り戻し, 医療の

原点に立ち返るべく医師組織の代表として医師会は医療の倫理を守る宣言を行いたい｡

―・――・――・――・――・――・――・――・――・――・――・――・――・――・―

これまでの ｢地域ケア委員会だより｣ は委員会での ｢論点メモ｣ を掲載させていただいたも

のです｡

医報への掲載は今回にて終了し, 今後は, 諮問事項 ｢病診連携における地域医療支援病院と

サテライト診療所について｣ の答申作成にかかります｡
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医療機関におけるグルタルアルデヒドによる
労働者の健康障害防止について

産産産産産業業業業業保保保保保健健健健健ニニニニニュュュュューーーーーススススス

医療機関において内視鏡等の医療器具等の殺菌消毒剤として広く使用されているグルタルアルデ

ヒドは, 皮膚, 気道等に対する刺激性等を有する物質であり, 実際に医療機関でこれを取り扱う労

働者に皮膚炎等の健康障害が発生しているため, 厚生労働省にて医療機関におけるグルタルアルデ

ヒドの取り扱いの実態を調査するとともに, グルタルアルデヒドによる健康障害防止対策について

専門家による検討を行ってきました｡

今般, その結果を踏まえ, 対策が取りまとめられましたので, ご案内いたします｡

対策では, 医療機関の講ずべき措置として, 主に以下の項目が挙げられています｡

①作業環境管理および作業管理

空気中のグルタルアルデヒドの濃度を測定し, その濃度が0.05ppm を超える場合には, 有効な呼

吸用保護具, 保護眼鏡等を使用することにより労働者のばく露防止を図るとともに, その濃度が0.05

ppm を超えないようにするために必要な措置を講じること｡

②健康管理

新たに労働者をグルタルアルデヒドを取り扱う業務に従事させる場合には, 問診により皮膚疾患,

呼吸器疾患, アレルギー症状等についての既往歴を調査するとともに, 必要に応じてアレルギー反

応に関する他覚的検査や臨床検査を行い, その結果を踏まえ, アレルギー症状を発症する可能性の

ある者や既に気管支喘息を発症している者に対しては, その作業方法等に十分配慮すること｡

③労働衛生教育

グルタルアルデヒドを取り扱う業務に従事する労働者に対して労働安全衛生規則に基づき次の事

項について雇入れ時の教育を行うこと｡

ア グルタルアルデヒドの物理化学的性質

イ グルタルアルデヒドの有害性並びにばく露することによって生じる症状および障害

ウ グルタルアルデヒドの取り扱い上の注意および応急措置

エ 保護具の使用方法

オ その他健康障害を防止するために必要な事項

詳細については, 下記の安全衛生情報センターや日本病院協会のホームページにて公開されてお

りますので, そちらをご参照ください｡

安全衛生情報センター (http://www.jaish.gr.jp/menu.html)

該当ページ (http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-6-1-0.htm)

日本病院協会 (http://www.hospital.or.jp/)

該当ページ (http://www.hospital.or.jp/pdf/20_20050224_01.pdf)
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平成16年度の地区介護保険担当理事連絡協議会が３月12日(土), 府医会館で開催され, 18地

区から20名の地区担当役員が出席した｡

冒頭挨拶で上原副会長は, 来春の診療報酬・介護報酬同時改定に触れ, 介護保険制度改正や

介護報酬改定が, 診療報酬改定に少なからず影響があることが予想されることから, ｢(非常に

大事な時期である) この１年間, 府医はどのように介護保険制度改正に関わるべきか｣ 地区か

らの意見を求めた｡

介護保険制度改正について

２月８日に介護保険法改正法案が国会に提出され, ６月中の可決が見込まれている (改正法

案は制度改正の骨組みであり, 法案可決後, 政省令で肉付きされる)｡ またこれを受けて厚生

労働省は２月18日に ｢全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議｣ を開き, 各自治体に

制度改正に伴い準備すべき事項などを通達した｡ これらの概要をまとめた資料 (京都医報３月

15日号 ｢介護保険ニュース｣ 記事) をもとに事務局から説明した｡ 制度改正に関する質疑応答

は下記のとおり｡

・介護予防としてパワーリハなどがうたわれているが, こういったものは医療ではないか｡

医療職の関与無しに実施されるのは問題と考えるが, 現段階からの医師会の関与は？

→介護予防のサービスメニューは既存の見直しに加え, 筋力向上, 栄養改善, 口腔機能向上

等が考えられているが, まだ具体像が見えてこない｡ 当然日医はこれらに医師が関与する

システムにする意向であり, これを見ながら考えたい｡

→通所リハは基準上, 利用に際して主治医の指示が必要となっているのに, 訪問看護のよう

な指示書等がシステム上不要なため, 有名無実になっている｡ 介護予防導入に際しても,

再度押さえ直す必要があると思う｡

・地域包括支援センターは, その質の担保のため運営協議会を設置することになっているが,

現在の在宅介護支援センターもそれが必要なのに, 実際にはどこもやっていない｡ 地域包括

支援センターで要介護高齢者の半分近くのケアマネジメントを引き受けるのだから, 適正な

事業運営のために医師会が目を光らせる必要がある｡

→各方面で意見をいっていく｡

共通健康診断書について

府医では, 施設入所等の際に求められる健康診断書が, 要介護高齢者にとってかなりの負担

になっていることなどから, 乙訓, 左京, 西京地区で先進的に実施されている健康診断書の統

一化を京都府内全域に広めるべく, 昨年８月に統一健康診断書検討特別委員会を設置, 介護保

険３施設を始めとする各関係団体からの推薦の委員で構成される委員会での検討を重ね, 最初

地域ケア・在宅医療推進のための指針を提示
平成16年度地区介護保険担当理事連絡協議会
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の記載日から最長１年間はコピー可とする, ただし, コピーの度に記載医師に同意を得ること,

ケアマネジャーは利用者から委任状を得ることなど, ある程度意見がまとまったので, その案

について説明し, 地区の意見と協力を求めた (最終的に決まり次第, 会員各位に周知する予定)｡

地区からの意見により, 完成すれば府医のホームページに様式を掲載すること, 委員を推薦

している関係団体が当該会員に周知すること, 入所だけでなく通所サービス等にも使えること,

負担軽減のため必要最低限の項目に止めるという共通認識のもとで作成したこと, よって診療

情報提供書としては使えないこと, 金額の統一は独占禁止法に抵触するため不可能なこと, な

どが確認された｡

地域ケア・在宅医療推進計画2005 (案) について

介護保険が始まって５年も経過するが, いまだに

主治医意見書の記載が不十分なこと, 介護保険への

理解が不足する医師が多いことなどを, 府医や地区

医として放置するわけにはいかないとの考えから,

医師会として介護保険や地域ケアに積極的に取り組

むために日医が策定した指針を受けて, 府医および

地区医が取り組むべき目標を提案した｡

具体的には, 下記の点について地区に説明し, 協

力を求めた｡

・高齢者医療, 介護への理解を深めることにより,

主治医意見書の記載内容向上を図る

→特に勤務医への対策が大きいが, 開業医でも理解不足は大きいことから, 引き続き主治医

意見書記載説明会を開催すると同時に, 高齢者医療, 在宅医療, 認知症, 介護保険制度に

ついての講習会を府医が開催する｡

・高齢者医療制度改革や介護保険制度改革によって, 在宅医療のニーズが増えるのは確実であ

り,さらに在宅患者の重度化や難病患者も多いため,在宅医療供給体制の充足が必要である｡

→後方連携のため病院から, あるいはケアマネ等

から要望の強い在宅医療実施医療機関リスト,

在宅復帰の際の地区医師会の窓口設置が必要で

ある｡

・昨年府医で実施した介護支援専門員へのアンケー

トを見ても, 医師と介護支援専門員との連携は,

お互いに必要と感じているにもかかわらず明らか

に不十分である｡

→京都府介護支援専門員協議会は, 各ブロック,

さらに京都市内は区単位で活動していることか

ら, 地区医師会と各ブロック等でもって, 医師

と介護支援専門員との交流会を設定していただ

き, 両者の連携促進につなげていただきたい｡

・今後益々退院促進が予測され, 病診連携, 特に後

方連携が必要になってくる｡



24

介
護
保
険
ニ
ュ
ー
ス

→地域連携室や勤務医との交流を拡げていただきたい｡

・介護保険制度改革に伴い, ますます医師の関与が求められる｡

→地域包括支援センターの運営協議会への参画, 地域密着型サービスへの関与をお願いした

い｡

・特に主治医意見書記載内容向上については, 府医や地区医の担当理事がいくら頑張っても,

肝心の会員が付いてこなければ実現しない｡ 府医として主治医研修修了証発行制度も考えた

い｡

これらの提案に対して地区からは特に否定的な意見はなく, 勤務医対策や病診連携について

は府病協, 私病協を通じて各病院からの介護認定審査会委員推薦を徹底すること (そうすれば

介護保険等への意識が高まる), 病院長は勤務医にコスト意識を徹底すること, 逆紹介のため

に勤務医は地域の診療所の専門分野の情報等を求めていること, 後方連携に組織として対応し

ている地区医師会もあるが, 窓口担当理事が大変なこと, あるいはその理事の主観で医療機関

を紹介してしまうこと, 府医から各地区への補助事業を拡大して欲しい, などの要望や現状が

報告された｡

これに対して北川理事から, ｢各地域の実情に応じて工夫して対応していただければありが

たい｣ と, 地区医の取組を求めた｡

地区からのご意見・ご要望

・重症老人の場合, 医療保険では公費負担があるのに, 介護保険では無く, 不整合である｡

→制度発足当初からいろんな団体が要求しているが, 実現していない｡

・例えば病院退院時に訪問看護指示書が出され, その有効期間中一度も診察 (訪問診療) なく

看護師の判断のみで訪問看護が行われている｡ 訪問診療をせずに指示書を書けないようにす

べきではないか？

→日医に提言するが, 地区でも病診連携の促進にご尽力いただきたい｡

・院内介助について, ヘルパーは医療機関の受付までしか付添できないと行政から指導を受け

ているというが, 主治医が必要と判断すれば認めるよう府医から申し入れてもらいたい｡

→近々京都府介護支援専門員協議会が京都府, 京都市と話し合いの場を持つ※｡ そこでどう

しても通院しないといけないケースなどは, 柔軟な対応をするよう申し入れたい｡

個人情報保護法について

本年４月から個人情報保護法が施行されるにあたり, 厚生労働省がガイドラインを出した｡

医療機関としては院内掲示で包括同意が認められるが, 介護サービス事業者については利用者

の個人情報利用にあたっては, あらかじめ文書同意を得る必要がある (重要事項説明書に記載

して包括同意) ことを報告した｡

おむつ使用証明書として主治医意見書利用について

在宅でおむつを使用されている場合, その費用が医療費控除の対象となる｡ 申請の際医師が

記載するおむつ使用証明書の提出が必要であるが, その発行や文書料の負担軽減のため, 国か

らの通達で２回目以降は証明書の代わりに保険者が主治医意見書の記載内容を確認した上で証

明することができるようになった｡ 一昨年の本連絡協議会でこの件について各地区のご意見を

聞いたところ, ｢意見書の目的外使用である｣ との結論であったため, 京都市におけるそのよ
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うな利用を府医として断ったが, 住民からの苦情が相次いでいることから, 意見書に主治医の

同意欄を設ければ認める, とした｡

介護保険施設の報酬改定は２段階で実施の方向
厚労省社保審介護給付費分科会

18年４月の介護報酬改定に向けて, 厚労省社会保障審議会介護給付費分科会が, ３月18日に

行われた｡ 厚労省のスケジュールによると, 介護保険３施設等の居住費・食費の自己負担化に

関連する報酬改定は10月に施行, その他は18年４月施行と分割する｡ 給付費分科会での検討は

５月から本格的になり, 10月施行分は６月下旬に諮問・答申, ８月に介護報酬の告示や指定基

準を公布｡ 18年４月分の諮問・答申は同年１月, 告示等は２月になる｡

18年４月の改定は診療報酬と同時のため, 医療と介護の機能分担と連携強化が大きなテーマ

の１つとなり, 主治医とケアマネジャーとの連携強化や, 介護予防における医療との連携, 医

療ニーズの高い重度介護者に関する在宅生活支援についてなどが議論される｡

※通院・院内介助について

訪問介護による通院・院内介助の保険給付可否に関する解釈について, 現場で混乱が生

じていることから, 京都府介護支援専門員協議会 (会長＝上原春男府医副会長) と京都府・

京都市との話し合いが行われた｡ 結論は, その医療機関にどうしても通院しないといけな

いのか (主治医の意見はどうか？ 往診での対応ができないケースか？, 病院医師はかか

りつけ医のところへ帰るよう指示しているにもかかわらず, 利用者の希望により病院への

通院を継続しているのか？など), 利用者の心身の状態が一人で通院が難しい状態か, どう

しても家族等が介助できないのか？, 客観的な状況 (医療機関までの距離や通院の頻度,

通院・院内介助の時間, 等) などの情報をもとに, ヘルパーによる通院・院内介助が不可

欠との結論によりケアプランに位置づけられ, それぞれの記録により証明されれば, 保険

給付対象とすることが確認された｡

この前提に基づき, 細かいツメについては京都府介護支援専門員協議会が原案を作成し,

京都府・京都市の了承を経て, 協議会会員に周知される｡
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予防接種実施要綱の改正について (お知らせ)

今般, 結核予防法改正に伴い ｢経皮接種実施要領｣ が改正され, 記載内容に共通事項が多く認め

られる ｢予防接種 (一類疾病) 実施要領｣ と統合し, 新たに ｢定期の予防接種実施要領｣ と名称変

更するとともに, 予防接種 (一類疾病) 実施要領等も改正され, 平成17年４月１日から適用されま

すので, お知らせいたします｡ 主な改正点は下記のとおりです｡

また, 今般の結核予防法等の改正に伴い, 母子健康手帳の様式が改正されましたので併せてお知

らせいたします｡ (経過措置として, 改正前の様式については当分の間, 取り繕って使用することが

できるとしております｡)

記

(１) 結核に係る予防接種 (ＢＣＧ) について規定

結核に係る予防接種 (ＢＣＧ) の実施方法等について規定するとともに, コッホ現象につい

て概説し, コッホ現象出現時の対応 (保護者に対する周知, コッホ現象事例報告書の提出等)

を定めた｡

(２) 予診票, 予防接種後副反応報告書等の保護者の同意

個人情報の保護に関する法律の施行に伴い, 予診票, 予防接種後副反応報告書が市町村等に

提出されることについても, あらかじめ保護者の同意を求めることとした｡ コッホ現象事例報

告書についても同様である｡

(３) ｢10 予防接種後副反応等に関する説明｣ の項目を新設

予防接種を実施する際に, 起こりうる副反応, 健康被害救済制度について説明した上で同意

を得る必要があるが, 副反応等について十分な情報提供がなされていない事例が認められるこ

とから, その必要性を明記した｡

(４) 集団接種の際の注意事項

｢医師２名を中心とする１班が１時間に対象とする人員が, 40人程度となることを目安として

計画することが望ましいこと｣ の記載を削除する等, 集団接種の際の注意事項を見直した｡

(５) 予防接種後副反応報告書

予防接種後副反応報告書について, (２) の他, ｢対象疾病｣, ｢接種期・回 (１期初回等)｣ に

ついて記載する欄を追加する等の見直しを行った｡

(６) ワクチン接種後, 次の接種までの間隔 (接種日を起算しない)

ワクチン接種後, 次の接種までの間隔について, 従来, 生ワクチン接種後は ｢28日以上｣ と

していたのを ｢27日以上｣ に, 不活化ワクチン接種後は ｢７日以上｣ としていたのを ｢６日以

上｣ にそれぞれ改めた｡ (実質的には従来と同様です)

これにより, これまで例えば月曜日に接種した場合, 次回の接種は月曜日以降か, それとも

火曜日以降か, という混乱が解消され, 明確に月曜日以降と解釈される｡

(７) 標準的な接種期間

ジフテリアおよび破傷風の第２期の予防接種並びに日本脳炎の第２期および第３期の予防接

種の標準的な接種期間について, 従来の学年表記を年齢表記に改めた｡

ＤＴ２期 小学６年 → 11歳

日本脳炎２期 小学４年 → ９歳

日本脳炎３期 中学２年 → 14歳
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(８) 急性灰白髄炎の予防接種

急性灰白髄炎 (ポリオ) の予防接種の接種方法を ｢個別接種を原則とすること｡ この場合に

おいては, 地域内の接種を１月の期間内で完了すること｡｣ と変更した｡ なお, 個別接種が実施

できない場合においては, ｢第１ 総論｣ の ｢４ 接種の場所｣ を踏まえ, 集団接種により実施

すること｡

また, 保護者が抗体保有率の低い年齢層に属する者等に関する情報提供について追加した｡

(９) 麻しんの予防接種

接種液の用法の注意事項として, ｢麻しんワクチンは, 溶解後にウイルス力価が急速に低下す

ることから, 溶解後速やかに接種すること｡｣ を追加した｡

｢定期の予防接種実施要領｣ については, 地区庶務担当理事連絡協議会 (３月23日(水) 開催) に

て, 各地区医師会に配布させていただきましたが, お求めの場合は, 厚生労働省ホームページ (http:

//www.mhlw.go.jp/topics/bcg/tuuchi/2.html) をご高覧いただくか, 京都府医師会地域医療課 (TEL 075－

315－5274) までお申し出ください｡

京都市予防接種予診票の様式変更について

京都市では４月１日から原則として新しい予診票となり, 従来のものは使用できなくなりま

す｡ また, 母子手帳と同時に配布されている ｢予防接種と子どもの健康｣ に添付されている予

診票も同様の扱いとなります｡

ただし, 既に予診票を保護者に配布済で書き直しができない場合は, 平成17年５月31日まで

の経過措置として, 予防接種の効果・副反応・個人情報保護の説明の後, 予診票の空欄に ｢私

は予防接種の効果・副反応などを理解したうえで, 京都市への提出を同意します｡ 保護者氏名

自署｣ をご記入いただき, 取り繕ってご使用ください｡

また, 新しい予診票については, ワクチン納入業者から入手ください｡

なお, 京都市以外の予防接種協力医療機関におかれましては, 予防接種委託契約を結んでお

られる各市町村にご確認くださいますようお願いいたします｡

第第第第第第555555 888888回回回回回回

京京京京京京都都都都都都府府府府府府医医医医医医師師師師師師会会会会会会懇懇懇懇懇懇親親親親親親ゴゴゴゴゴゴルルルルルルフフフフフフ大大大大大大会会会会会会ののののののごごごごごご案案案案案案内内内内内内

と き ５月８日(日) 午前８時35分頃スタート予定

と こ ろ 瑞穂ゴルフ倶楽部 (船井郡瑞穂町皿引１ ℡ 0771－86－1515)

参 加 費 １名 4,000円

試合方法 ①個人戦

②団体戦 (１チーム６名とし, 上位４名の合計ネットにて順位を決

定します｡ ４名そろえば団体戦の資格はあります｡ なお, ４名に満

たない場合も混成チームをつくらせていただきます｡)

※ お申込みは４月11日(月) までに各地区医師会福祉担当理事へ
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山科医師会では長年温めてきた地域医療ネッ

トワーク構想を, ＩＴ機器を利用して平成16

年３月１日をもって CoMet として稼動開始

しました｡ 詳細は今後の府医医療情報ネット

ワークシステム検討特別委員会からの地区報

告書に報告しますのでご興味のある向きには

これをご参照ください｡ 今回はこのネットに

つき異なった切り口でお伝えしたいと考えま

す｡

稼動準備期間がたっぷりいただけると思っ

ていた担当者としては, 思いがけぬ会長の

｢３月から稼動｣ という命に抗することもで

きず, 12月から翌年３月までは地獄の忙しさ

でありました｡ また ｢原則全地区会員ネット

参加｣ という方針も, 大義はよいのですが準

備と実行は大変でした｡ インターネット回線

のない診療所も多数あり, パソコンは全く初

めての会員も多数…｡ パソコン講習会を繰り

返し何度も開催し, 回線業者の紹介, 運用規

定要綱も定める必要ありと次々に仕事ができ

ました｡ 初めての方にとってはパソコン画面

のポインタとマウスの動きが連動せず右手硬

直！, １行の文字入力に５分以上の時間！,

等々様々な事例に接し暗澹たる思いでしたが,

一方で講習会に参加された先生方の熱心さに

はこちらも頭が下がる思いでした｡ なんとか

これらをクリアーして入会募集できる段階ま

でこぎつけました｡ 当初は地区医療機関半分

参加してくれるだろうかとの危惧もありまし

たが, 蓋を開けると９割の医療機関が参入し

ていただけることになり嬉しい門出となりま

した｡ 年配の先生方からの反発も予想したの

ですが逆に先生方から好意的な励ましのお言

葉をいただき苦労を忘れました｡ これも会長

を中心とした執行部の強い牽引力と多数の献

身的な協力者を得られたことによる賜物であっ

たと今思います｡

稼動開始当初より動画配信コンテンツをめ

ざしました｡ しかし専門業者に依頼すると１

回十万円単位と, とても許容できないコスト

がかかることが判明しました｡ しかしその後

のこの業界の加速度的進展に伴い自分たちで

家庭デジタルビデオを使って撮影し, これを

配信できるようになりました｡ 現在地区医師

会講演会ビデオファイルや新規開業会員ビデ

オ紹介で既にその威力を発揮しています｡

地域医療ネットワークはいろいろな形が想

定できると思います｡ 当地区の CoMet はあ

くまでユーザーを医師専用と絞りました｡ 病

病, 病診, 診診連携で最も基本となるものは

医師同志の信頼関係であると考えたからです｡

地域の患者さんに安心して医療を受けてもら

うには, 今の時代この医師同志の絆なくして

は非常に危うい世相になってきたと考えます｡

また情報は新しいものほどその価値がありま

す｡ 今までの上から下への情報伝達手段は時

間的ロスやこれに伴う情報内容の変質により

結果的に下の階層にいるものほど不利益をこ

うむることになります｡ 会員にフェア－な情

報共有ができるようになることがＩＴ化の大

きな目標のひとつになると思います｡

稼動開始１年経過しましたがこれからも会

員の要望に答えたコンテンツを展開してゆく

よう心がけていきたいと思います｡

山科医師会
医療情報部担当理事

藤井 純司
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あんたが専門医になるん？

学会誌の編集委員になっていて酷い論文が

あることを, 以前に書いた｡ 今日も編集委員

会が梅田であった｡ さすがに原稿用紙に書い

たのはない(笑)｡ しかし, 若い先生方に原稿

の書き方の基礎以前に, 当たり前の日本語の

文の書き方を教えなくてはいけない｡ だいた

い段落がない｡ 今, 小生がやっているように

キーボードを叩いてるのはいいんだが, 改行

するんであれば, 最初の一字分は空けなくて

はいけない｡ こんなん常識と思うが…｡ とな

りが府立医大の加藤助教授だったんで ｢段落

のところは, 一字空けんとアカンのに…｣ と

ブツブツ言っていたら ｢若い人の文はそうで

す(笑)｣ と言う｡

独り言で, 『若い先生か…

俺らは文章の直し屋か！？』

家に帰って, 次女にそのことを言ったら

｢そんなんレポートを提出する時には, 当た

り前のことでしょ！ 段落をチャンとしてな

かったら, 先生にこっぴどく直されるよ！｣

普通の(？)大学の二回生が言うてるんだから,

一人前の医者であったら当然のことではなか

ろうか？

それと前回も書いたが, やはり単語の間違

いが多い｡ たとえばパソコンで ｢ようじゃく｣

と打つと ｢幼弱｣ と変換されるんで, そのま

まにされている｡ 細胞などの ｢ようじゃく｣

は, ｢幼若｣ である｡ 若い頃, 投稿規程を厭

と言うくらい読んだもんである｡ ｢投稿規程

読んだことあるんか？｣ と思うくらいのもあ

る｡ ｢専門医の試験のため早く見てください｣

と, 言ってくるわりには, ええ加減な論文が

多い(笑)｡

３月４日, 久し振りに入院した｡ 前々回血

液内科を受診した際, 主治医の中川部長に

｢超音波検査ではわからないようになってい

ますが, 一度大腸の検査をいつでもいいので

やっておいてください｣ と言われた｡ 消化器

科は久津見副部長が主治医である｡ そこで入

院前日の雛祭りの日は, 胃の内視鏡を二年ぶ

りにした｡ 入れて抜かれるまでアッと言う間

であった｡ 大腸ファイバーはそうはいかない

(笑)｡ 前処置に２リットルのムーベンとかい

う水を飲んで, 管にあるもんを全部出さない

といけない｡ 外来でもできると言われても,

トイレにへたり込んでおかなくてはいけない

(笑)｡

３回目なので, 要領はわかっている｡ 入院

して腸をきれいにして待っていれば, いいわ

けである｡ 久津見先生が上手なんであろうが,

全然苦痛ではない｡ 二年前の夏, 病気が見つ

かった時の大腸の脾弯曲部は素人の小生が見

ても驚いた｡ 腸管を外から無数のマシュマロ

が押しているようであった｡ 昨年良くなった

時も見たが, 今回も正常の腸であった｡ 一応,

横行結腸の極小のポリープと, それ以外に２

ヶ所生検をされたが ｢どうもないでしょう｣

ということである｡ そうあって欲しい｡ いつ

も言うが, 検査結果を待っている気持ちは決

していいもんではない｡

３月７日(火), 医師会看護専門学校の卒業

式に出席した｡ ｢何でおまえが出るんや？｣

といぶかしく思われるであろうが, 何年か前

から専門学校の運営委員をやっている｡ 当日

第一日赤でも卒業式が行われていた｡ 小生,

大学を出たが, 自身の卒業式というのは高校

の時が最後であった｡ 昭和48年３月, 大学で

は, 卒業式はしてもらえなかった(笑)｡ 例の

大学紛争の余波で, 学長のところに卒業証書

を一人ずつ貰いに行くだけである｡ ひょっと

して式を潰されはしないかという気持ちが大

学側にあったように聞いた｡ もちろん謝恩会

前府医広報委員会委員
京都第一赤十字病院皮膚科

前田 基彰
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などなかった｡

８日, 病理の加藤部長から連絡があった｡

｢ポリープはAdenoma で, 生検したとこもど

うもなかったですよ｣ と｡ ｢おおきに！｣

この日曜日, クラリネットをレッスンが済

んでから楽器屋さんへ６ヶ月点検に持っていっ

た｡ 素人なりに気になるところがあるんで,

修理担当の人に聞いてもらっていた｡ そこへ,

次女と家内が来て ｢何年かかってもいいです

よ｣ とか ｢ゆっくりやってください｣ とか言っ

ている｡ やはり騒音になっているのであろう

か(笑)？

梅の花は雨で散り, 枝の先に残るだけになっ

た｡ 暉峻康隆先生の季語辞典に

彼岸前寒さも一夜二夜かな

と言う芭蕉門下の路通の句が出ている｡ 今日

は, この２, ３日温かったのとちがって, 北

風が頬を刺す｡ (2005.３.12)

立春は過ぎましたが, まだ寒い日が

続いています｡ しかし周囲を見渡しま

すと, 芽柳は緑に, 川面は陽にきらめ

き, 空は眩しくなって来ました｡ そし

て, 家には雛が飾られて, 春遠からじ

の感じがして参りました｡ 私達の句会

も春の訪れと共に, 上達しなければ,

と思っている次第であります｡

(当番 青柿)
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井上代志子
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田村江津子

���������� 
西村妃佐子

!��"#$����%�&
福原 宏一

�'�()*�++,-.�/
上山 青柿

３月例会

記

日 時 平成17年４月16日 (土)

総 会 ＰＭ３：00～３：40

講演会 ＰＭ３：50～５：00

講師：俵 萠子氏

講題 ｢今日がいちばん若い｣

－命を輝かせて生きる－

場 所 京都ホテルオークラ

(TEL 075－211－5111)

会 費 １万円 (懇親会会費)

議 事 ・平成16年度事業報告

及び会計報告

・50周年記念事業案及び予算案

◆新旧役員・地区会長・代議員会を２時

30分より行います｡

連絡先 稲葉洋子 TEL 075－493－4058

FAX 075－493－6700

第50回定時総会のご案内
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｢レーザー治療
最近の進歩 (改訂第２版)｣
(克誠堂出版, 2004, 21,000円)

｢熱傷の治療 最近の進歩｣ (克誠堂出版, 2003, 21,000円)
｢やさしいマイクロサージャリー 遊離組織移植の実際｣ (克誠堂出版, 2004, 8,400円)

府医図書室には形成外科関連の書籍はほとんど収められておらず, 今回, 最新版の購入となりました｡

図書選定にあたりましては, 形成外科以外の診療科の先生方もご覧になりやすいもの, ということを大前

提といたしました｡

まず, ｢レーザー治療 最近の進歩｣ です｡ ここ数年のレーザー治療はその対象疾患の拡大とともに大

きく変化してきています｡ 本書では各種レーザーの基本的事項から疾患別の方法論まで各々の専門家によ

る丁寧な解説が書かれており, さらに, レーザー以外の光学的治療 (IPL や RF など)にも言及しています｡

次に ｢熱傷の治療 最近の進歩｣ ですが, 熱傷の病態から各部位別の治療法まで, 最新の熱傷治療の全

体像を捉えることができます｡ なかでも, 局所療法の項では同種皮膚や培養皮膚, 人工真皮や培養真皮な

どの創傷被覆材を, また, 再建外科の項では種々の薄い皮弁をそれぞれ取り上げ, 治療の選択肢が増えて

いることが詳しく述べられています｡

最後は, ｢やさしいマイクロサージャリー 遊離組織移植の実際｣ です｡ 再建外科の一般的手法となった

マイクロサージャリーに用いられる代表的な各種皮弁 (筋皮弁, 骨付皮弁を含む) を＜解剖＞,＜手技＞,

＜利点・欠点・注意点＞,＜応用＞のそれぞれについてイラストとの見開きで平易に解説された入門書で

す｡

いずれも形成外科医だけでなく, 他科の先生方の診療のご参考にしていただける書籍と考えます｡ ご一

読をお薦めいたします｡ (府医図書室検討小委員会委員 山脇 吉朗)

室室室 だ図図図 書 よよよ り

｢リビング・ウィルのすすめ｣ (大野竜三 著, Ｍ＆Ｄ Lab；医薬情報資料研究所)

長らく, 白血病等を中心とする血液癌の治療に第一線で従事してこられた愛知県

がんセンター総長の大野先生が, 退官を前に国民向けにこの著書を上梓されました｡

文字通りの小冊子というべき小さな一冊の著書ですが, その中には, 白血病治療の

第一線におられて感じて来られた悩みや, 数多くの考えさせられる事をもとにして,

今これを社会に医療の立場から広く語りかけようとする姿勢が貫かれています｡

ここで問われている終末期医療や延命治療のあり方については, 一方では日本人

の宗教観や家族観の問題として, また, 他方では高齢者医療費を中心とする医療制

度と医療財政の問題として, 慎重でしかし迅速な議論と国民的合意の形成が必要な

問題です｡

今日の医療制度の議論の中でも私達が考えるべき数多くの提言がこの小冊子には凝集されています｡

今回出版社から府医へ寄贈を受けましたので図書室に置くことといたしました｡ ぜひ多くの会員の皆様

にご一読いただきたいと存じます｡ (府医理事 安達秀樹)



32

医
薬
品
・
医
療
用
具
等
安
全
性
情
報

���������	
��

日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全性情報については, これま

でも随時必要に応じて, 京都医報等でお知らせしてきましたが, 今後は, 毎号下記の体裁で,

最新情報をまとめて掲載いたします｡

詳細をご希望の先生には, 資料のコピーをお送りいたしますので, 学術・広報課までご連絡

ください｡ (TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042)

① 遺伝子治療用医薬品の品質および安全性の確保に関する指針の一部改正について

(京都府薬務室長)

② 遺伝子治療臨床研究に関する指針の改正等について (日医会長)

③ 塩酸チクロピジン製剤およびCypher ステントの安全対策に係る協力依頼について

(日医常任理事)

※本件は, 重大な副作用の発現を防止するため, 薬事法第77条の３第１項の規定に基づき,

企業に対して情報収集および情報提供を徹底させることと, 同条第２項により, 患者の転

院関係情報等を医療用具企業へ提供することについての協力依頼を求められたものです｡

④ 臨床研究に関する倫理指針の改正等について (日医会長)

※本年４月より個人情報保護関連３法が全面施行されるにあたり, 臨床研究など医学系研究

における個人情報の取り扱いの在り方が検討され, 指針の改正が行われたものです｡

⑤ 真空採血管等における使用上の注意等の追加等について (日医常任理事)

※真空採血管, 採血針, ホルダーまたはこれらの製品を組み合わせた製品の製造業者等によ

り, 滅菌済み真空採血管, 単回使用採血ホルダーおよび耐圧性能を有するゴムスリーブ付

採血針の改良がなされた製品が供給されることに伴い, 真空採血管等の添付文書の改訂と

適切な措置を講ずることを製造業者等に求めたものです｡

⑥ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針等の改正等について (日医会長)

⑦ 心臓移植希望者 (レシピエント) 選択基準の一部改正について (日医会長)

⑧ 尿管ステントにかかる自主点検等について (日医常任理事)

※尿管ステントを抜去する際に, 容易に牽引できない事例が複数報告されたため, 調査を行っ

た結果, マルチレングスタイプの尿管ステントにおいて過剰なステント端のコイルが形成

されていることおよびその過剰なステント端のコイル部分に結石が付着するなどにより,

留置中の体動や抜去時の牽引により結び目が形成される可能性が示唆されたため, 尿管ス

テントの自主点検や医療機関に対し当該リスク等について注意喚起をするなど適切な措置

を速やかに講ずるよう都道府県衛生主管部 (局) に対し通知されたものです｡

⑨ 簡易血糖自己測定器および自己血糖検査用グルコースキット (グルコース脱水素酵素法の

うち補酵素にピロロキノリンキノンを使用するもの) の安全対策について

(日医常任理事)

※グルコース脱水素酵素 (ＧＤＨ) 法を用いた血糖測定器｣ および ｢血糖検査用グルコース
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キット｣ に関しては, 昨年９月に, マルトースを含む輸液等を投与中の患者等に対しては,

実際の血糖値より高い値を示すため使用しない旨の使用上の注意の改訂が行われたが, そ

の後もこれに該当する患者に使用し, その測定値に基づいてインスリンを投与した結果,

低血糖が発現した症例が報告されたことから, 当該機器およびキットの適切な使用方法等

の周知と患者への充分な指導について協力を求められたものです｡

⑩ 医薬品・医療用具等安全性情報第209号, 210号の速報について (日医常任理事)

※209号には, 重要な副作用等に関する情報として ｢フタラール｣ が掲載されています｡ な

お, この件については日医雑誌２月１日号に掲載されています｡

※210号には, ｢レフルノミドによる間質性肺炎について｣ および重要な副作用等に関する情

報として ｢塩酸エピルビシン｣, ｢乾燥スルホ化人免疫グロブリン, pH４処理酸性人免疫グ

ロブリン, ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン, 乾燥ポリエチレングリコール

処理人免疫グロブリン｣, ｢テリスロマイシン｣, ｢プレドニゾロン (経口剤)｣, ｢ミゾリビ

ン｣ が掲載されています｡ なお, この件については日医雑誌３月１日号に掲載されていま

す｡

平成17年度民営・市営保育所 (園) 嘱託医研修会

日 時 ４月15日(金) 午後２時40分～午後４時00分

会 場 京都府医師会館 第一会議室

対 象 民営保育所 (園)・市営保育所嘱託医師, 小児科医 他

主 催 京都市・(社)京都府医師会

＜プログラム＞

２：30 会場・受付

２：50 開会

３：00 講演 ｢保育所における嘱託医の職務と役割｣

講師：東洋英和女子大学教授 高野 陽氏

４：00 閉会



34

平成17年２月27日, しょうざんボウルにて

第25回の京都府医師会ボウリング大会が行わ

れました｡ 最近のボウリングブームの再来を

反映してか, 従業員の女性の方々の参加も目

立ち, 各地区から多数の参加があり, 各地区

上位５名の成績による団体戦も行われました｡

一投一投, ストライクやスペアーの度に各レー

ンから大きな歓声が上がり, 大変華やかで盛

り上がった大会でした｡

私は京都医師ボウリングクラブに所属して

おり, 今回は左京, 伏見合同チームの一員と

して参加しましたが, 大変難しいレーンコン

ディションで, 思うようなスコアが出ず (583

／３Ｇ), 足を引っ張ってしまいました｡ しか

し山本弘之氏 (612), 太田家寿夫先生 (574),

山田秀一氏 (534), 藤井満先生 (512) の大活

躍もあって, 見事にチーム優勝を飾ることが

できました｡ チームの皆様のおかげで大変豪

華な賞品をいただき恐縮している次第です｡

第第 2255 回回 ボボボボボボ ウウウウウウ リリリリリリ ンンンンンン ググググググ 大大 会会

左京・伏見チームが優勝
２月27日(日), 北区のしょうざんボウルで第25回府医地区対抗ボウリング大会が開催された｡

府医の藤村理事より挨拶のあと, ８地区より37名が参加, 昨年より多くの参加者で熱戦が繰

り広げられた｡

結果は, 団体戦では, 左京・伏見チ－ムが総得点2815点で優勝, 個人戦は, Ａクラスでは,

早川征生氏 (中東) が614点で, Ｂクラスは,

北川庄太郎氏 (乙訓) が717点で, それぞれ優

勝された｡

競技終了後は, 早川征生氏の司会のもと, 表

彰式および懇親会が開催された｡

入賞者に賞品が授与され, 海鮮焼きのお料理

を賞味しつつお互いの健闘をたたえ合い, 和や

かな雰囲気のうちに終了した｡

(競技結果は次のとおり)

【団体戦】

優 勝＝左京・伏見 2815点

(藤原正隆, 太田家寿夫, 山本弘之,

山田秀一, 藤井 満, 藤原祥子)

準優勝＝中東・乙訓 2648点

(早川征生, 北川庄太郎, 花木健祐,

山田和美, 加藤久美子, 日下晶子,

荒井良子, 藤田三千代, 土井正樹,

古屋さかえ)

３ 位＝西陣・中西 2497点

(名取トシ子, 名取至誠, 中 久美子,

中 香純, 中 康匡, 森島正彦)

【個人戦】

○Ａクラス (同好会)

優勝＝早川 征生 (中東) 614点

２位＝名取トシ子 (西陣) 611点

３位＝竹内 萬寧 (西京) 583点

○Ｂクラス

優勝＝北川庄太郎 (乙訓) 717点

２位＝山本 弘之 (伏見) 612点

３位＝花木 健祐 (乙訓) 551点

(以上敬称略)

団団体体戦戦
優優 勝勝

左 京 �� ��
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この機会に京都医師ボウリングクラブのこ

とをご紹介させていただきます｡ 私もまだ仲

間に入れていただいて３年ほどしか経たない

のですが, クラブの歴史は古く, 発足は第一

次ボウリングブームの頃 (中山律子 (現日本

プロボウラー協会会長), 須田開代子らがテレ

ビで活躍したのをご存じでしょうか？) と言

いますから, すでに30年近い歴史があります｡

現在は週１回, 木曜日の夜９時30分からしょ

うざんボウル, 嵯峨ニックボウルなどでリー

グ戦を行っている他, 他府県との交流戦 (関

西定期戦, 西日本ボウリング大会, 全日本ボ

ウリング大会) などに参加し, 他府県の先生

方との楽しい交流もあります｡

私がこのボウリングクラブに入ってまずう

らやましいと思ったことは, メンバーの先生

方の多くが, 奥様と一緒に参加されているこ

とでした｡ 70歳を過ぎてからも奥様と仲良く

投げておられる姿を見て, ｢これだ！｣ と思い

ました｡ 早速嫁さんを口説き落として, ２年

目からは私も家内と参加するようになりまし

た｡ おかげでこれまで殆どなかった夫婦だけ

の旅行も, 日本の各地で開催される西日本,

全日本などのボウリング大会に参加すること

で, 年に数回行くようになりました｡

ボウリングは高齢になってからも夫婦で楽

しむことができる, 数少ないスポーツの一つ

です｡ ぜひ来年度の京都府医師会のボウリン

グ大会には, 夫婦そろって御参加なさってみ

てはいかがでしょうか？ もちろんとりあえ

ず御主人だけ参加されても結構です｡ また京

都医師ボウリングクラブへのご参加もお待ち

しております｡ (３月から５月まではしょうざ

んボウルで毎週木曜日の夜９時30分から練習

しております｡ お気軽にお声をおかけくださ

い｡ 詳細は藤原正隆 (電話：075－781－0976)

か, 矢田博之先生 (電話：0774－41－6250)

まで)

ボウリングの基本は, 力を入れすぎず, 抜

きすぎず, コンスタントに, ボールを ｢出し

て (プッシュアウェイ), 下ろして (ダウンス

イング), 後ろから (バックスウイング), 前

へ (フォワードスイング)｣ です｡

頭では分かっているのですが, これが意外

と難しいです｡ 練習の時は良くてもゲームに

なるとスコアメイクにこだわり, つい力が入っ

てしまいます｡ 同じ過ちをくりかえし反省の

日々です｡ ｢スポーツは楽しくなければ｣ 厳し

い練習に裏打ちされたトップアスリートの言

葉です｡

今回, 40名近くの方が参加されました｡ レー

ン抽選の方法を少し変えたこともあり, なご

やかに一喜一憂しながら, ゲームを楽しんで

おられました｡ ゲーム終了後, 会食, 表彰式

と続き, ここでも盛り上がりました｡ 世話人

の一人として, 満足していただけたものと自

負しております｡

府医師会の藤村

理事, 鷲見課長,

下田さんありがと

うございました｡

次回もよろしくお

願いします｡

個個人人ＡＡ
優優 勝勝

中 東 �� ��

団体優勝の左京・伏見チーム
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しょうざんの梅が香る中, 和やかな楽しい

ムードいっぱいのボーリング大会に, 参加さ

せていただき, ありがとうございました｡

一年振りに諸先生方の元気な顔を見させて

いただき, うれしく思いました｡ 最近, 運動

不足のためか, 練習ボールを始めた時から,

手と足のタイミングが合わず, 何度もボール

を投げられずにアプローチを歩いて帰って来

て, このままでゲームが出来るのか, 心配し

ておりました｡ 一緒に投げている方に迷惑が

掛からなければ良いがと悩んでいたところ,

同じボックス内の看護師の方のフォームを見

て, これだ！と思い, タイミングを盗ませて

いただき, また, ラッキーボールにもめぐま

れ, やっと投げ終

える事が出来まし

た｡ お世話いただ

きました皆々様の

ご多幸をお祈りい

たします｡ ありが

とうございました｡

来年も楽しみに

させていただきま

す｡

個個人人ＢＢ
優優 勝勝

乙 訓 �����

『平成17年７月１日発足に向けての一人
医師医療法人の設立申請書』 の受付を下記
の要領で行います｡
＜受付要領＞
①平成17年７月１日発足の申請をされる方
は, 平成17年４月28日(木) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

つ) を京都府医療室へご提出いただくこ
ととなります｡
③一人医師医療法人の事前概要書ならびに
各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡
④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術広報課までご連
絡ください｡

平成17年７月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成17年４月28日(木) までに ｢事前概要書｣の提出を
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WONCA 2005年アジア太平洋学術会議

第第第222888回回回プププララライイイマママリリリ・・・ケケケアアア学学学会会会学学学術術術集集集会会会京京京都都都
全全全人人人的的的医医医療療療ののの展展展開開開 ～～～プププララライイイマママリリリ・・・ケケケアアアののの原原原点点点へへへ～～～

Family Practice/General Practice-As a Global Standard

18：00～20：00 カルチャーナイト 会費は参加費に含まれています｡ 是非ご出席ください｡

医師・歯科医師・薬剤師：３万円 同伴者：１万５千円
研修医・大学院生：１万５千円 コメディカル：１万５千円 学生：５千円
日本プライマリ・ケア学会事務局 TEL 03－5281－9781 FAX 03－5281－9780

ホームページ http://www.primary-care.or.jp

５月28日(土)
メインホール1840

９：30～10：30 開会式 ひまわり児童合唱団 京都フィルハーモニー室内合奏団演奏
10：30～11：30 基調講演：黒川清日本学術会議会長
13：30～16：00 スポンサード シンポジウム GOLD 三菱ウエルファーマ

アネックスホール ９：00～18：30 商用展示 午後４時15分より合同のポスターセッション

Room Ａ 480 (250)
13：30～14：45 日本総合診療医学会
14：45～16：00 日本家庭医療学会

Room Ｂ－１ 200 (120) 13：30～16：00 シンポジウム：WONCA
Room Ｂ－２ 150 ( 84) 13：30～16：00 WS：WONCA
Room Ｃ－１ 130 ( 60) 13：30～16：00 WS：WONCA
Room Ｃ－２ 130 ( 60) 13：30～16：00 WS：WONCA
Room Ｄ 200 (120) 13：30～16：00 シンポジウム：WONCA
Room Ｉ 80 ( 40) 13：30～16：00 WS：WONCA
Room Ｊ 80 ( 40) 13：30～16：00 WS：WONCA
Room Ｋ 80 ( 40) 13：30～16：00 WS：WONCA
Room Ｆ 80 ( 40) 13：30～16：00 WS：WONCA
Room Ｇ 80 ( 40) 13：30～16：00 WS：WONCA
Room Ｅ 237 (100) 13：30～16：00 ①シンポジウム プライマリ・ケアにおける補完・代替医療
会場 RoomＡ､ Ｂ－１､Ｂ－２､Ｄ 12：00～13：10 ランチョンセミナー

５月29日(日)
メインホール 1840

８：30～９：30 基調講演：ジョナサン・ロドニック カリフォニア大学サンフランシスコ校教授
９：30～12：00 招待シンポジウム
14：00～15：00 基調講演：山折哲雄国際日本文化研究センター所長
15：00～16：00 基調講演：尾身茂 WHO 西太平洋地域事務局長
16：15～18：45 スポンサード シンポジウム グラクソ・スミスクラウン

アネックスホール ９：00～17：30 商用展示 午後５時15分より合同のポスターセッション

Room Ａ 480 (250) ９：30～12：00 ②シンポジウム 在宅医療と病診連携
16：15～18：45 ⑫パネルディスカッション 全人的医療とは何か

Room Ｂ－１ 200 (120) ９：30～12：00 ③産業医研修会 (１)職場における健康情報保護 (２)介護職場での腰痛予防
16：15～18：45 シンポジウム：WONCA

Room Ｂ－２ 150 ( 84) ９：30～12：00 ④シンポジウム 高齢者筋肉向上トレーニング
16：15～18：45 シンポジウム：WONCA

Room Ｃ－１ 130 ( 60)
９：30～10：30 日本総合診療学会
10：30～12：00 ⑤講演 地域歯科保健・医療・福祉連携の構築に向けて地域歯科医師会の取り組み
16：15～18：45 WS：WONCA

Room Ｃ－２ 130 ( 60)
９：30～10：30 日本総合診療学会
10：30～12：00 ⑥講演 薬剤師業務に於けるプライマリ・ケア
16：15～18：45 WS：WONCA

Room Ｄ 200 (120) ９：30～12：00 日本総合診療学会
16：15～18：45 ⑬パネルディスカッション 介護保険制度見直しと介護予防

Room Ｉ 80 ( 40) ９：30～12：00 ⑦シンポジウム 電子カルテ､ 診療を進化させるものとして
16：15～18：45 WS：WONCA

Room Ｊ 80 ( 40) ９：30～12：00 ⑧シンポジウム 鍼灸手技療法の予防医療における役割
16：15～18：45 WS：WONCA

Room Ｋ 80 ( 40) ９：30～12：00 ⑨シンポジウム プライマリ・ケアと虐待問題
16：15～18：45 WS：WONCA

Room Ｆ 80 ( 40)
９：30～12：00 ⑩講演 プライマリ・ケア診療のコツ (１)呼吸器感染症の起因菌

(２)脳内ナビゲーション
16：15～18：45 WS：WONCA

Room Ｇ 80 ( 40) ９：30～12：00 ⑪講演 プライマリ・ケアにおける栄養サポートシステム
16：15～18：45 WS：WONCA

Room Ｅ 237 (100) ９：30～12：00 日本家庭医療学会
16：15～18：45 日本家庭医療学会

会場 RoomＡ､Ｂ－１､Ｂ－２､Ｄ 12：20～13：40 ランチョンセミナー
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【報 告】

１. 平成17年３月１日現在の会員数

３月１日現在 4,219名 (±０名)

２. 会員の逝去について

３. 総務担当部会の状況

４. 平成16年度指定更新時講習会の状況

５. 北部新規個別指導の状況

６. ３月度保険医療担当部会の状況

７. ２月度労災審査協議会の状況

８. 第７回社会保険研究委員会の状況

９. 産業医研修会の状況

10. 平成16年度産業医部会総会の状況

11. 第６回消化器がん検診委員会の状況

12. 南部学校医研修会の状況

13. 第５回学校検尿事業委員会の状況

14. 平成16年度健康づくり活動コンテスト

選考委員会の状況

15. 第30回腎臓病の総合対策の確立をめざ

すシンポジウムの状況

16. 府医学術講演会の状況

17. 平成16年度京都府医師会勤務医部会総

会の状況

18. 第16回全国車いす駅伝競走大会の状況

19. 第25回京都府医師会地区対抗ボウリン

グ大会の状況

20. ２月度協会医賠処理室会提出件数につ

いて

21. 都道府県医師会個人情報保護法担当理

事連絡協議会の状況

22. 平成16年度日医学校医講習会の状況

23. 平成16年度日医乳幼児保健講習会の状況

【議 事】

24. 会員の入会・異動・退会５件を可決

25. 常任委員会の開催を可決

26. 第30回 ｢ＫＢＳかたつむり大作戦｣ の

後援を可決

27. 第12回 ｢国際頭痛学会｣ の後援を可決

28. 京都府医師会諸会費の免除を可決

29. 京都府社会福祉協議会の評議員の就任

を可決

油谷会長

30. 『京都医報』 の印刷などに関する委託

契約の締結を可決

31. 日医標準レセプトソフトの常設展示を

可決

32. 特定非営利活動法人京都地域連携医療

推進協議会への加入および役員の就任を

可決

33. 平成17年度京都府広域振興局保健所嘱

託医の推薦を可決

34. 身体障害者リハビリテーションセンター

更生相談所部門嘱託医師の推薦を可決

35. 第９回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

36. 新規個別指導の開催を可決

37. 京都市ＨＩＶ感染症対策専門委員会委

員の推薦を可決

松井理事

38. 京都市感染症診査協議会委員の推薦を

可決

松井理事

39. 京都市長寿すこやかセンター相談事業

嘱託医師の推薦を可決

40. 第３回大腸がん検診10年史編集特別委

員会の開催を可決

41. 京都府介護支援専門員協議会府民公開

講座への後援を可決

42. 平成16年度救急医療助成金の支払いを

可決

43. 府医学術講演会の開催を可決

44. 日医生涯教育受講証 (３単位) の発行

第45回定例理事会 (３.３)

理
事
会
だ
よ
り
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理
事
会
だ
よ
り

を可決

45. 山脇東洋観臓記念碑建立29周年行事を

可決

46. 近医連勤務医担当理事連絡協議会への

出席を可決

47. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

48. 近畿ブロック日医代議員協議会への出

席を可決

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 舞鶴医師会との懇談会の状況

３. 第２回裁定委員会の状況

４. 小児慢性特定疾患治療研究事業の制度

説明会の状況

５. 第２回京都府高齢者保健福祉計画等検

討委員会の状況

６. 第５回心肺蘇生法講習会の状況

７. 平成16年度第１回近医連救急医療担当

理事連絡協議会の状況

８. 京都府高度救急業務推進協議会の状況

９. 第12回地域医療担当部会の状況

10. 平成16年度京都府眼科学校医研修会の

状況

11. 第６回肺がん検診委員会の状況

12. 産業医研修会の状況

13. 京都産業保健推進センター運営協議会

の状況

14. 第14回禁煙指導講習会 ｢府市民公開フォー

ラム｣ の状況

15. 第３回大腸がん検診10年史編集特別委

員会の状況

16. 第５回予防接種広域化対策特別委員会

の状況

17. 第７回乳がん検診委員会の状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 第８回学術・生涯教育委員会の状況

20. 看護専門学校卒業式の状況

21. 日医健康スポーツ医学委員会の状況

22. 平成16年度都道府県医師会生涯教育担

当理事連絡協議会の状況

23. 京都府社会福祉審議会の状況

【議 事】

24. 会員の入会・異動・退会９件を可決

25. 常任委員会の開催を可決

26. 府医顧問弁護士の報酬(顧問料)を可決

27. 第169回府医定時代議員会および第86

回定時総会の運営を可決

28. 京都市結核診査協議会委員の推薦を可決

29. 平成17年度京都府立峰山高校学校医の

推薦替えを可決

30. 京都府高度救急業務推進協議会委員の

推薦を可決

上原副会長

武田理事

31. 京都市介護認定審査会委員の推薦変更

を可決

32. 平成16年度京都市要指導乳幼児登録事

業事務費の支払いを可決

33. 第３回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

34. 平成16年度京都市基本健康診査 (集団)

事務費の支払いを可決

35. 医療安全対策委員会・医療事故処理室

の委員の辞任と交替を可決

36. 府医学術講演会の開催を可決

第46回定例理事会 (３.10)
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37. 第５回テコンドーオープントーナメン

トへの医師の派遣を可決

38. 第53回地区対抗テニス大会の開催を可決

39. 看護専門学校非常勤講師の退職および

退職慰労金の支給を可決

40. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

41. 事務職員の採用を可決

～ ４月度請求書 (３月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (日) 午後５時まで

＊医保分点検＝８日

△

国保 10日 (日) 午後５時まで

＊国保分点検＝８日

☆基金・国保とも９日 (土) 午前９時

から午後５時まで受け取り業務あり｡

△

労災 12日 (火) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡

京都私立病院協会リハビリテーション部会発足記念講演会
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日 時 ： 平成17年４月23日(土) 14：00～16：00

場 所 ： 京都府医師会館２階大ホール

テーマ ： ｢高齢者リハビリテーションのあるべき方向｣

講 師 ： 大川弥生氏 (国立長寿医療センター研究所生活機能賦活研究部長)

参加費 ： 1,000円 (当日, 受付でお支払いください｡ 領収証をお渡しいたします｡)

定 員 ： 400名 (定員になり次第締め切りさせていただきます)

後 援 ： 京都府医師会・京都府病院協会・京都府理学療法士会・京都府作業療法士会・

京都府言語聴覚士会・京都府介護支援専門員協議会

京都府介護療養型医療施設連絡協議会

※参加ご希望の方は所属機関名, 出席者氏名, 職種をご記入の上, ４月12日(火) までに

ＦＡＸ (075－313－5911) で事務局担当 (津崎・水野) までご返送ください｡

＜略歴＞ 1982年久留米大学医学部大学院 修了
東京大学医学部附属病院リハ部助手, 帝京大学医学部リハ科助教授等を経て,
現在国立長寿医療センター研究所 生活機能賦活研究部 部長

＜主な著書・事前にお読みくださると講演内容がわかりやすいです＞
・新しいリハビリテーション－人間 ｢復権｣ への挑戦－ (講談社, 現代新書), 2004
・介護保険サービスとリハビリテーション－ ICF に立った自立支援の理念と技法－
(中央法規出版), 2004


