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京都市医師会附属産婆看護婦学校

京都府医師会の前身でもある京都市医師会は大正９年看護
養成事業として看護学講習会を開設, 翌10年４月付属看護婦
学校が認可, ５月より授業が開始される｡ 大正12年産婆学講
習会の認可, 講習会が開設, 大正14年京都市医師会附属産婆
看護婦学校と改称される｡ 修学年は２年, 生徒の定員は全学
年で産婆生, 看護婦生各200名｡ 大正15年に新校舎落成２階
建, ３教室94坪であった｡ 昭和15年校舎が改築され敷地206.25
坪, 建坪153.25坪となった｡ その後校名は制度の変遷ととも
に改称されたが, 現在京都府医師会看護専門学校として山科
区で看護師を養成している｡ 京都市医師会附属産婆看護婦学
校の歴史については京都市医師会50年史, 京都府医師会20年
史, 同40年史に詳細な歴史記述を見る｡

奥沢 康正 (西京)

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢心房細動の診断と治療｣

勝目医院 院長

勝目 紘 先生
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第１回地区庶務担当理事連絡協議会が４月23

日(土), 京都国際ホテルで開催され, 地区から

23名, 府医から13名が出席｡ 協議会では庶務関

係連絡事項をはじめ, 各種重要情報を伝達, 各

地区での周知を要請した｡

冒頭, 挨拶に立った油谷府医会長は, 診療報

酬改定の行方や医療財源の論議について述べた

上で, 切迫した一年になるとの見通しを示し,

会務運営へのより一層の協力を呼びかけた｡

油谷府医会長は冒頭挨拶の中で, 国会での議論が郵政民営化一色に終始しており, 国民が最

優先に議論すべきと考えている社会保障制度問題が後回しにされている現状について, ｢正に

国民不在の議論である｣ と指摘するとともに, 会期が終了すれば年金, 医療, 介護保険制度改

革の骨子が出てくると予想されることから, 的確な分析をし, 会員に伝達していきたいとの意

気込みを示した｡

また, 平成18年度診療報酬改定では, 不合理項目の是正, モノと技術の分離, 技術料の適正

な評価を基本コンセプトに要望していくことを報告した上で, 医療財源確保の問題にも触れ,

今後も情勢を注視して議論いただきたいと述べた｡

庶務関係連絡事項について説明

府医で作成する ｢地区役員名簿｣ ｢地区班長名簿｣ ｢地区医師会会費・事業等調査集計｣ の校

正を依頼, ５月末には各地区に送付する予定であると説明した｡ また, ｢地区医師会長への連

絡依頼事項｣ を配付し, その内容について各地区会員に周知するよう依頼｡ 重ねて, 医業広告

の制限についてご理解いただいた上で, 特に新規開業時の医療機関名称等については地区で十

分に協議・検討いただき, 何らかの疑義がある場合には府医へ連絡いただくよう依頼した｡

さらに, 毎年恒例の ｢地区医師会の懇談会｣ について, 昨年度に引き続き保険医療懇談会と

同時に開催したいと説明, 各地区における協力を要請した｡

地区役員の改選に伴う府医代議員・予備代議員の補欠選挙について

地区役員の改選に伴い, 代議員・予備代議員に変更がある場合は, ５月10日(火) までに改

選の有無をお知らせいただくよう周知した｡
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個人情報保護法施行に伴う問題について

検診事業でのトラブル等に備え, 医師会として個人情報漏えい保険への加入が必要との指摘

を受け, 府医では保険会社と現在交渉中であること, 加えて府医と地区では組織が違う前提か

ら, 別に漏えい保険に加入してもらわなければ保険として適用は受けず, 保険金で補填されな

いことを説明した｡

また, 交通事故診療における個人情報の第三者提供についても説明｡ 医療機関における個人

情報の取り扱いについてはポスター等の掲示により包括的同意が得られることがほとんどだが,

交通事故等で損保・生保会社へ情報提供する際には患者から医療機関宛の同意書が別途必要に

なることから, 府医で作成した同意書を提示, 周知を依頼した｡ (様式は４月15日号に掲載)

地区からは, 現時点で同意書が得られていない場合や, 電話での問い合わせに対する回答の

可否等, 様々な質問が挙げられた｡

府医メール配信システム ｢府医メルマガ｣ (仮称) について

現在府医でＦＡＸ情報を週１回配信しているが, かねてよりメールマガジン配信の希望があ

り, 情報化の一環としてメール配信を開始することになったことを報告, その概要を説明した｡

第31回京都医学会, 統一テーマは ｢リハビリテーション｣

９月25日(日), ｢リハビリテーション｣ を統一テーマに第31回京都医学会を開催することを

報告, 地区での広報を依頼した｡ (詳細は本号付録参照)｡ さらに８月27日(土) の日医生涯教

育協力講座 (脳血管障害) についても広報いただくよう依頼した｡

地区からのご意見・ご要望

下京西部からは, ＩＣカードを用いた市民検診データの共有化によるＩＴ化構想が報告され,

データの活用について府医から市へ交渉してほしいとの要望が出された｡ 森府医副会長は, 保

険者側からもそのような要求が全国的に出てきていると述べ, 内容を詳しく聞いた上で府医と

しても協力したいとの意向を示した｡

宇治久世からは班長経由での郵送物配付について, 負担が大きいため, 会員への直送を考え

て欲しいとの要望が出された｡ これに対し森府医副会長は ｢班長の負担が大きいことは承知し

ている｣ としながらも, ｢このような厳しい情勢であるからこそ地区内の連携が大切｡ 地域で

の輪を広げるために, 地域の中での役割分担という意識を持ってもらいたい｣ とその意義を説

明, 理解を求めた｡

与謝からは, 裁判員制度に関する意見, 要望が出された｡ 久山府医理事は ｢裁判への参加義

務は医師としての応招義務より優先される｣ と説明, 森府医副会長は ｢最終的にはケースバイ

ケースであり, 状況によってその場での判断にならざるを得ない｣ と述べた｡

他に綾部からは, 行政に対して市役所や公共施設の屋内禁煙化に関する要望書を提出したと

の報告がなされた｡
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府医では毎年京都府の委託を受けて府下の

登録衛生検査所を対象に外部精度管理を実施

しており, 今回で23回目となる｡ 平成16年度

の内容と成績については, 平成16年度会務報

告 (配布予定) や臨床検査精度管理調査結果

報告書 (行政への報告書, 府医に保存してお

り希望施設は閲覧可能) に詳述しているが,

以下に簡単にまとめてみる｡

本事業は府医の中に臨床検査精度管理特別

委員会 (委員長：京都大学臨床検査部一山教

授) を設けて施行内容を検討, 決定している｡

大きく分けて①オープン方式 (精度管理用の

検体であることを明示) ；生化学検査, 血球

数, 白血球分類, 凝固検査, 細胞診 と②ブ

ラインド方式 (モニター医療機関の日常の検

体に精度管理用検体を区別できぬよう加えて

検査所に提出) ；肝炎ウイルス抗原抗体検査,

抗酸菌核酸同定検査, 腸管出血性大腸菌同定

検査 がある｡

オープン方式の検査では生化学検査に今回

総ビリルビンを追加したが, 昨年同様大きく

乖離した報告値は殆んどなく, １施設を除き

検査所の調査結果はおおむね良好で検査方法

の統一化も図られていた｡ 血球検査では各１

ヶ所で血小板数と白血球数が低値であった｡

白血球分類は全ての検査所で適切な回答であっ

た｡ 昨年度と同様問題となったのは, 任意で

参加していただいた16病院 (150～199床) で

の検査にばらつきが多くみられたことである｡

検査技師の数が少なく, 使用する試薬も標準

的な方法のものは容量が多く使いにくいなど

の諸事情はあるが, 医療情報の共有化や病診

連携, 医師の正確な診断を助けるといった点

で問題がある｡ しかし昨年Ｃ評価であった病

院が今回Ａ評価になるなど努力の結果がでて

いる施設もある｡ 今後引き続き精度管理に参

加をよびかけていくと共に, 平成17年度は一

部費用負担もお願いして府医の精度管理協力

施設として認定することなども検討していき

たい｡

以下の検査は全て登録検査施設のみが対象

である｡ 凝固検査では今回コントロール血漿

を用いた基準値を設定したが, プロトロンビ

ン時間, フィブリノーゲンとも満足できる結

果であった｡ 細胞診検査では正診率は改善さ

れつつあるが２施設で明らかな誤診もみられ,

検査技師の技量の向上と結果を判断する医師

の注意が必要と考えられた｡

ブラインド方式の検査では腸管出血性大腸

菌検査と肝炎ウイルス検査は全施設正診であっ

たが, 抗酸菌核酸同定検査では今回希釈した

検体を用いたためか検出できなかった施設が

あり, 感度についての問題が残った｡ これら

の精度管理を実際に行うにあたっては, 両大

学の検査部や赤十字血液センターの尽力に負

うところが大きく厚く感謝する｡ 各検査施設

や医療機関の検査に対する真摯な姿勢が京都

府における医療レベルの均一化や医療連携に

重要と考えられ, 京都府医師会として本年度

も精度管理を充実させる方針である｡

『臨床検査精度管理』 について

学術担当理事 那須 芳



4

中京東部医師会が, 昨年初めて開催した一般市民向けの健康と病気に関する勉強会である

＜健康塾＞は, 幸いにも地域住民の方々から好評を博し, また京都市の健康づくり活動コンテ

ストでも, 優秀賞をいただき公的機関からも高い評価をいただきました｡

その要因は, 健康塾を医師と地域住民の垣根のない親密なふれあいの場にするように努力し

たことにあった様に思われます｡ 例えば１) 講演を一方通行になりがちなシンポジウム形式は

避け, 随時聴衆の質問を取り上げる対話形式にしたこと, ２) スライド, プロジェクターは使

用せず講師が授業内容をまとめた, わかりやすいプリントを配布し聴衆の理解を助けたこと,

３) 会場の大きさが, 昔懐かしい小中学校の教室の様な大きさで, 医師と聴衆がお互いを身近

に感じることのできる場を作り出せたことなどです｡ また, 健康相談においても, 各科多くの

医師が待機したことも, 好評だった要因かもしれません｡

さて当初は, 健康塾は隔年ごとの予定でしたが, 毎年の継続開催を希望される地域の方々の

多くの声にあと押しされ, 本年も２月11日に第２回健康塾を開催いたしました｡ 健康に関する

様々な分野の講演と健康相談から成り立つ構成は前回と同様ですが, 連続した開催を可能にす

るため講演数は減少せざるをえませんでした｡ しかし講演項目は, 各年代の方が日頃から気が

かりとなる病気をバランスよく取り上げるように努めました｡ ほかにも, 健康相談の会場は,

少しでも利用しやすいように一階に変更するなど, 様々な改良も試みてみました｡ その結果,

第２回健康塾も前回同様, 多くの方々が参加していただき, 限られた時間ですが, 医師と地域

の方々が, 身近に触れ合う場をもつことができました｡ また参加していただいた方々の様々な

疑問にできる限りこたえられたと自負しております｡ 聴衆の方々の反応としては, 前回にもま

して講演中の質問の増加や, 以前にはなかった講演担当医師への健康相談までも認められるよう

になり, 地域の方々の健康に関する意識のレベルは更に上昇してきているように思われました｡

健康塾という企画は始まったばかりですが,

今回も多くの方に, ｢次回も楽しみにしていま

す｣ と声をかけていただき, この企画が, 多く

の地域の方々に受け入れられつつあるとの喜ば

しい思いと同時に, 継続していくことの大切さ

も実感させられました｡ これからも本企画が,

地域の方々に病気の知識だけでなく, 予防の大

切さ, 健康で日々暮らすことのできる素晴らし

さを認識していただく手助けとなれば幸いです｡

最後に, 本企画開催にご協力いただいた多くの

方々に心より感謝いたします｡

健健健健康康康康塾塾塾塾 ((((第第第第１１１１,,,,２２２２回回回回)))) をををを振振振振りりりり返返返返っっっってててて

社団法人中京東部医師会
健康塾実行委員長 理事 加藤 嘉樹

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
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『保育所における嘱託医の職務と役割』

平成17年４月15日(金) 府医会館にて標記研修会が開催され, 市営・民営嘱託医をはじめ44

名の関係者が参加した｡

近年, 少子化が進む一方, 虐待等の問題で子どもたちが日常を安全にかつ健康に過ごせるよ

り良い環境づくりが求められる｡ このような現状を踏まえて, 日常の保育所における子育て支

援活動のあり方として ｢保育所における嘱託医の職務と役割｣ について東洋英和女学院大学人

間科学部人間福祉学科教授・日本こども家庭総合研究所母子保健研究部長の高野 陽氏より次

のような内容の講演が行われた｡

保育所において子どもたちが集団生活を営むうえで, 安全かつ健康に過ごすには嘱託医や保

育士・看護職等の日常的な保健活動が重要な位置づけとなる｡ 保育を充実させるには地域性や

保育所に応じて, 保育に携わる保育士や看護職等が子ども一人一人の健康管理 (定期的健康診

断や予防接種勧奨) や発育・発達状態を把握・観察し, 嘱託医からの適切な指導や助言を受け

る事が欠かせない｡ この点からも嘱託医の役割は重要である｡ さらに, 保護者や医療機関 (子

どものかかりつけ医等) との連携を密にすれば, 子どもたちの健康増進や保健活動の発展に繋

がり, 保護者間で子どもの健康情報交換を活発に行うといった風景が見受けられるなど地域全

体で子どもの健康についての認識も深まると述べた｡

最近では低体重出生児が増えてきており育児

不安を抱える保護者も多いことから, 嘱託医は

保護者からの相談に応じ, 助言するなどの対応

も必要となってきている｡

保育所における日常の保健活動は子ども支援

だけでなく, 保護者支援といった保健活動の充

実が望まれる｡ 子育て支援, 母子保健の推進に

おいては嘱託医の役割が非常に重要であること

から, 保育所が子育て支援等の中心的機能とし

て位置づけられる理由である｡

平成16年度日医生涯教育申告について

上記の件につきましては, 昨年同様, 府医・地区医・専門医会・府医承認の各種研究会

への出席状況を署名簿により把握し, 会員各位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すのでご

協力をお願いいたします｡ (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｡)
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心房細動の診断と治療

勝目医院 院長

勝目 紘

Ｑ１. 心房細動とはどのような病態ですか

Ａ１. 野球のＮ監督が心房細動 (atrial fibrilla-

tion : af) に起因する脳梗塞に倒れてか

ら心原性脳梗塞の原因疾患としての認知

度が高まった心房細動は次の三つのタイ

プに分類される｡ ①自然停止する ｢発作

性心房細動｣(paroxysmal af : Paf) ②

自然停止せず停止に薬剤などを必要とす

る ｢持続性心房細動｣ ③治療によって

も停止しない ｢永続性心房細動｣ である｡

発作性心房細動の多くは長年月のうちに

永続性心房細動に移行する｡ 心房細動は

期外収縮を除くと最も多い不整脈で, 加

齢とともに増加する｡ 脈拍が全くの不規

則になるので絶対性不整脈とも言われる｡

一般臨床で陥りやすい誤りは記録された

心電図が正常だからといって発作性心房

細動を否定したり, せっかく治療効果の

出ている持続性心房細動の治療薬剤を切っ

たりすることである｡

Ｑ２. 心房細動になりやすい人とはどのよう

な人ですか

Ａ２. 心房細動の原因疾患は虚血性心疾患,

心臓弁膜症, 心筋疾患 (心筋症, 心筋炎),

洞機能不全症候群や高血圧などの心血管

疾患のほか甲状腺機能亢進症が有名であ

る｡ 原因疾患の特定できないものを孤立

性心房細動 (lone af) と言い, 非弁膜症

性のものも心原性塞栓症の原因として重

要であることが分かってきた｡ また, 異

所性起源特に肺静脈起源の心房細動はカ

テーテルアブレーションの対象になる｡

Ｑ３. 心房細動の診断はどうしますか

Ａ３. 心房細動の自覚症状は動悸と胸部不快

感である｡ 細動になると心房はブースター

機能を失って心拍出量が低下し, 器質性

心疾患患者は心不全に陥りやすい｡ 全身

の血栓塞栓症の原因の一つであり, 心房

細動を惹起しやすい疾患の診断も必要で

ある｡ 心房細動患者の脈拍は基本的には

絶対性不整脈で心電図を記録するとＰ波

を欠き, その代わりにｆ波の連続を見る｡

心房細動のｆ波は12誘導心電図のＶ１と

Ｖ２で, 心房粗動のＦ波はⅡ, Ⅲ, aVF

で診断する｡

Ｑ４. 心房細動の治療目的は何処にありますか

Ａ４. 心房細動の臨床上の治療目的は自覚症

状の軽減, ポンプ機能の改善および塞栓

症の予防である｡ 自覚症状の改善には洞

調律化と心拍数コントロールを, ポンプ

機能改善には心拍数コントロールと洞調

律化を, 塞栓症の予防には洞調律化と抗

血栓療法を行う｡

Ｑ５. 心房細動の治療法としての洞調律化

(除細動) はどうするのですか

Ａ５. 心房細動の洞調律化を除細動というが,

その方法には旧来から二つの方法が一般

的である｡ その一つが電気的除細動 (直

流通電) で, 他の一つが薬物的除細動で

ある｡ 薬剤による除細動は抗不整脈薬の

静脈内投与と経口投与とが行われる｡ 表

専門外講座
日常診療のための



7

日
常
診
療
の
た
め
の
専
門
外
講
座
Q
&
A

に2001年に示された不整脈関連学会によ

る心房細動治療ガイドラインによる薬剤

選択基準を示す｡ 電気的除細動は100J

からはじめ, 100J 刻みで400J まであげ

ていく｡ 他には最近広まりつつあるカテー

テルアブレーションや外科的なMaze 手

術がある｡

また, せっかく除細動しても高齢, 左

房径拡大, 持続期間が長いと往々にして

再発する｡ 再発予防には除細動に用いら

れる薬剤のほかにソタロール, ベプリコー

ルおよびアミオダロンが有効とされるが,

保険上の適応のないものも含まれる｡

Ｑ６. 心房細動の治療法としての心拍数コン

トロールとはどのようなことですか

Ａ６. AFFIRM試験など心房細動を対象にし

た大規模臨床試験では除細動群と心拍数

コントロール群との間で予後に有意差を

認めていない｡ 頻脈性心房細動の心拍数

をジギタリス剤, ワソランやヘルベッサー

などの Ca 拮抗薬およびβ遮断薬を用い

てコントロールすると多くの症例では症

状が軽減する｡ ただしWPW症候群に合

併した心房細動ではジギタリスやワソラ

ンは心室細動を誘発しやすくするので要

注意である｡

Ｑ７. 心原性血栓塞栓症を防ぐためにはどう

すればよいのですか

Ａ７. 心房細動では除細動時には必ず, また

心拍数コントロール時にも抗血栓療法が

必要であることがわかってきた｡ 現在ワ

ルファリンによる抗凝固療法とアスピリ

ンやチクロピジンを用いる抗血小板療法

が行われているが, 抗血小板療法の利点

を明らかにした成績は少ないようである｡

ワルファリンの使用はプロトロンビン時

間 INR 値をモニターして行うが, 60歳

以上になれば危険因子を持たない人でも

INR1.6－2.6に, 危険因子が一つでもあ

れば70歳以上は INR1.6－2.6に, 70歳未

満は INR2.0－3.0にコントロールするこ

とが勧められている｡ しかし高齢者のワ

ルファリン療法は簡単ではない｡
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１ 助成対象となる事業

健康づくりの知識を普及する事業で本市の区域内で実施するもの｡

ただし, 営利を目的とするもの, 本市で実施すべき性格のもの, 民間療法や体験談等は除く｡

２ 募集テーマ

ア ｢京都市たばこ対策行動指針｣ の推進に関するもの

京都市たばこ対策行動指針

市民の健康を守り, たばこによる健康被害を減少させていくため, 行政をはじめ地域, 家

庭, 保育教育機関, 企業 (職場) 等, 社会全体で取り組むべき行動指針として平成17年３月

に策定｡

(例) 京都市たばこ対策行動指針に掲げられている具体的な取り組みを推進するもの

【受動喫煙の防止】【子どもの喫煙防止】【妊産婦の喫煙防止】

【禁煙希望者に対する禁煙 (卒煙) 支援】

イ ｢京都市民健康づくりプラン｣ の推進に関するもの

(例) 京都市民健康づくりプランにおいて対象分野とされているもの

【生活習慣の見直しと改善】

栄養・食生活, 身体活動・運動, 休養・こころの健康づくり, 歯の健康, 喫煙, 飲酒

【重点を置くべき生活習慣病の予防】

がん, 循環器病, 糖尿病, 骨粗しょう症

【介護予防】

身体機能低下の予防

ウ ｢京から始めるいきいき筋力トレーニング｣ の推進に関するもの

京から始めるいきいき筋力トレーニング

高齢者の転倒による骨折で寝たきりになるのを予防するほか, 運動不足の解消により生活

習慣病を予防するなど市民の健康増進のための運動プログラム｡

エ 子どもの健康に関するもの

(例) 食育, 身体活動・運動, 未成年の飲酒防止啓発に関するもの

３ 助成対象者

募集テーマについての研究が実施できる方 (グループも可) とします｡

ただし, 助成金が個人で管理できる方とします｡

４ 研究期間

普及事業１課題につき３年以内とします｡

５ 助成金額

普及事業１課題につき150万円以内とします (原則として１年あたり50万円以内とします)｡

６ 申請方法

申請書は健康増進課で配布しております｡

また, 健康増進課ホームページにも掲載しております｡ (http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/

kenkozosin/)

平成17年度

京 都 市 健 康 づ く り 研 究 助 成 募 集 案 内
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次の申請書等に必要事項を記入し, 申請してください｡ (郵送可)

(１) 京都市健康づくり研究等助成金交付資格申請書

(２) 京都市健康づくり研究等計画調書, 総括表 (別紙)

(３) 京都市健康づくり研究等助成金収支計画書

７ 申請書の受付期間

平成17年５月31日(火) まで (郵送の場合は, 当日消印有効)

８ 助成金の交付時期

助成金の交付は, 平成17年10月中旬の予定です｡

お問合わせ, 申請書の請求先

京都市保健福祉局保健衛生推進室健康増進課健康増進担当

ＴＥＬ 075－222－3419

ＦＡＸ 075－222－3416

救急蘇生訓練人形等の貸出について

府医では, 地区医師会・京都市消防局・京都府各消防本部の協力により, 救急蘇生訓練

の啓発を推進しております｡

さて, 下記の救急蘇生訓練人形等について, 医療機関内または地域での救急講習会等で

会員の皆様にご利用いただきたく存じますので, 貸し出しご希望の方は, 事前に京都府医

師会地域医療課救急係 (TEL 075－315－5274) までご連絡くださいますようご案内申し

上げます｡

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ３体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルメーター付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) ＡＣＬＳトレーニングシステム (コンピュータ付)

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体

・救急蘇生訓練人形 (小児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) [人工呼吸・心マッサージ・背部叩打法訓練可] ２体

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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1969年７月21日, 人類初の月着陸にむけ

てアポロ11号月着陸船は月面に降下を続け

ていました｡ 降下, 着陸は入念にプログラ

ムされたコンピューターの誘導によってな

されています｡ いよいよ月面が迫った高度

5000フィートで深刻なアラームがたて続け

に３つ鳴り, 宇宙飛行士はコンピューター

による着陸誘導を失います｡ 最後の局面で,

コンピューターのメモリーがオーバフロー

したのです｡ ただちに手動操縦に切り替え

ますが, さらに悪いことには着陸予定地に

予期せぬ大きなクレーターがありました｡

アームストング船長は小さな窓からの目視

と, 高度計を頼りにまったく手動で着陸船

を操ります｡ エンジンを噴射しながら高度

を維持し飛行を続け, 着陸候補地の最後の

一つに無事着陸しました｡ 残り燃料は90秒｡

間一髪です｡

この極限の状態で, すべての操作を五感

と四肢に委ねられても冷静な対応がなされ

たのには, 十分な裏づけがあります｡ 飛行

士は月面に向かう前に, 約4000時間の飛行

シミュレーションを積んでいたといわれて

います｡ 初めての月面手動着陸ですが, 技

術的には超ベテラン飛行士であったわけで

す｡

長い前書きになりましたが, 昨今の医療

の現場ではこの逆の事態がしばしば発生し

ています｡ 一流の医師になるためには相応

のリスクを伴った経験が必要であるという,

我々の世界では多少寛容される理論も今や

社会には通用しません｡ 医学とりわけ実地

医療へのシミュレーションは, 宇宙船やジャ

ンボジェットの操縦訓練とは比べものにな

らないほどパラメーターが多く再現は容易

ではありません｡ シリコン人形を使った緊

張感の無い練習では, 到底最先端の高度医

療を再現は出来ません｡ 高度医療はさてお

いて, もう少し現実的な空想をいたします｡

皆様の机の上には, アポロ11号よりもはる

かに優れたコンピューターと, インターネッ

ト環境があるはずです｡ これを利用し, 日

常臨床で遭遇する可能性のある, 救急処置,

新薬に特有の副作用などへの的確な対応を

トレーニングする簡単なプログラムがオン

ラインで提供され, 日常的に利用されるな

らば実地医家のリスクマネージメントに大

きな貢献をするのではないでしょうか｡ シ

ミュレーションは１回では疑似体験ですが

これを繰り返すことにより, 反応が熟練者

に近づく事は認知されています｡

京都府医会も相互通信手段としてのイン

ターネットの普及を推進しています｡ 近い

将来このような利用も可能かと創造をめぐ

らしてみました｡

(府医情報企画委員会委員・下東 水越文和)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

京都府医師会ホームページ
���������		


���������������	

※会員向けページにアクセスするには
パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課までお問い
合わせください｡

� TEL：315-5276�
� FAX：314-5042�

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｡



11

第31回京都医学会のご案内

共通テーマはリハビリテーション

と き 平成17年９月25日(日) 午前９時～午後３時半
ところ 京都府医師会館

午前：応募演題 (ポスター, ビデオ発表を含む)
午後：シンポジウム, 特別講演

▲

今回より口演演題の発表は全てＰＣ (パソコン)によるプレゼンテーションとなります｡

京都府医師会では, 生涯教育と会員相互の交流をはかる場として, 京都医学会を開催し

ており, 昭和50年の第１回医学会開催以来, 今年で31回目を迎えます｡

例年どおり, 午前中は会員各位の口演演題を予定しておりますので, 積極的なご参加と

演題のご応募をお願いいたします｡ なお, 共通テーマ以外の一般演題も歓迎いたしますの

で, 奮ってご応募ください｡

※詳細は, 本号付録をご覧ください｡

｢｢｢第第第111111回回回会会会員員員意意意見見見調調調査査査｣｣｣ にににつつついいいてててのののおおお願願願いいい

会員意見調査は, 昭和35年に第１回が実施され, 昭和58年以後は４年ごとに実施されて

きました｡ 今回の調査は11回目にあたります｡

本調査は改めて全会員から率直なご意見を幅広い分野にわたって十分にお伺いし, 本会

活動の施策の指針とさせていただくことを目的にしております｡

５月末に本会より各会員宛に調査票を直接お送りさせていただきますので, ご記入の上

６月30日までに同封封筒にてご返送ください｡

なお, 本調査は質問の内容によって, Ａ会員・Ｄ会員用と, Ｂ会員・Ｃ会員用の２種類

となっております｡ また, 回答しにくい設問があれば空欄でもかまいませんので, ご回答

いただける範囲でご提出いただければ結構です｡ １人でも多くの皆様のご意見をお待ちし

ております｡
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ホンマはシャイ……

ゴールデンウイークになる｡ 昨年の今頃は三回

目のＶＡＤ療法で入院していた｡ ずっと休日だっ

たので(笑) ｢ゴールデンウイークなんてあったん

かいな？｣ という感じであった｡ その後二回目の

自己血幹細胞移植をした｡ 朝早く起きて, 新緑の

東福寺や泉涌寺･今熊野の観音さんを散歩したの

を思い出す｡ 鴨川の河原を三条まで歩いて, 木屋

町のラーメン屋さんで朝ご飯代わりにラーメンを

食べて, 病院に帰ったこともある｡ ｢先生｡ 何食

べはったんです？｣ とナースに言われた｡ ｢木屋

町三条のラーメン屋さん朝までやってて, 食べて

きたんやけど, におう？｣｡ ご存知の先生もおら

れるかもしれないが, あのラーメン屋さん朝の５

時過ぎまで開けている｡ 木屋町って昔はクラブな

んかがあっておじさんの街やったんだが, 若者の

街になってしまいましたなあー｡

病院の７階から東の方はついこの間まで桜が目

を楽しませてくれたが, 今は新緑が美しい｡ 休日

にでも, 泉涌寺に散歩に行きたいのだが……身体

がもう一つあって欲しいくらい忙しい(笑)｡ 医者

になって32年, 大学・第二日赤のときも経験した

ことのない16人の入院患者さんがおられる｡ 連休

前のせいかもしれないが, 今日など新患の患者さ

んが多くて, ８時半から２時前までかかった｡ ２

時から手術なんで, コンビニのおにぎりを左手に,

右手で紹介患者さんの詳しい返事を書いた(笑)｡

外来のナースに ｢俺のコピー･ロボットを作りた

い！｣ と言ったら ｢うるさーて……, それだけは

やめてほしい｣ と返された｡

今日, 実は医者になって初めての言葉を５歳く

らいの女の子から聞かされた｡ ｢おじいちゃんの

先生｣｡ いずれは聞かんとアカンとは思ってはい

たが……｡ たしかに孫が二人いるから, おじいちゃ

んではある(笑)｡ そう, 大学の５回生だった｡ 府

立病院の裏にあるグラウンド (と言えば聞こえは

いいが, ようするに河川敷) で硬式野球の練習を

していると, 小学生の子供たちがバットやグロー

ブを手に手にやってきて ｢おっちゃん｡ いつまで

野球やる？｣｡ それまで, ｢おにいちゃん｣ としか

言われたことがなかったんで(笑), ショックであっ

た｡

先日, 国立博物館で年４回開催される ｢落語博

物館｣ は ｢花見寄席｣ があって能天気おばさんと

一緒に行ってきた｡ 最後に桂南光さんが 『桜ノ宮』

を｡ 独特のかすれ声である｡ 第一日赤に転勤して

きて半年程したとき, Ｙ製薬 (今はＦ製薬と合併

した) がスポンサーの, 朝日放送で昼に放送して

いる健康番組に出た｡ 司会は南光さんと女性アナ

ウンサーで, 月曜から金曜までの５日分をいっぺ

んに録音する｡ 控え室に着いたら南光さんが来ら

れ ｢今日, 志ん朝さんが亡くなられたんです｣｡

かなり落ち込んでおられた｡

録音の前に, だいたい打ち合わせておいて喋る

のだが, 小生もアドリブを入れるし南光師匠もア

ドリブ｡ 金曜日分, すなわちまとめの日では, 女

性アナウンサーから突然の質問｡ 全く予想外で

｢えっつ！｣｡ これには, ビックリした(笑)｡ 専門

家でもないのにアトピー性皮膚炎のスキンケアー

を中心にお喋りをした｡ 放送は翌年であった｡ 消

化器科の藤本先生が支払い基金の審査に行く途中

に, ラジオのスイッチを入れたら ｢いつも聴く変

な声｣ が聞こえてきたと言っていた(笑)｡

後でみんなから ｢何で色紙でも持って行っとけ

へんねん！｣ と言われた｡ 厚かましそうな人間に

見えるらしいが, ホンマはシャイ……｡ その後,

藤本先生も同じ番組に出た｡ 司会は立原啓裕さん

にかわっていたが, 藤本先生はチャンと色紙を持っ

ていってサインをしてもらってきた｡ それも, 小

生の母宛にももらってくれて, もちろん今も母の

部屋の欄間に掛けてある(笑)｡

実は最近も, 野口みずきさんにお会いしたのに

写真を撮って来なかったので, 娘から ｢パパ！

携帯持ってるでしょ！｣｡ そこでこの間, 陸上自

衛隊福知山駐屯地の髭の連隊長こと佐藤一等陸佐

に会ったときはツーショット(笑)｡

落語に戻るが, 米朝さんが出る会のチケットは

なかなか取れない……｡ (2005.４.25)

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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『 ３年前の初夏 (５月) 富士山麓は山中湖畔の,

とある一軒宿で一泊する｡ 次の日の朝まだ薄暗

い時から, 富士山を眺めようとして戸外に出る｡

５月の朝の冷気が, 爽やかに頬を撫で, 心地よ

い｡ 湖畔に沿ってぶらりぶらりと歩いていると,

あちらこちらで, 小鳥たちのさえずりが競い合

うように始まり出す｡ 近くの雑木林から, ♪……

ほいほいほい♪, ♪……ほいほいほい♪ と鳴

き声がする｡ そっちの方へ足を向ける｡ だんだ

ん鳴き声がはっきりしてくる｡ ♪つーひーほー

ほいほいほい♪, ♪つきひーほしほいほいほい

♪

あたりはすっかり明るくなる｡ 湖畔近くの雑

木林の一本の白樺の樹上で, 何やら動くめく物

がいる｡ ♪月日星ほいほいほい♪ そいつだ,

そいつが鳴いている！ 持参した双眼鏡の焦点

を合わせる｡ 奇妙な鳥だ！ 胴体はすずめ程だ

が, 尾っぽが異様に長い｡ 尾の長さは優に20㎝

は超えている｡ 頭は少し毛羽立って, 目の周り

とくちばしは青みがかっている｡ 何と言う鳥だ

ろう？ ふと気が付くと, 一匹のモンシロチョ

ウがひらひらと目の前を通り過ぎ, あの白樺に

向って, 近づいて行く｡ ひらり！と突然, その

鳥が舞い上がった｡ と思うや否や, あっと言う

間にそのモンシロチョウをくちばしで捕らえて,

雑木林の彼方奥へ, 消えて行った 』

北海道生まれの私が, 三光鳥 (さんこうちょ

う) 様にお会いさせていただきましたのは, こ

の時が後にも先にも初めてでございます｡ 私が

｢三光鳥様｣ と敬語を使ってお呼びするのは,

日本古来から人々がその優美な容姿・立ち居振

る舞いと独特の鳴き方から, ｢霊鳥｣ として敬っ

てこられたからです｡ 日本書紀によると, 雄略

天皇５年 (五世紀後半) ２月, 天皇様が奈良県

西部の葛城でと

飛来し, ｢努力

努力 (つとめつ

とめ)｣ とお鳴

きになったとさ

れております｡

さて三光鳥様はビタキ科カササギ亜科の夏鳥

で, インドネシア等の東南アジアから, 他の夏

鳥より少し遅れて５月の半ば過ぎに飛来し, 本

州以南の丘陵地等の, 主として広葉樹林で繁殖

します｡ 雄の体長は15㎝程ですが２本の尾羽が

長い事が特徴的で, 30㎝に達する御鳥もおられ

ます｡ 頭の先は毛羽立っていて, 目の周りとく

ちばしの周りが美しいコバルト色です｡ 正に南

国からの霊鳥としてふさわしい御鳥様で, 木々

の合間を長い尾羽をひらひらさせて飛ぶ様はと

ても優美ですが, 長い尾羽が故に, 遠い国から

はるばる海を渡って来るのは, さぞかし大変な

事でしょう｡ ちなみに, からすやとんびがその

ヒナを襲おうとして飛んで来ると, 長い尾を振

り回して撃退するそうです｡ Paradise fly catcher

という三光鳥様の英名は, 蠅, 蜂, 蝶などの飛

んでいる昆虫を空中で捕食する事に由来してい

ます｡

最後に, 三光鳥様のさえずりは非常に特徴的

ですが, 皆様方に置かれましては, 大変失礼と

存じ上げますが, お聞きになられた方は少ない

と思います｡ 典型的な鳴き方は ｢月日星 (つき

ひーほし), ほいほいほい｣ で, 他の鳥はこの

様には鳴けません｡ ｢三光｣ の由来は月の光,

日の光, 星の光からです｡ ｢ほいほいほい｣ は

かなり遠くまで鳴き響きます｡ 興味のある方は

ビクターのＣＤ名盤 ｢野鳥の歌｣ の第８番目に

三光鳥様の御歌が御収録されておられますので,

是非一度ご拝聴ください｡ 静岡県の県鳥に指定

されており, 富士山麓付近で見かける事があり

ます｡ ひょっとしたら長旅の途中, 貴方様の庭

先で, 羽を休めてお鳴きになっておられるかも

知れません｡

♪月日星ほいほいほい♪ (作家)

�����������
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ぼう ゆめき
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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, 最新情報を掲

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ゲフィチニブ検討会における検討結果に基づく対応について (日医常任理事)

※本件は, 平成17年３月24日に開催されたゲフィチニブ検討会において検討会の意見が取りまとめられ

たことから, ゲフィチニブ適正使用を進めるため, 日本肺癌学会の ｢ゲフィチニブ使用に関するガイ

ドライン｣ についての会員への周知, 企業による患者情報の把握, 使用上の注意の改訂を指示したこ

とに伴い, 使用上の注意変更以前であってもゲフィチニブ投与にあたって留意することに関する協力

と本会会員への周知を依頼されたものです｡

②独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する治験副作用等報告に関する報告上の留意点等について

(追加) 並びに自ら治験を実施した者による治験副作用等報告について (追加) (日医常任理事)

※治験依頼者並びに自ら治験を実施した者による治験薬の副作用等の報告について, 昨年４月に通知さ

れた文書の別添等への追加または訂正が行われたものです｡

③ ｢個別症例安全性報告を伝送するためのデータ項目及びメッセージ仕様について｣ に関するＱ＆Ａにつ

いて (その４) (京都府保健福祉局薬務室)

※副作用・感染症症例等報告の電子化については, ｢個別症例安全性報告を伝送するためのデータ項目

及びメッセージ仕様について｣ により日米ＥＵ医薬品規制調和国際会議 (以下 ｢ＩＣＨ｣ という｡)

の合意文書が通知され, さらに ｢独立行政法人医薬品医療機器総合機構設立後の医薬品等の副作用等

報告及び治験に関する副作用等報告について｣ 等により, 報告方法等が示されておりますが, 今般,

ＩＣＨにおいて新たなＱ＆Ａが合意されたので, 通知されたものです｡

④臨床研究に関する倫理指針の改正におけるＱ＆Ａ集の周知について (日医会長)

※今般, 個人情報保護法等の施行に伴い, ｢臨床研究に関する倫理指針 (平成16年厚生労働省告示第459

号)｣ (以下 ｢改正指針｣ という｡) が平成16年12月28日付けで告示されましたが, 改正指針の適切な

運用に資するため, 個人情報保護に係る設問を追加するなどＱ＆Ａ集の改訂を行い, 関係者等に周知

するよう通知されたものです｡

⑤メドトロニック InSync8040に係る使用上の注意の改訂指示等について (日医常任理事)

※本件は, メドトロニック社が輸入販売をしている植込み型心臓ペースメーカ ｢メドトロニック InSync

8040｣ の植込み患者について, Ｘ線ＣＴ検査中に当該製品に部分的電気的リセットが発生したとの報

告が11件なされたことから検証を行ったところ, これらの事故は臨床下におけるＸ線ＣＴ装置のＸ線

が当該製品上を照射した際に引き起こされる事象であること, また当該製品上をＸ線ＣＴ装置による

Ｘ線が照射中又は通過中にオーバーセンシングを引き起こしていることが判明したことから, メドト

ロニック社に対し, 禁忌・禁止の項に原則として当該製品の植込み部位へのＸ線ＣＴ装置によるＸ線

照射を行わない旨を記載することや当該製品を植込まれた患者が不用意に他の施設で診察上, Ｘ線照

射を受けることのないよう患者手帳に追記するなど適切な措置を講じることなどを求めるものです｡
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⑥医薬品・医療機器等安全性情報第212号の速報について (日医常任理事)

※ ｢１. ゲフィチニブ検討会の検討結果について｣ では, 平成16年12月, ＦＤＡの承認条件に基づき海

外において実施されたＩＳＥＬ試験について, 初回解析を実施した結果, 腫瘍縮小効果では統計学的

に有意な改善がみられたが, 主要評価項目である生存期間に関し, 全症例を対象とした解析では統計

学的に有意な延命効果に至らなかったことが報告されたことから日本における本剤の臨床的有用性に

対する影響等を検討するためゲフィチニブ検討会を開催したので, その検討の概要等についての報告

が掲載されています｡

｢２. 平成16年４月から平成17年２月までに発出した自主点検通知等の概略について｣ では, 医療機

器における市販後の安全対策として, 平成16年４月から平成17年２月までの医療機器の安全性に関す

る自主点検通知や添付文書の改訂指示を行った通知の概要を取りまとめたものが掲載されております｡

｢３. 市販直後調査への協力依頼について｣ では, 市販直後調査が市販後安全対策の中で特に重要な

制度であることから, 市販直後調査の趣旨への理解, 医師, 歯科医師, 薬剤師等の医薬関係者に対し,

積極的に副作用等の報告への協力をお願いする旨と平成17年４月１日現在の市販直後調査を実施して

いる医薬品名の一覧が掲載されています｡

なお, これらの詳細については日本医師会雑誌の平成17年６月号に掲載される予定です｡

■ 薬科大学・薬学部学生の
長期実務研修の
受け入れについて ■

平成18年度より薬剤師養成のための薬

学教育についてその終業年限が６年に延

長されることに伴い, 薬剤師養成のため

の薬学教育を履修する過程において20単

位以上の病院および薬局における長期実

務実習を履修することが卒業要件とされ,

当該課程を置く大学は長期実務実習に必

要な病院および薬局を確保することが義

務づけられたことから, 病院における薬

科大学・薬学部学生の長期実務実習の受

け入れについて日本医師会から協力の要

請がありました｡

つきましては, 状況をご理解の上, 薬

科大学・薬学部学生の実習を一層円滑に

実施するため, 病院における薬科大学・

薬学部学生の長期実務実習の受け入れに

ついて, ご理解とご協力をいただけます

よう格段のご配慮をお願い申し上げます｡

やっと寒さから解放され, すっかり

春の陽気, 田園風景も菜の花, 桃の花,

梨の花の色美しく咲き乱れ, 桜も一気

に開花し, 行楽の時期になりました｡

私達も霞む東山, 満開の桜を眺めな

がら桜餅と花見ダンゴで句会の一時を

楽しみました｡ (当番 江津子)

��������	�
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井上代志子
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上山 青柿

����������� !"
西村妃佐子

#�#��$%&'�()
福原 宏一

*+,�-./0�1�(2
田村江津子

４月例会
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４月24日(日) 向島西コートにおいて, 第

53回の地区対抗テニス大会が開催された｡ 快

晴無風で20度を上まわる初夏の気候の中, 熱

戦がくりひろげられた｡ 参加者は, 北丹, 亀

岡, 北, 府医大, 下東, 右京, 西京, 東山,

伏見, 宇治久世, 相楽の地区から総勢37名で

あった｡

伏見チーム, 西京・東山チーム, 宇治久世・

相楽・亀岡チーム, 北・北丹・下東・右京・

府医大チームの４チーム間でのダブルス リー

グ戦で試合はおこなわれた｡ 接戦僅差で宇治

久世・相楽・亀岡チーム (荒巻夫妻・桑原・

中田・岡村・山村・�田・�岡・橋本朋子)

が優勝し, 栗原会長より優勝カップ・賞状が

授与された｡ 準優勝は伏見単独チーム, 第３

位は北・北丹・下東・右京・府医大チーム,

第４位は西京・東山チームであった｡

大会の運営にあたり, 府医事務局の皆様,

府医テニス協会の役員の先生方, またアルフ

レッサの皆様方に心からお礼申し上げます｡

(平杉嘉昭)

第53回府医師会
地区対抗テニス大会

全員集合 優勝チーム

お 知 ら せ

経済産業省 ｢医療経営人材育成事業｣ におけるアンケート調査について

経済産業省では, 近日全国約2700の診療所を対象に標記調査を行う予定であります｡

今般, 日本医師会より, 同調査の内容は必要以上に難度が高く, 質問を充分に理解しな

いで回答を行ったり, 有効回答がごく少数であったりした場合には, 診療所の経営につい

て誤った認識を与えかねず, また同調査は, 医療を成長産業として捉える経済産業省の政

策に反映されることになるため慎重な対応が必要であるとした上で, 日本医師会として本

調査について関知しておらず, 協力する意志もない旨, 会員診療所への周知方の依頼があ

りました｡

京都府医師会といたしましても, 本調査につき経済産業省から協力依頼もなく, 内容に

つきましても日本医師会と同様の見解をとっておりますので, 客体となられた診療所各位

におかれましても慎重な対応をお願い申し上げます｡
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【報 告】

１. 平成17年度第１回病院長会議の状況

２. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

３. 平成17年度新任学校医研修会の状況

４. 第４回大腸がん検診10年史編集特別委

員会の状況

５. 第６回乳幼児保健委員会の状況

６. 第３回産業医部会正副幹事長会の状況

７. 平成17年度市民すこやかフェア第１回

実行委員会の状況

８. 府医学術講演会の状況

９. 第６回図書室検討小委員会の状況

10. 第７回生涯教育検討小委員会の状況

11. 学術・会員業務・養成担当部会の状況

12. 第９回医療安全対策委員会小委員会Ａ

の状況

13. 京都府医療推進協議会第２回実行委員

会の状況

14. 第１回近医連常任委員会の状況

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会20件を可決

16. 常任委員会の開催を可決

17. 京都府医師会諸会費の免除を可決

18. 京都府医師会館火災保険の継続加入を

可決

19. 第11回府医会員意見調査の実施を可決

20. 京都府南丹保健所結核診査協議会委員

の委嘱替えの変更を可決

21. 京都府公立学校教職員疾病審査委員会

委員の推薦を可決

22. 平成17年度府立与謝の海養護学校学校

医の推薦替えを可決

23. 平成17年度近畿医師会連合学校医研究

協議会理事の推薦を可決

24. 平成17年度京都市昼間里親嘱託医の推

薦を可決

25. 第５回大腸がん検診10年史編集特別委

員会の開催を可決

26. 平成17年度がん登録事業委託契約の締

結を可決

27. 平成17年度脳卒中登録事業委託契約の

締結を可決

28. がん登録事業委員会委員の追加委嘱を

可決

29. 第４回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

30. 第３回産業医部会幹事会の開催を可決

31. 日本医師会認定産業医基礎前期研修会

の開催を可決

32. 平成17年度京都市との各種委託契約の

締結を可決

33. 救急委員会委員の追加委嘱を可決

34. 平成16年度救急医療週間等記念行事助

成金の支払いを可決

35. ｢京都の心臓救急を考える｣ 会の共催

を可決

36. 学校心臓検診事業派遣医師傷害保険の

契約を可決

37. 府医学術講演会の開催を可決

38. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

39. 第１回日医都道府県医師会長協議会へ

の出席を可決

40. 京都府医療推進協議会第３回代表者会

議の開催を可決

第２回定例理事会 (４.14)

理
事
会
だ
よ
り
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. ＶＲＥに関する広域調査事業への京都

府・京都市からの協力要請の状況

３. 基金合審の状況

４. 国保合審の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 第４回がん登録事業委員会の状況

７. 平成17年度市営保育所嘱託医連絡協議

会の状況

８. 平成17年度市営・民営保育所 (園) 嘱

託医研修会の状況

９. 第11回救急委員会の状況

10. 第10回医業経済・融資斡旋委員会の状況

11. 第１回日医勤務医委員会の状況

12. 日医理事会の状況

13. 第６回日医介護保険委員会の状況

【議 事】

14. 会員の入会・異動・退会30件を可決

15. 常任委員会の開催を可決

16. 平成17年度地区助成金の交付を可決

17. 京都市市政改革懇談会委員の推薦を可決

18. 人権擁護委員の推薦を可決

19. 京都市教育委員会結核対策委員会の推

薦を可決

20. 平成17年度 ｢血液製剤の使用適正化講

演会｣ の後援を可決

21. がん登録事業委員会委員の委嘱替えを

可決

第３回定例理事会 (４.21)
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22. 第２回学校医部会幹事会の開催を可決

と き ６月15日(水) 14：30

23. 産業医契約書の改訂を可決

24. 平成16年度高齢者対策事業委託金の支

出を可決

25. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

26. 第15回京都府救急救命士総会・研修会

の共催を可決

27. ＡＣＬＳ研修会酒呑童子コースの共催

変更を可決

28. 平成17年度学校心臓検診事業の事務の

一部委託契約にかかる協議書の締結を可

決

29. 第101回全日本剣道演武大会役員への

就任を可決

30. 融資斡旋を可決

31. 府医学術講演会の開催を可決

32. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

33. 平成16年度 ｢中学生の競技力向上のた

めの医科学サポート事業｣ 測定料の支払

いを可決

34. 日医 ｢医療情報システム協議会運営委

員会(プロジェクト)｣ 委員の委嘱を可決

35. 第１回男女共同参画フォーラムへの出

席を可決

36. 都道府県医師会医事紛争担当理事・自

浄作用活性化担当理事合同連絡協議会へ

の出席を可決

37. 日医 ｢医師国試問題作成講習会｣ への

参加を可決

38. 平成17年度近畿医師会連合定時委員総

会への出席を可決

～ ６月度請求書 (５月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (金) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (金) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 13日 (月) 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｡

11号 老人性白内障とその手術

12号 高齢者のドライスキン

13号 腰痛の知識

15号 女性の尿失禁

16号 肩の痛みの知識

17号 薬の正しい使い方

18号 がん検診を受けよう

20号 学校と伝染病

22号 子どもの事故防止対策

23号 骨粗鬆症の知識

24号 知ってほしいタバコの害

25号 ストレスとうつ病

27号 脳卒中の予防とリハビリ

テーション

28号 子どもの発熱

29号 命を救う心肺蘇生法

30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療

31号 肝炎ウイルス検診を受け

ましょう！

32号 ＣＯＰＤとは何？

33号 ＳＡＲＳの基礎知識

34号 太るも痩せるも食事が基

本です

35号 糖尿病にならないために

36号 子どもをタバコから守ろう

37号 前立腺に関する病気

広報誌 『Be Well』 のバックナンバー紹介

ご好評をいただいております府医発行の府市民向け広報誌 『Be Well』 につきましては現在

37号まで発行しております｡ 下記のバックナンバーにつきましては在庫がございますので必要

な方は府医学術広報課 (�315－5276) 宛てご請求ください｡




