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Shalom
写真／泉 正巳 (伏見)

高さ11.5cm 幅5.5cm の変形四面体の透明度の高い光学ガ
ラスに, 単一方向からレーザー光軸で焦点を合わせてスパー
クさせ, デザインを彫刻されたもので置物として販売され
ています｡ この像の高さは3.7cm あります｡
撮影角度により単一像に, また反射像をも同時に影像と

して捉えられます｡ この写真は, 実像と反射像とを同時に
撮影したものです｡
何とかして, クリスタル３Ｄアートを写真の題材にしよ

うと考え試行錯誤を重ねて出来た初めての作品で, 100mm
のマクロレンズを使用しました｡

介護保険サービスにおける

｢共通健康診断書｣ について

本紙 10ページ～16ページ参照
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京都府医療推進協議会では, ６月19日(日), 京都市勧業館 ｢みやこめっせ｣

において 『みんなで考えよう 子育てから介護まで』 を開催｡ 約1,800名もの府

市民が来場した｡

約1,800名もの参加を得て盛大に開催
＝各団体のブースにも大勢の人＝

開会に先立ち, 京都府医療推進協議会の油谷桂朗会長 (京都府医師会長) よ

り主催者挨拶が行われた後, ジョニー広瀬＆霞によるマジックショーやパネル

ディスカッション ｢生活習慣から考える病気の予防｣ が行われたステージイベ

ントをはじめ, ｢子どもの広場｣ ｢大人の広場｣ ｢高齢者の広場｣ の各ブースに

も大勢の人がつめかけた｡

京京京都都都府府府医医医療療療推推推進進進協協協議議議会会会 主主主催催催

『『『みみみんんんなななででで考考考えええよよよううう
子育てから介護まで』

＝＝＝こここれれれかかからららののの日日日本本本ののの医医医療療療・・・保保保健健健・・・福福福祉祉祉ををを考考考えええるるる＝＝＝
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イベントステージでは午前中, ｢肩こり

体操｣ (京都府理学療法士会) ｢腰痛予防体

操｣ (京都府鍼灸マッサージ師会) ｢転倒予

防運動｣ (京都府柔道整復師会) が行われ,

多くの参加者がからだを動かすとともに,

京都府薬剤師会, 京都府病院薬剤師会によ

るクイズ形式の ｢知っててよかった薬の正

しい使い方｣ も行われた｡

午後からのジョニー広瀬＆霞によるマジッ

クショーでは多くの参加者がマジックのお

もしろさに魅了されていた｡

イベントステージでもさまざまな催し

｢子どもの広場｣ での健康相談コーナー

｢大人の広場｣ での健康相談コーナー

子どもの広場
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パネルディスカッションでは, ｢生活習

慣から考える病気の予防｣ と題し, 田中善

紹氏 (京都禁煙推進研究会), 和田成雄氏

(京都糖尿病医会), 河島玲子氏 (京都府食

生活改善推進員連絡協議会), 福州 修氏

(京都府医師会) の４名のパネリストを交

えて生活習慣病の予防という観点から意見

交換が行われた｡

各パネリストがそれぞれ専門の立場から

生活習慣病の予防と対策について, ｢健診

の必要性｣ ｢禁煙の勧め｣ ｢生活習慣病の早期発見・早期治療｣ ｢食生活の改善｣ につい

ての意見を述べ, ｢健康を守る生活習慣10カ条｣ をとりまとめた｡ この中で福州府医理

事は生活習慣病の予防によって将来の医療費が２兆円圧縮できるとの試算も紹介しなが

ら, 今の医療制度をともに守り, 発展させることを呼びかけた｡

パネルディスカッション ｢生活習慣から考える病気の予防｣

各 『広場』 では京都府医療推進協議会の構成団体がさまざまなブースを出展｡ 多くの

参加者が思い思いのブースを興味深く見て廻っていた｡

また, イベントステージでは京都芸術デザイン専門学校生による ｢医療制度を守る｣

ポスターが展示され, 金賞・銀賞・銅賞の受賞作品に上原府医副会長から賞状, 記念品

が手渡された｡

各 『広場』 に集まり, 熱心にブースを見て廻る参加者

大人の広場

高齢者の広場

＝ 健康を守る生活習慣10ヵ条 ＝

第１条 バランスのとれた栄養をとる
第２条 毎日, 変化のある食生活を
第３条 食べ過ぎを避け, 脂肪は控えめに
第４条 野菜は１日350グラム以上
第５条 塩辛いものをひかえる
第６条 お酒はほどほどに
第７条 たばこは吸わない
第８条 睡眠はじゅうぶんに
第９条 適度なスポーツを
第10条 身体を清潔に

2005年６月19日
京都府医療推進協議会
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京都府医療推進協議会では５月31日に開催した代表者会議において, ｢京都府医療推進協議

会・禁煙活動推進方針｣ を決定し, 方針実現のため推進協議会の会長である油谷会長名で小泉

首相をはじめ関係方面に要望書を提出しました｡

京京都都府府医医療療推推進進協協議議会会

｢京都府医療推進協議会・禁煙活動推進方針｣ 実現のために要望書提出

＝たばこ価格の引き上げなどを要望＝

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

平成17年５月31日

内閣総理大臣 小泉 純一郎 殿

財務大臣 谷垣 禎一 殿

厚生労働大臣 尾辻 秀久 殿

文部科学大臣 中山 成彬 殿

衆議院議長 河野 洋平 殿

参議院議長 扇 千景 殿

政府税制調査会長 石 弘光 殿

自由民主党税制調査会長 津島 雄二 殿

京都府知事 山田 啓二 殿

京都市長 桝本 頼兼 殿

京都府議会議長 田坂 幾太 殿

京都市会議長 巻野 渡 殿

京都府医療推進協議会会長

京都府医師会会長

油谷 桂朗

要 望 書

京都府医療推進協議会 (参加団体は別紙のとおり) は, ５月31日に開催した京都府医療推進協議会代表

者会議において, ｢京都府医療推進協議会・禁煙活動推進方針｣ を決定しました｡

世界禁煙デーに因んで, 下記の ｢京都府医療推進協議会・禁煙活動推進方針｣ 実現のために, ご尽力賜

りますよう要望いたします｡
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Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

記

京都府医療推進協議会・ 禁煙活動推進方針

１. ｢たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約｣ は, 平成17年２月27日に発効した｡

本条約には, たばこ価格 (たばこ税) の引き上げ (第６条), 受動喫煙の防止 (第８条), たばこの警

告表示の強化 (第11条) などの規定がある｡ これらの対策を誠実に実行することが, 本条約の締約国の

一員としてのわが国に求められている｡

２. わが国の喫煙率は低下傾向にあるが, 諸外国に比して, 依然として高い水準にある｡

たばこ対策としては, 喫煙が健康に及ぼす悪影響について, たばこパッケージの警告表示を文字表示

するだけでなく, 図や写真などで具体的にわかりやすくはっきりと明示して知識の普及を図ることはも

ちろんのこと, 受動喫煙の防止, あるいは未成年者の喫煙防止のために禁煙教育の推進, 自動販売機に

対する規制の強化などが重要である｡

３. 世界保健機関 (WHO) からも示されているとおり, たばこ価格の引き上げは, たばこの消費, 特に未

成年者の消費を減少させるための最も有効で, かつ費用対効果の高い方策である｡

４. たばこの価格を２倍にした場合には, 喫煙者が２～３割減少することが分かっている｡

従って, たばこによる健康被害を被る人が減少するだけでなく, たばこの売り上げ総額は増加するの

で, 国, 地方行政の税収も増えることになり, 一石何鳥もの効果が得られることになる｡ 国民の健康を

守る立場から, たばこ価格の大幅な引き上げを実現するよう強く要望する｡ 併せて, 当該税収を国民の

健康のための施策の財源に充てるよう, 要望する｡

■京都府医療推進協議会 構成団体 一覧

京都私立病院協会 京都市老人福祉施設協議会 京都腎臓病患者協議会

京都精神病院協会 京都難病団体連絡協議会 京都府医師会

京都府医師婦人会 京都府栄養士会 京都府介護支援専門員協議会

京都府看護協会 京都府言語聴覚士会 京都府作業療法士会

京都府食生活改善推進員連絡協議会 京都府歯科医師会

京都府歯科衛生士会 京都府鍼灸師会 京都府鍼灸マッサージ師会

京都府柔道整復師会 京都府病院協会 京都府病院薬剤師会

京都府放射線技師会 京都府母子寡婦福祉連合会 京都府薬剤師会

京都府理学療法士会 京都府臨床衛生検査技師会 京都府臨床工学技士会

京都府老人クラブ連合会 京都府老人福祉施設協議会

日本医療法人協会京都府支部 呆け老人をかかえる家族の会京都府支部

(50音順)
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■ 基金・国保新審査委員決まる ■

基金審査委員長に余 昌英氏
国保審査会長 に加藤静允氏

支払基金および国保連合会の審査委員が, 本年５月31日をもって任期満了となり, 新たに６

月１日から次の各氏が審査委員に委嘱された｡ これに伴い役員の選出が行われ, 基金において

は, 審査委員長に余 昌英氏 (新), 副委員長に高橋俊三氏 (再), 上原春男氏 (新) の両氏が,

また国保においては, 審査会長に加藤静允氏 (再), 副会長に木谷輝夫氏 (再), 立入克敏氏

(再) の両氏が選出された｡

なお, 医科の審査委員数は基金84名 (今期より２名で１名分の審査を行う制度を新設, 定数

は前期同様83名), 国保75名 (前期同数) で, そのうち新任委員は, 基金13名, 国保11名の計

24名となっている｡

新審査委員は次の通り｡

掲載：①在任期間順, ②年齢順, 敬称略 (☆＝新任)

【基金審査委員】－医科のみ－

診療担当者代表 保険者代表 学識経験者代表

内科 藤森克彦 関 浩
西村幸隆 垣内 孟
安達秀樹 長村吉朗
北川 靖 竹田彬一
☆田代 博 ☆若林正之

林 英夫 古川啓三
中島正継 藤本荘太郎
佐々木義行 田上哲也
早川道雄 佐藤克明
光吉博則 向山政志
久米典昭 ☆吉政孝明
☆江村正仁 ☆園部正信
☆堀 利行 ☆門脇則光

金綱隆弘 上原春男
勝目 紘 三好正人
谷村仲一 田卷俊一
余 昌英 大藪 博
粉川皓仲 山内 知
横江信義

精神科 岩瀬則文 清水達夫

小児科 森 洋一 竹内宏一 ☆木�善郎 舘石捷二

外科 野見山世司 峯松壮平
水谷 均 ☆福州 修

細川豊史 和田行雄
能見伸八郎 大和俊夫
竹中 温 糸井啓純
池田 義 ☆矢部正治
濱島高志

竹友重信 高橋俊三
鎌野孝和 寺村幸雄

整形外科 高田秀彰 菱本 修
☆鈴木雅清

日下部虎夫 浦出晃則 森下晉伍
小田良之輔

皮膚科 長谷川義博 平野眞也

泌尿器科 野々村光生 青木 正

産婦人科 山下 元 井田憲司
☆堀江克行

冨田 慈

眼科 松田敏央 松本康宏 ☆森 和彦 久山 元 原山憲治

耳鼻科 児嶋久剛 松岡秀樹 佐藤文彦 西村秀夫
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【国保審査委員】－医科のみ－

保険医代表 保険者代表 公益代表

内科 尾崎信之 岡田楯彦
鈴鹿隆之 中島悦郎
井本雅美 福本圭志
小西正昭 坂口佳司
田代 研 井口秀人

宮尾賢爾 桑原洋史
北村和人 和田成雄
中埜幸治 窪田小弓
梶田芳弘 山本康正
金 達龍 ☆上床博久

木谷輝夫 馬場満男
岩田征良 加藤啓一郎
依田純三 河北俊子
小川 直 中嶋俊彰
三浦賢佑 岡林正純
畑 雅之 ☆春山春枝
☆出口武司 ☆島崎千尋
☆徳田�彦 ☆藤村 聡

精神科 ☆南部知幸 中嶋章作

小児科 川勝秀一 加藤静允 ☆栗山政憲

外科 坂部秀文 武内俊史
北浦一弘 柴垣一夫
☆齋藤信雄 ☆薄井裕治

松繁 洋 垣田清人
佐藤秀一郎 久保 哲
土屋宣之 森本泰介

上原従正 角山正博

整形外科 藤田隆生 内田寛治
橋本秀輝

田中千晶 ☆奥田良樹 立入克敏

皮膚科 近藤摂子 前田基彰

泌尿器科 飛田収一 近藤守寛
山� 悟

北村浩二

産婦人科 福岡正恒 岩破一博

眼科 中路 裕 大田 實 池部 均 佐野貴之

耳鼻科 豊田弥八郎 立本圭吾

第11回 会員意見調査

先生方の率直なご意見をお寄せください！！
―締め切りを７月15日まで延長

先般より先生方にご協力をお願いしておりました ｢第11回会員意見調査｣ につきまして

は, ６月末日をもって締め切らせていただきましたが, 一人でも多くの先生方のご意見・

ご要望をお聞きすべく, ７月15日(金) まで調査期間を延長させていただきますので, 是

非, ご協力いただきますようお願いいたします｡
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府府医医師師会会館館以以外外でで開開催催すするる府府医医共共催催学学術術講講演演会会ででのの会会費費徴徴収収ににつついいてて

会員の皆様には京都府医師会の生涯教育事業にご協力いただき, 学術講演会にも多数ご参加

いただき, 厚くお礼申し上げます｡

さて学術生涯教育委員会では昨年度より府医共催の学術講演会のあり方について鋭意検討を

重ねてまいりました｡ 詳細については後日改めてご報告いたしますが, 製薬企業との共催に関

して一定の配慮が必要との認識の下に, 専門医会長会議での討議を経て, 共催を希望される各

専門医会に以下の要望をいたしました｡

なお時期としては各専門医会の事情もあり, 今秋頃より段階的におこなっていただく予定で

すが, 専門医会のご意向で徴収しない場合もあり得ます｡

医療経済の厳しい折, 会員の皆様にはご負担をおかけすることになりますが, 医師自らが生

涯教育に努力する姿勢を示すことが重要であり, どうか趣旨をご理解いただきご了解ください

ますようお願いいたします｡

学術講演会は専門医会単独, 府医単独で行う場合と府医および専門医会との共催で行う

場合とがあり, 共催する場合には下記の要件にご配慮くださいますよう, お願い申し上げ

ます｡

１) 薬剤の発売記念や発売○周年記念など, 製薬企業の明らかな販売促進目的ではない

こと

２) 府医師会館以外の会場で行うときは原則として会場費1000円以上を徴収すること

(研修医を除く)

京都府医師会学術講演会共催に関する専門医会への要望

● ��������	
��������� ●

平成16年１月～12月の京都医報合本を作成しました｡ １冊2,500円で頒布いたしますので,

ご希望の方は府医事務局：学術広報課 (TEL：075－315－5276) までご連絡ください｡ な

お, 部数には限りがございますので, お早めにお申し出ください｡
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第第3311回回京京都都医医学学会会 統一テーマ

リハビリテーション

と き ９月25日 (日) 午前９時～午後３時半
ところ 京都府医師会館

◇口演演題・ビデオ演題・ポスターサロン (午前中)

◇特別講演 (午後12時半～午後１時半)

『高齢社会におけるリハビリテーション』

東京都老人医療センター院長 林 �史 先生

◇シンポジウム (午後１時半～午後３時半)

『健康長寿とリハビリテーション－今, われわれは何をするべきか』

総括者／京都府立医科大学リハビリテーション部部長

整形外科助教授 長谷 斉 先生

シンポジスト／

第二岡本総合病院リハビリテーション科部長 �橋 守正 先生

大原記念病院院長 三橋 尚志 先生

京都府リハビリテーション支援センター所長 武澤 信夫 先生

高整形外科医院院長 高 謙一郎 先生

塚本医院院長 塚本 忠司 先生

口口口演演演演演演題題題・・・ビビビデデデオオオ演演演題題題・・・ポポポスススタタターーーサササロロロンンンへへへのののごごご応応応募募募ををを !!! !!!

京都医報５月15日号付録で募集しております口演演題・ポスターサロンについて, 演題

締め切り日が６月末となっておりましたが, ７月21日(木) まで追加で受け付けますので,

奮ってご応募ください｡ なお, ビデオ演題は７月28日(木) まで受け付けております｡

応募方法等詳細は京都医報５月15日号付録をご覧いただくか, 京都府医師会 京都医学

会係 (075－315－5276) までご連絡ください｡
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介護保険施設や通所サービス等を利用する際に提出を求められる健康診断書が, 事業所によっ

て記載項目が異なる, 多施設に提出する必要があるなど利用者負担が大きいといった問題があ

り, 京都府医師会に対して, 利用者だけでなく医療機関やケアマネジャー等から, 診断書の統

一化を求める声が寄せられたため, 府医では統一健康診断書特別委員会を設置しこれらの諸問

題について検討することにした｡ 委員会は, すでに統一化を実現している地区医師会の代表,

健康診断書を利用する側である介護保険三施設並びにデイサービス事業所, 介護支援専門員,

訪問看護ステーションの代表で構成され, 健康診断書項目の共通化, 並びに運営方法について

鋭意検討し, このたび報告書という形で意見をまとめた｡

健康診断書については厚生労働省のＱ＆Ａに ｢主治医からの情報提供等によっても必要な健

康状態の把握ができない場合には, 別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり,

その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考える｡ ～中略～ ただし, こ

の場合でも, 利用申込者の負担軽減の観点からも, 第一にサービス担当者会議における情報の

共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供といった介護保険制度の活用に努めるこ

とが望ましく, 事業者が安易に健康診断書の提出を求めるといった取り扱いは適切でない｡｣

という記載がある｡ このことを踏まえ, 健康診断書は, 介護保険施設や介護サービス等を利用

する際に必ずしも必要とするものでないという前提のもと, 施設等がどうしてもと求めた時に

｢共通健康診断書｣ を使用することを委員会で確認した｡ また, 利用者の負担軽減のため, 一

定の条件をつけて複写可とすること, 共通健康診断書の項目は, 傷病および経過, 心身の状況,

投薬内容, 感染症の有無, サービス実施上の医学的留意点および指示など介護サービス提供に

当たって必要最低限の項目とすることを取り決めた｡ なお, 施設側が診断書以外にさらに情報

が知りたい場合は, 医療機関と診療情報提供書でやりとりすることになるが, 保険診療のルー

ルに従い, あくまで日常の保険診療で把握できている内容に限定される｡

本報告書を関係団体に持ち帰っていただき,

それぞれの会員への周知, 運営への協力を求め

ており, 地区医師会に対しては, 介護保険担当

理事連絡協議会で説明し, さらに会長あて文書

にて本診断書に対する意見を求め, 協力を依頼

した｡ これらの過程を経て７月より使用開始予

定である｡ 今後必要に応じてＱ＆Ａの作成や見

直し作業を行う｡

会員各位におかれては, 本診断書作成の趣旨

をご理解いただきご協力をお願いいたします｡

介護保険サービスにおける ｢共通健康診断書｣ が完成

油谷会長に答申を手渡す水黒委員長
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【運営上の主な留意点】

１. 本診断書の記載依頼は, 利用者または利用者の同意を得た介護支援専門員が行う｡

２. 本診断書を複写する場合は, その都度記載医師の同意を必要とする｡ 介護支援専門員が本

診断書の保管や複写を行う場合は, 利用者の同意 (文書での) を必要とする｡

３. 他の診断書と同様, 本診断書の作成費用は自費となり, 作成金額の統一は独占禁止法に抵

触するためできないが, 本件の趣旨である利用者の負担を少しでも減らすという観点から,

適切な価格設定をお願いしたい｡ また, 日常の保険診療にて判明している検査等のデータ

や, 各種健診または他院での結果をできるだけ活用していただきたい｡

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

統一健康診断書検討特別委員会

報告書〈概要〉

はじめに
介護保険制度施行により ｢措置｣ から ｢契約｣ になり, 施設入所や介護サービス利用に際し, 利

用者が事業所に対し直接申し込む仕組みとなった｡ 施設やサービスの不足から, 空床待ちや待機を

余儀なくされる状況の中, 少しでも早く利用できるよう利用者があらかじめ同時に複数の施設に申

し込んでおくという現象が生じた｡ 健康診断書は自費扱いなので, 利用者の経済的負担が非常に重

くなるという問題が生じた｡ また, 施設により診断書の様式が異なることや, 指定された検査項目

が多数であるなど, 記載する医師にとっても負担となった｡

このような状況の中, 一部の先進地区において, 利用者の経済的負担軽減や適切な診断書作成を

目的として, 地区内での診断書内容の統一化や, 有効期限の設定, 複写による使用などの方法が導

入された｡ どの地区においても, サービス事業者, 施設, 居宅介護支援事業所, 地区医師会, 行政

などの関係者が共通認識を持ち協力したことにより, 統一化が可能となり, その後も円滑な運営が

なされている｡

京都府医師会では, 地区医師会や会員からの多くの要望を受け, 先進地区の取り組みを参考にし,

また, 介護サービス利用や入所時における診断書の府内統一化の実現に向けて広く関係機関との検

討協議を行うために, 統一健康診断書検討特別委員会を平成16年８月に設置し, 計５回開催した｡

委員会として一定の結論を得たので, ここに報告する｡

１. 診断書の内容について
(１) 内容・様式決定に際しての基本的考え方

①本診断書は, 入所やサービス利用に際して, 利用者が安心して集団生活を行い, 施設側の安

全性確保に際し配慮すべき事項, また適切なサービス提供に必要な情報を主な内容とする｡

②利用者の負担軽減に配慮する｡

③生活や介護に関する情報は介護支援専門員から提供されるので, 本診断書においては医療情

報を主な内容とする｡

④本診断書以外で, 記載医師が有用と判断した情報に関して, 添付や備考欄への記入を勧奨す

る｡

⑤施設での感染症が問題となっており, 必要な感染症関連項目がもれないよう配慮する｡

⑥介護サービス提供や入所後に必要な医療情報や医学的指示を記載する｡
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(２) 名称

｢京都府介護サービス共通健康診断書｣ とする｡

(３) 様式

①読みやすさを重視し, 記載欄を大きくした｡

②記載の誤りを少なくするため, 記載上の注意点を, 記載欄内に組入れた｡

(①, ②の結果, Ａ３またはＡ４裏表になった)

③胸部レントゲン撮影及び肝炎ウイルス検査に関しては, 原則全員実施することとした｡ 但し,

出来るだけ既存のデータを利用可能とするとともに, 身体や物理的条件による実施不可能の

場合にも配慮した｡

④疥癬, MRSAなどの感染症についても, 診断書記載に際し必要に応じてチェックする｡

２. 診断書の運用について
本診断書は, 介護サービス利用及び介護施設への入所の目的にのみ使用する｡ また, 個人情報

保護に十分注意する｡

介護保険制度では介護支援専門員が利用者本人の同意を得て, 申請などを代理で行うことが可

能で, 利用者負担が軽減されている｡ 本診断書においても, 介護支援専門員の支援が可能となる

仕組みを導入した｡

(１) 診断書交付について

診断書は本人の求めに応じ記載し, 本人に交付することが原則である｡ 但し本人の承諾・同

意があれば, 第三者に提供しても守秘義務違反, 個人情報保護法違反にならない｡ 従って, 介

護支援専門員が本人から同意を得, 医師がそれを確認すれば, 医師が介護支援専門員に交付す

ることが可能｡

(２) 診断書の保管, 事業所への提出について

介護支援専門員が, 本人から同意を得れば, 診断書の保管及び事業所への提出が可能｡

(３) 診断書の複写について

利用者の経済的負担軽減を主な目的として, 以下の条件を満たせば診断書の複写を可能とす

る｡

条件①記載医師の同意が得られること (同意なき複写禁止)

②本人の同意が得られること

③使用期限内 (１年) であること

④複写を実施できるのは, 本人及び本人の同意を得た介護支援専門員のみ

⑤複写は必ず原本から行い, 複写実施者は複写１枚ごとに記名, 捺印を行うこと

(４) 使用期限

診断書の使用期限は１年間とする｡ 但し, 記載内容はあくまで診断日時点のものであり, １

年間保障するということではない｡ 情報の精度を保つために, 複写時の医師の同意と複写実施

時における医師の確認を行うこととした｡

(５) 地区での運用

地区において, 実状に応じて運用することを妨げないが, 京都府内での共通化が本診断書の

目的であるので, 大きな格差が生じないよう注意を要する｡
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(６) 本診断書以外の情報との関連について

主治医意見書や情報提供書などにより, 十分な情報が得られる場合にはそれを優先する｡ 入

所やサービス利用に際して, 本診断書は必ずしも必要というわけではない｡

３. 今後の課題
(１) 見直し

診断書の内容, 様式, 運用について, 見直す必要性が生じた際には, 本検討委員会を招集す

るなどして検討する｡

(２) 周知・普及

関係団体と協定書等を取り交わすなど, 所属の会員に対し周知, 徹底を行う｡

医師会員に対しては, 京都医報, 府医ホームページ, 地区医師会を通じて周知する｡ 非医師

会員については, 病院協会に協力をお願いして周知する｡

本診断書を府医ホームページからダウンロード可能とする｡

グループホーム, ケアハウス, 法改正により新設が予定されている地域密着型サービスへの

拡大について, 関係者と協議する｡

養護老人ホームなどの施設に対する使用及び生活保護受給者にも使用可能となるよう行政,

関係機関と協議する｡

(３) 介護支援専門員, 病院との連携

介護支援専門員には, 診断書運用に際して新たな手間をお願いすることになるので, 介護支

援専門員協議会と十分協議し協力を得て, 介護支援専門員の理解を得る｡

感染症に関し既存データを活用できるよう, 病院からの情報提供に関し, 府病協, 私病協へ

協力を依頼する｡

(４) 本診断書と主治医意見書また訪問看護指示書との相互にデータ活用が可能となるよう, 日医

意見書ソフトへの連動について要望する｡

京都府医師会 統一健康診断書検討特別委員会

(◎＝委員長 ○＝副委員長)

◎水黒 知行 ○源野 勝敏 藤原 正隆 平杉 嘉昭

馬本 郁男 細井恵美子 清水 保 谷口 保

川添チエミ 魚守亜希子
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ス水俣病関西訴訟の判決を受けて, 水俣病患者に対し研究治療費の支給を行う公費負担医療と

して ｢メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業｣ が創設され, 介護給付費および公費負担医

療等に関する費用の請求に関する省令で規定する公費負担医療等に追加された｡ 具体的な内容

は下記のとおり｡

【項番】10

【制度】｢メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について｣ (平成17年５月24日環保企発第

050524001号環境事務次官通知) ｢研究治療費の支給｣

【給付対象】メチル水銀の暴露に起因するものでないことが明らかなものを除く疾病等の医療

【法別番号】88

【資格証明等】医療手帳

【公費の給付率】100

【負担割合】介護保険優先｡ 残りを全額公費

【介護保険と関連する給付対象】介護老人保健施設サービスを含め医療系サービスの全て

【施行日】平成17年６月１日

※今回の調査研究対象者は約36名

※７月に熊本県から対象者に ｢メチル水銀に係る健康影響調査研究事業医療手帳｣ が交付予定

だが, 支給開始当初は国 (環境省) から医療手帳資格証明書が交付される｡

※平成16年４月１日施行の ｢水俣病総合対策費の国庫補助について｣ (項番９) とは異なるの

で留意｡ (こちらの給付対象は ｢水俣病発生地域においてメチル水銀の暴露を受けた可能性

のある者であって, 原因が明らかなものを除く四肢末端の感覚障害に関連する疾病等の医療｣)

｢メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業｣
介護給付費請求における新たな公費負担医療

『平成17年10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10月１日発足の申請をされる方
は, 平成17年７月29日(金) 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10月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成17年７月29日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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心
肺
蘇
生
法
講
習
会 第５回心肺蘇生法講習会が２回コースで開催され, ５月26日に PartⅡが終了した｡ 府医, 府

病協, 私病協の共催, ＡＣＬＳ京都の後援による日医ＡＣＬＳ研修 (申請中) で, ３月３日の

PartⅠに事前申込の府医会員44名が参加し, その中から PartⅡ受講も希望する36名が引き続き

今回受講したもの｡

PartⅠは基礎スキルを

内容は, 医療機関でＣＰＡ (Cardio

Pulmonary Arrest＝心肺停止状態) 患者が発

生し, その患者を救急搬送する場合, 搬送す

るまでに医師として救急蘇生処置をどのよう

に実施すべきかというテーマで, 蘇生人形を

使って講習が行われた｡ 受講者は医療機関の

種別なども考慮して小グループに分けられ,

PartⅠは基本的に３名ずつ, PartⅡは６名ず

つでカリキュラムに熱心に取り組んだ｡

まず PartⅠでは, 倒れている傷病者に対す

る正しい評価方法, ＣＰＡに対する的確な

ＢＬＳ (Basic Life Support＝一次救命処置：

心臓マッサージと人工呼吸) , ＡＥＤ

(Automated External Defibrillator＝自動体外

式除細動器) の使い方, ポケットフェイスマ

スク (感染防御器具) やフェイスシールドを

用いた人工呼吸, そしてバッグバルブマスク

(ＢＶＭ) による換気などが行われた｡

PartⅡはシナリオ・シミュレーションまで

PartⅡでは, 経口気管挿管, ＣＰＡのモニ

ターによる鑑別と除細動, そしてシナリオ・

シミュレーションに取り組んだ｡ 絶え間ない

心臓マッサージと換気, ＶＦハンターをテー

マに, ケースシナリオ・シミュレーションを

行うもの｡ 前半で習得した基礎のスキルを組

み合わせ, チームとしての蘇生に力を尽くす

とともに, 救急処置は一人ではできないこと

から, チームのリーダーが全体を見渡し, 傷

病者の状態を把握しつつ治療方針を立て, 声

で治療方針を知らせる｡ それがアルゴリズム

(治療方法) の宣言であり, リーダーを交代

しつつ, ＡＣＬＳという共通のアプローチが

受講者全員に身に付いていくことになる｡

PartⅡの当日は, 20代から80代まで, 個々

の職種や力量に応じてシナリオが選択され,

受講者は全力で取り組んだ｡ インストラクター

は医師, 看護師, 救急救命士らベテラン17名

から成り, 小グループに対し懇切丁寧に指導

が行われ, 終了時には各チームとも充実感あ

ふれる雰囲気に変わっていた｡ このように職

種を超えた合同訓練が重ねられていくと, 実

際の現場でも顔の見える連携が可能になり,

救命活動が一層スムーズに進むことが期待さ

れる｡

ＡＣＬＳ研修会を今回は２回コースで開催

したが, 府医では今後もいろいろなかたちを

試み会員の声も聞きながらより充実させてい

くことにしており, 会員に広く参加を呼びか

けていきたい｡

コースを２回に分け, 小グループで懇切丁寧に
第第５５回回心心肺肺蘇蘇生生法法講講習習会会開開くく

熱気あふれる講習会場
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裁判員制度について

平成16年５月21日, ｢裁判員の参加する刑事裁判に関する法律｣ (裁判員法) が成立し, ５月

28日に公布, 平成21年５月までの間に裁判員制度が始まります｡ 詳細については不明な点も多

いのですが, 現在判明している範囲で制度の概要について説明します｡

◆裁判員制度とは
裁判員制度は国民に裁判員として刑事裁判に参加してもらい, 被告人が有罪かどうか, 有罪

の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です｡

◆裁判員の選定について
裁判員は事件ごとに, 衆議院有権者名簿から無作為に抽出, 選定されます｡ 重大な刑事裁判

への参加を義務付けられ, 裁判員候補者名簿に収載されます｡ 収載と同時に本人にその旨が通

知されることになっています｡ 該当裁判が決定されると, 指名者に対して裁判員選任手続きの

期日が設定され, 出頭が義務付けられます｡ 参加を希望しない場合は, ここで辞退理由の審議

も行われます｡

◆裁判員に選定されると
裁判員に指名されると, 公判への立ち会いや公判前整理手続き(※) に引き続いて公判審理が通

常, 連日にわたって行われます｡ このため裁判員は数日間拘束されることになります｡

※第１回公判期日前に, 検察側, 被告人側双方が公判における証明予定事実を相手側に提示し, さら

に証明予定事実を証明するために用いる証拠の取り調べを請求することにより, 公判で取り扱うべ

き争点を整理するという手続き

◆裁判員の辞退について
裁判員は原則として辞退はできないことになっていますが, 辞退可能な要件としては, 『裁

判員法16条』 において ｢70歳以上の高齢者｣ ｢学生および生徒｣ ｢病気療養中の者｣ ｢育児, 介

護を要する親族を抱える者｣ ｢父母の葬式など社会生活上重要な用務を有する者｣ ｢事業におけ

る重要な用務を自ら処理しなければ, その事業に著しい損害が生じる恐れのある場合｣ などが

規定されています｡ 医療においては, 大部分の業務が医師資格に関与するもので, 特に, 医師

一人で運営している診療所で重症の患者を抱えている場合は裁判員免責条件に該当することも

考えられます｡ ただし, 医師であることが絶対的な理由にならず, 選任されることもありえま

す｡

◆その他
・日当は支払わられますが休診した場合の報酬の補償が確保されることはありません｡

・裁判員選任手続きにおける質問に対して虚偽の陳述をしたときは過料に処せられる事があ

ります｡

実際その名簿に収載されてからの対応については現時点では十分な情報がありませんので,

今後適宜京都医報にてお知らせいたします｡
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この度, 京都府医師会勤務医部会20年の記念誌が編纂され, ５月26日

(木), 赤坂幹事長より油谷会長へ ｢京都府医師会勤務医部会20年史｣ が

提出されました｡

記念誌には, 昨年の勤務医部会総会での20周年記念シンポジウム ｢21

世紀の医療｣, 歴代会長よりの寄稿, 歴代幹事長による座談会, 歴代幹

事名簿, 学術奨励賞受賞論文一覧等を掲載しております｡

各病院に１部お送りいたしますので, 是非ご一読いただきたく存じます｡

今後の勤務医部会活動として, 日本医師会勤務医委員会との協調を強め, 勤務医部会総会などを

通じて勤務医の交流・親睦を深めるとともに学術奨励賞

の表彰 (今年度新たに新研修医のための研修医学術奨励

賞を新設), 日本医師会・府医師会への入会促進 (府医

融資斡旋制度の紹介, 勤務医のための入会パンフ作成等),

地域医療活動への参加 (乳がん検診 (施設検診)・基本

検診への協力), 学術活動 (文化講演の開催・勤務医部

会より府医の各種委員会へ委員を派遣) 各種の勤務医師

問題の検討 (勤務医名簿の作成・アンケ－トの実施・女

性医師問題・勤務医の労働問題の検討) 等に積極的な取

り組みをしていきたいと考えております｡

麻酔科標榜許可の審査に係る医療法施行規則の
一部改正の留意事項について

麻酔科標榜許可の審査については, 従来通知に基づいて行われていたところでありますが, 今般,

個人情報保護法に関連して医療法施行規則が一部改正され (本年４月１日施行), 当該基準を省令と

して位置づけるとともに, 基準内容が見直されました｡

これにより麻酔科標榜許可は, 医師免許を受けた後, ①麻酔の実施に関して十分な修練 (麻酔指

導医の実施指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう｡) を行うことのできる病院ま

たは診療所において２年以上修練したこと②２年以上麻酔の業務に従事し, かつ麻酔を主に担当す

る医師として気管への挿管による全身麻酔を300症例以上実施した経験を有していることのいずれか

の基準を満たす場合に与えられることとなりました｡

許可を受けようとする医師は, 修練を行っていた医療機関等に対して麻酔記録, 手術記録等必要

な書類の提供を求めることができますが, その場合の当該個人情報は, 個人情報保護法第23条第１

項第１号 ((個人データの第三者への提供制限の例外) に該当するものであり, 個人情報取扱事業者

である医療機関の長は, 患者の個人情報の提供に当たって患者本人の承諾を取る必要がなく, また

許可を受けようとする医師は当該個人情報を麻酔科標榜許可の申請以外の目的に使用することはで

きないとされていますので, ご留意ください｡

油谷会長に20年史を手渡す赤坂幹事長
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保健所の医者は暇と思われがちですが, 見え

ない仕事が多く, 事業と事業の間のこまごまと

した応対や書類の作成, 決裁で結構忙しい｡ 例

年少し余裕の出る１月から３月の時期も今年は

特別養護老人ホームや老健施設などでのノロウ

イルス感染予防対策でこのゆとりもなくなって

しまった｡

広島県福山市の特別養護老人ホームにおいて

発生したノロウイルスの集団感染で死者が出た

ことを受けて17年１月10日厚生労働省から ｢高

齢者施設における感染性胃腸炎の発生・蔓延防

止の徹底について｣ 速やかな連絡の徹底が通達

された｡ 次いで２月１日には ｢医療施設におけ

る院内感染の防止について｣ の通達が出され,

MRSA, VRE およびノロウイルスに対する院内

感染防止に関する留意事項が通知された｡ １月

以後の病院への医療監視の際にはノロウイルス

院内感染への対策強化もお願いしてまわった｡

ノロウイルス感染症は感染性胃腸炎として感

染症法の５類に入る｡ 全例報告の義務はない｡

定点医療機関によって, 観測される疾患である｡

しかも, 検体の検査項目にロタウイルスは入っ

ていたが, ノロウイルスはなかった｡ 集団感染

が発生したとしても, ｢食中毒疑い｣ として保

健所に連絡されないときには, 検便やふき取り

検査など積極的疫学調査は, 死者が出るとか,

社会的に特別な意味付けがある場合に限られて

いたため, 集団感染発生件数の把握方法もなかっ

た｡ ウイルス検出技術の進歩もあり, 昨年は近

畿各地での医療機関や学校などでの集団感染が

多く報告され, 注目されてきた｡ ノロウイルス

検査は診療報酬点数表に収載されていない｡ 昨

年までは検査機関に依頼しても高額で結果が出

るまでは２～３週間もかかった｡ したがって病

院内で急性胃腸炎が発生した場合も, ウイルス

検査は出しにくい｡ ただし ｢食中毒疑い｣ とし

て保健所へ報告された場合には, 保健所が検便・

食材などの細菌学的検査を含めた疫学調査を行

う｡ ウイルス検査の結果は４～５日で判明する

が, 食中毒ではなく集団感染となれば, 原因菌

が確定しているため感染拡大防止対策も効果的

に行うことが出来る｡ 集団感染事例の広報につ

いては本年１月以後されていたが, ３月下旬よ

り変更され, 重篤な患者が発生したとき以外は

広報されないことに変更されている｡

ノロウイルスによる胃腸炎はまず突然の嘔吐

で発症することが多い｡ その時の吐物にはウイ

ルスが含まれるため, 次亜塩素酸ナトリウムに

よる消毒, 換気, 手洗いの徹底などのノロウイ

ルス感染予防対策が効果的にされなければ, 吐

物処理に当たった看護師や同室者に感染し, 嘔

吐場所がトイレや洗面所であれば, そこを共用

する者が感染し, 中々終息しない｡ 看護師や介

護士が感染すると, 勤務のやりくりが難しくな

り病棟閉鎖に陥る事もある｡ そのためにも, い

ち早く胃腸炎の原因を確定することが必要であ

る｡ オムツ介助が必要な高齢者が多く入院して

いる病棟を持つ病院では, 老健施設と同じよう

に, 集団感染となり易い｡ 集団感染が起こって

しまった時は, 感染防止対策のどこかに齟齬が

あったことになる｡ 外部の眼で見て始めて問題

点が見えることもあるため保健所は現場を見せ

ていただいている｡ 保健所が検査や消毒, 必要

経費の補助など出来ない場合でも何か役立つこ

とがあると信じて臨んでいる｡

本年１月にノロウイルスの集団感染を経験し

た特別養護老人ホーム洛和ヴィラ桃山の施設長

である福間誠之先生がその顛末をいち早くまと

め研究報告として, 日本医事新報５月14日号に

発表されました｡ 勤務医として深く敬服し, 保

健所として感謝申し上げます｡

保健所の仕事
府医勤務医部会幹事 (京都市伏見保健所長) 伊藤 英子
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新医師臨床研修制度の行方

昭和40年前後の全国大学紛争の一環とし

て争われた ｢インターン制廃止｣ 運動を機

会に, 昭和43年よりは医師の卒後教育とし

て ｢研修医制度｣ が開始された｡ この制度

が従来のインターン制度と異なった点は,

医師国家試験が医学部卒業と同時に行われ

たことである｡ そのため, 卒業生は医師免

許を取得した後に, 初めて臨床の現場に出

ることになった｡ もう一つの大きな違いは,

金額の多寡は別にして, それまでの無給制

が有給制となった点である｡ 私は, この制

度が開始されて間もない昭和48年に卒業し

たが, 研修医としての初任給は７万円程度

であったことを記憶している｡ その後, こ

の研修制度は臨床の現場に徐々に定着して,

平成15年度までつづいてきた｡

これまでの研修医制度では, 卒業生のほ

とんどは大学病院で研修を実施し, しかも

多くは選択診療科でのみ研修を行うストレー

ト研修であった｡ また, 卒業生は大学の医

局に属して研修を行った｡ それゆえ, これ

までの大学教授を頂点とするピラミッド型

の医局講座制が継続され, それを研修医が

最下層で支える構図を維持することとなっ

た｡ 本来の大学機能は, ｢教育｣, ｢臨床｣,

｢研究｣ の順でその使命が問われるところ

であることはいうまでもない｡ しかし, 現

実の大学の中では ｢研究｣, ｢臨床｣, ｢教育｣

とその順がまさに正反対の日常が繰り返さ

れている｡ このような矛盾に満ちた卒前・

卒後教育の状況では, 時代の要請である患

者の立場を良く理解した医師の養成は到底

に不可能であった｡

専門的医療を優先する大学では, 必然的

に ｢医療の視点｣ が医療者サイドに偏る｡

また, 専門性を重視するあまり, プライマ

リ・ケアがおざなりとなる｡ このような教

育を受けた大学卒の研修医が市中病院での

実践医療を行う時, 彼らが感じるギャップ

は相当なものである｡ その結果, 患者・家

族, 同僚の医療関係者よりのクレームは絶

えることがなく, 時として医療事故にも繋

がりかねない事象が生じている｡ このよう

な問題点を多々含んでいた研修医制度が,

見直されることもなく, なぜ35年間の長き

にわたり続いてきたのか｡ その理由には様々

なことがあげられるが, いずれも医療者サ

イドの身勝手な都合が一因であったことは

否めない｡ 悲しい現実としては, これまで

大半の研修医の属していた大学関連より,

研修制度に関わる抜本的な改革案がだされ

てこなかったことである｡

さて, ｢臨床研修は, 医師が, 医師とし

ての人格をかん養し, 将来専門とする分野

にかかわらず, 医学および医療の果たすべ

き社会的役割を認識しつつ, 一般的な診療

において頻繁に関わる負傷または疾病に適

切に対応できるよう, プライマリ・ケアの

基本的な診療能力 (態度・技能・知識) を

身につけることのできるものであること｣

とする理念のもとに, これまでは自主的で

あった研修が, 義務化された ｢新医師臨床

研修制度｣ も早一年が経過した｡ この制度

で, 特に大きく変わった点は, これまでの

研修の中心が大学より研修指定病院として

認可された市中病院に移った点である｡ 平

成17年度のマッチングの結果では, 大学で

の研修希望者は50％を切っている｡ 京都市

立病院では, 昭和43年からの臨床研修指定

病院の経験を踏まえて, 昨年度はこの新制

度による研修医19名を受け入れた｡ この１

年間を経験して, 研修内容をリサーチ中で

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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あるが, 全員がほぼ研修目標を達成してい

る｡ その他の研修内容以外の待遇, 設備,

休暇, 図書・インターネット環境等におい

ても, 不満は感じられないアンケート結果

を得ている｡ また, 精神的な落伍者もなく,

順調に育っている感じがする｡ しかし, 問

題点は山積みで, 指導体制, 経験症例数等

における充足度については不十分なところ

が多い｡ なかでも指導医に対しては経費的

な補助も十分でなく, 臨床を行いながら手

弁当で行っている状況である｡ 多忙を極め

る日常業務のなかでの, 教育的業務の負担

には限界がある｡ 今後は専任の教育担当係

の設置を考慮しなければならい｡ 平成17年

４月からは, 新制度下での ｢Ｈ17年採用研

修医｣ が新たに研修に参加し, ｢Ｈ16年採

用研修医｣ は２年目の研修を開始する｡ 必

修科であるが, 初めての経験でもある精神

科, 産婦人科, 地域医療の研修がスタート

する｡ 地域医療に関しては, 地元の開業の

先生方の診療所での研修も行う予定である｡

1970年代に開始された研修医制度が約30

数年ぶりに改正された｡ この新医師臨床研

修制度が日本の医療界の現場に定着して,

馴染みのあるものとして認知されるには,

いましばらく時間が必要である｡ いかなる

制度も欠陥があり, いずれ見なおしが必要

である｡ しかし, 最近の新聞報道によると

全国の医学部長・付属病院長会議で, 早速

にこの新制度の見直しが, 廃止を含めて論

じられたようである｡ 大学の人出不足を解

消するための自己中心的な考えが突出した

感があるが, 先の会議が論じた内容は余り

にも性急すぎるのではないか｡ 私自身の経

験にてらしても, 新制度はこれまでの制度

より数段すぐれていると実感している｡ 卒

後研修のあり方をめぐっては, 今後も継続

した議論が必要と考えるが, 少なくとも視

点は ｢患者のための医療｣ であり, これに

答えうる ｢良医を育成｣ していく必要があ

るものと考えている｡

｢地域医療｣ で実際に研修医の教育を担

当されている医師会の先生方もおられると

聞いている｡ これらの経験を踏まえて, 研

修医の育成に対しての会員の皆様方よりの,

ご意見を賜れれば幸いである｡

(府医情報企画委員会委員・中西

古川 啓三)

■定期の予防接種による事故の防止について■

今般, 厚生労働省より, 定期予防接種による事故の防止についての通知 (勧告) があり

ました｡

本通知は, 茨城県, 東京都, 愛知県, 三重県および大阪府管内の市区において, 有効期

間が経過したポリオワクチンを接種した違法な事例が相次いで発生したことを受けて, 市

町村に対しこの種の事故の再発防止を求めるものです｡

あわせて, 個別の予防接種におきましては, 各医療機関において必ずワクチンの有効期

間の確認を行うようご留意ください｡

なお, 事故の再発を防止するため, ｢予防接種間違い防止の手引き｣ を予防接種ガイド

ライン等検討委員会が作成しておりますので, お求めの方は京都府医師会地域医療課

(TEL 075－315－5274, FAX 075－315－5290) までお申し出ください｡
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３. ｢愛国教育｣ という名の ｢反日教育｣

｢愛国無罪｣ －動機が国を愛するものなら

たとえ少々行き過ぎた行動でも罪に問われな

い｡ これで北京日本大使館の窓ガラス41枚が

割られ, 壁がペンキで汚され, ペットボトル

５千本, 石５千個が投げ込まれた｡ 日本のスー

パーが攻撃され, 日本料理店が破壊され, 日

本人が殴られた｡

｢日本の一部の軍国主義者｣ と ｢同じ被害

者である一般の日本人民｣ とは区別すると言っ

ていた中国政府の日本批判は80年代初めから

変貌する｡ 70年代後半は小学校高学年から課

外授業として映画館に戦争映画をみんなで観

に行く｡ 対日・対国民党軍との戦闘や, 最後

には勝利する八路軍, 新四軍の場面ばかりで

あったが, 日本軍の残虐行為をことさらに強

調することはなかった｡

80年代後半になると映画館に加え小学生,

中学生は遠足で各地の抗日記念館に行き日本

との戦争のことについて教えられ, 感想文を

書かされる｡ 日本軍, 日本人の残虐さを強調

し, 他方共産党軍の勇敢さ, そしていまの平

和は現政権のおかげであると述べれば正しい

答えであり, 間違っても戦争は日本の侵略で

はなかったと書く生徒はいない｡ 学校教育で

反日思想の共通認識が形作られる｡

記念館では憲兵が抗日戦士を拷問する残酷

な蝋人形を見せられ, 断首寸前とその周りで

薄ら笑いを浮かべる日本兵の写真, 杭に縛ら

れた中国人を銃剣で刺殺しようとする写真,

累々と積み重なる万人抗の骸骨, 強姦した女

性との記念写真, 捕虜のみならず一般市民の

生き埋め, 逃げただけで射殺された農民の屍

体の写真などが展示されている｡ これに対し

て, 祖国解放に勇敢に突進する解放軍兵士｡

これらの写真・映像が子どもたちの幼い脳裏

に刷り込まれていく｡ デモ参加者にはあのシー

ンが蘇り, あれほど残酷なことをした日本だ｡

領事館, 大使館に石や卵を投げつけたり, 日

本人を殴ることぐらいまだまだ生ぬるいこと

ではないかと思っても無理からぬことではな

いか｡

89年, 上海の雑踏の中で私は国共内戦を扱っ

た白黒のテレビ放送を見ていた｡ 不利な戦況

の中, 最終的に勝利を収めた共産党軍の将校

は, 国民党軍に味方していた日本の敗残兵を

罰さず, 食べ物さえ与える｡ 貧相な元日本兵

はそれを押し頂きガツガツと貪り食う｡ 最前

列で見ていた１人の老人が私を日本人と見と

がめ, 黄色い乱杭歯を剥き出して何か悪態を

ついて迫ってきた｡ 私が訪れた89年５月の時

点では ｢雷鋒に学べ｣ 注) 的な献身的労働者を

讃えるようなスローガンが色あせ, 腐敗社会

のまやかしに過ぎないと政府, 役人への批判

が大きなうねりとなっていた頃である｡ ｢�

小平｣ の名の発音は ｢小瓶｣ と同じ xiao ping

で共産党一党支配による経済的停滞, 政治腐

敗, 思想言論の抑圧などに対する国民の不満,

怒りが政府に向けられておりDadao (打倒)

xiao ping ｢小瓶 (小平) 打倒＝政府, 幹部に

たいする抗議｣ と叫びながら無届デモが行わ

れていた｡

89年６月の天安門事件を反政府暴動とみな

し, 武力で鎮圧した政府指導者はそれまでの

政治思想工作が不十分であるとし, ｢愛国教

育｣ に力を入れるようになった｡ 89年総書記,

93年に国家主席となった江沢民は親米・反日

主義者であり, 彼は抗日戦50周年の95年６月

より愛国・反日思想教育を政策の重点に置い

た｡ “国を愛せよ”というようなマシュマロ

みたいな思想教育ではなかった｡ 大々的に反

日思想教育であった｡愛国主義キャンペーン

と銘打った ｢抗日戦争勝利50周年｣ のセミナー,

展示会を開き, 抗日記念彫刻塑像公園の建設,

新聞では日本軍の侵略を描く記事を連載し,

日本と中国 その２

宇治久世 関 浩
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テレビで連日抗日ドラマを放送し, 書店に

｢中国抗日戦争歴史叢書｣ などが並び, 映画

｢南京大虐殺｣ など ｢愛国映画百篇｣ を上映

し, 学校の体育館で南京事件の写真を貼り出

したのだった｡ この時10代だった子どもが戦

後60周年, 05年４月の反日暴動の主体となっ

た｡

98年11月江沢民国家主席が日本を公式訪問

した｡ 江は宮中晩餐会で ｢日本軍国主義は対

外侵略拡張の誤った道を歩んだ｣, ｢我々は痛

ましい歴史の教訓を永遠にくみ取らなければ

いけない｣ とおよそ公式訪問にはそぐわない

激しい言葉で日本批判の態度を示した｡ それ

のみか, 行く先々で ｢歴史を鏡として未来に

処する｣ と発言し, それまでの中国側死傷者

を一挙に１千万人も多い3500万人に引き上げ,

日本はこのように中国人民に多大の被害を与

えたと非難したのであった｡ 史上初めて中国

国家元首を迎えて, 日中関係の蜜月を期待す

る気運に冷や水を浴びせ, 大勢の日本人に嫌

中感を抱かせた｡

めざましい経済発展を遂げつつある中国だ

がその結果, 経済所得の格差は増大し, 社会

的不満は蓄積している｡ 大学卒でも３分の１

以上が就職できないという若者の鬱積した感

情が反日デモに向かわせた｡ また, 多民族国

家として各種紛争を火種に抱える中国では政

府に向けられる不満のはけ口も必要だ｡ 何を

もって国を治めるか―日本は便利な悪役であ

る｡ またアジアにおける主導権を握るために,

韓国などほかの国と共同して反日を利用でき

る―反日ほど便利なものはない｡

一方, 日本政府, 政治家, 新聞社・通信社

派遣のジャーナリストたちは, 中国の当時の

すさまじい反日教育を知っていた｡ 知ってい

て何もしなかった, 沈黙していた｡ 公費で赴

いた日本の研究者・学者たちもいただろうに｡

彼らはなぜ, だんまりを決め込んだのか？

メディアはなぜ傍観者の立場をとったのか？

あまりに激しいキャンペーンが無力感を生み

彼らを黙らせたのか｡ その時その時の政治的

思惑が事を荒立てない, ことなかれの対応を

生んだのか, 結局中国の反発を恐れ国として

外交上の抗議をしてこなかった｡

反日思想にあふれた中国の教育は両国の利

益にはならない, と指摘し, 訂正を求めるべ

きであった｡ 戦後の平和に向けた日本の努力,

教科書のどこにも戦争を美化してはいないこ

とをはっきりと言うべきであった｡ それによ

る摩擦はあるかもしれないが, ただ“日中友

好”とお題目を唱えて済む相手ではない｡

05年４月時点, 日本の中国進出企業は１万

８千社を超えた｡ 経済援助とともに中国経済

の大きな牽引役, 雇用創出に役立ったのが日

本企業であった｡ それすらも中国市場を支配

し大きな利潤をあげ経済支配を狙っている｡

だから日本製品のボイコット, 日本企業を攻

撃してしまえとなる｡ 中国進出企業―これら

が将来人質となる恐れがある｡

注) ｢雷鋒に学べ｣ ：雷鋒は貧農の家に生まれ, 苦し

い少年時代を過ごす｡ 解放後, 新政府に引き取ら

れ学校にも行くことができ, 60年入営し自動車兵

となる｡ 毛沢東思想を学び, 自分個人の安楽や利

益, 栄誉を考えず, 善行に明け暮れるが, 62年自

動車事故で殉職する｡ 毛沢東思想の最高の模範と

して63年称賛され映画, 訓話に取り上げられる｡

60年, 61年, 毛沢東が建設を命じた人民公社と彼

の経済政策の失政により２千万人が餓死し失墜し

た毛沢東と党の権威を回復するための思想統制を

目的として大規模に取り上げられた｡

(次号に続く)

会
員
の
声
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宇治久世医師会は京都市の南に隣接する宇

治市, 城陽市, 久御山町をテリトリーとして

います｡ 人口は29万人, 高齢化率は16％です｡

京都府下では他の市町村と比べますと, 比較

的若い世代で構成されています｡

当医師会は1947年に久世郡宇治郡医師会と

して43人の会員で発足しました｡ それから60

年近く経過し, 会員数は約450名を擁する大

きな地区医師会に発展しました｡ Ａ会員とＢ

会員はほぼ半々です｡

地区内には16の病院があります｡ 13の医療

法人または福祉法人の病院と, 府立の病院が

２つ, 独立行政法人の病院が１つです｡

当医師会は1997年に ｢社団法人｣ の認可を

受けました｡ それを契機に地域に奉仕する団

体として, 公益事業にも積極的に取り組みま

した｡ 最も大きな事業が訪問看護ステーショ

ンの開設でした｡ 在宅医療を実施している開

業医の先生方と提携して積極的に事業展開し

ています｡

昨年は市民向けに２回公開講演会を開催し

ました｡ 内容は ｢痴呆にならないための生活

習慣｣ と ｢禁煙したい人, させたい人集まれ｣

でした｡ この種の講演会は市の広報紙で取り

上げてもらうなど, 広報の点で行政にも積極

的に協力してもらっています｡ 参加者は市政

だよりを見て参加する市民が多いように思い

ます｡

行政や消防署員をも対象にした救急災害講

演会も毎年行っています｡ 昨年はトリアージ

の実習をしました｡ 医師会員, 医療機関の職

員, 消防署の救急救命士が100名近く受講し

ました｡ 今年行っていればもっと参加者が多

かったと思います｡ 今年度は AED (全自動

式体外式除細動器) 市民普及をめざして講演

会を予定しています｡

会員向けには年に４～５回の学術講演会,

伏見医師会との合同学術講演会, 検診事業で

行う乳がん, 大腸がん, 胃がん, 肺がんなど

の症例検討会も毎年恒例で行っています｡

また, 当医師会では平成３年度より耳鼻咽

喉科医師の協力により, 喉頭がん検診を実施

しています｡ 早期発見により声を失うことの

ないよう呼びかけ, 昨年度までに延べ1320人

が受診され, ５人のがん患者が発見されまし

た｡

会員向けのレクレーションとして以前は,

日帰りバス旅行や, 一泊旅行を行っていまし

たが, 年々参加者が少なくなり, 近年はミュー

ジカル観劇や食事会を催しています｡ 一昨年

は大阪で行われている劇団四季のアイーダを

観劇しました｡ 家族同伴もＯＫでしたので,

久しぶりに沢山集まりました｡ 以前は医師会

が費用の一部を負担していましたが, 法人化

してからはこの種の出費はできないというこ

とになりました｡ そのため互助組合である共

済組合から補助金を出すことにしましたが,

参加者が共済組合員に限られてしまいますの

で問題が残ります｡

宇治久世医師会のホームページアドレスは

http://www.ujikuse.kyoto.med.or.jp です｡ 今後

の課題として, アップデートなお知らせや,

会員の意見交換の場を提供できれば良いと考

えています｡

宇治久世医師会
会長

�橋 権也
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また ヘッドスキンに

紫陽花が好きである｡ 第一日赤の向かいの東

山通に沢山咲いている処がある｡ 今日は入梅な

ので, 暫くは色が変化していくのが楽しめる｡

前号で, チョット休ませてもらいますと書い

たが, 考えてみれば今まで自分自身の形質細胞

腫のことを書いてきて, 再発して, 頭の中が真っ

白けになったからといって, ここで休んだら

『お前, そりゃないやろ！』 ということになる

んではないかと思い, どんなことを思ったりし

ているかを書くことにした｡ たいしたことは考

えもしていないが……｡

一昨年, 最初に書いたように, 胃がんで手術

をして, まず再発はないでしょうとか, 前立腺

がんで手術にホルモン療法を組み合わせたらか

なりもつでしょうといったような悪性腫瘍でな

いだけに, 再発してくると 『今後, どうなるん

やろうか？』 という不安が頭にこびりついてい
・・・

る｡

さしあたり今は, VAD 療法中で, あと３日

で１クールはおわる｡ それで化学療法の効果を

見て, 次の一手を考えられるのだと思う｡ 小生

の形質細胞の異常増殖という点では同様な, 多

発性骨髄腫に有効であるサリドマイドを主治医

の中川部長が外国から輸入の手続きを終えてく

れた｡ 国内でも, この７月から治験が始まるよ

うだ｡ 血液センターの藤井所長が来られて, い

ろんな治療のチョイスをお話していただき, 帰

られた｡ それから, 家内と少し話をして, 治療

としてできることは, 考えようということになっ

た｡

親父は婦人科の医者で小生の歳に死んだが

『長生きすることが人生の一番大切なことや』

と言うていた｡ 今小生57歳であるが, まだ母親

が元気でいる｡ 逆さまごとは出来ればさけたい｡

家内も, 喧嘩相手もいなくなるし, 演奏会や落

語にも一人で行っても楽しくないと言うし, 何

とか血液学の先生の治療に大いに期待して, や

る気を出そうと思っている｡

宮部みゆきの ｢ぼんくら｣ を読んで, 次に家

にあるのを知らんと買った ｢日暮らし｣ の上下

を読むつもりでいたが, どうも軽い｡ そこで３

回目になるが 『剣客商売』 の文庫本を買ってき

てもらって読んでいる｡ 字がおおきいのがいい

(笑)｡

昨日は売店で文芸春秋を買ってきて読んだ｡

一番最初の随想のとこに 『長靴を履いた教授さ

ま』 という, 牡蠣の森を慕う会代表の畠山重篤

さんの文が載っている｡ 気仙沼湾で牡蠣の養殖

をされている畠山さんが京大のフィールド科学

教育研究センター社会連携教授という称号を授

与されたわけである｡ ことの発端は平成15年３

月に京都で行われた世界水フォーラムに出席依

頼があり漁民による森づくり ｢森は海の恋人｣

運動の経緯を発表されたことらしい｡ 同じセク

ションに京大の教授が出ておられ聞いておられ

たので, 同年11月に三陸の畠山家に３人の京大

教授が来られた｡

林学・水産・河口域生態学の各教授が15年も

前から気仙沼の漁師の皆さんが森と海の関係に

気づかれたことに敬意を表し, 我々の大学に林

学の演習林・理学の臨海実験所・水産の水産実

験所を統合し, 京都大学フィールド科学教育研

究センターを設置した｡ そして人と自然の共存

のあり方を提示しうる, 森里海連環学という全

く新しい学問を起こす事になりました｡ そして

｢フィールド研創設のシンポジウムがあるので

すが, 依頼していたスエーデンの著名な海洋学

者が急病で来られなくなったので, その基調講

演をぜひともお願いしたい｣ ということであっ

た｡

畠山さんが言われるには, 理系・文系の学者・

学生・一般の人を交えての聴衆は熱心に聞き入っ

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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てくれた｡ 全学共通教育としてのリレー講義と

いうのも経験された｡ 100人中30人は法学部の

学生であった｡ それ以外にも医学・文学・経済・

工学そして農学部という混成部隊であったらし

い｡ ｢今までで一番の講義でした｣ と学生は持
・・

ち上げてくれている｡

そして次の最後の一文で, 大声で笑ってしまっ

た｡

86歳のおふくろに報告すると ｢真にうけては

いけない｣ と諭された｡

畠山さんももちろん偉いが, そのお母さんに

も感服させられた｡

実は前日, テレビのニュースで和歌山の海岸

にアカウミガメが産卵に来るんだが, 何十年も

にわたって毎年どれくらいの亀が産卵に来てい

るのかを丁寧に記載されている方が出てこられ

ていた｡ もちろん減少しているんだが……｡ 海

岸の砂浜が少なくなったことや, 河口が云々と

言われていたんで, 多分ウミカメの産卵も大き

く考えると川の上流の森から河口, そして浜辺・

海と一連のものがあるんであろうと思った｡

一昨年, 昨年と入院したが, その時は衛星放

送が入らなかった｡ 衛星放送が入ると大リーグ

の試合, 映画もまたクラシック音楽の放送も見

られる｡ 本ばかり読んでいられないので, 随分

助かる｡ 昨日シャワーをすると急激に髪が抜け

始めた｡ 今日はそれに輪をかけて酷い(笑)｡ そ

ろそろ, お寺さんにならんとあかんようである｡

ステロイドの大量療法のために眠られぬ夜が

続いているが, 予後について心配で寝られない

わけではない｡ 過日も半分うつつで小生のお葬
・・・

式の場面が出てきた｡ 棺桶から眺めていると能

天気おばさんが来られた人と挨拶している場面

が垣間見られた(笑)｡ 米朝師匠の ｢地獄八景亡

者戯｣ を聴きすぎているのかなあー｡

(2005.６.11)

青葉の色も日増しに濃くなり, 日差し

も夏らしくなりました｡ 今月の句会は,

先生方のご都合により, 出句のみという

ことになりました｡ 来月は句会で皆様に

お会い出来るのを楽しみにしています｡

(当番 井上代志子)
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上山 青柿
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田村江津子
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西村妃佐子
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福原 宏一

.�/�012345�6789
井上代志子

６月例会

京都府医師会ホームページ
���������		
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※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｡
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杉

６月になり, 梅雨に入った｡ 朝早くから縦横無

尽に飛び交っている鳥たちがいる｡ 此処と思えば

またあちら, とにかく素早い｡ 大きく円を描くよ

うに, 横転・宙返り, 急上昇・急降下, 何でもあ

りだ｡ 自由自在に飛び回る流線型のそれは, 尾羽

が二つ割れなので, つばめだとすぐわかる｡ (い

わゆる燕尾型) 飛んでいる蝿, 蝶, 蛾などを空中

捕食しているようだ｡ 時々思い出したように電線

に止まって, いっせいに ｢土食って, 虫食って渋

い｣ と鳴く｡ どうやら美味しくなかったらしい｡

さてつばめ (別名つばくろ) は, 皆様知っての

とおり, 冬鳥のかもがシベリアなどの北方に帰っ

ていくのと入れ替わりに, 東南アジアの南国から

一番早くやって来る, 身近な夏型の渡り鳥で, 早

ければ３月半ばから, 桜前線と共に北上して来る

かの如く現れる｡ 越冬するつばめも, 一部いる｡

厳密にいうと発生分類学上, つばめ (燕－スズメ

に近い) 系とあまつばめ (雨燕－かわせみに近い)

系に分けるが, 姿と飛行形態は似ているので, あ

えて区別する必要はないと思う｡ あまつばめの一

種, あなつばめの唾液で造られる燕の巣は燕窩と

呼ばれ, 東南アジアの海辺の洞窟で採取されるが,

中国料理の超高級スープとして食され, 楊貴妃が

好んだ事で有名である｡

つばめの一番苦手な天敵はヘビである｡ 辺りが

暗くなると, 梅雨時の雨音にまぎれて, アオダイ

ショウが忍者の如くそっと忍び寄り, 大切な卵は

もちろん雛までも, 文字通り一つ残らず“丸呑み”

するのだ｡ だから繁殖期には, 人の住む家の, 安

全な軒下に巣作りをする｡ 稲穂を食い荒らすスズ

メと違い, 害虫をも食べてくれる益鳥であり, つ

ばめの巣作りは, 幸運の前兆として歓迎してくれ

る人々が大多数である｡

巣の中で四羽のつばめの子が賑やかに鳴く｡

｢真っ黄ぃろ 喉元鳴らし つばめの子｣

話は変わるが, つばめは芸能界にもしばしば顔

を出す｡ 今回は歌謡曲中, よく知られているナツ

メロを三つ取り上げる｡

｢ サーカスの唄 ｣

唄 松平晃, 作詞 西條八十, 作曲 古賀政男

♪ 旅のつばくろ 淋しかないか

おれもさみしい サーカスぐらし

とんぼがえりで 今年もくれて

知らぬ他国の 花を見た ♪

｢ 越冬つばめ ｣

唄 森昌子, 作詞 石原信一, 作曲 篠原義彦

♪ 娘盛りを 無駄にするなと

時雨の宿で 背を向ける人

報われないと 知りつつ抱かれ

季節にそむいた 冬のつばめよ

吹雪に打たれりゃ 寒かろに

ヒュルリ ヒュルリララ

ついておいでと 啼いてます｡

ヒュルリ ヒュルリララ

ききわけのない 女です｡ ♪

｢ 胸の振子 ｣

作詞 サトウハチロー, 作曲 服部良一

♪ 柳につばめは あなたにわたし

胸の振子がなるなる 朝から今日も

なにも言わずに 二人きりで

空を眺めりゃ なにか燃えて

柳につばめは あなたにわたし

胸の振子がなるなる 朝から今日も ♪

戦後チャンバラ映画がしばらくの間禁止されて

いた頃, その代わりに純愛映画, 純愛歌謡がたく

さん作られた｡ 胸の振子は昭和22年に霧島昇によっ

て初めて歌われ, 大人の男女の恋愛を切なくも,

さらっと歌っている名曲である｡ 以来プロの歌手

によって好んで歌い継がれ, 私の記憶しているだ

けでも, 雪村いずみ, 石原裕次郎, 由紀さおり・

安田祥子姉妹, 伍代夏子, 桑田佳祐さん等が歌わ

れている｡ 昨今, 韓流純愛映画とその主題歌 (特

に冬のソナタ) が流行っているが, 名曲♪胸の振

子♪は時代を超えた日流純愛歌である｡
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ぼう ゆめき
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高コレステロール血症治療薬ロスバスタチンカルシウム
(商品名クレストール錠) の販売管理体制について

このたび承認された上記薬剤について, アストラゼネカ(株)および塩野義製薬(株)より本会に対

して販売方針の説明がありました｡

本剤は主に海外データを使用してのブリッジングにより申請を行い, 承認された初めてのHMG-CoA

還元酵素阻害薬 (スタチン) であり, 日本人の臨床データは限られたものとなっております｡

このことから, 上記２社では, 日・米・欧で合意された ICHE2E ガイドラインに準拠した国内初

の ｢医薬品安全性監視の計画｣ を策定し, その計画に基づいた特定の製造販売後調査対象施設にお

いて安全性データを集中して収集し, まずは日本人における安全性を十分に確認することを最優先

に行っていくとの方針で, 当面販売活動を自粛されます｡

本剤をご発注の際には, 処方元の医療機関が上記, 製造販売後調査の実施可能施設であることを

確認の後に, 特約店から配送する“特定管理品目”の体制での対応となることをご了承くださるよ

うお願いいたします｡

なお, 上記のような体制での販売はすでにリウマチ治療薬 ｢レミケード｣, ｢アラバ｣ 等でも行わ

れており, 今後も出てくるものと思われます｡ ご承知おきください｡

医医医薬薬薬品品品等等等ののの回回回収収収ににに関関関すすするるる情情情報報報

以下のとおり医薬品等の回収に関する情報が出されておりますので, ご留意ください｡ なお, 掲

載しているのは ｢クラスⅠ｣ のみです｡ ｢クラスⅡ｣ ｢クラスⅢ｣ に関する情報および回収情報の詳

細をご覧になりたい場合は ｢医薬品医療機器情報提供ホームページ｣ (http://www.info.pmda.go.jp/)

にアクセスしてください｡

[2005年６月：クラスⅠ]

※ 上記に記載のある日本赤十字社の新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ につきましては, 各販売名とも対象ロッ

ト, 数量および出荷時期が異なりますので, 詳細につきましては, ホームページをご覧ください｡

年月日 種類 一般名 販売名 製造販売業者等名称

６／８ 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社

６／９ 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社

６／13 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社

６／15 医療機器
滅菌済み血管処置用
チューブ及びカテー
テル

ハイパーフォームオクリュー
ジョンバルーンカテーテ
ル

イーヴィースリー株式会社

６／15 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社
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図書室へのご要望・ご意見に対する返事

平成16年11月以降の図書室でのアンケートに書かれているご要望・ご意見に対してお答

えいたします｡

１. ＭＲＩ関係の新しい本を希望

→ ｢新版はじめてのＭＲＩ｣ を購入しました｡ (京都医報６月15日号に紹介記事を掲載

しています)｡ ぜひご利用ください｡ また適当な本がございましたらお知らせくださ

い｡

２. ｢性差と医療｣ の年間購読を希望

→トピックスではありますが, 雑誌の年間購読は削減中ですので, 購読は見送りました｡

ご了承ください｡

３. 新しい医籍年鑑を希望

→西日本版が１冊８万円 (毎年発行) と高価な上に, 希望者も少ないので昨年に引き続

き, 購入見合わせとなりました｡

４. 整形外科の雑誌を希望

→月刊雑誌は購入していませんが, 年３冊程度発行の ｢NEWMOOK 整形外科｣ を購入

しています｡ ご利用ください｡

５. 麻酔関係の本を希望する｡

→麻酔科医会に推薦を依頼中です｡

６. 古い本が多い｡ 新しい本の購入を希望する｡

→厳しい財政状況の中, 少しずつ更新中です｡ (最近では形成外科関係で ｢レーザー治

療：最近の進歩 改訂第２版｣, ｢熱傷の治療：最近の進歩｣, ｢やさしいマイクロサー

ジャリー 遊離組織移植の実際｣ の３冊を購入して医報４月１日号にて紹介, また透

析関係では ｢腎疾患・透析最新の治療 2005－2007｣, ｢臨床に直結する腎疾患治療のエ

ビデンス｣, ｢透析療法 専門医にきく最新の治療 第２版｣ の３冊を購入して医報６月

１日号にて紹介しています｡) ご理解のほどお願いいたします｡

７. ネットが普及してきているがやはり本のほうが見やすい｡ 医報にもっと案内記事を出

せばいいと思う｡

→できるだけ案内記事を増やすよう努力いたします｡

８. 遠方の会員にとって目次サービスはありがたい｡

→おかげさまで目次サービスはご好評をいただいています｡ 日医のコピーサービスも充

実していますのでどうぞご利用ください｡ (詳細は図書室担当者まで)

◇今後ともご意見・ご要望があれば図書室までお知らせくださるようお願いいたします｡

図書室検討小委員会
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本校は看護学科３年課程および２年課程と准看護科を設置し, 看護師並びに准看護師の養成

を目指しています｡

本校の教育課程, 進路状況, 学校教育施設などについて, 直接理解を深め, 目に触れていた

だく機会として学校公開を実施しています｡

17年度学校公開を下記のとおり開催いたしますので, 看護職に関心を持たれている方は是非

ご参加いただきますようご案内いたします｡

記

１ 日 時 第１回 平成17年７月30日(土) 10時～12時

第２回 平成17年11月５日(土) 10時～12時

２ 場 所 京都府医師会看護専門学校 合同教室 (５階)

京都市山科区椥辻西浦町１－13 (地下鉄東西線 ｢椥辻駅｣ 徒歩約７分)

電話 075 (502) 9500

３ 対象者 本校受験希望者, 学校関係者および保護者

４ 内 容 (１) 本校の説明

(２) 各課程のカリキュラム紹介

(３) 平成18年度入学試験について

(４) 平成16年度卒業生の国家試験および資格試験の合格状況並びに進路状況

について

(５) 学校施設案内

(６) 実習体験

５ 参加申込 氏名, 性別, 年齢, 所属, 連絡先をご記入の上, ＦＡＸでお申し込みください｡

(学校公開日の１週間前までにお願いします｡)

ＦＡＸ番号 075 (502) 9504

京都府医師会看護専門学校 (学校公開担当教諭 山口茂子)



34

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

村上利樹 Ｂ→Ａ
宇治→
宇治

宇治市五ヶ庄芝ノ東54－２
宇治病院

(0774)
32－6000

産婦

宮崎恭一 Ａ→Ｂ
中西→
中西

中京区壬生朱雀町27－１ 朱雀ハイツ２Ｆ
宮崎循環器・内科クリニック

811－6553 循・内・胃

赤松春義 Ａ→Ｂ
宇治→
宇治

宇治市五ヶ庄芝ノ東54－２
宇治病院

(0774)
32－6000

内

渡邉裕子 Ａ→Ｂ
綴喜→
中西

中京区壬生梛ノ宮町31
京都壬生苑診療所

822－6550 内・神内

訃 報

今西晴治氏／乙訓・２・６月３日ご逝去・78歳
山本 昇氏／西京・洛西南・６月９日ご逝去・67歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

稲川芳子 Ａ 中東 角田 誠 Ｂ 山科 佐藤純香 Ｂ 山科

多田晴彦 Ｂ 山科 古川幸穂 Ｂ 山科 六浦裕美 Ｂ 山科

張替慎也 Ｂ 山科 西川周治 Ｂ 山科 山田拓司 Ｂ 山科

浅野麻衣 Ｂ 山科 児玉 穣 Ｂ 山科 佐々木享 Ｃ 府医大

会
員
消
息
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【報 告】

１. 平成17年６月１日現在の会員数

６月１日現在 4,217名 (＋３名)

２. 総務担当部会の状況

３. ５月度労災審査協議会の状況

４. ５月度基金幹事会の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 京都市休日急病診療所第100回定例理

事会の状況

７. 第５回心肺蘇生法講習会 PartⅡの状況

８. 第15回京都府救急救命士総会・研修会

の状況

９. 平成17年度京都府防災会議の状況

10. 京都府国民保護協議会の状況

11. 京都府・京都市結核発生動向調査委員

会の状況

12. 第７回学校保健委員会の状況

13. 第31回京都府食生活改善推進員連絡協

議会総会の状況

14. 2005年世界禁煙デー ｢さわやか卒煙フォー

ラム｣ の状況

15. 宇治市予防接種健康被害調査委員会の

状況

16. 第６回京都府地域リハビリテーション

協議会の状況

17. 京都府難病相談・支援センター開所式

の状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 臨床研修制度検討委員会の状況

20. 日医ＩＴ問題検討委員会の状況

21. 日医医療情報システム協議会運営委員

会の状況

22. 日医医療に伴い発生する障害保障制度

検討委員会の状況

23. 第９回府立病院のあり方検討委員会の

状況

24. 京都府医療推進協議会第４回代表者会

議の状況

25. 国民の健康を守るための禁煙活動の推

進に向けた要望書の提出

【議 事】

26. 会員の入会・異動・退会19件を可決

27. 常任委員会の開催を可決

28. 京都府医師会諸会費の免除を可決

29. 平成18年度春秋叙勲候補者の推薦を可決

30. 平成17年度 ｢日本対がん協会｣・｢朝日

がん大賞｣ の候補者の推薦を可決

31. 平成17年度公衆衛生事業功労者の厚生

労働大臣表彰候補者の推薦を可決

32. 第８回手話劇コンクール京都大会への

後援を可決

33. 平成17年 ｢母子保健功労者表彰｣ 候補

者の推薦を可決

34. 平成17年度京都府スポーツ指導者研修

会への後援を可決

35. 第18回循環器病チャリティゴルフへの

後援を可決

36. 定例理事会の開催時間変更を可決

37. がん・脳卒中登録事業システムの更新

を可決

38. 学校医部会幹事の委嘱替えを可決

39. 第７回学校検尿事業委員会の日程変更

を可決

40. 京都府こどもの健康支援事業 (アレル

ギー性疾患対策事業) に係る委託契約の

締結を可決

41. 学校心臓検診委員会の開催を可決

第８回定例理事会 (６.２)

理
事
会
だ
よ
り
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42. 医療安全対策委員会委員の交替を可決

43. 府医学術講演会の開催を可決

44. 第４回勤務医部会幹事会の開催を可決

45. 勤務医部会幹事会幹事の交替を可決

46. 第６回臨床研修制度検討委員会・第２

回臨床研修指定病院協議会の開催を可決

47. 臨床研修制度検討委員会委員の委嘱替

えを可決

48. 剣道第１回定例段位審査会への医師の

派遣を可決

49. 看護専門学校臨時教員の採用を可決

50. 都道府県医師会介護保険担当理事連絡

協議会への出席を可決

51. 都道府県医師会医師年金担当職員連絡

会への出席を可決

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 京都府下・京都市域におけるＶＲＥの

保菌状況に関する疫学調査の協力依頼に

関する懇談会の状況

３. 個別指導の状況

４. ６月度保険医療担当部会の状況

５. 平成17年度京都府・京都市生活保護連

絡協議会の状況

６. 京都府ＤＶ基本計画検討委員会の状況

７. ６月度地域医療担当部会の状況

８. 第１回京都市サービス利用実態調査検

討会の状況

９. 近医連学校医研究協議会第１回理事会

の状況

10. 看護専門学校第１回運営会議の状況

11. 第５回日医健康スポーツ委員会の状況

12. 第２回日医勤務医委員会の状況

【議 事】

13. 会員の入会・異動・退会28件を可決

14. 第18回循環器病チャリティーゴルフ運

営委員会顧問の推薦を可決

15. 近医連保険・介護保険担当理事合同連

絡協議会の開催を可決

16. 京都府交通事故医療連絡協議会の構成

員の変更を可決

17. 平成17年度第１回京都府交通事故医療

連絡協議会の開催を可決

18. (財)労災保険情報センター (ＲＩＣ)

平成17年度長期運転資金の貸付けに係る

意見具申を可決

19. 平成17年度学校・地域保健連携推進事

業専門医の推薦を可決

20. 京都府介護認定審査会委員の推薦替え

を可決

21. 京都府社会福祉協議会主催介護支援専

門員受験対策講座への講師派遣を可決

22. 平成17年度介護支援専門員現任研修

(基礎課程Ⅰ) への講師派遣を可決

23. 京都市本能寺特別養護老人ホームの協

力病院および配置医師の推薦を可決

24. 産業医等産業保健スタッフへの母性健

康管理研修会の共催を可決

25. 府医学術講演会の開催を可決

26. ｢平成17年度独立行政法人国立病院機

構南京都病院結核研修会｣ の後援並びに

日医生涯教育受講証 (３単位) の発行を

第９回定例理事会 (６.９)
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可決

27. ｢啓迪 第23号｣ の印刷代支払いを可決

28. 第36回医師会コンサートの共催を可決

29. 第38回医家芸術展の共催を可決

30. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

31. 看護専門学校 ｢学校関係者懇親会｣ の

開催を可決

32. 看護専門学校火災保険の契約を可決

33. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

34. ｢医療関係者のための自閉症セミナー｣

への後援を可決

～ ７月度請求書 (６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｡

医 師 国 保
公示第287号

平成17年７月１日

中京西部選挙区組合員各位

京都府医師国民健康保険組合

理事長 西 祥太郎

第25期組合会議員の補欠選挙について (公示)

今般, 中京西部選挙区選出正木清忠議員のご逝去に伴い, 下記により補欠選挙を行います｡

記

[投 票 日] 平成17年７月10日 (日) 午前９時～午後５時

[投 票 所] 地区医師会事務所

[開 票 日] 即日開票

[定 数] １名

[立候補届出] ７月８日までに中京西部支部岡田楯彦支部長を経由して, 理事長に届出

ください｡ (立候補届は支部長より受領してください｡)

なお, 当該選挙にあたって, 立候補者が定数を超えないときは, その選挙区においては投票

を行わないこととします｡




