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荷 担 滝
写真／服部康夫 (山科)

三重県名張市赤目町にある赤目四十八滝｡
滝とは…水の流れるさまが, まるで煮えたぎっているよ

うに見えるので, ｢たぎる｣ という言葉から始まったそうで
す｡ 数々の瀑布が飛沫を上げる赤目四十八滝はまさしく,
自然の力がたぎるところです｡ 大小48ある滝の中, 五大瀑
布と呼ばれている滝の一つ荷担滝は, 一つの流れが８ｍほ
どの高さから二瀑に分かれた様が, 荷を担いでいるように
見えるところから名付けられたそうです｡

＝ 必 読 ＝

・平成17年10月改定の介護報酬の概要
・平成16年度介護保険シンポジウム
・介護支援専門員アンケート調査報告書(抜粋)

本号付録で同封｡ 是非, ご一読ください｡
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｢骨太の方針05｣ が, ６月22日公表 (６月

21日臨時閣議にて決定) された｡ この中に触

れられた社会保障および医療制度関連部分は

別掲のとおりである｡ 今年度は策定の中間段

階で財務省側が関連審議会の答申等を踏まえ

て, ｢公的医療給付の範囲の制限｣ と ｢医療

費の総枠伸び率管理｣ の方針を具体的に書き

込もうとした点について, 厚労省や厚生関係

議員との間で激しい議論があった事は, 谷垣

財務相も言及しているとおりである｡ 日医も

こうした方針には強い危機感を持って対応し,

最終的に前記の二つの具体的方針は ｢骨太の

方針05｣ には書き込まれないことで決着した｡

しかしながら, なお本文中には本年中に財政

均衡の面から医療費についての具体的方策を

講じる必要性等が記載され, これを受けての

その後の財務省の言動の中では, この具体的

方策が前記の二項目であることが前面に押し

出されている｡ 例年, 次年度の予算編成作業

をひかえたこの時期には, この種の財務省の

発言が多くなるが, 本年度は特に医療制度に

ついて例年にも増して顕著である｡ 前出の二

項目をめぐる議論がいかに激しいものであっ

たかがうかがわれる｡ 直近の2006年度の診療

報酬改定をひかえて, さらに来るべき小泉以

後の政局へ向けて, 今我々はこのような医療

制度をめぐる環境をどう理解し, 何を考えど

う行動するべきなのかを明らかにするために

一度論点を整理しておきたいと思う｡

■ 総枠管理制について
医療費の総枠伸び率管理制という考え方が

財務省および内閣府の諮問会議である経済財

政諮問会議に存在することは周知の事実であ

るが, この議論は我々からするときわめて解

り難いものとなっている｡ その理由は後に述

べるとして, まずは, ｢伸び率管理｣ という

考え方の基本となっている, ｢骨太の方針05｣

にも記述された, ｢伸びの著しい医療費｣ と

いう定性的な表現の話から始めよう｡
・・・

過去20年以上の間に, 数次にわたって厚労

省 (旧厚生省を含む) が示してきた, いわゆ

る ｢将来医療費の予測｣ としての数値が常に

実態とは掛け離れた過大なものであった事は

事実である｡ そして現在は, 厚労省には相も

変らず, 2025～2030年の国民総医療費として

69兆円という過大な予測値が存在している｡

高齢者の人口比率の増加や医療の進歩等を考

え併せても, 我々医療現場の実感としては到

底あり得ない数字である｡

では経済財政諮問会議は“伸び率の著しい”

といわばムード的に表現する医療費について

いかなる予測値を持っているのであろうか｡

本年４月, 同会議はワーキングチームのデー

タとして2025年総医療費が国民総生産に対し

てその12％余になるとの見通しを示している｡

現在の総医療費31兆円は国民総生産の８％余

に相当するので, 後は2025年頃の国民総生産

がどれ程と想定されているかが解れば, 同会

議の医療費としての定量的な予測値が明らか
・・・

になる｡ この点について最近のいわゆる郵政

民営化をめぐる国会審議の中で竹中経済財政

担当相は, 2025年頃の国民総生産は現在の1.5

倍になると予測していることを明らかにした｡

後は単純な計算である｡ 何と驚くべき事に,

同会議もまた2025年頃の総医療費を69兆円前

保険担当理事 安達 秀樹

『2005年 骨太の方針』 と医療制度 その１
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後と予測していることになる｡ ｢著しい伸び

率｣ が懸念されることによって今, 財務省を

中心にまるで国家財政の危機の元凶のごとき

扱いを医療費が受ける中での総枠管理の必要

論の大合唱とは, 実はこれ程に杜撰なもので

ある｡ 我々は冷静にこの事実を国民に伝えな

ければならない｡

次に ｢総枠伸び率管理｣ という考え方の解

りにくさについて述べる｡ 昨年, 医療制度を

めぐる大騒動となった混合診療解禁論が年末

に一応の決着を見た後, 本年になって, 従来

から経済財政諮問会議や財務省にあったこの

医療費の ｢総枠伸び率管理｣ の必要性が強調

されるようになり, 特に先述の経済財政諮問

会議における2025年の医療費の対国民総生産

比12％という予測値が示されてからは, さら

にその勢いを増している｡ その意味で12％と

いう予測値のいいかげんさを最初に示したが,

ここで我々に解りにくいのは, 医療費が国民

総生産の12％に達することが何故それ程の大

問題なのかという点である｡ 対米輸出依存型

から脱して国内消費の安定化による安定的な

経済成長を目指すという視点から見た個人消

費の伸びの鈍化に対するそれは懸念なのであ

ろうか｡ 例えば米国の総医療費は1990年代の

後半ですでに国民総生産の12％を越えている

がそれが米国経済に深刻な影響を与えたので

あろうか｡ 答はノーである｡ 医療費は単なる

経費ではない｡ その増加の経済効果が公共事

業費のそれを上回ることはすでに実証されて

いる｡ それならば近年, 公的割合を徐々に減

少させ現在では総医療費の１／４を負担する

に過ぎなくなっている国家予算上の財政均衡

が問題なのであろうか｡ だとすれば, まず第

一に20～25年後の総医療費予測はもっと厳密

になされる必要があるし, その上でさらに重

要な事は, 国家財政が国民総医療費の内のど

れだけを負担するべきなのかという議論は,

人口減少と高齢者比率の上昇という避けられ

ない我国の近未来像の中で医療をどう位置付

けるかその運用制度をどうするかという議論

として本来あるべきものである｡ つまりそれ

はこの国の将来をどのような国にするかとい

う問題なのであって, 少雨渇水であるから水

道の元栓を閉めて生活用水分も庭の打ち水分

も全部まとめて制限するような類の乱暴な議

論であってはならないのである｡

もう一つこの議論の解りにくい点は, もう

一つの内閣府の諮問会議である規制改革・民

間開放推進会議が提唱し続けているいわゆる

｢混合診療解禁｣ 論との関係である｡ 昨年名

称変更をして以降, 同会議の ｢混合診療解禁｣

に対する主張の仕方は隨分と表面的には変化

しているが, そもそも本来の同会議の主張は

旧総合規制改革会議時代に同会議が描いた

｢将来のあるべき医療制度｣ 論に基づくもの

である｡ ここでは現在の公的医療保険の範囲

の縮小と, 主に高額医療部分を中心とする広

大な自由診療枠が設定され全体として医療費

総枠は著明な拡大を遂げることが想定されて

いた事を我々は忘れてはならない｡ この想定

図は現在に到るまで訂正されてはおらず, 同

会議の医療制度についての考え方は依然とし

てこの想定図のままであると理解する外はな

い｡ つまり, 内閣府の経済関連の二つの諮問

会議が, 同じ医療制度について, 一方はその

全体枠の拡大を想定し, もう一方が総枠での

管理縮小を考えるという構図になっていると

いう事なのであり, 解れという方が無理な話

なのである｡

最後にもう一つさらにこの話を理解不能の

極みに押しやっているのが, 平成15年３月閣

議決定による ｢医療制度改革の指針｣ である｡

そこで謳われた総論としての ｢医療の更なる

質と安全の向上｣ という誠に美しいお題目は,

まるでそれが何の経費も必要とせずに達成可

能であるかのごとくに扱われその一方に総枠

管理による医療費の縮小が声高かに主張され

るという構図にもなっているということであ

る｡ 一体この政府, この内閣にまともな思考

のできる人間は一人も居ないのであろうか｡

この件についての結論を述べる｡ 医療制度
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が医療制度自身の問題として論じられない事,

これは不幸である｡ 我々はこの不幸を看過し

てはならない｡ 広く国民の眼にも見えるよう

にこの不幸を伝えるべきである｡ この国家の

将来像としての議論なくしてこれらの議論は

あるべきでない｡ 従って来るべき直近の平成

18年度診療報酬改定においても, 現状の財政

的均衡論に基づく総枠規制の考え方での改定

を一点たりとも許してはならないということ

になる｡

＝経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005＝

(医療関連のみ抜粋)

３. 持続的な社会保障制度の構築

(社会保障の一体的見直し)

｢基本方針2004｣ を踏まえ, 引き続き社会保障の一体的見直しを推進するとともに, 年金についても平成

16年度改革において明記された道筋に沿って引き続き改革を進める｡

(持続可能性を確保するための過大な伸びの抑制策)

超高齢社会にあっては, 社会保障制度が持続可能であることは国民生活にとって不可欠なことであり,

社会保障給付費を今後考える上で ｢国民の安心｣, ｢持続可能性｣ という観点は最重要である｡ そのために

は, 日本の経済規模とその動向に留意しなければならないと同時に過大・不必要な伸びを具体的に厳しく

抑制しなければならない｡

この観点から, 以下の取組を行う｡

①社会保障給付費の伸びについて, 特に伸びの著しい医療を念頭に, 医療費適正化の実質的な成果を目指

す政策目標を設定し, 定期的にその達成状況をあらゆる観点から検証した上で, 達成のための必要な措

置を講ずることとする｡ 上記目標については, 国民が受容しうる負担水準, 人口高齢化, 地域での取組,

医療の特性等を踏まえ, 具体的な措置の内容とあわせて平成17年中に結論を得る｡ その上で, 平成18年

度医療制度改革を断行する｡

②上記目標を達成するために, これまでの施策の効果を検証しつつ, 総合的に直ちに取り組む｡

③平成18年度の医療制度改革においては, 保険給付の内容について, 相当性・妥当性などの観点から幅広

く検討を行う｡ また, 診療報酬・薬価改定は, 近年の賃金・物価の動向や経済・財政とのバランス等を

踏まえ検討する｡

また, 医療制度改革については, ｢基本方針2001｣＊１以降閣議決定された事項＊２について, その完全実施

の工程を策定し, 取り組む｡

(社会保険庁改革)

社会保険庁改革について, 以下の対応を行う｡

①現行の社会保険庁を存続することなく, 政管健保については, その運営を国から切り離し, 全国単位の

公法人を設立する方向とし, 公的年金については, 組織, 機能等について抜本的に改革を行った新たな

政府組織による運営とする｡

②具体的には, 市場化テストの実施等外部委託の拡大による大幅な人員削減, 民間企業的な人事・処遇の

導入, 地方組織の抜本的見直し, 意思決定の場や監査部門への外部専門家の参画や外部民間による監査

を実現する｡
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③新組織の名称・法令上の位置付け等, より具体的な姿を平成17年中に決定し, 関連法案を次期通常国会

に提出するとともに, 新組織の発足後も, 収納率等の状況を総合的に評価し, 組織形態を含め全般を見

直しながら, 継続的に改革を進める｡

(中医協改革)

中央社会保険医療協議会 (以下 ｢中医協｣ という｡) について, ｢中医協の在り方に関する有識者会議｣

の議論を踏まえ, 以下の方向を始めとする改革を行う｡

①公益機能を強化し, 病院等多様な医療関係者の意見を審議に反映させるため, 公益委員の人数など委員

構成を見直す｡

②診療報酬改定に係る基本的な医療政策の審議は厚生労働大臣の下における他の諮問機関にゆだねた上で,

中医協はこの基本的な医療政策や内閣において決められた改定率を前提として個別診療報酬点数の改正

案を審議することとし, その機能・役割を明確化する｡

③診療報酬改定の結果を検証する機能を公益委員に担わせる｡

(健康・介護予防等の推進)

｢基本方針2004｣ に基づき, ｢健康寿命｣ の延伸を目指し, ｢健康フロンティア戦略｣ の本格化, がん対策・

ライフサイエンス研究の推進を図る｡ また, 治験環境の充実, 承認審査の迅速化など医薬品・医療機器産

業の国際競争力の強化を図るとともに, 後発医薬品市場の育成を図る｡

＊１ ｢今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針｣ (平成13年６月26日閣議決定)

＊２ ｢医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針｣ (平成15年３月28日閣議決定) 等

厚生労働省が行う
『毎月勤労統計調査 ― ｢特別調査｣』 にご協力を

厚生労働省では, わが国の雇用・賃金・労働時間の変動を明らかにするため, ｢毎月勤

労統計調査｣ (指定統計) を実施しており, この度, ｢特別調査｣ が行われます｡

本調査の実施につきまして, 日医を通じ本会に協力依頼があり協力することといたしま

した｡

特別調査は, １～４人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金・労働時間・

雇用の変動を明らかにするため, 年１回実施されております｡

調査方法は, 日本全国から無作為に選んだ地域に所在するすべての事業所を統計調査員

が訪問し, 事業所の常用労働者数や事業の内容等を確認の上, １～４人の常用労働者を雇

用する事業所に対し調査が行われます｡

調査のために指定された地区は北区・上京区・中京区・下京区・南区・右京区・西京区・

東山区・山科区・伏見区・長岡京市・城陽市・京田辺市・八幡市・綾部市・福知山市・舞

鶴市・宮津市・京丹後市・大山崎町・久御山町です｡ 事業所に８月～９月にかけて統計調

査員がお伺いをしますので, 該当医療機関におかれましては, ご多忙のところ誠に恐縮で

すが, ご協力方よろしくお願い申し上げます｡
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平成17年６月30日

｢がん治療専門医｣ をめぐっての提言 (抜粋)

日 本 医 学 会 会 長
がん治療専門医制検討委員会委員長

高 久 史 麿

現在, がん治療専門医の問題をめぐって, 日本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会との間の意見の対立が社
会的な問題になっており, 国民の関心も高い｡ 日本学術会議 癌・老化研究連絡委員会専門委員会の鶴尾
隆委員長から, 日本医学会が中心となって ｢がん治療認定医制機構｣ のような第３者機関をつくり, この
機関ががん治療専門医の認定を行うことを検討するよう依頼を受けた｡ しかし現在, 日本医師会学術推進
会議 (議長：高久史麿日本医学会会長) で専門医制度に関する検討を行っており, その中にがん治療専門
医の問題も含まれていることから, 日本医学会として, 当面 ｢がん治療専門医制検討委員会｣ を新たに医
学会内に設け, この問題を検討することとした｡
本委員会は, すでに３回開催されたが, 第１回の会合では, がん治療専門医をめぐる現状の解析と本委

員会の今後の運営方針について協議, 第２回目の会合では日本癌治療学会, 日本臨床腫瘍学会からそれぞ
れの学会におけるがん治療専門医認定に関する現状を聞き, 質疑応答の後, 各委員間で意見の交換を行っ
た｡ 第３回目の会合では, 日本医学放射線学会理事から放射線専門医制度ならびに日本放射線腫瘍学会認
定医制度に関する説明を, さらに日本乳癌学会から同学会が認定している乳腺専門医制についての説明を
受けた｡ その後, 委員間でがん治療専門医制に関して意見を交換し, 以下のような検討委員会の報告書を
作成した｡

がん治療専門医に関連する諸学会が独自にがん専門医を認定することによって, がん患者やその関係者
が混乱するような状況をさけるため, 以下のことを提案したい｡

１) がんに関する基盤的な幅広い事項, すなわちがんの細胞生物学, 病理・病態, 診断, 治療 (緩和医療),
予防に関する知識・技術を取得していることを認めるがん治療認定医制を設ける｡

２) がん治療認定医制に関する共通カリキュラムの作成を (１)日本癌学会, (２)日本癌治療学会, (３)
日本臨床腫瘍学会の３学会が中心となって作成 (必要に応じて他学会も参加) し, その認定も３学会
共通で行う｡ なお共通カリキュラムの内容, 認定方法に関して３学会間で, 今後合同の委員会などを
設けて具体的な方策を協議する｡ これらの事項に関する庶務的業務を日本癌治療学会が取り扱う｡

３) がん治療認定医の上に, がん薬物療法専門医 (日本臨床腫瘍学会), (がん) 放射線治療専門医 (日本
医学放射線学会), その他がん治療に関する専門医 (その他のがん治療関連学会) をおき, がん治療
に関して認定医と専門医の２段階制とする｡

｢｢ががんん治治療療専専門門医医｣｣ ををめめぐぐっっててのの提提言言

昨今, ｢がん治療専門医｣ をめぐって社会的問題になっていることについて, 日本医学会で

は, 今年度, がん治療専門医制度検討委員会を設置し, 関係学会の事情を聞いた上で, 下記の

とおりの提言をまとめました｡ この件に関し, 日本医師会を通じて本会会員への周知徹底の依

頼がありましたので, ここに抜粋を掲載いたします｡ 全文をご希望の方は, 府医学術・広報課

までご連絡ください (TEL 075－315－5276)｡

なお, 日医としても現在の専門医は各学会が独自の規約に基づいて認定しているものである

ことに鑑み, 日本における専門医のあり方について, 専門医制度の導入の問題も含めて日医学

術推進会議において検討中とのことです｡
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■アスベストについて

アスベストは, 耐熱性, 耐摩耗性等に優れ

た性質を有しており, 1970から1990年にかけ

ては年間２～30万ｔ輸入され (図１), 建材

をはじめ様々な用途に使用されてきました｡

石綿含有製品のうち建材, 摩擦材, 接着剤に

ついては, すでに使用等が禁止されています

が, 今後, この時期に建築された (アスベス

ト製品が使用された) 建設物の老朽化に伴い

解体工事の増加が予想され, そのピークは

2020年から2040年頃になると予想されていま

す｡ 建築物の解体ばかりでなく, 建築物にふ

きつけられたアスベストが損傷, 劣化するこ

とにより, 建築物内にいる者がアスベストに

暴露し, それらの健康障害も懸念されていま

す｡

■アスベスト障害について

石綿粉塵を吸入することにより生じる疾患

として, 石綿肺, 肺がん, 胸膜等の中皮腫,

良性石綿胸水, び慢性胸膜肥厚があげられて

います｡ 石綿はその優れた特性から広く工業

原料として活用されてきたことから, 石綿暴

露を受ける機会は様々な業種・業界に働く労

働者ばかりでなく, その家族や工場, 鉱山,

アスベスト (石綿) 障害について

産業保健担当理事 中野 昌彦

理
事
解
説
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図１：日本におけるアスベストの輸入量
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等の近隣居住者にも広がっています｡ また,

石綿粉塵の少量吸入による発生例の報告もあ

り, 暴露から発症までの潜伏期が20年～40年

と長期にわたることからも, 今後, 中皮腫等

の急増も予想され, 石綿関連疾患を疑う患者

に遭遇したら, 石綿暴露に関する丁寧な問診

と, 胸部Ｘ線, ＣＴ等の実施が必要となりま

す｡

■アスベスト障害予防規則について

これらアスベスト暴露防止対策の徹底を図

るため, これまで, 特定化学物質等障害予防

規則において規制されていたアスベストへの

規制は, 併せて, 労働安全衛生法に基づく新

たな単独の規則として制定されました｡ (ア

スベスト障害予防規則；平成17年２月24日交

付, 同年７月１日施行)

■アスベスト暴露業種の
職業がんに対する労災補償状況

アスベストによる中皮腫, 肺がんの労災認

定者は年々増加しており, 平成に入り年間10

人から20人台で推移していたのが, ここ数年

は100人台まで増加するに至っています｡ (図

２) 補償は, アスベストが使用された建築物

の解体をするハツリ作業, 断熱材, 保温材の

補修作業等の直接アスベストを取り扱う作業

に従事していた場合ばかりでなく, 間接的に

暴露をうけた場合も労災認定されています｡
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図２：石綿にさらされる業務による肺がん・中皮腫の労災補償状況
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医療費圧縮の方向に変わりなく,
決して予断許さぬ状況

冒頭, 油谷府医会長からは, 財務省におい

て来年度の予算概算要求基準 (シーリング)

策定に向けて協議が始まり, 2002年, 2004年

に続き, 歳出の約４割を占める社会保障費の

自然増圧縮に医療費がターゲットとなってい

ることに触れ, ｢『骨太方針』 から 『総枠規制』

の文言は削除されたが, 各論の形で 『食費・

ホテルコストの給付除外, 薬剤のあり方, 高

齢者の自己負担, 軽度・低額医療の取り扱い』

が残っており, (医療費) 圧縮の方向である

ことに間違いない｣ と危惧を示した｡ また,

各方面からシーリング策定への要望が押し寄

せる中, 日医も医療費財源確保の攻防を続け

ている状況を報告し, ｢次年度診療報酬改定

は今まで以上に厳しいものとなるが, 医療安

全など国民の理解を得てプラスの結果とした

い｣ とし, 日医に主張していく姿勢を示した｡

混合診療について

｢混合診療について｣ では, 安達府医理事

より, 昨年, 日医が精力的に展開した ｢国民

皆保険制度を守るための運動｣ の結果, 混合

診療の全面解禁が一部を除き見送りとなった

経過並びに厚労省が示した基本合意 (参照：

京都医報１月15日号) について説明｡ 次に

｢骨太方針2005｣ (参照：京都医報８月１日号)

について, 最終案提示までに財務省が初めて

明言化した低額医療費を削除しようとする

｢公的医療保険給付の範囲の縮小｣ が日医執

行部の努力により最終的には削除されたこと

を報告｡ また, 医療費の明確な伸び率管理に

ついて, ｢財務省が主張する 『総枠管理や伸

び率管理が必要』 とするもともとのデータが

従来より実態にそぐわない｣ と述べ, 自然増

を伴う医療費をなんとか圧縮するために経済

主導の議論がなされている状況に危惧を示し,

｢本来の医療費のあり方について, 国民の健

康・疾病治療を保障するという大前提に基づ

き議論をすすめるべき｣ と述べた｡

地区からは, ｢(国民皆保険制度を守る活動

の中で) 現行の制度を確保するための財源を

どのように考えているのか｣ との質問に対し,

安達府医理事は ｢植松日医会長は 『財源は医

師会の考える事ではない』 と言われるが, こ

れには戦略な意味があると思う｡ 要は, 人口

減少社会として恒常化する2050年頃の我が国

の実態として人口約8000万人の中に３割の高

齢者をかかえ, 医療費がおそらくＧＤＰの12

今年度, 第１回目の地区医師会と府医執行部との懇談会が, 東山医師会において７月９日,

ウェスティン都ホテル京都で開催され, 地区から20名, 府医から６名が出席, 礒田次雄東山医

師会副会長の進行のもと約１時間30分にわたり活発な意見交換が行われた｡

東東 山山
医師会との懇談会

混合診療, 個人情報保護法について議論展開

東山医師会との懇談会 (７.９ ウェスティン都ホテル京都)
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％前後になることが推測される中で, それを

支払う事の是非と支払い方の議論が国民全体

でされるべきということである｣ と述べ, 続

いて油谷府医会長が ｢植松日医会長の方針は,

実態に合わない数字でいたずらに国民に不安

をあおるべきではないというものである｣ と

の見解を示した｡ また, ｢混合診療を行って

いるところに対する認識はあるのか｡ 自己批

判も必要｣ との意見に対し, 安達府医理事は

｢従来の混合診療禁止条項はなぜあったか,

医療上の有効性が確定されるまでの暫定処置

であり, 有効性が確認されれば保険適応とす

るのが原則｡ 一方で有効性の確認がされない

医療を私費で行う事に対する歯止めでもあっ

た｡ この点は給付の議論ではなく医療者とし

て社会的責任の問題と理解している｣ と述べ

た｡ また, ｢回数制限が設けられている手技

はどうなるのか｣ との質問には安達府医理事

は ｢(日医社会保険診療報酬検討委員会にお

いて) 今, 議論しているが, 例えば整形外科

領域における逓減制, 消炎鎮痛等処置の制限

による点数が, 実質上保険適応扱いをされて

いる柔道整復施療での同点数より低いことな

どは医療技術の適正な評価という観点からも

放置できないと考えている｣ との方向性を示

した｡

個人情報の保護法の問題について

｢個人情報の保護法の問題について｣ は,

久山府医理事が, 個人情報漏洩保険の加入に

ついて, 現在, 保険会社と交渉を重ねており,

まず, 府医が契約してから地区医師会に加入

をすすめる方向が示された｡ また, 現在, 府

医では会員にプライバシーポリシーを提示す

ることを検討しており, 地区医師会でも同様

に個人情報の提供に際しての黙示確認の実施,

努力義務として各医療機関における日本医師

会作成のポスター掲示を求めた｡ その他, 他

府県医師会での対応状況等が報告された｡ 油

谷府医会長は, ｢日医の方針として, データ

管理・外部への情報提供には留意が必要だが,

医師は従来から守秘義務があり, 法の施行を

機に大袈裟に構える必要はないとの見解を示

している｣ と述べた｡

地区からは, ｢保険者等の電話照会には相

手確認が必要か｣ との質問に久山府医理事は

｢コールバックなどで相手確認をすることが

望ましい｣ と答えた｡ その他, 京都市基本健

診の実施に際し, ｢検診場所において個人情

報の保護に関するポスターの掲示が止められ

たのはなぜか｣ との質問に, 福州府医理事が

｢京都市より誤解を招く文言があるとの指摘

を受け, ポスターの文言調整を求められたた

め, 掲示を中止した｡ 来期には再度改めて掲

示できるよう検討を重ねたい｣ と述べた｡

地区からの意見

その他, 地区からは, 医療特区における株

式会社の病院設立の状況に関する質問があが

り, 油谷府医会長が ｢京都府管内ではまだ医

療特区の申請はない｡ 全国でも神奈川県の

『美容外科』 が１件認可されただけである｣

との状況を報告した｡

また, 介護保険の共通診断書の様式につい

て, ｢全ての項目を記入しなければならない

か｣ ｢胸部エックス線の撮影診断は必ず必要

か｣ との質問には, 北川府医理事が ｢委員会

で検討した結果であり, 利用者全員の共通様

式とした｡ 初期の混乱はあるかもしれないが,

全項目の診断ならびに記入をいただきたい｣

と協力をもとめたうえで, 不都合が生じれば,

内容に応じて見直すことを示唆した｡
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社会保障給付費抑制の
方向に危機感示す

冒頭挨拶で油谷府医会長は中央情勢について

言及｡ ｢骨太の方針2005｣ については, ｢総枠規

制｣ の文言は削除されたとしつつも, ｢総枠規

制｣ が ｢政策目標｣ に置き換わっただけである

とも指摘した｡ また, 社会保障費の年間自然増

１兆円については, ｢自然増１兆円の内, 医療

を中心に5,000億円もの圧縮を目論んでいる｣

とし, 介護保険のホテルコスト等自己負担を医

療保険でも導入し, 風邪等の軽度疾病は保険適

用から外したり, 高齢者の一部負担の枠を広げ

るといった方策を検討しているとした｡

また, 平成16年度からの日医植松執行部の実

績等について言及, 日医会計の透明化や日医総

研業務の改善のほか, 西島英利氏を候補に擁し

ての16年度参議院議員選挙, 世界医師会東京大

会開催, 混合診療全面解禁の阻止, 医師免許更

新制の導入阻止等を挙げた上で, 植松日医会長

は社会保障の理念に精通しているとの見方を示

した｡

次期診療報酬改定と
中医協改革について

西村府医理事は次期診療報酬改定について,

｢骨太の方針2005｣ について説明, 日医執行部

等の努力によりマクロ経済指標による医療費の

総枠管理の文言が削除され, 一応の成果が得ら

れたとしつつも, 問題点として ｢医療費適正化

のための政策目標については17年度中に結論を

得る｣ とされたこと等を挙げた｡ また, 改定に

臨む日医社会保険診療報酬検討委員会のスタン

スとして, 課題と思われる予測値に基づいて

｢特に伸びの著しい医療｣ と認識し, 経済指標

による総枠管理制度を導入することは認められ

ない, ｢医療制度改革の指針｣ が謳っている

｢医療の質と安全の向上｣ と ｢医療に対する総

枠規制｣ は論理的に矛盾があるということを示

した｡

中医協改革については, ｢中医協のあり方に

関する有識者会議｣ の状況を示し第４回から第

６回会議について詳細な説明がなされた｡

介護保険制度改革について

北川府医理事は, 介護保険制度改革に関する

主な内容として, 予防重視型システムへの転換,

施設給付の見直し等の詳細な説明を行った｡ 特

に混乱を来しそうな改定事例について説明する

とともに, 施設給付の見直しとしてのホテルコ

ストの自己負担は当初は介護保険のみとされて

いたが, 将来的に医療保険にも波及してくる可

能性は十分あると説明し, 今後の動向に注意が

伏見医師会と府医執行部との懇談会が７月12日(火), 伏見医師会館において開催され, 地区から

16名, 府医から７名が出席, 吉田昭和伏見医師会副会長の司会のもと１時間30分以上にわたり活発

な意見交換が行われた｡

伏伏 見見
医師会との懇談会

次期改定や介護保険制度の見直しなど直面する課題で意見交換

伏見医師会との懇談会 (７.12 伏見医師会館)
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必要との見方を示した｡ また, 介護予防には要

支援・要介護状態のハイリスク者に対する ｢地

域医療支援事業｣ と要支援・要介護１の者に対

する ｢新予防給付｣ の２種類があり, 両者のケ

アマネジメントは新設される地域包括支援セン

ターが行うことになるが, その中立性・公平性

を担保する役割を担う同センターの運営協議会

が市町村ごとに新設されることになっており,

そのメンバーとして地区医師会も想定されてい

ることから積極的に参画いただき, センターの

適正な運営を支援するよう協力を求めた｡

認知症患者や健診後の
フォローについて意見交換

地区から, 人間ドック等の健診について, 現

状多くの患者が健診機関等を利用して健診を受

けているが, 健診を受診した後, 患者が迷走し

ているという状況が報告された｡ これに対し福

州府医理事は, 健診の受診率としては上がって

きているが, 事後フォローが不十分であるがた

め, 医療費が下がらない事につながっていると

し, 医師会として, かかりつけ医の存在をＰＲ

し, 健診からかかりつけ医への橋渡しが出来る

ような制度を作っていきたいとの意向を示した｡

また, 介護保険において, 認知症患者はどう

しても要介護度が低くなってしまう傾向にある

との指摘があり, 幅広いケアの方策, システム

作りについての要望がなされた｡ これに対し北

川府医理事は, 現状認知症の方への対応は不十

分であり, 国でも対策を始めていると前置きし

た上で, 全国３都市でセンター方式の研究を行っ

ていること, かかりつけ医についても日医主導

でのモデル事業を展開していることやシステム

作りを開始していることを紹介｡ 府医としても

国の動向をうかがいつつ, かかりつけ医への研

修も含めた形で積極的にシステム作りに参加し

ていきたいとの意気込みを示すとともに, 地域

包括支援センターも将来的には一つの拠点と成

りうるとの見解を示した｡

京医選管発第１号

平成17年８月７日

当該地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 福田 濶

府医代議員・予備代議員補欠選挙の実施について (予告)

このほど当該地区におきまして, 辞任の申し出がありましたので, 府医定款施行細則第７条,

府医選挙規定第37条により, 次のとおり代議員・予備代議員の補欠選挙を実施することを予告

いたします｡

記

＜告 示 日＞ 平成17年８月17日(水)
＜立候補締切＞ 平成17年８月19日(金) 午後４時
＜投 票 日＞ 平成17年９月６日(火) 午後２時～４時
＜定 数＞ 西 陣：代議員 ５, 予備代議員 ５

中京西部：代議員 １
左 京：代議員 ２, 予備代議員 ３
東 山：代議員 １
伏 見：代議員 １
宇治久世：予備代議員 １



今今年年 ((22000044／／22000055年年)) のの
イインンフフルルエエンンザザををふふりり返返っってて

＝ 統計編 ＝

京都府医師会理事 松井 道宣

平成17年６月23日, 日本医師会より厚生労働省の ｢第９回インフルエンザワクチン需要検討会｣

の資料が届いた｡ 詳細なデータについてはいまだ不十分であるが, 平成16年度のインフルエンザに

ついてワクチンの需給状況と接種率, 罹患率について若干の考察を加えて報告する｡

１. インフルエンザワクチンの需給状況について

平成15年度 (昨年度) は, SARS (重症急性呼吸器症候群) 対策としてインフルエンザワクチン接

種が奨励されたこともあり, 例年より, 接種が早い目に行なわれるとともに, 接種希望者が多数に

のぼったため, ワクチンを入手できない医療機関が見受けられ, ワクチンの需給対策が検討課題と

なった｡ そして本年度は2074万本が製造され, 需要量は1615万本であった｡ 未使用に終わった本数

は459万本で製造量の22.2％に上った｡ これは, 近年では, 平成14年の25％に次ぐ高い水準であった｡

１) 需要に対して十分な供給が確保されたため, 医療機関におけるワクチンの不足および偏在に

ついての問題はほとんどなかった｡

①医療機関に納入された数量は製造量(需要予測の最大値)の90％程度(1804万本)であった｡

②使用された数量は製造量の80％程度 (1643万本) であった｡

③都道府県の関係者等のインフルエンザ対策委員会等が機能し, 供給量・在庫調整にも大きな

混乱はなく, 在庫偏在の問題も少なかった｡

④需給調整用在庫100万本が供給に対する安心感を与えた｡

２) ワクチンの消費については, 1643万本であり,平成15年度 (1449万本)の13％増となった｡

３) 一方で, 医療機関からの返品は昨年度に比べ多く, 医療機関の返品施設の割合は45.7％ (平

成15年は10.9％) にのぼった｡ 内, 100本以上の返品を行なった医療機関は3,437施設であった｡

４) ワクチンの医療機関からの返品 (162万本) は製造量の7.8％程度にのぼった｡ また, 返品以

外の未使用量 (未出荷量) も含めて製造に対して20.8％の未使用が発生した (431万本程度)｡

５) 平成16年度の供給量に余裕があったため, 医療機関からの返品等について供給面での偏在等

の問題とはならなかったが, 医療機関からの返品が増加したことは, 需要が増えた場合に偏在

等の問題が発生する余地を残したものである｡

２. 接種率と罹患率

予防接種率と罹患率は表のとおりである｡ 国の調査によると予防接種法に基づく接種率は46.6％

であった｡ この調査の対象は公的補助の対象となった接種者の対人口比であるが, 昨シーズンより
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約10％の向上が認められた｡ 日本全体では昨シーズンに比べて接種率は４％増加し, 約25％に達し

ている｡ 結果として罹患率 (診断) において２％の減少があり, 高齢者に対する予防の効果が認め

られたと考えられる｡ 一方, 成人, 幼児・児童においても, 昨シーズンに比して, 接種率は5.6％の

増加となったが, 罹患率に大きな差は認められなかった｡ 高齢者が共同生活をする老人福祉施設等

での接種が徹底され, 罹患率を減少させることに貢献したと考えられるが, 小学生以下の幼児・児

童においては接種率が向上したにも関わらず, 罹患率を減少させることはできなかった｡ 今後, 幼

児・児童に対して接種率の更なる増加もしくは, うがい, 手洗い, マスクなどの一般的予防策の徹

底など, 効果的な対策についての検討が必要であると考えられた｡

表) インフルエンザワクチンの接種率と罹患率

高 齢 者 幼児・児童 (13歳未満) 成 人

03／04 04／05 03／04 04／05 03／04 04／05

予防接種率 .4424552 .5400943 .2610619 .3217923 .1250983 .1740392

罹患率 (自覚) .0857843 .14622645 .1882591 .3715415 .077574 .1831579

罹患率 (診断) .0940171 .0762712 .2258065 .2213439 .0690627 .0687719

恒例の京都府医師会懇親ゴルフ大会を下記

のとおり開催いたしますので, 奮ってご参加

いただきますようご案内申し上げます｡

８月20日(土) までに地区福祉担当理事ま

でお申込みください｡ なお, 先着120名にて

締切らせていただきますのでご了承ください｡

記

と き 平成17年９月23日 (金・祝日)

受付各自スタート時間の30分前

スタート 午前８時予定

(アウト・インの第１組のスタート時間)

と こ ろ 亀岡カントリークラブ

亀岡市東別院町神原

℡ 0771－27－2326

参加資格 京都府医師会会員

会 費 １名 4,000円

試合方法 (予定)

★個人戦 ダブルペリア方式・同ネットの

場合はハンディキャップ・年令優先

★団体戦 １チームを６名とし, 上位４名

の合計グロスで順位決定｡ ただし, １

地区, １病院より出場は２チームまで

といたします｡ なお, 地区, 病院より

個人戦へ参加される方の人数制限はご

ざいません｡

賞 品 ★参加賞 (全員)

★個人戦 １位～５位, 以下20位ま

で５位毎に飛び賞, Ｂ・Ｂ, Ｂ・Ｇ

★団体戦 １位～３位

※１. 試合方法, 賞品は変更する場合があり

ます｡

※２. スタート表等, 詳細は後日出席者宛ご

連絡いたします｡

第第第第第第555555999999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参参参参参参加加加加加加者者者者者者募募募募募募集集集集集集
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り 地域ケア委員会 〈 中間答申 〉

第５次医療法改正・
医療計画の見直しを見据えて

担 当 理 事 武田 昭子

委�員�会�だ�よ�り�

地域ケア委員会では, 会長諮問事項 ｢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｣ に対し, 中間答申を作成, ７月７日に藤本良策委員長が油谷会長に提出した｡

＜地域ケア委員会＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

○長村 吉朗 (東山) ◎藤本 良策 (山科) 池田 文武 (相楽)
中埜 幸治 (相楽) 荒木 義正 (舞鶴) 清水 紘 (私病協)
真鍋克次郎 (私病協) 西岡 文三 (非会員) 宮坂 佳紀 (非会員)

担当副会長 上原春男 担当理事 依田純三, 北川 靖, 福州 修

中間答申は, まず地域医療支援病院の現在

の位置づけについて触れ, 第５次医療法改定

を見据えながら今後のあるべき姿を探ってい

る｡ 基本的な立場としては, 地域医療支援病

院は地域医療を担う開業医を支援する病院と

捉え, その実効性を上げるため地域における

医療機関相互の連携, さらには住民・患者に

とっての受療体制の核となることを期待して

いる｡

このことから現在第５次医療法改正に向け

て厚労省の ｢医療計画の見直し等に関する検

討会｣ (以下, 検討会) で議論されている日

常医療圏 (後に患者の受療行動に応じた圏域

と改称) や診療ネットワーク (これも後に医

療連携体制と改称) で述べられている内容は,

その目的が医療費の抑制にあることを棚上げ

すれば, 検討に値する方向性であるとして中

間答申の頁の多くを割いている｡

検討会では, これまでの医療計画は階層型

構造の医療提供体制であり, 医療サイドの視

点に立ったもので疾病動向も勘案されておら

ず, 結果として大病院重視のものであったと

して, 新たな医療計画では①患者を中心に②

主要な疾病ごとに③病院の規模でなく医療機

能を重視した－医療連携体制に転換する考え

方を示している (図参照)｡ これに対して中

間答申では, 厚労省が目標としている ｢医療

機関完結型医療から地域完結型医療｣ への転

換に期待しつつも患者の満足度として転換が

必要なのかとの疑問を呈し, また特定の医療

機関による ｢地域独占型医療｣ に陥るのでは

ないかとの危惧を示した｡

油谷府医会長に中間答申を手渡す藤本委員長
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検討会で示された診療ネットワーク (医療

連携体制) とは, ｢患者を中心とした地域の

医療機関の医療機能と医療機関間の医療連携

の状況｣ を言い, これを主要な疾病, または

事業ごとに医療計画に明示することや, 住民・

患者にこの連携体制を紹介することで安心感

を持たせることが狙いであるとされている｡

そのため, 核となる医療機関には①他の医療

機関との調整, ②他の医療機関との医療連携,

③地域の医療従事者の人材養成－といった役

割が求められている｡

中間答申では, 厚労省がこの診療ネットワー

クの核となる医療機関として ｢地域医療支援

病院｣ を想定しているならば, 二次医療圏ご

とに１箇所では, とりわけ大都市医療圏では

十分な対応は不可能であるとして, 地域医療

支援病院に準ずる病院を ｢在宅医療支援病院｣

と名付けてより柔軟な対応を図ることによっ

て, 地域住民やかかりつけ医からみて望まし

い姿になると主張している｡

一方, サテライト診療所に関して中間答申

では, ｢病院は入院に特化する｣ 厚労省の政

策誘導に則った病院の対応を必ずしも否定し

ておらず, 患者・住民の判断, 選択に委ねて

いる｡ この点ではむしろ, 厚労省の規制緩和

である医療機関における建物, 設備の共同利

用を促進する方向の開業形態 (医療モールや

医療ビル) に, 既存の診療所も含めて, 対抗

手段を見出した内容となっている｡

最後に医師会に対して, 中間答申では①住

民・患者に対する情報提供と診療所に対する

情報公開への見解, ②主要疾病別に行う全国

規模の医療機能調査への関わり, ③医療連携

体制における調整的な役割－を求めている｡

★地域ケア委員会中間答申全文 (Ａ４版・本文12ペー

ジ) をご希望の各位は, 京都府医師会事務局地域

医療課 (電話：075－315－5274, ＦＡＸ：075－315－

5290) あてご連絡いただければ, 送付いたします｡
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京都市ＢＣＧ任意接種の取り扱いについて
７月１日より医学的判断による６ヶ月～１歳未満児の未接種者も公費負担可能

今年度よりＢＣＧ予防接種の対象年齢が６ヶ月未満となりましたが, 国の通知 (京都医報６

月１日号掲載) に基づいて, 京都市では, ７月１日から医学的判断により接種できなかった１

歳未満児に対するＢＣＧ予防接種を公費負担することになりました｡

つきましては, 貴院に該当者が来院された場合は, 保護者へ下記の内容をご説明のほどよろ

しくお願いいたします｡

また, 当該予防接種を公費負担で受けるには, 医学的な判断により接種できなかったことの

証明が必要となりますので, 貴院において患者等から証明の発行を求められた場合は, ご協力

いただきますよう併せてお願いいたします｡

なお, 個別による実施は公費対象となりませんのでご注意ください｡

京都市以外においても公費負担となる市町村がありますので, 詳細は当該市町村にお尋ねく

ださい｡

ＢＣＧ任意接種実施要領 (京都市)

１ 趣旨

この要領は, ｢結核予防法第13条の規定による定期の予防接種等に関する留意事項につ

いて｣ (平成17年４月１日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知) の通知により実施

に関し必要な事項を定めるものとする｡

２ 目的

生後６ヶ月に達するまでの期間に医学的にＢＣＧ接種が不適当であると判断された乳児

について, 医師による医学的判断がなされ１歳に達するまでの期間に行われたＢＣＧ接種

については, 法に基づかないＢＣＧ接種と整理されるものの, その費用負担は, 法的に基

づくＢＣＧ接種に準じて取り扱うことができるものであり, 医学的判断を踏まえた保護者

の希望に基づくＢＣＧ接種の機会の確保の観点から行うものである｡

※医学的判断の基準

医学的判断により接種できなかったもの全てが可能｡ (先天性の疾患や合併症など重篤

な病気だけに限らず, 発熱のためや他予防接種のため受けられなかったものも含む)

ただし, それを証明できるものの提出が必要｡ 診断書までは必要でないが, 診療所にか

かった時の診察券 (日付の確認できるもの) やレシート・薬の袋等 (写しでも可), ＢＣＧ

接種日にできなかったというなんらかの証明が必要｡ 同意書に添付の上, 保健所にて保管｡

保健所にて実施ができない場合については, 専門的予防接種として市立病院での接種と

なるが, この場合においても, 保健所にて保護者に十分な説明のうえ, 同意書に署名して

もらい, なんらかの証明となるものも予診票と一緒に保管する｡
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３ 実施責任者

保健所長

４ 対象者

京都市内に居住する生後６ヶ月に達するまでの期間に医学的にＢＣＧ接種が不適当であ

ると判断された乳児のうち１歳未満の者のうち, 保護者が接種の制度を理解し, 同意を得

た者｡

５ 実施会場

保健所および保健所が設定する会場

６ 料金

全額公費負担

７ 報告

毎月 ｢結核健康診断及び結核予防接種月報｣ により, 保健福祉局保健衛生推進室地域医

療課へ報告する｡

８ その他

健康被害については, 任意接種であるので, 国の健康被害救済制度の対象とはならない

ため, 医薬品副作用被害救済・研究新興調査機構法に基づく救済制度を活用する｡

ただし, この場合国の制度とは補償額並びに請求方法等について, 差異があるため, 保

護者には別紙のとおり十分説明するとともに, 同意書に署名をすること｡

９ 附則

この要領は, 平成17年７月１日から施行する｡

日本医師会
平成17年度 (第39回) 臨床検査精度管理調査の実施について

実施時期：平成17年９, 10月

参加費用：55,000円 (試料・集計費・報告書作成費・送付料金等含む｡)

申込方法：参加を希望される場合は, 所定の申込書を８月12日(金) までに日本医師会地域医

療第２課へ郵送してください｡

※検査項目は施設で日常実施している項目についてのみ参加していただき, 施設外に委託して

いる外注項目は除外してください｡ ただし, 検体検査院内委託 (いわゆるブランチラボ) の

場合は精度管理が重要ですので是非参加してください｡

問い合わせ先：日本医師会地域医療第２課 (03－3942－6138)
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要介護高齢者が介護保険サービスを利用する場合, かかりつけ医や介護支援専門員をはじめ, 介護サー

ビス事業者等がチームとなってケアにあたることが理想的ですが, 介護保険制度では介護支援専門員によ

るケアマネジメントが前提となっていることから, より適切なケアプラン作成のためには, 少なくとも介

護支援専門員とかかりつけ医やサービス事業者等との密接な連携が不可欠です｡

しかしながら, 医師, 介護支援専門員双方とも多忙なためケアカンファレンスにかかりつけ医が参加で

きるケースがほとんどなく, かかりつけ医の的確な指導・助言, 情報提供等に欠け, したがって, 必ずし

も適切なケアプランになっていないケースが少なくないのが現状です｡ そこで府医では少しでもかかりつ

け医と介護支援専門員との連携の一助になればと, 一昨年の春に ｢居宅介護支援計画連絡票※｣ を作成,

かかりつけ医がサービス担当者会議に出席できない場合に, ケアプラン作成にあたり指導・助言, 情報提

供等をＦＡＸにてやりとりしていただくようお願いしたところです (京都医報2003年６月15日号参照)｡

しかしながら, 介護保険制度見直し論議の中で, 介護給付費の増大の一因はケアマネジメント不足によ

るという指摘もあることから, 府医では昨年秋に, ケアマネジメントの実態と医師と介護支援専門員との

連携の現状を把握すべく, 府内の全居宅介護支援事業所を対象にアンケート調査を実施しましたので, こ

こでご紹介させていただきます (同封の別綴じ付録参照)｡

つきましては, 会員各位には是非ご一読いただき, 介護支援専門員の現状並びに介護支援専門員との連

携状況についてご認識いただいた上で, 要介護高齢者＝患者さんのためにも介護支援専門員とのさらなる

連携促進にご協力賜りますよう, 何とぞよろしくお願い申し上げます｡

なお, 各地区医師会にも地域での医師と介護支援専門員との連携のきっかけづくりの場として, 両者の

交流会等の設定をお願いしており, 実際に多くの地域で企画または開催されているところです｡

介護支援専門員との積極的な連携を

※居宅介護支援計画連絡票 (実物は次ページ)

多忙な医師がケアプラン作成のためのサービス担当者会議に出席できない場合に, 介護支援専門員から

の照会により, 当該利用者 (患者) について医療情報や医学的見地からのケアに関する指導・助言等を

ＦＡＸなどでやりとりするもの｡ すでにサービス担当者会議にご出席いただいているなど, 個々の連携が

できている場合にまでこれに取って代わったり, 妨げたりするものではありません｡

また, 本票で主治医が情報提供等をしても保険請求はできませんし, 文書料等の徴収も前提としており

ません｡ 介護支援専門員や各サービス事業の担当者のサービス担当者会議への参加にかかる対価は, 介護

報酬に含まれているとの厚労省の考えで別途評価はありません｡ したがって, 介護支援専門員との情報の

やりとりに対し, 医師だけが文書料や面談料を徴収することについて, 府医によく苦情が届きます (徴収

は禁止はされていませんが, 適切とは言えません)｡ 医師の介護支援専門員への指導・助言, 情報提供に

かかる対価としては, 介護保険の方で居宅療養管理指導費が設定されています｡ ただし算定は, 月１回以

上往診または訪問診療を行っている場合に限られます｡ 居宅療養管理指導費を算定しない, あるいはでき

ない場合は本票に代えて (あるいは添付書類として) 市町村向け診療情報提供書を居宅介護支援事業所に

発行すれば, 診療情報提供料 (Ａ) が算定できます｡
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社会保障審議会介護給付費分科会は14日, 介護保険３施設などの居住費, 食費が10月から自

己負担となることに伴う介護報酬単位の見直しについて, 尾辻秀久厚生労働相の諮問通り答申

した｡ 見直しでは, 施設サービス費から居住費相当分を引き下げ, 利用者の自己負担を導入｡

介護老人保健施設, 介護療養型医療施設にもユニットケアを評価する報酬体系を新設する｡ ま

た食費の保険給付である ｢基本食事サービス費｣ を廃止した上, ｢栄養ケアマネジメント加算｣

を新設するなどして, きめ細かな栄養管理の取り組みを促す｡ 施行は10月１日｡

今回は, 改正介護保険法のうち10月実施分の施行に伴う部分改定｡ 厚生労働省によると, 実

施されれば, 2005年度予算ベースで介護保険給付費を1300億円 (うち国費400億円) 引き下げ

る財政影響がある｡ 平年度ベースでは3000億円 (1000億円) の給付費減につながり, 介護保険

料を月額平均200円引き下げる効果がある｡

諮問案によると, 居住環境の違いに応じて介護３施設それぞれに, ①ユニット型個室②ユニッ

ト型準個室③従来型個室④多床室－の４類型の報酬を設定｡ 介護老人福祉施設で進めてきたユ

ニットケアを, 介護老人保健施設, 介護療養型医療施設にも取り入れるため, ｢ユニット型施

設サービス費｣ を創設するなどの見直しを行う｡

食費については, ｢基本食事サービス費｣ や通所サービスの ｢食事提供加算｣ を廃止｡ 食材

費と調理費相当分を利用者負担とする｡

その一方で, 個々の利用者の健康状態にあった栄養管理を促すため, 施設サービスに ｢栄養

マネジメント加算｣ (１日当たり12単位) や, 管理栄養士か栄養士を１人以上配置した場合に

算定する ｢栄養管理体制加算｣ (12単位, 10単位) を新設｡ 経口摂取を進めるため医師が栄養

管理を行う場合に180日を限度に算定する ｢経口移行加算｣ (28単位) も設け, 医師の指示せん

に基づき療養食を提供した場合の ｢療養食加算｣ (23単位) を新設する｡

低所得者対策として, 利用者の所得に応じて３段階の負担限度額を設けた上で, 基準費用額

との差額を介護保険から ｢補足給付｣ する｡ 介護療養型医療施設の居住費では, 基準費用額は

１日当たり320円 (多床室) ～1970円 (ユニット型個室) に設定｡ 食費の基準費用額は, 報酬

４類型一律に1380円とした｡ (詳細は同封の別綴じ付録参照)

介護支援専門員受講試験対策講座受講者募集中

実施要項・申込書は７月15日号付録に掲載

施設等の居住費, 食費, 通所サービスの食事加算が自己負担へ
給付費分科会, 10月改定を答申
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京都市急病診(丸太町)・小児科 平日夜間診療開始
土曜日等は診療時間延長 本年９月１日から

京都市休日急病診療所 (丸太町診療所) では, 小児科のみ本年９月１日から, 下記のとおり

平日夜間診療が開始され, また土曜日等の診療時間が延長されます｡

丸太町診療所は名称も ｢京都市急病診療所｣ に変更

丸太町診療所は, 小児科の平日夜間診療開始に伴い, 名称も ｢京都市急病診療所｣ と変更さ

れます｡ これらの診療時間帯拡大は, 京都府および京都市から委託を受けて本会に設置された

小児救急対策特別委員会の答申に基づき, 京都市が予算措置を講じたことによるものです｡

◇丸太町診療所・小児科のみの拡大部分

・新規に, 平日の21時から24時まで診療を開始する｡

・土曜日は, 14時から17時まで診療を行い, また従来18時から22時まで行っていた診療時間

を延長し, 18時から24時まで行う｡

・休日, １月４日, ８月15日, 16日は, 夜の部のみ土曜日と同様に診療時間を延長し, 18時

から24時まで行う｡

なお, 丸太町診療所の眼科, 耳鼻咽喉科, 京都市休日内科小児科東診療所および京都市休日

内科西診療所の診療時間帯は従来どおりです｡

以上を別表にまとめましたので, ご参照ください｡

★９月１日からの診療時間 (網かけの部分が拡大部分)

診 療 所 名 診療科目 受 付 時 間

診 療 日

平日 土

休日
(日祝・
12/29
～1/3)

1 / 4 8 / 15
～16

京都市急病
診療所

TEL 811－5072

小児科

10:00～17:00
10:00～14:00 ×

○ ○ ○
14:00～17:00 ○

18:00～22:00 ○ ○ ○ ○
21:00～24:00 ○

22:00～24:00 ○ ○ ○ ○

眼 科
10:00～17:00 × ○ ○ ○
18:00～22:00 ○ ○ ○ ○

耳鼻咽喉科
10:00～17:00 × ○ ○ ○
18:00～22:00 ○ ○ ○ ○

京都市休日内科
小児科東診療所
TEL 591－5645

内科・小児科 10:00～17:00 × ○ ○ ○

京都市休日内科
西診療所

TEL 882－7655
内 科 10:00～17:00 × ○ ○ ○
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第54回近畿医師会連合学校医研究協議会総会

参 加 募 集

下記のプログラムのとおり標記総会が近畿医師会連合の主催で開催されます｡ 参加をご希望

される方は, ①氏名, ②地区名, ③医療機関所在地, ④電話番号, ⑤ＦＡＸ番号, ⑥昼食の有

無を記載のうえ, ハガキまたはＦＡＸ (地域医療課 075－315－5290) にて, ８月13日(土) ま

でにお申し込みください｡ なお, 参加費は無料です｡

記

目 的 近畿２府４県の学校医の地位向上を図り, 学校保健に関する学術研究を行い, もって

地域保健の推進に寄与する｡

主 催 近畿医師会連合 (担当 滋賀県医師会)

後 援 滋賀県教育委員会

日 時 平成17年９月４日(日) 10：30～15：10

会 場 琵琶湖ホテル３階 ｢瑠璃｣

滋賀県大津市浜町２－40 (TEL 077－524－7111)

内 容

①開会式 (10：30～10：45)

挨 拶 近畿医師会連合学校医研究協議会長・滋賀県医師会長 山敷 祐亮

来賓祝辞 日本医師会長, 滋賀県教育委員会教育長

②総会 (10：45～11：00)

(１) 物故会員の報告 (黙祷) (２) 会務報告 (３) 永年勤続学校医表彰

③研究発表 (11：05～12：30)

(１) ｢桜井市における学校心臓検診の現状と評価｣

奈良県医師会 千森 正和

(２) ｢糖尿病の発病予防・教育指導啓発活動指針の作成｣

和歌山県医師会 小林 昌和

(３) ｢乙訓高校３年生の骨密度検査と運動・食事との関連性｣

京都府医師会 横林 文子

(４) ｢川崎病既往児の脂質異常改善の試み｣

大阪府医師会 日下 高志

(５) ｢兵庫県川西市内小学校における小児生活習慣病予防検診事業について｣

兵庫県医師会 阪本 哲一

(６) ｢シックスクール｣

滋賀県医師会 野々村和男

④講演 (13：30～15：00)

『子どもの睡眠』

滋賀医科大学精神医学講座教授 大川 匡子
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綴喜地区は, 八幡市, 京田辺市, 宇治田原

町, 井手町の２市２町で構成される人口約15

万人の地域です｡ 八幡市は, 京都府の南西部

に位置し, 木津川・宇治川・桂川の３河川が

合流し淀川になる地点で自然にはぐくまれる

一方, 枚方市と隣接することから京阪樟葉を

中心に再開発され大型店舗の進出も見られま

す｡ 京田辺市は, 東に木津川が流れる自然に

めぐまれ, 近鉄沿線では国家プロジェクトの

｢関西文化学術研究都市｣ の一翼も担い, 同

志社大学や公共交通機関の整備が進んでいま

す｡

宇治田原町は, 日本緑茶発祥のまち｡ 平安

時代に栄西禅師が唐の国 (中国) から持ち帰

られたお茶の実が宇治田原町の大福の地に植

えられ, 全国各地に広まり, 現在 『茶文化が

息づく和みのまち』 としてまちづくりが行わ

れています｡ 井手町は, 南山城平野のほぼ中

央, 木津川の右岸に位置し古来より京都と奈

良をむすぶ交通の要衝として, 水清く, 緑豊

かな町として栄えてきました｡ 最近は井手町

で生み出した特産品の数々が注目を集めてい

ます｡

綴喜医師会は, 昭和22年に国民医療法によ

る官制医師会から生まれ変わった京都府医師

会に続いて新生綴喜医師会として発足し, 平

成10年には創立50周年｡ まもなく60周年を迎

えようとしています｡

発足当時は35名であった会員数は現在135

名にまでになりました｡ 戦後の混乱した時代

から今日に到るまでの先輩各位の地域住民に

対する弛まない努力を受け継ぎ日々研鑽を積

んでいます｡

理事会は, 会長, 副会長以下会務担当理事

19名で構成されています｡

主な会務としては, 医療情報, 関係機関と

の協議内容, 本会各班の動きを伝える綴喜医

報を毎月発刊し, 昨年５月からは京都新聞の

医療・健康コラム (毎週水曜日掲載) を綴喜,

宇治久世, 相楽医師会の３医師会で寄稿して

います｡ 生涯教育の場としては学術講演会を

毎月相楽医師会と共催しています｡ 年１回の

学術集談会は病診・診診連携に役立てていま

す｡

市町民の医療への信頼を築くための健康教

室は, 一般的に関心の高いテーマを選択し開

催しており, これまで生活習慣病, 癌, 痴呆,

介護保険, 尿漏れ, 心身症, 健康食品, 皮膚

の老化と続いています｡ また, 会員相互の親

睦をはかるためにゴルフ, 囲碁, 麻雀, ボー

リング, 親睦旅行, 新年家族会を開催し会員

家族の交流を深めています｡ 公職関連では,

各種検診, 予防接種, 学校医, 休日診, 介護

保険業務に出務して市町民の健康・福祉の向

上に協力しています｡ 最近は, ＩＴの流れを

受けて, 綴喜医師会ホームページ (http://ww

w.tsuzuki.kyoto.med.or.jp/) を立ち上げました｡

会員医療機関の紹介, 保健衛生情報, 医師会

の動き, 学校医一覧, 医師会への質問, ご意

見というような内容で絶えず up to date を目

指しています｡

綴喜医師会
広報担当

森岡 稔勝
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ａ) 間抜けな日本人

日本の排他的経済水域 (EEZ) をはさんだ

中国の春暁ガス田では早ければ今年の10月に

も商業的採油が始まろうとしている｡

旧輸出入銀行 (99年海外経済協力基金と合

併し, 現在は国際協力銀行となっている) は

96年に東シナ海の平湖ガス田と上海とを結ぶ

パイプライン建設に130億の融資を行った｡

当時, 中国の資源調査船が日本海で調査を繰

り返していた時であったが, 平湖は春暁ガス

田の北西に位置し, EEZ の70㎞中国寄りに

あったため融資を実行したという｡ ところが

春暁ガス田と平湖とをパイプラインで結ぶ計

画が判明し, 05年２月の国会で追求された中

川経済産業相は ｢国民の資金で日本の資源を

中国の本土に運ぶことになる｣ と苦々しく答

弁した｡ ところが最近わかったことだが, 上

海よりの海底パイプラインは当初の平湖へで

はなく直接春暁に向っており, すでに100㎞

を切っているといわれる｡ それにともなって,

ヘリポートを有する海上基地の建設スピード

をあげている｡ 当初の上海―平湖間のパイプ

ライン計画は融資を受けるための偽計画では

なかったか｡ “だまし”の疑念が起こるのは

当然であろう｡

海底深く日本

側と連なって

いる春暁ガス

田の“盗掘”

を日本からの

融資で手助け

しているわけ

だ｡ あいた口

がふさがらな

いとはこのこ

とだ｡

ODAの趣旨はインフラ整備というものの,

金に色が付いているわけでなく日本の ODA

で生じた余剰資金を軍事費に回せる｡ すでに

鉄道の35％, 港湾の13％が円借款で作られて

おり, 整備が進む高速道路網は軍隊の速やか

な展開が可能であり, 軍事転用可能の北京空

港, 上海浦東空港, 日本に照準を向けた瀋陽

のミサイル群もいわば日本からの融資である

といえよう｡ 怒りを通り越して笑えてくる｡

まさに間抜けの日本人！！

ｂ) ｢朝日｣ が立派に育てた

中国の ｢反日暴徒｣

韓国・中国との２大政治懸案である ｢教科

書問題｣ ｢靖国参拝問題｣ －この問題の火付

け役が ｢朝日新聞｣ です｡

中国外相李肇星 (リィチャオシン) の ｢日

本政府が歴史認識, 靖国問題, 教科書問題で

中国人民, アジアの人々の感情を傷つけた｣

とのコメントがある｡

日中間で政治問題化した歴史認識問題, つ

まり靖国参拝や教科書などを記事で大きく取

り上げて, 中国で火がつくように仕組んだの

は朝日新聞であった｡ 中国政府に ｢日本では

歴史教科書の記述が, 《華北侵略から進出に

変更される》このようなことが行われようと

している｡ どう考えるか？｣ と御注進し, 朝

日新聞が大きく報道し, 国営新華社通信が

｢日本の教科書は歴史を歪曲した｣ との批判

を始め, 現在も深刻な問題となっている｡

もうひとつの靖国問題｡ これは85年, 当時

の中曽根首相が靖国神社を公式参拝した時,

やはり朝日新聞がこれを大々的に報じて, 中

国は大騒ぎになった｡ 内陸の西安でも大学生

を中心に大きな抗議デモがおこり, 中曽根氏

は翌年からの参拝を中止した｡

文化大革命の最中, 日本からの新聞社, 通

信社14名の特派員のうち, 中国に都合の悪い

こと, 批判的記事を日本に送ったとして特派

員たちは次々に国外追放になった｡ ただ１社

日本と中国 その４

宇治久世 関 浩
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朝日新聞の記者だけは残ることが出来, 最後

まで当局からは何のお咎めも受けなかった｡

中国側に都合の悪いことを何一つ記事にして

こなかったのが朝日新聞だった｡ これが今に

至る朝日新聞の対中国報道の姿勢である｡

これらの結果として中国国内での現在のよ

うな反日感情・嫌日感情の高まりが起こった

ことは確かであるといえよう｡
週刊新潮４月28日号

ｃ) ネットにあふれる日本批判の罵詈雑言

－日本は豚, 禽獣, 犬………

中国のインターネット家庭ユーザー数はす

でに１億の大台を越し, 携帯電話も３億台に

達しており, いずれも普及数においては米国

に次ぐ世界第二位となっている｡ 日本の常任

理事国入りに関してアナン事務総長の肯定的

発言があった３月21日の翌日, 北京時間23日

に中国の３大大手インターネット業者が日本

の常任国入り反対のネット署名を募る活動を

開始した｡ 29日には反対署名は千万人台を超

えた｡ 同時進行的に全国の多くの都市で街頭

での反対署名, 反対デモが広がる｡ インター

ネットの内容はむき出しの日本憎悪, 批判,

罵倒の文言が踊る－

１) 日本という豚一匹を常任理事会に入れて

はならない｡ そこは人が集まる場所だから,

禽獣の来るべきところではない｡

２) 日本が常任理事会に入るって？ …われ

われは人間だから, 犬の類いのものと同じ

テーブルを囲んでご飯を食べてたまるもの

か｡

３) 日本の常任国入りは断固として阻止しな

ければならない｡ …中国は原子爆弾を持っ

ているではないか｡ いざとなった時, 一つ

使えば良いのだ｡ ………

商業サイトのみならず中国の代表的大新聞

社 ｢人民日報｣ の自社サイトでも

(１) 安保理事会はこの一匹の狼を家の中に

入れてはならないのだ｡

(２) 日本が常任理事会に入ることは, まる

で狼が羊の群れに入るようなものだ｡

(３) 日本を常任理事会に入れるとは, 第三

次世界大戦を起爆させるための火薬を国連に

積み込むのと同じことではないのか……など

など｡ なかには言葉にするのもはばかられる

ようなエグイ内容の書き込みもある｡ 日本企

業, 日本製品に対する汚い誹謗, 不買運動に

かりたてる過激な文言も溢れる｡

ｄ) 国連通常予算分担率・分担金

日本がドイツ, インド, ブラジルとともに

国連常任理事国入りを希望し, 各国に働きか

けているが, 韓国, 中国はそれに強硬に反対

し続けている｡ 中国の報道官は ｢いくら国連

に金を多く出しているといっても日本は常任

理事国に入る資格はない｣ とのたまわった｡

05年の国連予算の歳入を見てみると１位米国

(22％, 約４億４千万ドル) ・２位日本 (19

％, 約３億５千万ドル) ３位ドイツ (8.6％,

約１億５千万ドル), 以下イギリス (6.1％,

約１億１千万ドル) ・フランス (6.0％, 約

１億万ドル) ・イタリア・カナダ (2.8％,

約５千万ドル) ・スペインと９位に中国・10

位メキシコが続く (外務省資料)｡ 03年13位

だった中国は04年より９位となるが05年, ２

％約３千６百万ドル｡ 拒否権を持つ常任理事

国である中国の国連への拠出金は日本の１割

しか出していない｡

ｅ) 尖閣諸島不法占拠

某年某月某日, 中国軍が尖閣に上陸, 数日

を経ず機関銃座, 対空陣地を敷き, 恒久的占

領を目的に軍事施設を建設し, 中国の領土だ

と宣言する｡ そしてついでに与那国島, 西表

島あるいは石垣島まで中国領だというかもし

れない (04年11月, 中国原潜の領海侵犯のルー

トが気にかかる)｡ その時, 日本はどうする

でしょうか？
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孫の大好きなアンパンマンに？

鴨川の水が干上がってしまうと思うほどで

したが, 梅雨らしい天気が続いて随分と増水

しています｡ 明日は祇園祭の宵山, 来週には

梅雨明けといわれていますので京都の暑い夏

になるんでしょう｡ サリドマイドを内服して

３週間｡ さあ, 腹部の腫瘤がどうなってるん

か？ 触るんですが ｢そんなことしてもしょ

うがないでしょ！ ３週間くらいでなくなり

ませんよ！｣ と, 例の能天気おばさんが言う

ので ｢それもそうか……｣ と思い, 極力触ら

んようにしています｡ 今月の終りにＣＴをす

ることになっていますので, それまでのお楽

しみ……(？) いや, お苦しみ｡

先月, 急に弱気な事を書いてしまったんで,

かなりの先生にお手紙や葉書あるいは電話を

いただきました ｢どうしてるんや？｣ と｡ 治

療といっても内服薬ですし, 先週からデカド

ロンを８錠追加されていますが, これとて内

服薬ですので外来の診療くらいは出来ます｡

毎日普通に病院に出て仕事をしています｡ 流

石にデカドロンのせいでしょう, 少し頬のし

たのほうが腫れてきました(笑)｡ もう少しし

たら, アンパンマンのようになるんではない

でしょうか？ 続けて飲むんやったら, アン

パンマンどころかアドバルーンになって飛ん

でいってしまうかもしれません｡

過日, こんな状態ですのに病院の院内クリ

スマスコンサートの係からメールを貰いまし

た｡ 12月の３日のうち１日, 良い日を選んで

コンサートをするんで出てくださいと｡ あり

がたいのですが, 身体がどうなるかもしれま

せんので ｢元気にやってるなら, 喜んで吹き

ますよ！｣ と返事しておきました｡ その後暫

くして, クラリネットの福本先生から速達で

何かが送られて来ました｡ 中を見て感激しま

した｡ エルガーの ｢愛の挨拶｣ の楽譜です｡

ヴァイオリンの譜などはクラリネットとして

は途轍もなく高音を吹かなくてはいけないん

です｡ そこで, 先生は小生でも上手く吹ける

ように編曲してくださっているんですが……,

これを吹かんとアカンという事は ｢俺もこれ

で終りなんだろうか……？｣ と, 変に思って

しまい家内にえらい叱られました｡

家に引きこもっていてもしょうがないので,

機会があれば出ていこうと思っているんです

が, そうそう機会はありません｡ 先週の金曜

日, 新聞の映画欄を見ていたら南座の所に

｢明日, 枝雀追善落語会｣ とでていたんです｡

とうに諦めていました｡ ｢まだ席あるんやろ

うか？｣｡ そこで土曜日の朝一番南座へ電話

をすると ｢１階の一番後ろの補助席がまだ少

しだけ余っています｣ ｢ほなら今から行きま

す｣｡ 一番後でしたが取れました｡ 能天気さ

んも米朝さんを聴きたいと言っていたので,

大喜び｡

最初は枝雀一門の挨拶｡ 南光さんを真中に

並ばれてあいさつ, その後, 雀松さんの創作

落語とざこばさんの独り言のようなお話があっ

て中入り前に米朝師匠｡ ｢鹿政談｣ を聴かせ

てもらいました｡ 小生の持っている ｢鹿政談｣

のＣＤは今から十数年前のもの, そりゃあ何

といっても80になっておられるんですから,

どうしてもテンポが以前のようにはいきませ

んが, しかし間なんかは素晴らしいもんです｡

ホンマに ｢聴けて良かった｣｡

中入り後, 枝雀さんを偲んで藤山直美さん,

茂山逸平君と佐川みつおさんの三人が出て来

られて思い出話｡ 司会は南光さん｡ 当日南座

に着くなり, 小生の横の席に逸平君のお母さ

んが来られていて, 驚いて ｢何で？｣｡ ｢実は

逸平が今日枝雀さんを偲んでのトークに出ま

すので……｣ と言われていたんで, よく一緒

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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に出ておられたんやなーとは想像していたん

ですが, 何回か共演をされていたそうな｡ そ

れで出演を頼まれはったらしいのです｡ 最後

に突然引退されている上岡龍太郎さん出てこ

られ, 上岡さんが枝雀さんを思って作詞をし

た歌を佐川さんが歌われました｡

その後, 三枝師匠｡ 司会等ではいつも聞く

機会があるんですが, 落語は最近二度ほどテ

レビで聞かせてもらって感心していました｡

最初からおしまいまで左隣の能天気さんは言

うに及ばず, 右隣の茂山さんもずっと笑い転

げておられました(笑)｡ もちろん小生も声を

出して大笑い｡ 夫婦のお話なんで結婚30年の

夫婦には身にしみて, 笑わざるを得ない噺で

した｡

家に帰って, 病気のことばかり考えていて

もしょうがないので, 一週間前からクラリネッ

トの練習を始めました｡ 楽器を支える左の母

指が久し振りなので少々こたえます｡ それと,

口の締りが悪く音が漏れます｡ 日々の練習し

かありません｡ クリスマスコンサートに ｢愛

の挨拶｣ が吹ければ, こんなに嬉しいことは

ないのですが……｡

７月10日, はざくら句会の例会を豊

元ビルにて開きました｡ 束の間の梅雨

晴間に, 今日は鉾建ての当日, 長刀鉾

も縄目美しく姿をあらわし, 四条通は

大変賑わっておりました｡ いつもなが

ら佳句に触れ, いろいろの話題に話は

弾み, 高齢化する社会の医療にそれぞ

れ意見願望を自由に話し, 少人数なが

ら楽しい半日を過ごしました｡ 今月は

井上代志子先生が句集 ｢白衣の折目｣

を上梓され, はざくら句会といたしま

してもめでたい事でした｡ 句集と例年

のごとく長刀鉾の鉾ちまきをいただき

散会いたしました｡ (当番 妃佐子)

��������	
��

井上代志子

�������������

上山 青柿

������ !�"#$
%&'

田村江津子

�(�)*+,-./01

福原 宏一

23456�789:;<

西村妃佐子

７月例会

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

８月15日・16日は事務局休務

８月15日(月)・16日(火)はお盆休みと

して事務局を休務とさせていただきます

のでご了承ください｡
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療養型診療所医師からのささやかな願い

予定通りというか, 介護保険施設の居住

費, 食費の自己負担化が正式に決定した｡

厚生労働省ではすでに17年度予算案の段階

で, 自己負担化を念頭にいれて今回の施策

を予定していたのだろう｡ 本院でたちまち

生じる問題点は, 医療型と介護型の療養病

床入院, 入所患者, 家族への説明である｡

たった１枚の壁を隔てるだけで, 自己負担

額が変わるのであり, いまから当院のケア

マネジャーはどう説明すべきか頭を抱えて

いる｡

過去, 三基準というのがあった｡ 看護・

給食・寝具基準である｡ 看護基準は, 看護

職員配置基準を残し, 入院基本料という名

に代わった｡ 寝具基準も, 最低限のアメニ

ティサービスとして入院基本料減算という

評価に, そして今回, 基本食事サービス費

が廃止されるという｡ 看護・寝具基準は,

時代と共に, いわば医療機関側の経営面で

の努力により達成することで少なからず理

解してきた｡ しかし, 今回の食事サービス

費の廃止と材料費＋調理コスト月額42,000

円すべてを患者負担にし, さらに患者にとっ

ても, 理解しがたい栄養ケア・マネジメン

トという新しい評価は, 果たして療養型病

床でどれだけ対象者がいるのやら｡ また,

経管栄養による濃厚流動食については, 半

年間で経口摂取に切り換えないと加算とし

て評価しないという｡ 結果として, 委託業

者を利用して食事サービスを提供している

医療機関とりわけ小規模な事業所の経営的

なダメージは大きいだろう｡ われわれは,

医学的に必要な栄養管理のうえ, いわばプ

ロが作る食事を提供してきたつもりである｡

それを在宅と同じレベルの評価とは…｡ さ

らに追い打ち的なことは, 通所リハビリテー

ション等における食事提供加算39単位の廃

止である｡ 単に食事サービス費制度を廃止

したからといってなぜ提供加算を廃止する

のか｡ しかも, この廃止部分を利用者負担

に転嫁することは利用者と事業所間の契約

で決めろと厚生労働省はいう｡ これでは通

所サービスのダンピング競争も出て来ても

おかしくはない｡

居住費についても, 納得がいかない｡ 個

室入所者は ｢光熱費と居住費｣ を保険対象

外として, さらにこれまで特別の室料を患

者から徴収している場合は, 別途患者等と

の契約により決めろと厚生労働省は責任放

棄｡ 個室, ユニットケア化を進める厚生労

働省は, 個室に入所する患者負担額と, ４

人室に入所する者の負担額との格差をどう

考えているのか？ 個室しか空いていない,

感染症等により医学的に個室に入所した場

合は, ４人室並の負担金で, この場合は,

介護保険から居住費が給付される｡ 患者に

とっては, 自ら個室を希望せず, 個室で生

活できる方がありがたい｡ 医療機関側にとっ

ても, 個室を４人室なみにあつかった方が

未収も生じず, 患者にも説明しやすい｡ こ

んなきわめて当然な疑問や問題点がいまか

ら出ており混乱している｡ 2006年４月まで,

医療と介護の整合性は図れないというなら,

いっそのこと, 来年度の診療報酬・介護報

酬同時改定時にまとめて対応していただい

たほうがいいというのが, ささやかな願い

である｡

(府医情報企画委員会委員・舞鶴 荒木義正)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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｢今日の産婦人科治療指針 第２版｣
(医学書院, 1999.６, 13,650円)

産婦人科医会理事の方々のご推薦を受けて, 購入が決まりました

ので紹介させていただきます｡

『医学書院から出版されている ｢今日の治療指針｣ は各科の臨床知識を網羅的に集大成し,

更に日進月歩の医学の進歩に対応するため毎年刊行されているが,“臨床診療事典”として広

く普及し, 実地医家の堅い信頼が寄せられている｡ 産婦人科領域では専門領域の知識を把握す

るには必ずしも充分ではないという憾みがあった｡

産婦人科治療は婦人科腫瘍学, 生殖生物学, 周産期医学など subspeciality としての専門分化

が切実に考えられるほど守備範囲が広く, しかも婦人の生涯を通じて診療の責任を果たすため

には今や広汎な知識と経験が要求されている｡ このような要望に対応するため, 産婦人科診療

に限った ｢今日の治療指針｣ として本書は企画された｡ 第１版が刊行され10年が経過し, 新し

い医療技術に対応するために第２版が刊行の運びとなった｡』

序の一文を借りて推薦の言葉に代えたいと思います｡

(学術・生涯教育委員会委員 田中正明)

�������������������� !��

△
泌尿器科病理・精巣腫瘍取扱い規約第３版／日本泌尿器科学会日本病理学会編・Ｂ５・109

頁・金原出版

△

胎児期水頭症診断と治療ガイドライン／胎児期水頭症ガイドライン編集委員会

編・Ａ５・213頁・金芳堂

△

24プラス12プラス８・医学と医療をめぐる44の話題／田中健一著・

Ｂ６・195頁・天声社

△

日本のお金持ち研究／橘木俊詔他・Ｂ６・227頁・日本経済新聞社

△

臨

床に直結する腎疾患治療のエビデンス・ベッドサイドですぐに役立つリアレンスブック／黒川

清監・Ｂ５・402頁・文光堂

△

ＮＥＷＭＯＯＫ整形外科18骨・軟部腫瘍／越智隆弘他編・Ｂ５・

243頁・金原出版

△

腎疾患・透析最新の治療／飯野靖彦他著・Ｂ５・343頁・南江堂

△

透析療法

専門医にきく最新の治療／佐中孜他編・Ｂ５・375頁・中外医学社

△

法眼高森正因迸れ医道の

水脈“京より若狭へ”／永田敏雄著・Ｂ６・221頁・シングルカット社

△

はじめてのＭＲＩ／

荒木力著・Ｂ５・267頁・秀潤社

△

新臨床外科学第３版／森岡恭彦監・Ｂ５・882頁・医学書院

△

標準外科学第10版／小柳仁監・Ｂ５・852頁・医学書院

△

詩と思想７作品特集＜破壊＞／

Ｂ６・143頁・土曜美術出版販売

△

有害物質の刺激に対するヒト皮膚の防御反応のしくみにつ

いて (河合法による考え方)／河合享三著・Ａ４・44頁・河合産業皮膚医学研究所

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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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医療機関等からの医薬品または医療機器についての副作用, 感染症および不具合報告の実施要領の改訂

について (日医会長・府薬務室長)

本件は, 副作用等報告について ｢厚生労働省電子申請・届出システム｣ を使用して電子的に報告を行う

システムの運用を開始したこと等から, ｢医薬品・医療機器等安全性情報報告制度｣ の実施要領について,

電子報告が行うことを可能としたこと等の改訂を行ったため, 都道府県知事に対して管下医療機関および

薬局に対して周知するよう求めるものです｡

なお, 当分の間, 旧局長通知による報告様式に基づく報告用紙を用いてファックスないし郵送による報

告を行うことができることについても申し添えます｡

なお, 本通知については, 府薬務室のホームページ (http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/kaisei/index.html)

に掲載されています｡

②独立行政法人医薬品医療機器総合機構における医療機器の添付文書情報をインターネットで提供するシ

ステムの整備について (府薬務室)

今般, 独立行政法人医薬品医療機器総合機構において, 医薬品・医療機器の安全性情報を医療関係者を

はじめ, 広く国民に提供するために講じる措置の一つとして, 平成17年３月17日付総合機構通知のとおり

医療機器の添付文書情報をインターネットで提供するシステムの整備を進めていくこととなったため, 関

係業者, 団体等に対し周知徹底を図るとともに, 医療機器添付文書に関する総合機構への添付文書情報の

登録を図るよう配慮を求められたものです｡

医医薬薬品品等等のの回回収収にに関関すするる情情報報

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

７／15 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社

７／８ 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社

７／５ 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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図書室在庫図書の譲渡について

このたび下記の図書を整理するにあたり, ご希望の先生がおられましたらお譲りいたしたく

存じます｡ 学術・広報課あて８月末日までにご一報ください｡ (TEL 075－315－5276)

金原医学新書
27新鮮脳卒中診断のキメ手 荒木 五郎 Ｓ51

金原医学新書
28感染症診療トピックス 真下 啓明 Ｓ51

金原医学新書
29腹痛を診るコツ 名尾 良憲 Ｓ51

金原医学新書
30胃 十二指腸潰瘍 －この身近な疾患を見直す－ 竹本 忠良 Ｓ51

金原医学新書
31痛風の診かた 本間 光夫 Ｓ51

金原医学新書
32白血病を見逃さないために 長谷川 弥人 Ｓ51

金原医学新書
34どう診るこどものリウマチ 大国 真彦 Ｓ51

金原医学新書
35貧血診療の進め方 日野 志郎 Ｓ51

金原医学新書
36膵炎－正しい診療のために－ 内藤 聖二 Ｓ52

金原医学新書
37甲状腺疾患 －そのわかりやすい解説－ 鎮目 和夫 Ｓ52

金原医学新書
38外来における輸液の実際 越川 昭三 Ｓ52

金原医学新書
39小児のけいれん －正しく診るために－ 福山 幸夫 Ｓ52

金原医学新書
40腎炎診療の要点 賀籐 暎一 Ｓ52

金原医学新書
41皮膚真菌症診療のポイント 渡辺 昌平 Ｓ52

金原医学新書
42自律神経失調症－その診かたと対処法－ 宇尾野 公義 Ｓ52

金原医学新書
43自己免疫疾患 解説から治療まで 本間 光夫 Ｓ52

金原医学新書
44食中毒とその対策 平石 浩 Ｓ52

金原医学新書
45こどもの輸液－外来の進め方－ 薮田 敬次郎 Ｓ53

金原医学新書
46心電図を見るポイント 石川 恭三 Ｓ53

金原医学新書
47心臓手術の適応 新井 達太 Ｓ53

金原医学新書
48ネフローゼ症候群 波多野 道信 Ｓ53

金原医学新書
49頸肩腕症候群 石田 肇 Ｓ53

金原医学新書
50下垂体疾患を見逃さないために 鎮目 和夫 Ｓ53

金原医学新書
51心不全の診療 加藤 和三 Ｓ53

金原医学新書
52呼吸管理の実際 芳賀 敏彦 Ｓ53

金原医学新書
54動脈硬化症の最新知識 五島 雄一郎 Ｓ54

廃棄予定図書一覧

書 名 著者名 発行年

金原医学新書
１脳血管障害 五島 雄一郎 Ｓ50

金原医学新書
２老人医療 村地 悌二 Ｓ50

金原医学新書
３心緊急症をどう診るか 日野原 重明 Ｓ50

金原医学新書
４糖尿病正しい診療のために 堀内 光 Ｓ50

金原医学新書
５抗生物質 正しい使い方と副作用 真下 啓明 Ｓ50

金原医学新書
６心身症とは何か 石川 中 Ｓ50

金原医学新書
７慢性関節リウマチ診療のすすめ方 塩川 優一 Ｓ50

金原医学新書
８高血圧の治療と管理 武内 重五郎 Ｓ50

金原医学新書
11これが腰痛診療の鍵だ 池田 亀夫 Ｓ50

金原医学新書
12不整脈を診る 春見 建一 Ｓ50

金原医学新書
13急性肝炎をめぐって 原田 尚 Ｓ50

金原医学新書
14打聴診のコツ 佐々 寛之 Ｓ50

金原医学新書
15育児相談 松島 富之助 Ｓ50

金原医学新書
16ショックその時どうするか 岡田 和夫 Ｓ50

金原医学新書
17慢性肝炎 原田 尚 Ｓ51

金原医学新書
18めまい診療の進め方 渡辺 いさむ Ｓ51

金原医学新書
19予防接種の正しい知識 木村 三生夫 Ｓ51

金原医学新書
20問診視診のコツ 加瀬 正夫 Ｓ51

金原医学新書
21気管支喘息を考える 本間 日臣 Ｓ51

金原医学新書
22循環器系の薬の使い方 五十嵐 正男 Ｓ51

金原医学新書
23糖尿病の食事療法 平田 幸正 Ｓ51

金原医学新書
24小児の急患をどう診るか 巷野 悟郎 Ｓ51

金原医学新書
25透析治療を理解する 酒井 糾 Ｓ51

金原医学新書
26頭痛を診るコツ 加瀬 正夫 Ｓ51
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金原医学新書
55川崎病 川崎 富作 Ｓ54

金原医学新書
56肺性心 笹本 浩 Ｓ54

金原医学新書
57虚血性心疾患のリハビリテーション 竹内 馬左也 Ｓ54

金原医学新書
58膠原病－その診断と治療－ 安倍 達 Ｓ54

金原医学新書
59やさしい神経疾患のみかた 木下 真男 Ｓ54

金原医学新書
60プライマリケア入門 日野原 重明 Ｓ54

金原医学新書
61更年期障害 馬島 季磨 Ｓ54

金原医学新書
62慢性気管支炎の治療 長岡 滋 Ｓ54

金原医学新書
63いたみの臨床 山村 秀夫 Ｓ54

金原医学新書
64誤嚥の処置 斉藤 誠次 Ｓ54

金原医学新書
65医療事故を防ぐために 松浦 鉄也 Ｓ54

金原医学新書
66慢性気管支炎の診断基準 長岡 滋 Ｓ54

金原医学新書
67肥満婦人の指導 飯塚 理八 Ｓ55

金原医学新書
68日常診療における不眠の取扱い 柄沢 昭秀 Ｓ55

金原医学新書
69学童の心臓検診後の生活指導 大国 真彦 Ｓ55

金原医学新書
70日常診療におけるアレルギー疾患の診断と治療 北原 静夫 Ｓ55

金原医学新書
71癌の免疫療法の話 藤井 源七郎 Ｓ55

金原医学新書
72うつ病とその治療 仮屋 哲彦 Ｓ55

金原医学新書
73風疹 木村 三生夫 Ｓ55

金原医学新書
74生殖医学トピックス 鈴木 秋悦 Ｓ55

金原医学新書
75学童検診後の生活指導 (腎臓病編) 北川 照男 Ｓ55

金原医学新書
76最近の避妊の知識 橋口 精範 Ｓ55

金原医学新書
77地域医療 勝沼 晴雄 Ｓ55

金原医学新書
78尿ペーパーテストの評価 林 康之 Ｓ55

金原医学新書
79膝の病気の診かた 今井 望 Ｓ55

金原医学新書
80血尿の診かた 鈴木 文夫 Ｓ55

金原医学新書
81人間生態学 山本 幹夫 Ｓ55

金原医学新書
82身近な小児外科の知識 駿河 敬次郎 Ｓ55

金原医学新書
83シンチグラム検査の理論と実際 山崎 統四郎 Ｓ55

金原医学新書
84仮面うつ病 新福 尚武 Ｓ55

金原医学新書
85放射線障害 鈴木 宗治 Ｓ56

金原医学新書
86粘膜疹の診かたと治療 西村 茂夫 Ｓ56

金原医学新書
87心エコー図を学ぶ人のために 坂本 二哉 Ｓ56

金原医学新書
88変形性膝関節症 伊勢亀 富士郎 Ｓ56

金原医学新書
89これからの病院と診療所との連携 藤森 一平 Ｓ56

金原医学新書
90むくみの診かた 小椋 陽介 Ｓ56

金原医学新書
91脊柱側弯症 井上 駿一 Ｓ57

金原医学新書
92五十肩 岩倉 博光 Ｓ57

金原医学新書
93排尿障害 小磯 謙吉 Ｓ57

金原医学新書
94肺炎の診かた 池本 秀雄 Ｓ57

金原医学新書
95小児のスポーツ障害 その特徴診断治療予防 高沢 晴夫 Ｓ57

金原医学新書
96心臓病患者の運動と生活処方 岸本 道太 Ｓ57

金原医学新書
97頸の痛み 森 健躬 Ｓ58

金原医学新書
98慢性関節リウマチの治療 山本 真 Ｓ58

金原医学新書
99降圧剤の使い方 藤井 潤 Ｓ58

金原医学新書
100思春期の精神障害 大原 健士郎 Ｓ58

金原医学新書
101血管拡張薬の使い方 長村 好章 Ｓ59

金原医学新書
102過敏性肺臓炎 可部 順三郎 Ｓ59

金原医学新書
103心筋梗塞患者の取り扱い 上田 慶二 Ｓ59

金原医学新書
104熱傷の診断と治療 大塚 敏文 Ｓ59

金原医学新書
106性行為感染症をめぐって 岡本 昭二 Ｓ59

金原医学新書
107スポーツと心臓 前田 如矢 Ｓ60

金原医学新書
108老年の痴呆について 長谷川 和夫 Ｓ60

金原医学新書
109心臓神経症 筒井 末春 Ｓ60

金原医学新書
110小児発疹の診かた 柳下 徳雄 Ｓ60

金原医学新書
111帯状疱疹 新村 眞人 Ｓ61

金原医学新書
112高脂血症 中村 治雄 Ｓ61

画像診断のための疾患図譜１
脳神経１ 志賀 逸夫 編 Ｓ60

画像診断のための疾患図譜２
脳神経２ 志賀 逸夫 編 Ｓ60

画像診断のための疾患図譜３
脳神経３ 志賀 逸夫 編 Ｓ60
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画像診断のための疾患図譜４
頭頸部 玉川 芳春 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜５
肺・縦隔１ 河野 通雄 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜６
肺・縦隔２ 河野 通雄 編 Ｓ60

画像診断のための疾患図譜７
肺・縦隔３ 河野 通雄 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜８
心臓・大血管１ 松山 正也 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜９
心臓・大血管２ 松山 正也 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜10
消化管・腹部１ 兵頭 春夫 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜11
消化管・腹部２ 兵頭 春夫 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜12
消化管・腹部３ 兵頭 春夫 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜13
肝臓１ 平松 京一 編 Ｓ60

画像診断のための疾患図譜14
肝臓２ 平松 京一 編 Ｓ60

画像診断のための疾患図譜15
胆道・膵臓・脾臓 打田 日出夫 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜16
腎臓・尿路 永井 純 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜17
副腎・後腹膜 永井 純 編 Ｓ60

画像診断のための疾患図譜18
骨盤臓器１ 藤井 正道 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜19
骨盤臓器２ 藤井 正道 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜20
乳房・甲状腺 片山 仁 編 Ｓ59

画像診断のための疾患図譜21
脈管系 石田 修 編 Ｓ59

腹部超音波判読講座 １
肝・脾 蜂屋 順一 他 Ｓ58

腹部超音波判読講座 ２
胆道・膵 蜂屋 順一 他 Ｓ58

腹部超音波判読講座 ３
腎・後腹膜・その他 蜂屋 順一 他 Ｓ59

超音波診断マニュアル 奥山 大太郎 Ｓ56

内科診療Ｑ＆Ａ 神経 永野 允 他編 Ｓ59

小児科診療Ｑ＆Ａ 赤塚 順一 Ｓ58

｢労災認定事例・裁判例に見る
医療機関における過重労働・メンタル

ヘルス対策のポイント｣ について

定 価 2,000円 (税込)

体 裁 Ａ５判

発 行 (財)労災保険情報センター (ＲＩＣ)

本書の特色

過重労働・メンタルヘルスに関する指針等が公表されて数

年が経過したにもかかわらず, 労災認定件数等が減少の気配

をみせていない現状をふまえて, 本書は医療機関における過

重労働の防止およびメンタルヘルス対策と労災認定事例・民

事裁判例を解説しています｡

また, 本書に添付されたＣＤ－ＲＯＭは, 本書の内容に対

応していますので, 集合研修等にご活用いただけます｡

※お問い合わせは, (財) 労災保険情報センター (ＲＩＣ)

京都事務所 (TEL 075－211－3261) までご連絡ください｡

� 新 刊 紹 介 �



34

府府医医メメーールルママガガジジンン 『『『府府府医医医通通通信信信』』』
７７月月よよりり配配信信をを開開始始！！

府医では７月１日よりホームページを全面リニューアルするとともに, 府医メールマ

ガジン ｢府医通信｣ の配信を開始しました｡

配信は原則週１回で, コンテンツは府医ＦＡＸ情報のデジタル版としての配信のほか,

府医ホームページの更新状況や緊急を要する連絡事項などを随時配信していきます｡

配信をご希望の先生は府医ホームページ上から登録できますので, ぜひ, アクセスし

てみてください｡

URL：http://www.kyoto.med.or.jp

登録画面にログインする場合は
ＩＤ・パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課まで
ご連絡ください｡
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京医発第335号

平成17年７月25日

当該地区選挙人 各位

京都府医師会

会長 油谷桂朗

地区選挙管理委員・予備選挙管理委員の辞任・就任について (公示)

このほど下記のとおり, 地区選挙管理委員・予備選挙管理委員に異動がありましたので, 公

示します｡

＜中東＞選挙管理委員長の岡本康比古氏の辞任に伴い, 同委員長に小笠原孟史氏,

同委員に辻 輝幸氏, 同予備委員に新屋久幸氏が就任

と き ９月４日(日)

午前９：00 スタート

ところ 向島西テニスコート

(TEL 075－612－3988)

試合形式 ダブルス

参加費 2,000円 (昼食代・飲物代を含む)

申込締切 ８月27日(土)

◇申し込み及び詳細については, 平杉嘉昭(TEL 075－332－1198, FAX 075－332－6503,

メール ent.hirasugi@m6.dion.ne.jp) までご連絡ください｡

※ご家族・ご友人・従業員のご参加を歓迎します｡

京都府医師会と他クラブ
との交流テニス大会

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 出身大学 診療科目

岡本行功 Ａ 下東
南区東九条中殿田町11－２
岡本クリニック

693－5603
奈良県立医大
Ｓ60年卒

内・呼・
アレ

笹部恒敏 Ａ 西京
西京区桂下豆田町41－８
ささべクリニック

381－8970
宮崎医大
Ｓ59年卒

外・消

西田 修 Ｂ 中西
中京区西ノ京春日町16－１
京都民医連中央病院

822－2777
京大
Ｓ52年卒

内

薬師寺勤 Ｂ 伏見
伏見区石田森南町28－１
医仁会武田総合病院

572－6331
熊本大
Ｓ58年卒

麻

河原和美 Ｂ 舞鶴
舞鶴市字浜1035
舞鶴共済病院

(0773)
62－2510

福井医大
Ｈ１年卒

産婦

新谷陽道 Ｂ 中西
中京区西ノ京車坂町９
洛和会丸太町病院

801－0351
東京医大
Ｈ12年卒

心臓内
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 第６回情報企画委員会の状況

３. 審査委員懇談会の状況

４. ６月度基金幹事会の状況

５. ６月度労災審査協議会の状況

６. 第11回社会保険研究委員会の状況

７. 個別指導の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 第41回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の状況

10. 日医認定産業医基礎前期研修会の状況

11. 平成17年度第１回京都子どもネットワー

ク連絡会議の状況

12. 第８回消化器がん検診委員会の状況

13. 第９回地域ケア委員会の状況

14. 第２回京都市 ｢要支援者のサービス利

用実態調査検討会｣ の状況

15. 社会保険健康づくり事業推進協議会の

状況

16. 学校心臓検診委員会の状況

17. 平成17年度きょうと健やか21推進府民

会議幹事会の状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 第11回学術・生涯教育委員会の状況

20. ６月度協会医賠処理室会提出件数

21. 第11回スポーツ医学委員会の状況

【議 事】

22. 会員の入会・異動・退会18件を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 京都府医師会諸会費の免除を可決

25. 府医情報企画委員会・地区広報担当理

事合同連絡協議会の開催を可決

と き ９月27日(火) 14：30

26. 第11回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

27. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

28. 京都市予防接種健康被害調査委員会委

員の推薦を可決

29. 京都府高齢者サービス総合調整推進会

議委員および各部会委員の推薦を可決

30. 京都市介護認定審査会委員の推薦替え

を可決

31. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

32. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

33. 京都府医師会指定学校医制度の発足を

可決

34. 第49回京都府学校保健研究大会への後

援を可決

35. 第26回 ｢舞鶴健康大学｣ の共催を可決

36. 市民フォーラム ｢第７回きょうと健や

か21 in 相楽 『こどもの病気～こんな時ど

うする』｣ への後援を可決

37. 府医学術講演会の開催を可決

38. 府医学術講演会の日程変更を可決

39. 地区学術担当理事連絡協議会および国

試問題作成伝達講習会の開催を可決

と き 10月22日(土) 14：30

40. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決

41. 平成17年度救急処置講習会への講師の

派遣を可決

42. 看護専門学校平成18年度募集要項を可決

43. 看護専門学校納入金に関する規則の改

正を可決

44. 看護専門学校臨床実習指導者研修会の

開催を可決

45. 日本医師会委員会委員の就任承諾を

可決

第12回定例理事会 (６.30)
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 総務担当部会の状況

３. 個別指導の状況

４. 第１回近医連保険・介護保険担当理事

合同連絡協議会の状況

５. ７月度保険医療担当部会の状況

６. 産業医研修会の状況

７. 平成17年度京都安全衛生・快適職場推

進大会の状況

８. 女性のための相談ネットワーク会議の

状況

９. ７月度地域医療部会の状況

10. 第６回感染症対策委員会の状況

11. 第７回学校検尿事業委員会の状況

12. 医療に伴い発生する障害保障制度検討

委員会の状況

13. 日医社会保険診療報酬検討委員会小委

員会の状況

14. 京都社会保険健康づくり事業推進協議

会の状況

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会17件を可決

16. 常任委員会の開催を可決

17. 平成17年度京都府保健医療功労者等の

推薦を可決

18. 第13回 ｢医療文化史サロン展｣ への後

援を可決

19. 第30回日本柔道整復師会近畿ブロック

学会への後援を可決

20. ノバルティス地域医療賞候補者の推薦

を可決

21. 地区医師会との懇談会の開催を可決

京 大 11月21日(月) 15：00

西 陣 11月29日(火) 14：00

山 科 平成18年１月14日(土) 15：00

22. 京都府社会保険診療報酬支払基金審査

委員会委員の推薦を可決

23. 平成17年度集団的個別指導の開催を

可決

24. レセプト出張受付の実施を可決

25. 労災診療費算定実務研修の共催を可決

26. アレルギー対応マニュアル研修会 (エ

ピネフリン処方講習会) の開催を可決

27. 産業医研修会の共催を可決

28. 第27回産業保健活動推進全国会議への

出席を可決

29. 平成17年度介護支援専門員実務研修受

講試験対策講座の開催を可決

30. 府医学術講演会の開催を可決

31. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

32. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

33. 日医医療事故防止研修会への出席を

可決

第13回定例理事会 (７.７)

～ ８月度請求書 (７月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (水) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (水) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 12日 (金) 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｡




