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写真／魚住玄通 (東山)

今年の４月17日日曜日の祇園巽橋付近の風景です｡ ここ
は観光客も多くドラマのロケによく使われるところです｡
生け花の写真を撮ったように見えます｡ 柳を背景に椿とや
まぶきが形良く植えられ, 花を咲かせています｡ 生け花で
はありません｡ 偶然ではなく計算されつくした風景だと思
います｡ 人をもてなす所の伝統と気品を感じます｡

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢メタボリックシンドロームとは
何か説明できますか？(その１)｣

京都市立病院 糖尿病・代謝内科部長

吉田 俊秀 先生
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１. 少子化は悪か？

ご承知のように, 06年度からは, わが国の

人口は減少に転ずる｡ 人口を維持するために

必要な合計特殊出生率は2.07～08といわれて

いるが, 欧米など先進国においても出生率は

1.6以下が大半であり, 先進諸国において,

将来的に人口増加は期待し得ない｡ 少子化が

進展すると, 労働人口が減少し経済成長が鈍

化し, 高齢者を年金・医療・介護・福祉の面

で支える納税者が減少するなど経済的に国家

が成り立たなくなると危惧されている｡ 高齢

者の人口は増加し, 若年者人口は減少の一途

であるため, 過去の日本が進めてきた, 低賃

金, 労働集約型の日本経済は将来的な右肩上

がりの成長は望めない｡ 我々が考えなければ

ならないことは, 日本の社会における, 経済,

生活がどの程度の人口で維持されるべきと考

えるのかということである｡ 国なり行政が,

｢日本経済を人口減少社会の到来にあわせて

緩やかな減速社会経済に転換させるためには,

日本のあるべき人口数はどの程度か, 出生率

低下を現状でとどめたいのか, 増加させたい

のか, 増加させるとすれば出生率をいくらに

までしたいのか｣ を明らかにすべきである｡

また, 政財界のトップも, 未だに日本経済の

右肩上がりの成長を望んでいるようであるが,

人口減少社会では, 労働人口が１％減少する

と GDP は１％減少するといわれ, 実質国民

所得の成長率は, 20年には－1.1％程度まで

減少するといわれている｡ 若年者の減少によ

る労働人口の減少を移民で補うという議論も

あるが, 現在の労働力を30年においても維持

しようとすれば, 今後24百万人以上の外国人

労働者の移入が必要で, 外国人労働者比率は

20％以上となり, 常識的にも, わが国の国民

感情からも現実のものとはなり得ない｡

以上のことから, 人口減少社会の到来を素

直に受け止め, 20年後に団塊の世代の人口の

大幅な減少期を迎えるまでに, わが国の社会

副会長 森 洋一

少子化対策について

ここ数年, 少子化対策に対する提言がマスコミなどにもしきりに取り上げられるようになっ

てきた｡ 1989年の1.57ショックのときから少子化対策の必要性を小児科医は提言してきたが,

政財界ともに高齢者対策に追われ, 先送りのまま放置されてきた｡ そして, 01年には, 合計特

殊出生率 (以下出生率) が1.33となり, 再び衝撃を受けたが, 出生率の低下はとどまるところ

を知らず, 昨年は1.29となっている｡

15年で, 2.8ポイントの低下である｡ この間, 94年に子育て環境整備のためのエンゼルプラン

が策定され, 99年の新エンゼルプランへと受け継がれてきたが, 何の実効もないまま今日に至っ

ている｡ 今年６月に行われた日本小児科医会生涯教育セミナーでの北海道大学大学院文学研究

科の金子教授による特別講演や政策研究大学院大学の松谷教授の著書を参考に, 少子化対策に

ついて ｢少子化 (人口減少) は悪いことなのか｣ ｢少子化対策で有効な手段はあるのか｣ ｢本当

になすべきことは｣ の３点について考えるところを述べてみたい｡ 多くの先生方のご意見を賜

りたいと思う｡
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経済状況が人口減少社会においていかにある

べきかの議論を進める必要がある｡ 一方で,

団塊の第二次世代の高齢化以降の極端な人口

減少に対応するためには, 現在の出生率をせ

めて1.5程度に上昇させておく必要があると

考える｡ 出生率の向上による子ども人口の減

少の緩徐化は, わが国の将来に避けて通れな

い課題であり積極的な対応が必要である｡

２. 少子化対策で有効な手段はあるのか

１) 保育所待機児童ゼロ活動

多くの自治体で, 共働きの家庭への子育て

支援策の一つとして, 保育所待機児童ゼロを

目標に保育所の定員を増やし, 保育時間の延

長や日曜保育などの対応がなされてきている

が, 結果的には出生率の低下阻止には寄与し

ていない｡ 働く女性を支援することは大切な

ことではあるが, 保育所の定員増が少子化対

策に効果があるのかは疑問である｡ 保育所で

の一人あたりの費用は年間百数十万円から200

万円近くかかっているとのことであるが, 一

方で, 家庭も一人あたり２万円～６万円余の

費用負担をしている｡ ３人も保育所に入れて

パートで働いても家庭の収入は減りこそすれ

増加には結びつかない｡ それでも, 働きたい

という女性は増加傾向であり, 保育所の定員

増加は, 保育所需要を喚起し待機児童がなか

なか減少しない｡ また, 一方で, 専業主婦の

子育て不安は強いものがあり, 少子化と相まっ

て, 子ども同士の遊びを通じたコミュニケー

ション不足も著明となっており, 専業主婦に

ついても一定の支援策を必要としている｡

子育ては社会全体で面倒をみるという決意

が必要である｡ 先進国では, 保育所の費用は

自治体なり国が全て負担しているところも多

い｡ わが国も, 幼保一元化の議論は, 政治課

題となり実現しなかったが, 幼稚園, 保育所

ともに無料化し, 保育時間の延長とボランティ

アの活用や, 子育てサークルとの一体化など

思い切った対策を打つ必要がある｡

２) 児童手当について

わずかながら児童手当と給付年齢の引き上

げが行われた｡ 先進国でも児童手当を手厚く

している国は多いが, 出生率の向上に有効で

あるというエビデンスは認められていない｡

しかし, 欧州諸国をみると, 1980年から90年

代半ばの間, 家族関連支出が社会支出に占め

る割合が低い国は, 出生率も低下し, 逆に家

族関連支出の割合を高めた国では, 出生率が

上昇している｡ わが国で, 子育てについての

不満の中で一番多いものは, 子育てにお金が

かかるということである｡ 金子教授は, １人

１ヶ月４万円, 年間48万円を, 小学校まで,

中学校まで, 高校までで計算され, 財源とし

ては, 老人から１ヶ月５千円, 消費税から１

～２％, 残りは30～65歳の国民全てからの負

担 (税金から) で, まかなえるとしておられ

る｡ １ヶ月５万円で考えてみると, 経済成長

が見込めない状況での社会保障費の増加には

異論もあるだろうが, ５万円の児童手当を中

学までの15年間支給すると900万円となり,

高校, 大学への進学の学費の相当部分がまか

なえる｡ 子育てにお金がかかるという家庭の

負担を大いに軽減することになると思われる｡

もっとも今時の両親が, そっくり子どものた

めに貯蓄をしておくとは考えられないが, 消

費に回れば回ったで, わが国の経済における

国内需要の喚起に大いに役立つのではないだ

ろうか｡

いずれにしても, 子育ては社会の責務との

認識が必要である｡ ただし, 介護保険のよう

に財源難を理由に育児保険なるものの導入は

絶対に阻止しなければならない｡ 国家の将来

を担うべき子ども達の成長を市場原理主義に

巻き込むような愚考は国家の滅亡を引き起こ

すと考えるべきである｡
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今年は戦後60年目となる｡ 敗戦から立ち直

り, 最近まで右肩上がりの経済成長で多くの

国民は経済的には豊かになってきたことは間

違いない｡ しかし, 経済的繁栄の中で, 心の

豊かさを無くしてきてしまったのではないか

と思うのは私だけではないだろう｡ 特にこの

10年間, 多くの悲しい出来事が起こっている｡

かつては考えられなかったような犯罪, 子ど

も達が被害者となる犯罪が増加している｡ 金

銭的な繁栄に, 政財界の首脳の目が行き過ぎ

大切な日本人のこころが失われてしまったの

ではないだろうか｡ 人が人として, 子どもが

子どもらしく成長するような社会環境の整備

無くして, 人口減少社会の国家の安定と安心

安全な社会の形成はあり得ないと考える｡ 最

初にも述べたように, 少子化を素直に受け入

れて, あるべき国の姿を求めてゆくことが必

要である｡

男女共同参画社会についての議論も盛んに

なされているが, 厚労省の2002年調査では子

供ができて育児休暇を取った女性は64.0％,

男性は0.33％にとどまる｡ 経済界の首脳が,

規制緩和や市場主義を訴えても, 肝心の会社

で, 給与や休暇の取得に男女差が歴然として

おり, 低賃金での労働力確保にしか興味を持

たないようでは少子化対策など実現するはず

もない｡ 規制改革は企業にとっては美味しい

話であるが, 男女共同参画社会や育児休暇,

看病休暇などは, 現在の政財官の首脳にとっ

ては煩わしいだけのものであろう｡ 政財官の

首脳の社会のリーダーとしての意識改革が必

要であり, 断固たる決意がなければ日本の将

来はない｡

そして, 社会を大きく変えていくために一

番大切で, 一番忘れられてきたこと, それは

教育ではないだろうか？荒れる学校といわれ

て久しいが, 悪しき平等, 義務を果たさず権

利ばかりを主張する風潮, ＩＴ化の裏に潜む

負の側面, 我々は経済的な繁栄にばかり目を

奪われて, 真に大切なものを失ってしまった

のではないだろうか｡

最近, 学校教育の一環として, 職場見学や

保育所や乳児検診の場に子どもが参加し, 現

実の社会や赤ちゃんや小さな子どもに接する

機会を設けるところが多くなった｡ 概ね好評

で, 特に赤ちゃんなどに接する経験の少ない

現代社会では, 生徒達には新鮮な感動を与え

ているようである｡ 児童生徒が赤ちゃんや小

さな子ども達との接触の機会を増やすことは,

即効性はないが, ｢かわいい｣ ｢いとしい｣ と

いうような感情を育て, 子どもが欲しい, 人

を思いやるという心を育てるためにも必要な

ことであると考える｡

教育については, 多くの人たちの間に多様

な考えがあることは認識しており, 述べたい

ことも多々あるが, 紙面の都合もあり, 教育

論を展開することが本稿の趣旨ではないので

詳述はしない｡ しかし, 20年30年先の日本の

あり方を考えるならば, 若年者層の人材育成

は避けて通れない重要課題であり, 成果がす

ぐに出るものでないだけに早急に取り組むべ

きものであると考える｡
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介護保険制度改革で問題点続出

北川府医理事は介護保険制度改革の概要に

触れ, 改正の主な内容である ｢予防重視型シ

ステムへの転換｣ と ｢施設給付｣ を中心に説

明した｡ 予防重視型システムは, 従来の要支

援に対する予防給付が効果的でないことを踏

まえ, 要介護にならないようなシステムへの

転換が一つの狙いであるとして, 新予防給付

と地域支援事業が新しく創設されるサービス

であり, 地域包括支援センターが一括して介

護予防マネジメントをする場所として創設さ

れる予定になっていることを説明｡ また, 施

設給付の見直しについても狙いは ｢財源削減｣

であり, 介護給付に重点を絞り, 食事・居住

費は低所得者を除き自己負担となるが, 将来

的には医療保険にも波及する可能性があるこ

とを示唆し, 危機感を募らせた｡

地区からは現行制度でも ｢要支援｣ と ｢要

介護１｣ が不明瞭であるが, 今回の改革では

さらに複雑になっていることを指摘する声や

新予防給付におけるリハビリのあり方につい

ての質問があり, 北川府医理事は介護認定の

煩雑さについては, 従来のシステムでもかな

り混乱しているが, ご指摘のとおりさらに要

介護１の人も予防給付か介護給付か決めなけ

ればならないとの問題点を挙げたうえで, シ

ステムとしては意見書の内容と訪問調査票が

変更される予定であり改正前に講習会等で周

知したいと説明した｡ また新予防給付に振り

分けられた人全てが, 筋力トレーニングに向

いているとはいえないとして, 介護支援専門

員, 主治医, 利用者の３者がサービス担当者

会議などで合意して実施するのが理想的であ

ると説明した｡

綴喜医師会と府医執行部との懇談会が７月23日, 京田辺市商工会館で開催され, 地区から12

名, 府医から10名が出席, 下野廣昭綴喜医師会副会長の司会のもと, 約２時間にわたって活発

な意見交換が行われた｡

冒頭, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 平成18年度の診療報酬の見通しについて言及｡ 診療報酬

改定が ｢プラスなら勝ち, マイナスなら負け｣ という見方は正しくないと述べるとともに, 日

医でも医療安全対策の財源確保などを主張しているが, こういう社会情勢において, どう折衝

していくのか難しい状況である｡ 日医の診療報酬検討委員会が絞り込んでいる技術料の評価,

あるいは不合理項目の是正に一定の方向性が得られれば ｢勝ち｣ と判断すべきではないかとの

見解を示した｡

綴綴 喜喜
医師会との懇談会

介護保険制度の改正, 次期診療報酬改定への見通しで議論

綴喜医師会との懇談会 (７.23 京田辺市商工会館)
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医療費抑制下での
診療報酬改定について

安達府医理事から医療費の総枠管理と給付

範囲の縮小について説明｡ 今回は ｢マクロ経

済指標による医療費の総枠管理｣ の文言は削

除されたが, 引き続き方針の中には, 社会保

障の一体的見直しを推進するとともに, 過大

な伸びを具体的に厳しく抑制しなければなら

ないことを盛り込んでいるとしており, ｢こ

れでは記載されたのと同様である｣ と不快感

を露わにした｡ また, 日進月歩で進歩する医

療技術分野において, これまで治療対象にな

らなかった病態が対象になり, 医療に要する

経費は増え医療費総枠が増えていくのは当た

り前とした上で, 経費のかかる部分について

要求するのは当然であると主張した｡ また,

経済財政諮問会議では伸びが著しい医療費の

総枠管理について議論する一方, 規制改革民

間開放推進会議では公的医療保険の範囲を縮

小して, 先進医療を中心にした広大な自由診

療枠を設定し, 総医療費の伸びを前提に株式

会社立病院を創設するという議論であったが,

これでは医療費の総枠の縮小と拡大の異なっ

た議論があるということであり, 現在の内閣

府のなかで医療制度の本来の議論がされてい

ないと批判した上で, 18年度改定で何を勝ち

取ったというより, 医療側の主張がしっかり

とできて国民にポイントを知っていただく機

会を作った上で議論をしていくことが必要だ

と強調した｡

地区からはモノと技術の分離についての具

体的な内容について質問があり, 安達府医理

事は, 今回改めてこれを主張するのは ｢評価

を求める｣ ということであると述べ, 薬価と

医療材料価格は算定基準が公開されず, その

決定は国家の経済政策の延長線上にあるとす

れば, それらは別にして, 技術料という観点

で医療費として国民はどこまで負担を妥当と

いえるのかという議論がされるべきという意

味でもあると述べた｡

ＨＨＨ５５５ＮＮＮ２２２亜亜亜型型型ののの高高高病病病原原原性性性鳥鳥鳥イイインンンフフフルルルエエエンンンザザザウウウイイイルルルススス
感感感染染染家家家きききんんんののの防防防疫疫疫措措措置置置にににおおおけけけるるる

抗抗抗イイインンンフフフルルルエエエンンンザザザウウウイイイルルルススス薬薬薬ののの予予予防防防投投投与与与にににつつついいいててて

今般茨城県下の養鶏場において高病原性鳥インフルエンザウイルスが発生したことに伴い,

厚生労働省は, 各都道府県家畜衛生部局において養鶏場の業務従事者等に対する健康調査を実

施するとともに, 防疫措置を講ずるにあたっては防疫従事者に高病原性鳥インフルエンザウイ

ルスの呼吸器感染が疑われる症状が出た場合にリン酸オセルタミビルによる治療ができるよう,

あらかじめその体制を確保するよう求めています｡

しかしながら, 今回発生したＨ５Ｎ２亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスのように弱

毒性のものについては, ヒトへの感染報告はいまだ無く, 必要な感染防御策を施した場合の感

染性は極めて低いことから, 感染家きんが確認された場合であっても, 強毒性のものであるこ

とが確認されない限り, 防疫従事者その他の関係者への抗インフルエンザウイルス薬 (リン酸

オセルタミビル) の予防投与および投与勧奨は行わないこととするよう, 求める通知がありま

したので, ご留意ください｡
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メタボリックシンドロームとは
何か説明できますか？ (その１)

京都市立病院 糖尿病・代謝内科部長

吉田 俊秀

メタボリックシンドロームとは, 内臓脂肪

蓄積, 糖尿病, 高脂血症, 高血圧症などの動

脈硬化危険因子が同一患者に重複して存在す

る病態をいいます｡ 平成17年４月８日日本内

科学会総会にて, 日本人のためのメタボリッ

クシンドロームの診断基準が発表されました｡

これは, 図１のように, ウエストが男性で

85cm 以上, 女性で90cm 以上あることに加

え, 次の３項目のうち２つ以上が該当する場

合とされています｡

①収縮期血圧が130mmHg 以上か拡張期血圧

が85mmHg 以上

②空腹時の血糖値が110mg / dl 以上

③中性脂肪が150mg / dl 以上か, HDL コレ

ステロールが40mg / dl 未満｡

メタボリックシンドロームでは一つひとつ

の症状は深刻でなくても, 重複して持つと心

筋梗塞などの危険性が30倍も高いとされてい

ます｡ 従来は症状ごとの対処療法が中心でし

たが, 内臓脂肪の脂肪蓄積が本症候群の根本

原因であることが明らかになったため, 内臓

脂肪蓄積の徴候をつかみ予防につなげようと

するのがこの診断基準の目的です｡

Ｑ１. なぜ皮下脂肪蓄積でなく, 内臓脂肪蓄

積が問題になっているのですか？

Ａ１. 臍部で腹部 CT スキャンを撮ると, 肥

満には脂肪の蓄積部位により, 内臓脂肪

型と皮下脂肪型の２種類に分けられます

(図２)｡ 特に, 内臓脂肪面積が100cm２

を超える場合を内臓脂肪型肥満とよんで

おり, 日本人では, ウエストが男性85

cm 以上, 女性90cm 以上あれば, 内臓

脂肪型肥満とよく相関します｡ 以前より,

内臓脂肪型肥満は, 皮下脂肪型肥満より,

糖尿病, 高血圧症, 高脂血症などの内科

的合併症を４～８倍も合併しやすい“悪

い肥満”であることが統計より明らかに

されているからです｡

Ｑ２. 内臓脂肪型肥満が悪い肥満とされるが,

その原因は？

Ａ２. その原因は, 皮下脂肪細胞と内臓脂肪

細胞を顕微鏡で観察してもわかりません

でした｡ しかし, 1995年以降の分子生物

学の進歩は目覚しく, 脂肪細胞からイン

スリン抵抗性の糖尿病の元凶となる腫瘍

壊死因子－α (TNF -α), 高血圧症に関

与するレプチンやアンジオテンシノーゲ

ン, 狭心症や脳梗塞の元凶になる血栓形

成に関与するプラスミノーゲンアクチベー

ターインヒビター１ (PAI -１) などの

ホルモンが分泌されていることが発見さ

れてきたのです (図３)｡ さらによく研

究してみると, 皮下脂肪細胞から多く分

泌されるホルモンはレプチンくらいのも

ので, 他の TNF -αや PAI -１などのホ

ルモンは内臓脂肪細胞から皮下脂肪細胞

の２～３倍も多く分泌されていることが

わかりました｡ 内臓脂肪型肥満が悪い肥

満であるといわれるのは, このように内

臓脂肪が過剰に蓄積されればされる程,

これらホルモンが過剰に分泌され, 糖尿

病や高血圧症などの合併症が引き起こさ

れるからです｡ また逆に, ５～10％減量

できれば, 過剰に分泌されていたこれら

ホルモンは正常化され, 過剰なホルモン

専門外講座
日常診療のための
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分泌により引き起こされていた糖尿病,

高血圧症などの疾患は改善されるのです｡

Ｑ３. 内臓脂肪細胞は食事・運動療法にて減

量しやすいというが, 本当か？

Ａ３. 内臓脂肪細胞は, 皮下脂肪細胞より脂

肪分解に関与する交感神経系のαおよび

β受容体を約３倍も多く持っているため,

食事・運動療法を行うと, 皮下脂肪細胞

よりも脂肪分解を起こしやすく痩せやす

い特徴をもっています｡ 内臓脂肪型肥満

は溜まると多くの合併症を引き起こしやっ

かいですが, 治療には反応しやすく痩せ

やすいのです｡

なお, 次回はメタボリックシンドロームの

治療法につき述べたいと思います｡

図１：メタボリックシンドロームの診断基準

図２：臍部でのＣＴスキャンによる内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満

図３：脂肪細胞は内分泌器官
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※ご参加の先生には下記の研修単位を取得していただけます｡

・日本医師会生涯教育講座 (５単位) ・日本内科学会認定内科専門医資格更新講座 (２単位)

・日本整形外科学会資格継続単位 (１単位) ・日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育(１単位)

・日本産婦人科学会・日本産婦人科医会研修シール ・日本小児科学会認定医 (３単位)

・日本老年医学会認定 老年病専門医 (２単位) ・日本耳鼻咽喉科学会専門医 (申請中)

１. 口演演題・ビデオ演題・ポスターサロン ＜午前中＞

２. 学術賞・学術研鑽賞表彰 ＜12：00～12：30＞

３. 特別講演 ＜12：30～13：30＞

｢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

座長 ／ 京都府医師会副会長 立入 克敏 先生

４. シンポジウム ＜13：30～15：30＞

『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

｢一般病院における急性期および回復期リハビリテーション｣

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

｢回復期リハビリテーション病棟の実態と課題｣

大原記念病院院長 三橋 尚志 先生

｢在宅高齢者のリハビリテーションを行うために－診療所と併設介護施設での取り組み｣

医療法人高生会 高整形外科医院院長 高 謙一郎 先生

｢在宅におけるリハビリテーション｣

塚本医院院長 塚本 忠司 先生

｢京都府の地域リハビリテーション推進事業｣

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

統一テーマ：リハビリテーション
◇◆◇ 福祉用具の展示・リハビリテーションに関する書籍の販売も行います ◇◆◇

このほど第31回京都医学会の全容が下記のと

おり決定しました｡

京都医学会は会員の生涯研修と会員相互の交

流をはかる場として昭和50年来毎年開催され,

生涯教育充実の面からも欠かせないものとして

定着してきています｡

午後の特別講演・シンポジウムは会員の日常

診療に役立つ内容を主眼にお話しいただきます｡

一方, 午前中の一般演題については, 勤務医

の先生方の積極的なご応募により４会場に分か

れて発表が行われます｡ 今回の応募は80題で,

活気あふれる会場となりそうです｡ さらに今年

度は医療機関におけるリハビリテーションの実

状を報告していただくビデオ発表も行います｡

いつでもご覧いただけますので会場へお越しく

ださい｡

また, 今回も, 経験された珍しい症例等を気

軽にご発表いただく場を提供することを目的と

したポスターサロンを開設いたします｡ なお,

11時30分からの20分間を質問時間といたします｡

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

第31回京都医学会 全容決まる

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
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今年のテーマは

｢｢｢｢｢｢めめめめめめざざざざざざそそそそそそうううううう健健健健健健康康康康康康長長長長長長寿寿寿寿寿寿日日日日日日本本本本本本一一一一一一｣｣｣｣｣｣

恒例の ｢くらしと健康展｣ を今年も９月17

日(土), 18日(日) の両日, 京都府総合見本

市会館 (パルスプラザ) で開催します｡ 毎年

多くの一般府市民の方々が参加され, 好評を

博しております本展は今年で32回目を迎える

ことになりました｡

毎回会員の先生方や各専門医会, 各種団体

のご協力をいただき開催しています｡

専門医による ｢健康相談コーナー｣ や, 血

糖や心電図検査等の各種検査コーナー, 測定

コーナー, 糖尿病コーナーや日常の食生活を

チェックする食生活コーナーなど充実した内

容となっており, 参加者にとって幅広く健

康チェックをするまたとない機会となって

います｡

待合室などにポスター提示でＰＲを

府医から本展のポスターを送付しますので,

待合室等に掲示していただき, 患者さんや従

業員の方々にご来場いただけるようにご協力

をお願いいたします｡

第32回 くらしと健康展

����������������		

������

テーマは 『『『『『 発発発発発見見見見見！！！！！ 仲仲仲仲仲間間間間間ととととと共共共共共にににににいいいいいきききききいいいいいきききききととととと 』』』』』

油谷会長が実行委員会の委員長を, また立入副

会長が副委員長を務める“市民すこやかフェア2005”

が９月３日(土)・４日(日) の両日, 京都市勧業

館 (みやこめっせ) で開催されます｡

今年も府医では医師による ｢健康相談コーナー｣

を設置して参加者の健康相談に対応します｡

と き ９月３日(土)・４日(日) 午前９時～

ところ 京都市勧業館 (みやこめっせ)
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18年度入学生は, ３年課程が40名から80名に増員 (変更承認申請中), 准看護科が160名から

80名に減員になります｡

特に, ３年課程は増員に伴い推薦基準および入学枠の変更, 社会人枠の新設などが募集要項

に盛り込まれました｡

募集人数は, ３年課程80名, ２年課程80名, 准看護科80名です｡

なお, 詳細につきましては募集要項をご覧ください｡

各課程の入試日程は次のとおりです｡

18年度から准看護科の授業日が変わります

１年生 授業日 全日登校 木・金曜日

半日登校 (午前) 月・火・水曜日

休 日 土・日

２年生 授業日 全日登校 (実習含む) 月・火・水・木または金曜日

半日登校 (午前または午後) 木または金曜日

休 日 土・日

京京都都府府医医師師会会看看護護専専門門学学校校

18年度生徒学生募集要項決まる

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

願書受付 入学試験 合格発表

３年課程

(推 薦) 17.12.19 ～ 18.１.４ 18.１.11 18.１.20

(社会人) 同上 同上 同上

(一 般) 同上 18.１.11 ～ １.12 同上

２年課程

(推 薦) 17.11.７ ～ 11.11 17.11.17 17.11.25

(一 般) 18.１.10 ～ １.13 18.１.19 18.１.27

准看護科 18.１.27 ～ ２.２ 18.２.７ ～ ２.８ 18.２.17
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小心嫌煙家のボヤキ

私はタバコの煙が苦手で, 家族とレスト

ランに行く時は喫煙席が空いていても禁煙

席が空くのを待つタイプである｡ しかしな

がら, 私の周りには何故か愛煙家が多く,

一緒に行く時は喫煙席となってしまう｡ も

ちろん親しい間柄であればタバコを止める

ように進言するものの, 聞き入れてはもら

えない｡

親しい間柄でこの程度であるから, そう

でない関係であればなおさらである｡ たま

に臨席した方から ｢タバコを吸ってもいい

ですか？｣ と聞かれる事があっても, 小心

者の私は ｢どうぞ｣ と言ってしまう｡ そし

てタバコの煙は何故か必ず私の方に流れる

(単なる被害妄想か？)｡

もっとも, 患者さんに対しては禁煙も勧

めやすいし, ましてや講演会等では, 日頃

の鬱憤を晴らすかのように言いたい放題で

あった｡ ところがこれからはそれも控えた

方が良いのかも知れない｡

真偽の程は明らかでないが, 耳を疑うよ

うな話が伝わってきた｡ 府内某市の医師

(おそらく府医会員？) が地元紙の依頼を

受けて禁煙を勧める内容を紙面に掲載され

たそうだ｡ どこにでもありそうな話である｡

ところがその後, 市長より直々に呼び出し

を受け ｢タバコを止めろとは何事か！ タ

バコ税は貴重な地方財源であり, 止めろと

はもってのほか！｣ と, 強くお咎めの言葉

があったとのことであった｡

話を聞いて私は唖然とした｡ 開いた口が

塞がらなかった｡ 確かにタバコ税が大変高

額であるのは事実だし, そのお金は公共投

資との名目で箱物造りの重要な財源の一つ

となっているのであろうか？ あっと, こ

れはあくまで私個人の想像に過ぎず, タバ

コの被害を受けられた市民の皆さんの救済

に充てられているのであればお許しいただ

きたい｡ 願わくば, そもそもこの話自体が

単なる噂であればと…｡

さて, その某市とは決して我が町のこと

ではないが, もし当市でそのような記事や

講演を求められた時, どのようなお話をす

れば良いのであろうか？ 今まで長いもの

には巻かれて生きてきた小心嫌煙家の私と

しては大いに悩むところである｡

そういえば, 数年前に健康増進法が施行

された国があったが, いったいどこの国で

あったのだろうか？ 少なくとも日本では

なかったようであるが…｡

(府医情報企画委員会委員・福知山 大西勇人)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2006年版 ｢医師日記｣ あっせん

例年通り日本医師会発行の下記 ｢2006年版医師日記 (手帳)｣ をあっせんします｡ ご希望の方は
代金を添えて府医事務局総務課 (TEL 075－315－5273) までお申し込みください｡

記

△

体 裁 ①表紙羊皮スウェード (あずき色)
透明カバー付き｡
②医師日記の大きさは2005年版と同じ, 縦16.5cm×横9.25cm

△

価 格 1,600円(消費税郵送代含む)

△

申込締切日 10月14日(金)
(現品は12月上旬にお送りします)
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相楽医師会は平成15年６月に社団法人相楽

医師会として再出発しました｡ 会員数も113

名と増え, 若返りました｡ ７ヶ町村の集合体

で, それぞれが独自の政策を持って運営され

ているため, 住民健診を一本化することでさ

え困難な状態です｡ 年３回の総会のほか, 南

部四地区医師会連絡協議会, 学研都市連絡協

議会を開き, 近隣の医師会との交流や情報交

換を行っています｡ ホームドクターとして地

域住民に対し平成11年７月にはホームページ

を開設しました｡ さらに京都府医師会の後援

を得て市民公開講演会 ｢きょうと健やか21

in 相楽｣ を実施しました｡ ｢認知症とその予

防｣ をテーマに平成15年２月に第１回, 平成

16年３月に第２回を行い, 平成17年１月の第

３回では530名もの参加者があり大盛況でし

た｡ その他にも平成16年５月に ｢排尿障害｣,

平成17年５月に ｢骨粗鬆症｣ の市民フォーラ

ムを行い, 今年の10月には ｢小児科フォーラ

ム｣ を予定しています｡ 新聞の折り込みチラ

シとして ｢相楽医師会だより｣ も発行し地域

に貢献していると自負しています｡ 医師会員

を対象としては綴喜医師会と連携して年10回

の学術講演会を開催するほか, 山城病院と精

華国保病院との病診連携カンファレンスやビ

デオ学習会を行っています｡ 学術以外では保

険医療説明会や医業経営税務説明会も適時開

催しています｡ 福利厚生事業としては年１回

の家族日帰り旅行と１泊の医師旅行で交流を

深めるほか医師会ゴルフも盛んになりました｡

医師婦人会との共催で手話講習会を行い好評

を得ました｡ 公報活動では ｢相楽医報｣ の編

集を年６回行い現在94号になります｡

病診連携は確立し順調な発展をとげている

ようですが, 問題も山積しており, 中でも小

児救急は小児救急対策委員会を結成し現状の

問題点を把握検討している段階ですし夜間救

急体制も未完成の状態です｡ 医療体制は新規

開業ラッシュに加え, 民間大病院の進出で大

きく様変わりしてきました｡

医業の原点にもどり地域医療の充実に真摯

に対応する所存です｡

相楽医師会
副会長

藤木 新治

府府府医医医メメメーーールルルマママガガガジジジンンン 『『『『『府府府府府医医医医医通通通通通信信信信信』』』』』
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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俺がフーテンの寅？

衛星放送で夜, 渥美清の ｢男はつらいよ｣

を第一回から全篇, シリーズで放送している｡

長女の旦那が帰宅して遅い晩御飯を食べなが

ら ｢うちの親戚には寅さんみたいな人はいな

いなあー｣ と言うたらしい｡ それに対して長

女 ｢何を言うてるの！ いてるやないの｣

｢誰？｣ ｢うちのパパ｣｡ 小生, 香具師ではな

い(笑)｡ 医者に香具師的要素がないわけでは

ないが, 俺のどこがフーテンの寅に似ている

のか(？) その後, 長女の旦那が否定せずに,

納得していたというのもおかしな話である

(笑)｡

８月１日(月)｡ 暦では八朔｡ 前号にも書い

たが, ２日前から急に熱が出て, 主治医の中

川部長に連絡がとれて解熱剤と抗生剤を内服

するように指示された｡ 今朝一番に採血して

CRP が13｡ それで血液内科を受診すると

｢中川部長から聞いていますので, 入院して

点滴をしてください｣ と, いとも簡単に女医

さん二人が言うわけである｡ 予想通りであっ

たが ｢入院するくらいやったら死んだほうが

ええです｣｡ 実はこの５月から６月終わりま

で入院していたことに対して, 何故か精神的

に物凄く ｢厭や！｣ というイメージが残って

いて入院していた病棟にもその後二回しかいっ

ていない｡

そこで, 妥協案｡ 外来で点滴を毎日すると

いうことで持続点滴のルートをとられた｡ 点

滴が終わって, 帰らしてもらった｡ 烏丸通を

北に上がって帰るのだが, 御所の西からアラ

スカン・マラミュートかシベリアン・ハスキー

を長毛にしたような, 明らかに北極が故郷で

あると思われる犬が出てきた｡ このくそ暑い

日の, それも３時半過ぎに ｢いくらあなたの

犬かもしれないけれど……可哀想やで！ おっ

ちゃん！ 堪忍したりーなあー｣ と言いたく

なった｡ 『世界残酷物語』｡ その後, 家に帰っ

てから考えたんだが, 御所の中はひょっとし

て, あの時間になると影ができて涼しいのか

もしれない｡ 一度夏の午後に御所の中を歩か

ないと……｡

その夜は, 能天気おばさんと次女はハワイ

からの学生が来ているので, その歓迎のパー

ティ (次女が昨年２週間ばかりハワイに行っ

たんで)｡ ｢吉兆｣ のしゃぶしゃぶ｡ 小生はお

ふくろを連れて中華料理屋に行ったんだが,

定休日｡ しょうがないので ｢王将｣｡

８月３日｡ 内科を受診して (血糖が徐々に

は高くなっていたのだが) 空腹で170あった｡

中川部長が ｢先生｡ デカドロン減量しましょ

う｡ これ以上になるとインシュリンを使わん

とあかんようになりますから｣ ということで,

８錠を半分の４錠にすることになった｡ しか

し, それにしてもおなかが減って減って仕方

がない(笑)｡ もともと, 甘いものは目がない

ので, つい手が出てしまう｡ われわれの領域

では天疱瘡や類天疱瘡にステロイドをかなり

の量を長く内服してもらう｡ そして, 患者さ

んには食べ過ぎには注意するのだが, 今後は

何も言わんようにすることにした｡ 我慢でき

ないのが普通｡

８月11日｡ 肝機能, それも GPT だけが200

ほどになっていた｡ サリドマイドのせいでは

ないか心配していたが, だんだん下がってき

てホッとしている｡ さてそのサリドマイドで

あるが, メキシコから輸入している｡ 一錠720

円である｡ これがイギリスからだと一錠2000

円となる｡ メキシコ製は純度が97％くらいら

しい｡ それ以外の国になると純度がぐっと落

ちるとのこと(笑)｡ 一ヶ月で43000円｡ 高い

と考えるか？ どうかであるが, これは中川

部長が頼まれて買ってくださっているので,

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



14

税金の医療費控除の対象にもならない｡ 年に

52万円｡ TEANA を買ってローンを払ってい

るつもりになって, スリーダイヤの中古車に

乗っていよう｡ モッタイナイから……｡

この７月からサリドマイドの治験が始まっ

た｡ 各新聞にも記事が出ていたので, 小生も

その治験でやっていると思われた先生が何人

かおられた｡ 年に53万錠も輸入されているら

しい｡ 厚生労働省を云々したところで始まら

ないが, 治験が始まったということは, まあ

暫くすれば認められるのであろう｡ しかし,

早いに越したことはない｡ 他の薬にしても,

小生と同じ気持ちの方がたくさんおられるに

違いない｡ (2005.８.12)

��������	
������

ご好評をいただいております

カート走行会を開催いたします

これまで８回とも事故など無く, ご参加いただいた皆様には安全に楽しんでいただけました

医自連主催カート走行会｡ 走行会だけでなく模擬レースも行い, 大変好評をいただいておりま

す｡ 今回は９月に開催を予定しております｡ ヘルメット, グローブもご用意いたしますので運

転の経験のない中学生から, 腕に覚えのあるお父さんまでお気軽に参加いただけます｡

また, 12歳未満のお子さんにも楽しんでいただけるよう子供用レンタルカートも準備予定｡

これはお父さんがカートの後ろからカートをコントロールし, お子さんに車の運転を楽しみな

がら学んでいただくという形式で行われます｡ 年齢制限は３歳以上です｡

初夏の午後, ご家族皆さんでカートで汗を流してみるのはいかがですか？

◎日 時 ９月10日(土) 午後３時 現地集合

(子供用カート講習会参加の場合午後１時集合)

長袖, 長ズボン, スニーカーをご用意ください｡

◎場 所 琵琶湖スポーツランド (0775－98－2888)

◎参 加 費 会員およびご家族 ￥ 5,000

会員以外の方 ￥ 10,000 (会員の紹介を要する)

子供用カート 無料

※クラッシュ等による修理費は別途自己負担です｡

◎定 員 先着20名 (子供用カートを除く)

◎申込締切 ９月７日

◎申込み先 京都府医師自動車連盟事務局

(電話・FAX 075－314－5576 正午～午後５時) まで
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京医選管発第４号
平成17年８月19日

西陣・左京・東山・伏見・宇治久世地区選挙人 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における当選人について (告示)

標記選挙における京医選管発第３号にて告示した候補者について, 西陣・左京・東山・伏見・
宇治久世地区については, 当該選挙の定数を超えなかったため, 府医選挙規定第31条により投
票を行わず, 候補者をもって当選人と定めましたので告示します｡

中京西部地区選挙人 各位

中京西部医師会補欠選挙が８月17日に告示され, 定数１に対し, 島津恒敏氏, 尾崎信之氏が
立候補を届け出られたことにより, 下記のとおり, 投票が行われることとなりました｡
なお, 選挙当日, やむを得ない事由により自ら投票所に行けない場合の不在者投票制度をご

利用のうえ, 不在者投票を行ってください｡
記

投票日 平成17年９月６日(火) 午後２時～午後４時 (即日開票)
投票所 中京区壬生東高田町51 エムエイ御前ビル２階 中京西部医師会事務所
定 数 １名

京医選管発第３号
平成17年８月19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における候補者について (告示)

平成17年９月６日投票の標記選挙において, 府医選挙規定第29条により, 候補者を次のとお
り告示します｡

＜代 議 員＞
西 陣 (５) 垣田 敬治 佐々木 義文 渡辺 賢治 伊谷 賢次

進藤 博章
中 西 (１) 島津 恒敏 尾崎 信之
左 京 (２) 吉川 順介 原山 憲治
東 山 (１) 岡田 温
伏 見 (１) 金井 武雄

＜予備代議員＞
西 陣 (５) 塚田 英昭 長島 雅子 依岡 省三 大澤 正巳

�橋 真
左 京 (３) 赤木 太郎 柴田 修宏 米田 武史
宇 久 (１) 北 堅吉

※ ( ) 内の数字：定数
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日本医師会から通知された上記情報について, 掲載いたします｡

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

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

① 疫学研究に関する倫理指針の改正について (日医会長)

疫学研究については, ｢疫学研究に関する倫理指針｣ によりその適正な実施が図られて

いるところですが, 今回, ｢介護保険法等の一部を改正する法律｣ の施行等に伴い, 表現

の適正化の必要が生じたため, 新たに通知が出されたものです｡

② ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針に基づく倫理審査委員会の設置および運営

の状況の把握について (日医会長)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針の施行に伴い, 倫理審査委員会の設置お

よび運営の状況の把握を行うとともに, ｢介護保険法等の一部を改正する法律｣ の施行等

に伴い, 表現の適正化の必要が生じたため, 新たに通知が出されたものです｡

第第第第第第222222 777777回回回回回回

府府府府府府医医医医医医懇懇懇懇懇懇親親親親親親シシシシシシニニニニニニアアアアアア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 出出出出出出場場場場場場者者者者者者募募募募募募集集集集集集

と き 10月10日(祝) 受付 各自スタート時間の30分前

午前10時27分スタート

と こ ろ 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース

北区上賀茂本山 TEL 075－791－2161

定 員 10組 40名

参 加 費 １人 4,000円 (プレー費, 昼食代, 飲み物代は別)

競 技 18ホールズ, ストロークプレー, ノータッチ, ダブルペリア方式

※大会当日60歳以上の会員およびご夫人 (年齢は問いません) の多数のご参加を

お待ちしております｡

参加ご希望の方は９月15日(木) までに地区福祉担当理事あてにお申し込みく

ださい｡
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北 余 昌英

大学の同級生の平盛勝彦君がこの度上記のタイトルで著書を

お出しになりました｡ タイトルどおり大変面白かったのでご紹

介いたします｡

著者は京都大学医学部を卒業後内科医として研修の後, 東京

女子医大循環器内科で循環器内科を専攻し今日の心臓疾患のイ

ンターベンション治療のパイオニアとして活躍してこられまし

た｡ 国立循環器病センターをへて岩手医科大学第二内科教授と

してご活躍の後, 昨年定年退職と同時にベンチャー企業の社長

に転身されました｡

25年間白衣を着なかった医者として, 文字どおり奇人の部類

に分類されるのはご自分で十分認識されているようです｡

しかしその奇人ぶりはある意味で極めて常識的で少し似たと

ころのある私には共感することばかりです｡

早くからＡＣＬＳの普及などに努めてこられましたことは, ご一読になればよく判ります｡

実務に即しての指導と行動が高く評価されるところです｡

(日本評論社 2000円)

この度, 医師婦人会では, ｢さわやか福

祉財団｣ 理事長をされております堀田力

氏をお迎えし, 講演会を開催いたします｡

皆様お誘い合わせの上, 多数ご参加く

ださい｡

��������
�	�
��	�����

講 師 堀田 力 氏
(弁護士, さわやか福祉財団理事長)

日 時 平成17年９月６日(火)

午後２時～４時

場 所 ウェスティン都ホテル京都

TEL 075－771－7111

会 費 会 員 2,000円

会員外 2,500円

会長：辻 玲子 企画委員長：鈴木美保子

※11月12日(土) は50周年記念祝賀会です｡

50周年記念事業
第２回講演会のお知らせ
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日本医薬品集 医療薬 2006年版
【付録】日本医薬品集ＤＢ 2005年７月版

定 価：13,650円 (税込) Ｂ５判／3,200頁

発 行：(株)じほう

発行日：2005年９月中旬

日本医薬品集は, 国内で多くの医療機関の信頼を得ている(株)

じほうの定番書籍です｡ 全医家向け医薬品約17,000品目の添付文

書情報を詳細に編集し, 効能・効果, 用法・用量, 禁忌・副作用

情報を含む使用上の注意など, 薬物治療に必要な最新情報を収録｡

2006年版では, 臨床現場での要望を取り入れ ｢後発医薬品｣ ｢経過措置品目｣ ｢処方せん医

薬品｣ ｢投与日数制限｣ が一目でわかるように表示しました｡ またお求めやすい価格で販売し

ます｡

これを記念して 『グレードアップキャンペーン』 を開催中｡ ①書籍には付録として６月収

載の新薬および７月収載の後発医薬品情報を加えメンテナンスした ｢日本医薬品集ＤＢ 2005

年７月版｣ 付｡ ②ご購入後, 読者アンケートにご協力いただくと ｢医療薬剤形写真データ (約

9,600品目)｣ を差し上げます｡

ご注文は最寄りの医学書取扱書店もしくは(株)じほう大阪支局販売部 (TEL 06－6231－

7061) まで｡

� 新 刊 紹 介 �

平成17年国勢調査へのご協力お願い

本年10月１日を期して, 全国一斉に平成17年国勢調査が実施されます｡

本調査は統計法 (昭和22年法律第18号) および国勢調査令 (昭和55年政令第98号) に基づいて実

施されるもので, 大正９年以来５年ごとに行われており, 平成17年調査は18回目となります｡

調査の結果は, 逐次公表され, 法定人口としての利用や社会福祉施策, 環境整備, 防災計画など

を進める上での基礎的資料となる等, 多方面で利用されています｡

各施設に対しては, ９月23日～９月30日までに市町村または国勢調査員から別途, 依頼がされる

予定ですが, 特に下記事項の調査対象者について, ご協力いただきますようよろしくお願いいたし

ます｡

記

調査対象者
＊調査期日において, すでに３か月以上入院されているか, またはその見込みの者｡

＊入院または入所している者で他に住居を有しないもの｡

＊看護師寮など従業員寮に居住している者｡

＜本調査についての問い合わせ先＞

京都府総務部統計課人口労働係 (国勢調査担当) TEL 075－414－4484
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訃 報

小西志津氏／右京・２・７月８日ご逝去・92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

牧野 創 Ａ 北 林田達郎 Ｂ 中西 吉村彰伸 Ｂ 山科

行田まき子 Ｂ 山科 道上松巨 Ｂ 山科 小濱雅則 Ｂ 山科

井上亜希子 Ｂ 山科 伊藤隆司 Ｂ 山科 沖野章江 Ｂ 山科

福田豊史 Ｂ 伏見 竹村佳純 Ｃ 府医大

会
員
消
息

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

出島健司 Ｃ→Ｂ
府医大→
上東

上京区釜座丸太町上ル
京都第二赤十字病院

231－5171 耳

武澤信夫 Ｂ→Ｃ
下西→
府医大

上京区河原町広小路
府立医大附属病院

251－5571 神内

佐田春洋 Ａ→Ｄ
上東→
上東

上京区烏丸通寺ノ内上ル相国寺門前647－１

井上もと子 Ｄ→Ｄ
右京→
下東

下京区木屋町通松原下る材木町42－１
鴨川アーバンライフ405
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 第７回府医選挙管理委員会の状況

３. 第４回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

４. 第19回地域医療情報ネットワークシス

テム研究会 ｢COMINES 2005｣ の状況

５. 地区医師会との懇談会の状況

６. 国保合審の状況

７. 基金合審の状況

８. 新規個別指導の状況

９. 第12回社会保険研究委員会の状況

10. ７月度基金幹事会の状況

11. ７月度労災審査協議会の状況

12. 新規指定前講習会の状況

13. 第２回京都府ＤＶ基本計画検討委員会

の状況

14. 第10回地域ケア委員会の状況

15. 京都府立学校総括安全衛生委員会の

状況

16. 第５回産業保健委員会の状況

17. 第32回くらしと健康展第３回実行委員

会の状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 第12回学術・生涯教育委員会の状況

20. ７月度協会医賠処理室会提出件数

21. 日医健康スポーツ医学委員会の状況

22. 日医ＩＴ検討委員会の状況

23. 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

24. ｢京都市男女共同参画審議会｣ 第１分

科会の状況

25. 第４回近医連常任委員会の状況

26. 京都府医療審議会の状況

【議 事】

27. 会員の入会・異動・退会21名を可決

28. 常任委員会の開催を可決

29. 第５回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

と き ９月28日(水) 14：30

30. 第11回会員意見調査の集計業者の選定

を可決

31. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

32. 第27回腎不全を語るつどいの後援を

可決

33. 南部学校医研修会の開催を可決

と き 11月10日(木) 14：30

34. 産業医研修会の共催を可決

35. 乳がん検診症例検討会の開催を可決

36. 京都府医師会南部学術講演会の開催を

可決

37. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

38. 府医学術賞・学術研鑽賞・京都医学会

雑誌投稿奨励賞の授与を可決

39. 第53回全日本剣道選手権大会京都府予

選会への医師の派遣を可決

40. 府医主催 ｢指導医のための教育ワーク

ショップ｣ への他府県からの参加申込の

扱いを可決

41. 近畿中学校選手権大会への医師の派遣

を可決

第16回定例理事会 (７.28)

理
事
会
だ
よ
り
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理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 平成17年８月１日現在の会員数

８月１日現在 4,230名 (＋３名)

２. 会員の逝去について

３. 総務担当部会の状況

４. 個別指導の状況

５. ８月度保険医療担当部会の状況

６. 産業医研修会の状況

７. 第３回産業医部会幹事会の状況

８. 平成17年度第１回中丹地区病院群輪番

制度運営委員会の状況

９. 京都府献血推進協議会の状況

10. 第８回学校保健委員会の状況

11. 府医学術講演会の状況

12. 第７回京都医学会小委員会の状況

13. 日医社会保険診療報酬検討委員会の

状況

14. 日医第１回男女共同参画フォーラムの

状況

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会23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. 第38回東洋鍼灸医学大講演への後援を

可決

19. 会費賦課徴収規定の改正を可決

20. 第170回府医定時代議員会議案書・平

成16年度会務報告の印刷を可決

21. 新兵庫県医師会館竣工落成式への出席

を可決

22. 平成17年度近畿ブロック医師会広報担

当理事連絡協議会への出席を可決

23. 京都府鍼灸マッサージ師会・療養費支

給申請にかかる審査員の推薦を可決

24. 第49回社会保険指導者講習会の出席者

追加を可決

25. 第４回近医連保険担当理事連絡協議会

の出席を可決

26. 指定更新時講習会の開催を可決

27. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

28. 第49回京都府学校保健研究大会への出

席を可決

と き 10月20日(木) 10：00

ところ 宇治市文化センター他

29. 産業医研修会の共催を可決

30. 第４回産業医部会幹事会の開催を可決

31. 平成17年度救急医療週間記念行事の開

催を可決

32. 救急救命士養成事業委託契約書の締結

を可決

33. 府医学術講演会の開催を可決

第17回定例理事会 (８.４)

～ ９月度請求書 (８月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (土) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (土) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 12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｡




