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ヨンケル (Ferdinand Adalbert Junker von Langegg 1828－1901頃)

オーストリー帝国の首都ウィーンに生まれ, ウィーン大
学医学部を卒業｡ 1866年吸入麻酔機 (Junker’s Inhaler) を
発明｡ 京都府が明治５年 (1872), 近代化計画の一環として
創立した京都療病院 (現京都府立医大附属病院) ならびに
医学校の初めての外国人医学教師また医師として招聘され
た｡ 麻酔医でもあり優れた臨床医であった｡ 『扶桑茶話』 を
著し, ヨーロッパへ日本文化を紹介したジャポノロジスト
として多才な能力を発揮した｡ しかし当時の医師に比べ破
格の高級をもって雇われていたこと, 病院職員との確執,
府行政とのくいちがいなどから ｢傲慢不遜｣ との評もうけ,
雇用期間満了に際し更迭を病院職員から請願される｡ 後任
の人選に手間取り半年間延期され, 在京期間は３年６ヶ月
であった｡
(参考文献：｢京都府立医科大学眼科学百二十年史｣, ヨン
ケル著奥沢康正訳 ｢外国人の見たお伽ばなし｣)

奥沢康正 (西京)



1

国
民
運
動
を
展
開

医医医療療療制制制度度度改改改革革革ににによよよるるる
国国国民民民負負負担担担増増増ははは明明明らららかかか！！！

������������������������			


������������������������������������

京都府医師会会長 �� ��

“郵政解散”で始まった衆議院議員選挙も

小泉自民党の圧勝というかたちで幕を下ろし

ました｡ マスコミ報道等で“劇場型選挙”と

揶揄され続けた今回の衆院選も, その“劇場

型”の手法をとった小泉首相の“わかりやす

さ”を国民が支持したといえます｡ 今後はこ

の圧倒的な支持 (議席) を得た小泉内閣のも

とで年金・医療等を中心とした社会保障制度

改革が進められますが, 中でも医療制度改革

の行方は, 我々医療に携わる者にとって看過

できない重要な問題であることは言うまでも

ありません｡ 郵政民営化は是か非か…これに

ついてわれわれ医療人が明確な根拠のある正

解を導き出すことは難しいかもしれません｡

しかし, 郵政改革の後, 来年の通常国会で小

泉内閣がターゲットとしている医療制度改革

についてなら, われわれは明確な根拠のある

正解を導き出すことができるはずです｡ なぜ

日本の平均寿命は世界一なのか, なぜ日本の

国民皆保険制度は世界的に評価されているの

か, 本当に日本の医療費は高いのか…われわ

れは今, 改めてこれを国民に“わかりやすく”

説明する時期にきていると考えます｡

今回の“劇場型選挙”の結果を見てもわか

るように, 国民が政治に求めているのは“わ

かりやすさ”です｡ これまでの小泉内閣の主

張・手法を見ると, 財務省や経済財政諮問会

議, 規制改革・民間開放推進会議が打ち出す

“小さな政府”という一見わかりやすいワン

フレーズを用いて,“混合診療の解禁”等に

よる ｢公的医療給付の範囲の制限｣ や,“医

療費の適正化”という名の下の ｢医療費の総

枠伸び率管理｣ を導入し, ｢患者負担大幅増｣,

｢診療報酬の大幅引き下げ｣ を求めてくるこ

とは火を見るより明らかです｡

今後明らかになっていく小泉内閣の政策が

是か非か…最終的には国民が判断することで

はありますが, 医療制度改革について, われ

われ医師会がそのプライドにかけてやるべき

ことは, 国民に対し現在の日本の医療制度の

内容をわかりやすく説明し, 理解を得るとと

もに, 将来のあり方について一緒になって考

えていくということです｡

国民に正しい情報を提供し, 国民とともに,

“劇場型”に惑わされることなく将来の日本

の医療制度のあり方を考える…これこそが京

都における 『医療に関する唯一の責任団体』

である京都府医師会の責務であります｡ われ

われは 『医療の責任団体』 として, 目前に差

し迫った小泉内閣の ｢患者負担大幅増｣, ｢診

療報酬の大幅引き下げ｣ による医療制度改革

を断固として阻止するという強い決意をもち,

日本医師会と共同歩調を保ちながら, 京都府

医療推進協議会の協力を得て, 適切な時期に

強力な国民運動を展開する準備を進めており

ます｡

会員の皆様におかれましては, 拙速な対応

で混乱を来さぬよう, 格別のご協力・ご理解

を賜りますようお願いいたします｡
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回日本医師会臨時代議員会が開催された｡

冒頭, 植松日医会長より, 昨今の医療改革へ

の対応および診療報酬改定など当面する課題に

ついて挨拶がなされた後, 平成17年度一般会計

予算補正, 日医総研事業特別会計予算補正およ

び平成16年度一般会計決算, 医賠責事業特別会

計決算, 日医総研事業特別会計決算, 治験促進

センター事業特別会計決算の各案件が上程され,

賛成多数で承認された｡

その後, 全国８ブロックから代表質問が出さ

れるとともに, 16名の代議員から個人質問が出され, 各質問に対する日医執行部からの答弁が

行われた｡

植松日医会長は挨拶の中で, 現在進められ

ている医療改革は財政主導であり, 安全で質

の高い医療を効率的に国民に提供できるよう

進めることこそが本来の医療改革であると述

べ, 経済財政諮問会議, 規制改革・民間開放

推進会議のいわゆる民間議員による医療費の

抑制発言に警戒感をあらわにし, 日医総研と

もども, 理論的にさまざまなデータを検証し

ながら対応するとした｡ さらに診療報酬改定

についても, 財務省が切り下げを主張してい

ることに言及し, 日医の要求, 要望をまもな

く中医協はじめ政府あるいは与党に提出する

準備であることを明言した｡

また, 代表質問では, 来期も引き続き職を

務め, 日医の強力な指導性と行動力を発揮す

ることを求められたことに対し, 植松日医会

長は, ここ１, ２年は医療にとって重要な時

期であり, 日医執行部の姿勢を示す必要性を

強調し, ｢代議員ならびに会員の理解と支援

がいただけるということなら, 微力だが, 引

き続き会務を運営させていただきたい｣ と続

投を表明した｡ その上で, 次期執行部につい

ては ｢各都道府県医師会, ブロックの意見を

いただき, 尊重することで強力なものにした

い｣ と述べ, 全国を網羅した体制を組む考え

を明らかにした｡

一致団結した日本医師会へ, 植松日医会長が続投を表明

診診療療報報酬酬改改定定,, 医医療療制制度度改改革革
へへのの対対応応にに全全力力でで望望むむ決決意意

第113回日本医師会臨時代議員会
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個人質問では森府医副会長が, 府医役員が

一般大学で医療制度について講義を行い, 好

評であったことを報告した上で, 今後の日本

の医療を担う医学生の多くが, 医療制度に無

関心なまま医師になり, 医療に携わっている

現状を憂慮し, 医師会が講師を派遣し, 各大

学における医学教育の中で, 医の倫理, 医療

制度, 地域医療への貢献, 医師会活動の現状

を講義することを提言した｡ 併せて, 学生の

地域医療に対する認識を深めるべく, 勤務医

部会と同様に医学生部会ともいうべき組織的

な活動を推進するよう要望が出された｡

これに対し青木日医常任理事は, 医学生に

対する講義について, 早速, 大学病院との懇

談会に森副会長の質問趣意書を資料として提

出した結果, 大筋で合意したことを報告｡ 今

後, 日医が全国大学医学部長病院長会議にカ

リキュラム案を示して協議, 次年度から実現

できるよう努力することが表明された｡ また,

医学生部会による組織活動については, 日医

の定款上の問題からただちに部会としての活

動を行うことは難しいとしたものの, 主旨に

は理解を示し, 現在, 医学会総会を授業の一

環とし, 学生の参加を呼びかけていること,

卒業生全員に日医雑誌の特別号と日医を紹介

したパンフレットを送付している取り組みを

説明され, 今後主旨の実現に前向きに検討し

ていきたいと応じた｡

医師会活動の活性化について森府医副会長が提言

個人質問で登壇する森府医副会長

平成17年度日本医師会医学研究助成費の
受賞者決定について

標記医学研究助成費につきまして, 京都府からは下記の２氏が受賞されま

した｡ 心よりお慶び申し上げますとともに, 今後益々のご活躍をお祈りいた

します｡

平成17年度日本医師会医学研究助成費

｢発癌における脱分化機構の解明｣

京都大学再生医科学研究所 山中 伸弥氏

｢Abl -Lyn キナーゼ同時阻害剤 NS-187による難治性慢性骨髄性白血病治療法の開発｣

京都大学輸血細胞治療部 木村 晋也氏
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自民圧勝により
医療費抑制議論に拍車

油谷府医会長は冒頭の挨拶の中で, 自民党

の圧勝に終わった第44回衆議院議員選挙の結

果について述べ, 京都府医師会員である清水

鴻一郎氏 (伏見) が比例区で当選, 議席を確

保したことに対し, ｢同慶の至り｣ としなが

らも, 自民党の圧勝によって, 今後, 医療費

抑制に一層の拍車がかかるとの懸念を示した｡

これからの医療を巡る政治の動きとして, 10

月中旬に医療制度改革に対する厚労省試案が

公表されるとし, 試案をもとに日本医師会を

はじめ各団体との議論が煮詰められていくと

見通した｡ また, 日本医師会のスタンスとし

ては, 国民医療推進会議を開催し, 全国的な

運動を展開していく準備があると説明する一

方で, ｢今回の衆議院議員選挙の結果が国民

の総意であることを勘案すれば非常に難しい

命題である｣ との見解も示した｡

診療報酬改定をめぐる
諸問題について

安達府医理事は次期診療報酬改定の説明の

中で, 経済財政諮問会議で諮問・答申, 閣議

決定された ｢骨太の方針2005｣ の内容につい

て説明した｡ また, 社会保障費の2200億円圧

縮については, そのほとんどを医療で賄わな

ければならないとした上で, 財務省は2200億

円以上の削減を目指しているとの見解を示し

た｡ また, 日本医師会社会保険診療報酬検討

委員会において検討された改定要望とりまと

めについて言及, ｢物と技術の分離｣ ｢技術の

適正評価｣ ｢従来からある技術料に関わる不

合理点の是正｣ および ｢国民が理解できる診

療報酬体系｣ の４点を基本コンセプトに基づ

いて整理されたものとし, 最重点要望項目11

項目を示した｡

下京東部医師会と府医執行部との懇談会が９月14日(水), ホテル日航プリンセス京都におい

て開催され, 地区から23名, 府医から８名が出席, 大川正直下京東部医師会副会長の司会のも

と２時間以上にわたり活発な意見交換が行われた｡

冒頭, 小西正昭下京東部医師会長の開会挨拶があり, 先の衆議院選挙結果や医療制度改革に

ついて言及, 今後経済財政諮問会議, 規制改革・民間開放推進会議の動向に注意しなければな

らないとの意向が示された｡

下下京京東東部部
医師会との懇談会

医療費抑制に向けた議論に危機感

下京東部医師会との懇談会 (９.14 ホテル日航プリンセス京都)
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改正介護保険の諸問題と
その対応について

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

転換等の詳細な説明を行った｡ また, 今回の

改定はいかに給付費を抑制するかが狙いとの

見解を示した上で, 介護予防についての詳細

な説明を行った｡ 要支援・要介護状態者に対

する地域支援事業と要支援・要介護１の者に

対する新予防給付の２種類があり, 両者の介

護予防ケアマネジメントは地域包括支援セン

ターが行うことになると説明, また, その公

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設置されることになる

とし, その構成として地区医師会の参画も想

定されていることから, 適正なセンターの運

営を支援するよう協力を呼びかけた｡ また,

要介護認定については, 新予防給付が始まっ

たことにより, 一度, 要介護度の判定を行っ

た上で, 従来の要介護１を要介護１とするか,

要支援２とするかを再度審査することになっ

たと説明, 再審査には主治医意見書の中の認

知症高齢者の日常生活自立度, 状態の安定度

の項目が重要な要因となるとした｡

京都府医師会館新築計画の
進捗状況について

油谷府医会長は, 新京都府医師会館建設の

進捗状況について言及, 今年３月の代議員会

で土地取得の承認を頂いたことを皮切りに,

今年７月に土地の分筆測量を行っていること,

現在, 郵政公社側が価格設定を行っていると

の状況を報告した｡ また, 今後の見通しとし

ては, 10月の府医代議員会で支払方法を諮っ

た上で, 12月中旬には価格設定に伴い土地代

金の支払いを行う予定であるとした｡ さらに

11月には会費検討, 会館建設特別委員会を立

ち上げる予定であることを報告するとともに,

会費検討特別委員会については, 積立金が15

億円になった時点で会費値上げ状況を解除す

るかどうか, 会費負担の地域差が課題として

残されているとし, 今年度の２月までに答申

を得ておきたいとした｡

地区からの意見要望

地区から, 公的医療保険の伸び率管理は骨

太の方針に記載されていないだけとの指摘や

高齢者の自己負担２割から３割, 保険免責制

の導入等についての府医の対応について質問

がなされた｡ これに対し安達府医理事は, 公

的医療保険の伸び率総枠管理が国家財政の観

点から必要であるとする議論は, 国の医療費

全てが税金で賄われている場合にのみ許され

ると主張した上で, ｢保険料と税金とは異な

る｣ と強調, 財務省に (公的保険の総枠管理

を) 実行する権限, 資格はないと国民にＰＲ

し, 深く浸透させていく必要があるとの意向

を示した｡

また, そのほかに, 国民に対する広報の重

要性についての指摘や薬事法改正による非処

方せん薬品の販売, 健康診断の検査項目削除

等, 多分野にわたっての質問が挙がった｡

同日開催された保険医療懇談会では, 安達

府医理事から, 最近の指導における指摘事項

等からみた日常診療の留意点について説明が

なされた｡
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冒頭, 小原正宏亀岡市医師会長は, 自民党

の歴史的圧勝に終わった衆議院議員選挙を振

り返り小泉改革が今後一層もたらす医療界へ

の影響を懸念した｡ また, 市町村合併など地

区が抱える諸問題の解決に向け活発な意見交

換を求めた｡ 引き続き, 油谷府医会長が挨拶

に立ち, 衆議院議員選挙の結果に触れ, 国民

を無視した医療費抑制がますます加速される

ことを危惧し, ｢医療保険制度改悪, 患者負

担増反対に声をあげるべく国民運動を年末に

向けて展開できるよう医療推進協議会等で準

備をすすめていく｣ との姿勢を示した｡ また,

この危機を乗り越えるべく, 日本医師会次期

執行部に引き続き植松氏の出馬を要請するよ

う近畿医師会連合会長会議で主務地に提案し

たことを報告した｡

在宅医療について

亀岡市医師会から在宅における将来的, 継

続的な医療提供への要望が高まる中, 医師・

医療機関の協力体制のみならず, 訪問看護ス

テーションとの連携や行政との関わり方など

について他地区での状況や府医の対応につい

て意見が求められた｡ これに対して, 依田府

医理事は ｢地域全体として医療・介護が連携

し, 継続的・長期的に一人の患者をケアして

いく体制づくりが必要｣ との見解を示し, 広

島県尾道市医師会での地域ケアシステムを紹

介 (京都医報８／１付録参照), 組織として

取り組む重要性を訴えた｡ また府医では他職

種協働・連携強化に向けて講習会・説明会を

開催し, 近医連においては医療と介護の矛盾

点について協議を重ね, 日医に改善を求めて

いることを報告した｡ 併せて, 京都府内16地

区医師会にて他職種との連携を深めるべく講

習会や研修会が開催されていることを報告,

船井医師会からは, 介護関連職種との連携を

深めるセミナーが近く開催されることが紹介

された｡

医療費抑制政策の動向と
混合診療解禁のゆくえ

船井医師会から今回の選挙結果を踏まえ,

医療の民営化によるアメリカ型医療制度の導

入により, 皆保険制度の崩壊を危惧する意見

があがった｡ これに対して, 安達府医理事は

経済財政諮問会議の 『骨太方針2005』, 来年

度の予算概算要求での社会保障費2200億円圧

縮等, 中央における状況を説明した上で次期

診療報酬改定では ｢『モノと技術』 の分離,

亀岡・北桑田・船井医師会と府医執行部との懇談会が９月17日, ガレリアかめおかで開催さ

れ, 地区から26名, 府医から10名が出席, 廣野良定船井医師会長の進行のもと約２時間にわた

り活発な意見交換が行われた｡

亀岡・北桑田・船井医師会との懇談会 (９.17 ガレリアかめおか)

医師会との懇談会

診療報酬改定, 個人情報など幅広いテーマで議論展開
亀亀岡岡
北北桑桑田田
船船井井
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技術の適正評価｣ を中心テーマとして日医で

重点要望事項がまとめられた経緯等を報告し

た｡ また財務省が主張する医療費の総枠規制

導入について ｢医療費は, 税負担が４分の１

でその他は保険料等で賄っている｡ これは共

助であり, それを国民負担率という概念に押

し込んで総枠を規制しようとする考え方を追

及する必要がある｣ と言及, 医療費抑制策に

は ｢今回の選挙結果は 『医療』 ではなく 『郵

政』 がキーワードであったことを主張すべき｣

との見解を示し, ｢医療に資本を介入させる

ための布石として混合診療を解禁するのは問

題である｣ と述べた｡ 地区医師会から ｢マス

コミを利用し, 我々医療側の主張をできない

のか｣ との意見に対し, 安達府医理事は ｢ひ

とりひとりの会員が診察室で患者に現状を説

明することが一番の広報活動｣ と述べ, 協力

を求めた｡ 加えて油谷府医会長は ｢患者・医

療機関に訴えるだけの切実さがあるかどうか｡

一部の問題として捉えるのではなく, 国民ひ

とりひとりの身近な問題として患者負担増,

医療経営困難との結果を招かぬよう問題提起

していきたい｣ との姿勢を示した｡

市町村合併に伴う諸問題について

船井医師会から来年１月に迫る市町村合併

に際し, 非会員医療機関の入会勧奨や学校医・

検診事業について公職医の推薦体制に関する

諸問題が提示され, 府医の意見が求められた｡

これに対して久山府医理事は, 地区医師会の

入会については, 府医が介入しにくい問題で

あることを述べ ｢僻地など地域的な特色もあ

るが, 将来的な相互関係を鑑み, 協議をすす

めていただきたい｣ と述べ, 学校医について

は学校医部会の一本化, また市町村合併に伴

う既存会員の入会問題については相互合議の

うえで入会金等特例措置を設けてはどうかと

の提案がなされた｡

消防署および警察署に対する
診療情報の提供について

亀岡市医師会から, 消防署・警察署など公

的機関から医療機関への医療情報照会に関す

る質問があり, 久山府医理事は ｢医療機関に

搬送した傷病者の医療情報は本人の同意なく

情報提供を求めることは法に抵触しない｣ と

の通達 (消防庁救急救助課長通知 Ｈ17.３.

31付, 消防救第95号), 並びに個人情報保護

法第23条について説明し ｢原則, 医師の守秘

義務を遵守し, 同意書をとっておくことが望

ましい｣ と述べた｡ また中野府医理事からは

｢救急搬送に関する消防局への情報提供に関

して個人情報保護法に抵触しないという見解

は消防庁より出されているが, 救急統計の重

要性を考えても救急告示医療機関は情報提供

に協力すべきである｡ 府内の救急告示医療機

関が統一した行動が取れるよう救急委員会に

おいて再度確認したい｣ と述べた｡

改正薬事法における
｢非処方せん医薬品｣ について

亀岡市医師会から, 医師の処方せんなしに

医薬品の購入が可能である改正薬事法に対し,

府医の見解が求められ, 安達府医理事から本

改正はペンタジンなど医師の処方せんがなけ

れば薬剤が入手できないよう規制した内容で

あることを説明 (京都医報４／15参照)｡ イ

ンターネットでの販売は, 処方せんが不要な

薬剤に着眼した商法であるが, 健康被害の可

能性も踏まえ, 日医が対応を検討しているこ

とを報告した｡ また, 上原府医副会長は今後

の対応策として薬剤師会とも協議する方向で

あることが示された｡
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安達府医理事から, 個別指導等の状況につ

いて, 保険者のレセプト審査による過剰・濃

厚診療等の訴え, 患者からのクレームや内部

告発, 基金・国保のレセプト審査による疑義

から実施した面談等によっても改善されない

場合等に, 社会保険事務局が数ヶ月分のレセ

プトを点検し内容を検討した上で, 個別指導

に至るケースが多いと説明した｡ その上で府

医としては, 基本的には一会員が医師会全体

に与える影響を考慮して立ち会っている立場

を説明｡ また, 審査機関からの返戻や査定を

逐一点検すれば個別指導に至ることはないた

め, 日々のレセプト点検を充実させていただ

きたいとの報告があった｡

地区からの ｢３ヶ月ごとに転院を迫られ,

医療機関によってはリハビリをする必要がな

いと診断され, 病状が改善せず困っている患

者がいる｣ との意見に対して, 那須府医理事

は, 京都府内にリハビリネットワークがない

ことが問題であり, そのような現状も踏まえ

て９月25日開催の京都医学会ではリハビリを

中心テーマに据えているので, ぜひ参加して

いただきたいとの報告があった｡ また安達府

医理事は, 慢性期になったときに転院しなけ

ればならないのは全国的な問題であり, リハ

ビリのみならず社会的入院の問題が根底にあ

り, それは技術の適正な評価がされていない

ということである｡ リハビリの内容で言えば,

現在のリハビリの評価を止めて, 部位ごとに

重症度を定めて点数を設定するという案が浮

上しており, 一例には膝上を重症, 膝下を中

等症, 前腕および指を軽症とする等, 医療費

削減だけを目的としたとしても認めがたい内

容となっていると説明した｡

最後に上原府医副会長は, 府医ではリハビ

リ連絡協議会を設立しており, 京都府内にお

けるリハビリマップを作成し, 医師も患者も

簡単に検索できる体制を構築することを約束

した｡

各地区医師会からの様々なテーマによる活

発な議論の後, 阿部達夫北桑田郡医師会長よ

り ｢新臨床研修制度が導入され, 病院経営も

厳しい時を迎えている｡ なかなか地区医師会

での活動もできない中, 市町村合併により,

問題が山積している｡ よりよい医療の充実を

目指しご協力お願いしたい｣ との挨拶で閉会

した｡

『平成18年１月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18年１月発足の申請をされる方は,
平成17年10月28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 18 年１月
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成17年10月28日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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インフルエンザワクチンの安定供給の状況と対策について

インフルエンザワクチンの安定供給対策については, 先日 (９月15日号) お知らせいたしま

したが, 今般, 新たに厚生労働省よりインフルエンザワクチンの安定供給の状況と対策につい

て通知がありました｡

本通知は, 今冬のワクチンの供給予定量は, 2,020～2,100万本の見込みで昨年並みの十分な

供給量は確保されており, 昨年の供給実績 (医療機関での使用本数1,643万本) は需要予測量

(1,998万本) からみて十分な余裕があったこと, 今冬の予約本数は８月現在において1,680万本

程度であり, 十分な流通在庫が存在することからも, 当初製造見込み量2,150万本からの多少の

減量見込みが供給全体量に影響することはないと考えられますが, ９月下旬の初期出荷時点で

一部の医療機関に一時的な品薄も予測されるため, 下記の対応を求めるものであります｡

つきましては, 会員各位におかれましては, 十分にご留意いただきますようよろしくお願い

申し上げます｡

記

(１) 医療機関によっては, 一部の注文量の納入時期が予定よりも遅くなることもありうるが,

本年の予約本数である約1,680万本の供給は, 11月の接種ピークの前の10月下旬までには市

場に供給される予定であり, 医療機関の注文数量は確保されるため, 買い占め等の返品に

つながる過剰な注文を行わないようご配慮いただきたいこと｡

(２) 製造販売業者等および卸売販売業者に対しては, 一部納入に遅れが予想される医療機関

に対しては, 納入時期および数量等の予定についてより正確な情報提供を行うことに努め

るよう指導していること｡

(３) 卸売販売業者において, 医療機関等における接種に支障を来たす場合等必要に応じ, 一

時的に供給が不足する製造販売業者等のワクチンに対する注文を他社のワクチンの供給で

補う等の対応を行う場合があるため, 医療機関等のご理解をいただきたいこと｡

(４) 10月17日の週から, 各地域ブロック別の卸売販売業者の在庫状況並びに全国における医

療機関の納入量推定値の累積値等について, 血液対策課から毎週都道府県に提供する予定

であり, 適切なワクチンの流通状況の把握に供することとしていること｡

(５) 血液対策課は, 今後の需要の動向を見ながら, 必要に応じ増産の指導も検討するもので

あること｡
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改正介護保険法が10月から一部施行されるに伴い, 介護給付費請求書および請求明細書が変

更となり, 10月１日号で新様式をお知らせしたところです｡ その請求明細書の新様式において,

下記のとおり誤りがありました｡ 訂正してお詫び申し上げますとともに, 改めて正しい様式を

同封しましたので, 差し替えをお願いします｡

なお, 旧様式について ｢当分の間, 従前のものも使用することができる｣ とお知らせしまし

たが, 国保連合会の方でパンチ入力の際に間違いが起こる恐れがあるので, できる限り新様式

をお使いいただきますようお願いします｡

10月実施分からの介護給付費明細書について

｢請求額集計欄｣ の ｢①サービス種類コー
ド／②名称｣ の右の ｢１｣ は不要です｡
例えば居宅療養管理指導費の請求の際,
この２ますには ｢31｣ と記入しなければ
なりませんので, １を消さないと返戻に
なりますのでご注意ください｡
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短期入所の療養食加算算定のための食事せんについて

介護保険施設 (特養, 老健, 介護療養型) やショートステイ (短期入所生活介護, 短期入所

療養介護) に, 今般, ｢療養食加算｣ が新設されました｡ この加算の算定要件として ｢主治の

医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき｣ とあります｡

介護保険施設の場合は, その施設の医師が発行することになりますが, ショートステイの場合

は, 在宅のかかりつけ医に求めてくることも考えられますが, あくまでも食事せん発行は, 施

設医師の役割です｡ ただ, ショートステイ利用者の健康状態を施設医師は把握できていない場

合が多いので, かかりつけ医がケアマネジャーを通じて, あるいは直接情報提供する必要があ

ります｡

※療養食
疾病治療の直接手段として, 医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量およ

び内容を有する腎臓病食, 肝臓病食, 糖尿病食, 胃潰瘍食, 貧血食, 膵臓病食, 高脂血症食,

痛風食および特別な場合の検査食

※厚労省発出Ｑ＆Ａから
問 ショートを数回利用する場合, 療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか？

答 短期入所生活 (療養) 介護の利用毎に食事せんを発行することになる｡

救急蘇生訓練人形等の貸出について

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

の啓発を推進しております｡

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

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

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

上げます｡

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

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

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

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体

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

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

・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体

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

・気道管理トレーナー １台

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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第
32
回
く
ら
し
と
健
康
展

９月17日・18日の両日, パルスプラザで開催した ｢第32回くらしと健康展｣ は, 今年も京都

府, 京都ＳＫＹセンター主催の ｢ふれあいフェスティバル2005｣ の“すこやかゾーン”におい

て開催し, 約5,200名の入場者があり, 大盛況のうちに終了した｡

今回の ｢くらしと健康展｣ のテーマは, ｢めざそう 健康長寿日本一｣ とし, 昨年に引き続

き生活習慣病の予防をかかげ, 来場者が実際に検査や相談を受けながらその予防の大切さを実

感した｡

イベントコーナーでは, 毎年人気の ｢超音

波骨密度測定｣ をはじめ, 脈波測定による血

管の弾力性を測定する ｢血管年齢チェック｣,

また, 体重体組成計による ｢体年齢測定｣,

頭や肩・胸のストレスをチェックする ｢スト

レス測定｣ は今回初ということもあり, 多く

の参加者でにぎわった｡

京都禁煙推進研究会の ｢禁煙支援コーナー｣

では ｢第７回京都卒煙コンテスト申し込み受

付｣ や ｢呼気 CO検査｣, ｢喫煙者のための血

管年齢チェック｣ をするなど禁煙支援の強化

を図った｡

｢健康相談コーナー｣ では各専門医会の協

力を得て, 内科や糖尿病, 整形外科, 皮膚科,

耳鼻科, 眼科, 心の悩み, 婦人科 (レディー

スコーナー), 栄養相談を設置した｡ 各コー

ナーとも日頃の診療では聞けなかったことや,

医師にかかるまでもないと思いつつ不安なこ

との相談, また, 会場での測定結果に基づい

て医学的な指導を受けられる等, 参加者に大

変好評であった｡

その他, 主催各団体も専門分野での測定な

ど趣向を凝らしたコーナーを設置した｡

＜主催団体＞

京都府医師会・京都府糖尿病協会・京都府

栄養士会・京都府臨床衛生検査技師会・京

都府看護協会・京都府放射線技師会・京都

禁煙推進研究会・京都府・京都市

��������������������

��������������������					




����������



13

京医選管発第９号

会 員 各 位
京都府医師会選挙管理委員会

委員長 福田 濶

京都府医師会選挙人名簿の縦覧について (公示)

府医選挙規定第15条に基づき, 下記のとおり平成17年10月１日現在における京都府医師会選挙人名簿
を縦覧に供しますので, ご閲覧願いたくご通知いたします｡
なお, 標記名簿について異議のある時は縦覧期間内にその旨を府医選管委員会へお申し出ください｡

△

縦覧期間および時間
平成17年11月１日(火) ～７日(月) (ただし, 日・祝日・第１土曜日の休務日を除く)
縦覧時間は午前９時30分～午後５時△

縦覧場所
全選挙区は府医選管事務局｡ 各地区選挙区は下表のとおり｡

選挙区 縦 覧 場 所

北 北区紫竹北栗栖町８ メゾン上野302号室 北医師会事務所

上京東部 上京区寺之内通室町東入 小川医院

西 陣 上京区千本五辻下ル上善寺町99－３ 第五京土ビル３Ｆ 西陣医師会事務所

中京東部 中京区富小路二条下ル 京都教会内302 中京東部医師会事務所

中京西部 中京区壬生東高田町51 エムエイ御前ビル２Ｆ 中京西部医師会事務所

下京東部 下京区仏光寺通り柳馬場西入東前町398 小西仏光寺診療所

下京西部 中京区壬生東高田町43－６ JUSTIN-ONMAE ２Ｆ 下京西部医師会事務所

左 京 左京区松ヶ崎小竹薮町３－３ アピカルイン京都 左京医師会事務所

右 京 右京区梅津神田町57 右京医師会事務所

西 京 西京区上桂前川町116 インペリアル上桂202号室 西京医師会事務所

東 山 東山区鞘町正面下ル上堀詰町288 元貞教小学校内 健康相談室 東山医師会

山 科 山科区音羽西林９ 山科医師会事務所

伏 見 伏見区深草大亀谷八島町13 伏見医師会事務所

乙 訓 長岡京市今里北ノ町39－４ 乙訓休日応急診療所内 乙訓医師会事務所

宇治久世 宇治市宇治下居13－２ 宇治市保健消防センター３Ｆ 宇治久世医師会事務所

綴 喜 京田辺市大住ヶ丘１－16－３ 西村外科医院

相 楽 相楽郡精華町大字乾谷小字金堀３－２ ＪＡ京都やましろ山田荘２Ｆ 相楽医師会事務所

亀 岡 亀岡市内丸町１－18 亀岡会館内 亀岡市医師会事務所

北 桑 田 右京区京北町下中町鳥谷３ 京都市立京北病院

船 井 船井郡園部町若松町115 廣野医院

綾 部 綾部市青野町東馬場下15－６ 綾部市保健福祉センター内 綾部医師会事務所

福 知 山 福知山市字岡ノ173 福知山医師会事務所

舞 鶴 舞鶴市字北吸1055－３ 舞鶴医師会事務所

与 謝 宮津市鶴賀2109 与謝医師会事務所

北 丹 京丹後市峰山町杉谷839 柴田繁子方 北丹医師会事務所

京都大学 左京区聖護院川原町54 京都大学医学部附属病院教務課秘書・広報掛

府立医大 上京区河原町広小路 府立医大消化器外科医局
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平成17年度日本医師会医療情報システム協議会
＝参加ご希望の先生は事前にお申し込みを＝

■開催日 平成17年11月12日(土) ～13日(日)

■会 場 日本医師会館

■参加者および参加申し込み

(１) 参加対象者 ①郡市区医師会で医療情報を担当する日本医師会員

②郡市区医師会で医療情報を担当する事務職員

③上記にかかわらず医療情報に関心の深い日本医師会員

(２) 申し込み ｢日本医師会医療情報システム協議会｣ 参加希望と明記のうえ, ①医

療機関名②氏名③地区医師会④E-mail アドレス⑤懇親会参加・不参加

を記入し, 京都府医師会：広報課までＦＡＸ (ＦＡＸ：314－5042)

にてお申し込みください｡

■参加費 無料

プログラム等の詳細は日本医師会医療情報システム協議会ホームページをご覧くだ

さい｡

http://www.med.or.jp/japanese/members/info/sys/

■懇親会費 5,000円

このたび日本医師会から, 平成16年度日医総研の ｢建設コスト削減等のための 『建設セカン

ドオピニオン』 のあり方｣ 調査・研究の結果を踏まえ, 本年度の調査研究の一環として標記ケー

ススタディを希望する会員の募集について周知方依頼がありました｡

16年度の調査研究の結果, 建設コスト削減面での有効性と同時に, 基本計画・基本設計の段

階からの検討や, 耐震改修における検討といった課題が明らかになったとされています｡

募集の対象となるのは, 新築, 耐震改修とも現在基本設計図を作成中か平成18年１月31日ま

でに作成予定の案件となっています｡

受付期間は10月31日までとなっておりますので, ご希望の方は府医学術広報課 (TEL 075－

315－5276) までお問い合わせください｡

医師会病院等の ｢建設セカンドオピニオン｣ の
調査研究におけるケーススタディ案件の募集について
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北
山
杉

イレウスチューブ：手術が終わっても, 腸

管の通過障害が起こっていれば, イレウスチュー

ブを鼻から挿入し, 留置されます｡ 術中に空

腸, 回腸皮膚瘻を作っておく場合はそれほど

負担ではありません｡ ただ腹の両側から管が

出ているだけです｡ 一時は六つも管が出て,

節足動物のようでした｡ 鼻から挿入する場合,

鼻粘膜から出血し, チューブの固定の仕方で

微妙に鼻柱が痛みます｡ 胃チューブと違って

随分硬い素材で作られています｡ しかしその

硬さに意味があったのです｡ ワイヤーやコイ

ルが中を自由に動かなければならないのです｡

コイル作用でワイヤーが前進するなんて想定

外でした｡

病院食：長い間絶食だったため, 経口摂取

可能となった時にはどの食事もおいしく食べ

られました｡ 普段食べない魚や菜っ葉の煮物

も新鮮な味覚でがつがつ食べていました｡ 間

食, 外食をするようになってからは, だんだ

ん好き嫌いが始まり, 患者食は美味しくなく

なってきました｡ コックさんが二人ほどいる

らしく, 日本食の場合明らかに片方のコック

さんの味付けを避けるようになりました｡ トー

タルの蛋白量を上げるためか, 何にでも縮緬

雑魚を混ぜる調理法は合いませんでした｡ 全

体にからし, 唐がらし, 胡椒, わさび, カレー

など刺激物が必要でした｡ 朝食のパンは楽し

みです｡ 月に１－２回選択食がありましたが,

毎日選択できるサービスが必要です｡

絶食から流動食に入る時, 一日の水分摂取

量が決められますが, 200㏄以内はつらいで

すね？ ＩＶＨが自分を養っているのでしょ

うが, 経口摂取が大切だったことが良くわか

りました｡ ジュースやスポーツドリンクのか

わりに, すっぽんスープを100㏄ずつ内緒で

飲んでからの体力回復には目覚ましいものが

あったのです｡ コンソメスープでもいいから,

動物性のものを摂取することが大切です｡

ＩＶＨでリピッドの血管内投与が可能となり,

皮膚がつやつやし, 胸にニキビまでできまし

たが, 何といっても経口摂取には敵いません｡

｢ＩＶＨだけだと, 腸が鉛筆の芯ぐらいに細

くなる｣ と同級生が言った言葉が頭にこびり

ついていました｡ 同じようなスポーツドリン

クでもＤ○○○○Ａを拒絶していました｡ 電

解質の比率が違うのでしょうね｡ コンディショ

ンの良い時はそうでもなかったのですが｡

私も日赤時代に経験しましたが, 黒いかば

んを持った製薬会社のＭＲさんを朝から晩ま

で廊下, 階段の踊り場, 待合室で頻繁に見か

けます｡ 患者としては目障りでした｡ １日２

回の廊下散歩時, 邪魔になって不愉快でした｡

彼らも商売だから仕方ないでしょうが, 医療

社会から離れて客観的にみれば, 異常な軍団

が病院を占拠しているみたいです｡ 産学協同

は絶対に必要ですから, 病院を離れて, また

は病院では目立たないところで密接に結束し

てほしいものです｡ 以前のようにアリナミン

Ｆとかコマーシャル入りの長いすがあったり,

いわしやと名前の入った大きな鏡や時計があっ

ても別におかしくないのに, カレンダーまで

いつからかなくなり, 変になってしまいまし

た｡ くすりやさんもお金の使い道がなくなっ

て, 必要以上にセミナーを開き, 弁当をばら

撒いている姿は異常です｡ 患者にもタオルを

配ったりして還元すべきでしょう｡ 小児科病

棟にサンタさんが来て, クリスマスプレゼン

トを渡したり, 敬老の日に何か気の利いたイ

ベントを行ったり, ボランティア活動に貢献

しても良さそうに思いますが何か法律に触れ

るのでしょうか？ マスコミがあんなに沢山

群がって取材しているのに, 当事者を助けず,

経済援助もせず, ボランティア活動にタッチ

しない姿勢に良く似ています｡

��������
	
�	
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右 京 大島 良夫
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第第第第第第������������回回回回回回 府府府府府府府府府府府府府医医医医医医医医医医医医医懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇親親親親親親親親親親親親親ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴルルルルルルルルルルルルルフフフフフフフフフフフフフ大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会
団体は左京チームが優勝,
個人は渡辺 功氏 (福知山) に栄冠

９月23日 (祝) に亀岡カントリークラブにおいて第59回府医懇親ゴルフ大会が開催された｡

当日は, 大会会長の油谷府医会長をはじめとする副会長２名・理事１名の府医チームも参加し,

20地区118名の参加のもと, 晴天に恵まれた自然の中で個人戦と団体戦に熱戦が展開された｡

結果は, 個人戦は渡辺 功氏 (福知山) が

優勝され, 準優勝は笠次敏彦氏 (船井), 第

３位は勝馬芳徳氏 (右京) であった｡

団体戦は左京チ－ムが優勝, 準優勝は山科

チ－ム, 第３位は伏見チ－ムが入った｡

団体戦の１位・２位は同点となり, 生年月

日による判定結果となった｡

プレー終了後, 森 靖夫大会運営委員の司

会で恒例の表彰式および懇親会が開催された｡

主催者を代表して油谷府医会長より挨拶の後,

表彰式では立入副会長より各受賞者に賞状並

びに賞品が手渡され, 参加者より盛んな拍手

が送られた｡

来年の第60回府医懇親ゴルフ大会で楽しく,

かつ熱戦が繰りひろげられることを期して第

59回府医懇親ゴルフ大会を終了した｡

最後に準備当初よりご尽力をいただいた運

営委員長の酒井 修先生はじめ運営委員の先

生方に, 厚く御礼申しあげます｡

主な成績は次のとおり｡

◆◆ 団団体体戦戦

優 勝 左京チ－ム

準優勝 山科チ－ム

第３位 伏見チ－ム

◆◆ 個個人人戦戦

優 勝 渡辺 功 (福知山)

準優勝 笠次敏彦 (船井)

第３位 勝馬芳徳 (右京)

ベストグロス 笠次敏彦 (船井)

個人優勝 渡辺 功氏 (福知山)

団体優勝の左京チ－ム
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���������������� 参加者募集

と き 12月４日(日) 午前９時半
と こ ろ 京都府医師会館△

実施要領 ①地区医師会単位で３名, 同一地区で複数チームも可｡
(メンバー不足での申込も可｡この場合府医で他地区と合同のチームを編
成します)
②参加資格＝京都府医師会員
③参加費＝１名 4,000円 (昼食代を含む)△

申込方法 地区医師会を通じてお申し込みください｡
地区から府医への申込締切が10月31日(月) 必着となっております｡
お問い合わせは, 各地区または府医事務局学術広報課 (� 315－5276) まで｡

※ なお, 京都府医師会館は全館禁煙となっておりますので, ご承知おきください｡
(屋外に喫煙コーナーは設けております)

[主催] 京都府医師会

京京京都都都医医医家家家芸芸芸術術術クククラララブブブ臨臨臨地地地講講講演演演会会会参参参加加加者者者募募募集集集
例年開催しております, 京都医家芸術クラブの臨地講演会が, 下記の日程にて開催されます｡

京都医家芸術クラブの会員以外の参加も可能ですので, 参加ご希望の方は, 10月31日(月) ま

でに府医事務局医芸担当まで, 『臨地講演会参加希望』 と明記して, 参加者の ｢氏名｣・｢地区

名｣・｢電話番号｣・｢ＦＡＸ番号｣ をご記入の上, ＦＡＸ (府医ＦＡＸ番号 075－314－5042)

にてお申し込みください｡

日 時 11月20日(日)

集 合 京都府医師会館 午前９時 出発 (時間厳守)

(集合時間：午前８時30分～)

行 先 湖南三山を巡る

常楽寺 (西寺)・長寿寺 (東寺)・善水寺

・午後４時頃府医会館帰着予定

講 師 同志社女子大学教授 朧谷 壽 先生

参 加 費 7,000円 (医芸クラブ会 員) 当日払

10,000円 ( 〃 会員外) 〃

申 込 み 府医事務局 TEL 075－315－5271 FAX 075－314－5042

詳細につきましては, 後日出席者あてご連絡いたします｡

都合により一部行き先の変更が生じる場合もあります｡

主催 京都医家芸術クラブ
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と き 11月27日(日)

午前９：00 スタート

ところ マリンパーク北村 (オムニコート)

大阪市大正区北村３－３－70

TEL 06－6555－6161

試合形式 ダブルス

参加費 5,000円 (昼食代・飲物代・懇親会費を含む)

申込締切 11月10日(木)

◇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)

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｡

大阪府医師会との
親善テニス大会

捜査協力のお願い

埼玉県警浦和西警察署司法警察員警視より同署管内で平成16年９月21日発生の女性失踪事件

に関する協力依頼がありました｡ 同女性が傷病等により, 何れかの病院において通院治療して

いる可能性もあることから, 本件に関しお気づきの点がありましたら, 下記連絡先までご連絡

ください｡

記

【失踪者】

氏 名 久保悦子 (くぼ えつこ) 昭和59年３月31日生 (女性)

住 所 埼玉県さいたま市中央区大戸２丁目７番１号

旧保険証番号 岩わね３７４ (株式会社和幸)

身体的特徴 身長158.8センチ, 体重51キロ 体格普通, 細面

茶色様の肩までの長さの髪, 眼鏡またはコンタクトレンズ使用,

血液型Ｂ型, 左右何れかの手の甲部にケロイド状の火傷痕

【連絡先】

浦和西警察署捜査班 電話 048－854－0110 (内線：572 担当：大久保・古家)

訂 正

本誌10月１日号 (No.1822) の14ページ ｢北山杉｣ におきまして下記のとおり訂正がありました｡

右段 28行目

(誤) 昭和５, ６年, 加茂川が～ → (正) 昭和10年, 加茂川が～
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 与謝・北丹医師会との懇談会の状況

３. 第12回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

４. 京都市生活保護個別指導の状況

５. 健康長寿日本一アクションプラン政策

検討委員会の状況

６. 京都府介護予防推進委員会の状況

７. 第３回京都府介護支援専門員協議会理

事会の状況

８. 乳がん検診症例検討会の状況

９. 第10回乳がん検診委員会および地区乳

がん検診担当者連絡会の状況

10. 京都市急病診療所第175回運営委員会

の状況

11. 第９回乳幼児保健委員会の状況

12. 第９回脳卒中登録事業委員会の状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 第９回図書室検討小委員会の状況

15. ９月度学術, 会員業務, 養成担当部会

の状況

16. 第13回医療安全対策委員会全体会議の

状況

17. 京都府地方医療協議会の状況

【議 事】

18. 会員の入会・異動・退会６件を可決

19. 常任委員会の開催を可決

20. 京都府医師会諸会費の免除を可決

21. 市民公開講座 ｢家族に囲まれた透析ラ

イフ｣ への後援を可決

22. 社会福祉法人認可および社会福祉施設

整備補助等審査会委員の推薦を可決

23. 京都市医療扶助審議会委員の推薦を

可決

24. 第13回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

25. 京都府造血幹細胞移植対策連絡協議会

委員の推薦を可決

26. 臓器移植普及月間・全国街頭キャンペー

ンの後援を可決

27. ｢こころの健康づくり大会・京都2005｣

の後援を可決

28. ｢運動器の10年｣ 日本委員会 ｢学校に

おける運動器検診体制の整備・充実モデ

ル事業｣ への参加を可決

29. 第９回学校保健委員会開催日程の変更

を可決

30. 京都府内における予防接種広域化実施

説明会の開催を可決

31. 日医認定健康スポーツ医学再研修会の

承認申請を可決

32. 神奈川県医師会との医事紛争懇談会の

開催を可決

33. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

34. (独)科学技術振興機構からの ｢著者抄

録の利用許諾のお願い｣ を可決

35. (株)メテオインターゲートとのメディ

カルオンライン包括利用使用料に係る覚

書の締結を可決

36. 府医地区対抗囲碁大会の開催を可決

37. ｢顔見世｣ チケット斡旋販売を可決

38. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

39. 両会懇談会の開催を可決

第21回定例理事会 (９.15)

理
事
会
だ
よ
り
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事
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. 基金合審の状況

４. 国保合審の状況

５. 救急フェア2005 IN KYOTOの状況

６. 第15回救急委員会の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第５回産業医部会正副幹事長会の状況

９. 第27回産業保健活動推進全国会議の状況

10. 介護支援専門員実務研修受講試験対策講

座の状況

11. 第９回子宮がん検診委員会の状況

12. 第32回くらしと健康展の状況

13. アスベスト健診等健康管理推進事業に係

る打ち合わせ会議の状況

14. 臨床研修指定病院協議会・第５回臨床研

修制度検討委員会の状況

15. 府医学術講演会の状況

16. 第５回勤務医部会幹事会の状況

17. 看護専門学校平成17年度臨地実習指導者

研修会の状況

18. 日医理事会の状況

19. 第９回日医介護保険委員会の状況

20. 第５回近医連常任委員会の状況

21. 近畿ブロック日医代議員協議会の状況

【議 事】

22. 会員の入会・異動・退会11件を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 平成17年度肺がん検診研修会の開催を

可決

と き 11月30日(水) 14：30

ところ 京都府医師会館

25. ｢学校における運動器検診体制の整備・

充実モデル事業｣ 運営協議会の設置を可決

26. 第６回産業医部会正副幹事長会の開催を

可決

27. 第10回近畿産業医部会研修会の後援を

可決

28. 産業医研修会の共催を可決

29. ｢ピンクリボン京都｣ の後援を可決

30. 第13回京都府老人保健施設大会への後援

を可決

31. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

32. ｢世界 COPD Day 推進日本大会｣ への後

援を可決

33. 平成17年度日医医療政策シンポジウムの

出席を可決

34. 融資斡旋を可決

35. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

36. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

37. 平成17年度日本医師会医療情報システム

協議会への出席を可決

第22回定例理事会 (９.22)

～ 11月度請求書 (10月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (木) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (木) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 14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｡




