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[悲しい色やね…]
写真／武部 力 (西陣)

天保山のサントリーミュージアムから望む夕暮れの大阪

湾です｡ 順路の中間点にある休憩室は暫しぼんやりできる

大好きな場所です｡

学生時代を大阪の下町で過ごした私にとっては庶民的な

人情の町という思いが先行しますが, 時としてこのような

ロマンティックな一面を見せてくれることがあります｡

市内にウォーターフロントを持たない京都の人間にはな

おさら新鮮に映りますね｡



1

専
門
医
会
長
と
の
懇
談
会

専門医会長との懇談会

専専門門医医会会ととのの連連携携強強化化ににつついいてて協協議議

各専門医会長との懇談会が５月20日(土), 京都国際ホテルで開催され, 各専門医会から17名,

府医執行部から22名が出席, (１) 京都府糖尿病対策推進事業委員会の設置 (２) 専門医会室

のあり方 (３) 各専門医会と府医との連携などについて, 約２時間にわたって活発な意見交

換が行われた｡

冒頭挨拶で, 森府医会長は, 先日, 医療制度改革関連法案が強行採決されたことにふれ, 昨

年の衆議院選挙で小泉政権が郵政民営化の賛否を問い圧勝したが, 国民の賛成は郵政関連法案

のみであると我々は認識しているが, 小泉首相はすべての面で承認を得たかのように, 医療制

度改革を推し進めようとしており, 特に, 今回の改正は, 医療保険のみならず, 医師法, 医療

法など多岐にわたる大きな改革であり, わが国の医療制度の将来を左右する大きな問題である

と報告した｡

また, 法案の審議に当たり, 日医としては積極的に修正に取り組んでゆくべき時期に, 日医

会長選挙を実施する事態となり, 本来ならば医政活動に専念しなければならない日医連推薦の

参議院議員が, 日医会長選挙に専念し, 十分な対応が行えないという取り返しのつかない事態

を招いてしまったと不快感を示した｡

さらに, 今回の医療制度改革関連法案の成立に当たり, 日医がほとんど関与することなく法

案が成立したことは, 今後の医療制度改革の立案に当たり, 厚労省に, 日医に何等相談無しに

実施できるという実績を与えてしまったことになり, 今後に大きな禍根を残すことになるので

はないかとの危惧を示した｡ その上で, 今後も府医は, 従来どおり, 正論を訴え, 是々非々の

立場で, 日医や与野党に申し入れてゆく方針であるとのべ, 各専門医会の先生方の理解と協力

を求めた｡

福州府医理事から, 糖尿病対策の現状につ

いて報告｡ 現在では国家的な問題になってお

り, 京都府でも, 昨年12月に ｢京都府糖尿病

対策推進事業委員会｣ を立ち上げたと説明｡

さらに, 糖尿病医会の土井会長からは委員会

での活動状況が報告され, 月１回の委員会を

開催しており, 今後の活動方針として初年度

は医師対象の学習会の開催, 次年度は京都府

推進会議, 最終的には府民全般にまで事業を

拡大していく方向で考えているが, 特に, か

かりつけ医と専門医との連携強化を図り, お

互いが情報を交換できる場を作りたいと説明

された｡ また今後の検討課題としてＩＴを用

糖尿病対策で推進事業委員会を設立
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査の集計結果について報告した｡ 新府医会館

内への専門医会室の設置については ｢希望す

る｣ が15医会｡ そのうち ｢全体で専門医会１

室｣ と回答したのは11医会であった｡ 賃貸料

については ｢支払い可能｣ が５医会, ｢支払

い不可｣ が８医会であった｡ また事務職員の

配置は ｢希望する｣ が12医会あり, 人件費に

ついては ｢一部負担可｣ が８医会, ｢負担反

対｣ が６医会であった｡

森府医会長は, 専門医会は府医の傘下にあ

るとは考えておらず, 独立した組織と考えて

おり, それをふまえて連携してゆきたいと考

えているとした｡ また, 最近, 専門医会は増

加傾向にあり, 当初から医会として活動され

ているところと, 最近設置された医会の間に

事務量などの差異も見られるとした｡ 医会ご

との事務量のアンバランスの是正とともに,

今後も医会が増加すると職員の確保の問題も

あり, 人件費を府医の会費でまかなっている

ため今後の会館建設問題と併せて将来的な対

応が必要と考えており, 喫緊に対応するもの

ではないが, 各医会でも, ご議論をいただき

お考えをお寄せいただくよう要望した｡

医会からは, 専門医会室の職員数や, 一人

の担当医会数についての質問があり, 森府医

会長からは, ３名の職員で, 医会あたりの事

務量に併せて担当医会の数を決め, 対応して

いる旨回答するとともに, 医会における府医

の会員数についても, 大半が府医の会員であ

るところから, 府医の会員でない勤務医の先

生方が多い会員まで, 多様であり, 医会の会

員数も差があるため, 公平な対応に苦慮して

おり, 専門医会でも未入会の先生方に府医へ

の入会を勧めていただくようを要望した｡

新会館建設に向け, 専門医会室のあり方を議論

森府医会長は, 府医が考えている医会との

連携は先ほどの糖尿病対策が一つの典型的な

例だと考えている｡ 専門医会は, 専門医が学

術的な専門性を追求する場ではあるが, 今後

生活習慣病のみならず, がん治療においても,

地域の医療機関との連携, 患者である府市民

などにも広く理解を求めてゆかなければなら

ない状況にあり, それぞれの専門医会と医師

会が連携して取り組んでゆくことを理解して

貰うことにより, 府医が以前から求めている

医療への信頼を得ることに結びつく活動にな

ると述べ, 各医会の協力を要請した｡ さらに

府医は, 一昨年より京都医療推進協議会を立

ち上げ, 医療関係団体のみならず患者団体な

どとも協力して, 医療制度への理解を深めて

いただく活動を進めているが, 各専門医会が

別の協議の場を設けるのではなく, 一緒に協

議会に参加することで, それぞれの活動を府

市民へ広くアピールすることが出来るのでは

ないかとした｡

内科医会からは, 医師連盟の活動と重複す

るのではないかとの疑問が示されたが, 森府

医会長は, 京都府医療推進協議会は, 政治団

体ではなく, 医師連盟とは別の立場で, 医療

制度の理解を府市民に深め, わが国の医療制

度を確保するために働きかけてゆく趣旨で活

動をしている｡ 専門医会は, 学術を極めると

いう性格が強いと思われるが, それだけでよ

各専門医会との連携強化で意見交換

いた地域医療連携基盤や栄養士会との連携強

化が挙げられた｡

これに関連し, 上原府医副会長からは, 糖

尿病に関しては内科だけではなく各科に共通

するいろいろな問題があるとして, 各専門医

会の積極的関与と協力を求めた｡
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いのか, 府民市民に理解していただいて良い

医療を受けていただくＰＲも必要ではないか,

患者の団体をも含めて医療の現状を知ってい

ただくことも大切ではないかとした｡

また, 上原府医副会長は医療推進協議会の

設置目的について, 政府の医療制度改悪に対

抗してゆくには, 現在は政治活動だけではダ

メなのはご理解いただけると思うとした上で,

医療制度が改悪されれば, 最終的に被害を被

るのは国民であるが, 医師会が何らかの反対

活動を行っても, 国民は医師のエゴとしかと

らえていない｡ そこで関連団体と組織をつく

り, そこで議論することによって, 国民の理

解も得ることもできるし, また一緒に各種の

運動をすることによって, 国民運動として医

療制度改悪に対抗することが出来ると考え,

この推進協議会を立ち上げることとなったと

経緯を説明した｡

産婦人科医会から医療推進協議会の活動と

医政活動との関係について質問が出された｡

安達府医副会長は医療推進協議会を立ち上げ

たとき, 油谷前執行部の基本的な会務のスタ

ンスは府医だけで医療の問題を議論しても限

界があるとして市民に医療全体の姿を示し,

市民の望むものは何かと問いかける形の連携

が必要であるという方針であった｡ その結果,

推進協議会が立ち上がり多くの団体が参加さ

れたと説明｡ その上で, 昨年６月に開催した

集会は11月開催の府医による“日本の医療を

考える集い”とはかなり性格が違っていたと

述べ, ６月の医療推進協議会による集会では

｢住民の方と一緒に考えよう｣ という趣旨で

開催してきた経過があり, 政治的色という点

では当然, 11月の集会の方が強かったのでは

ないかとの見解を示した｡

各専門医会からは, 医会の会長は, 基金並

びに国保の委員長, 会長という職責につける

のか (内科医会), 府医委員会委員への勤務

医の推薦について (胸部医会), 新制度に対

する記載方法等にかかる京都医報での問題提

言について (精神医会), などの意見, 要望

が出された｡

各専門医会からのご意見・ご要望

春 の 叙 勲
中上和義氏 (左京) が 瑞宝小綬章 を受章

このたび, 中上和義氏 (左京) が栄えある春の叙勲の栄誉に浴されました｡

中上氏は保健衛生功労による瑞宝小綬章を受章されました｡

このたびの先生のご受章を心よりお喜び申し上げますとともに, 今後ま

すますのご活躍を祈念いたします｡
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医医療療制制度度改改革革法法案案,, 衆衆院院厚厚生生労労働働委委員員会会でで強強行行採採決決
＝ 今後, 議論の場は参議院へ移る ＝

医療制度改革法案は５月17日の衆院厚生労働委員会で, 与党が強行採決に踏み切り, 自民, 公明

の賛成多数で可決された｡

17日の衆院厚労委では, 与党による審議打ち切り, 強行採決に対し, 野党からの怒号が飛び交う

中, 健保法改正, 医療法改正の２法案は賛成多数で可決された｡ 法案を巡る審議状況および法案の

骨子は別掲のとおり｡

本法案は, 18日の衆院本会議で

可決され, 今後は議論の場を参議

院に移すこととなるが, 23日の参

院厚労委員会では民主・社民欠席

のまま審議が始まり, 衆院同様,

波乱の幕開けとなった｡

健康保険法等の一部を改正する法律案 (概要)

一 医療費適正化の推進
１ 厚生労働大臣は, 医療費の適正化を推進するため, 医療費適正化基本方針を定めるとともに, 都道府県は,

医療費適正化基本方針に即して, 都道府県医療費適正化計画を定めるものとする｡ さらに厚生労働大臣およ
び都道府県は, それぞれの計画目標の達成状況および施策の実施状況に関する評価を行うものとする｡

２ 医療保険者は, 40歳以上の加入者に対し, 健康診査を行うとともに, 保健指導を行う｡
３ 現役世代並みの所得のある高齢者の患者負担の引上げ, 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担の

見直し等を行う｡
二 新たな高齢者医療制度の創設
三 保険者の再編・統合
四 介護保険において, 介護療養型医療施設の廃止等を行う｡
五 中央社会保険医療協議会について, 委員構成を見直すとともに, 団体推薦規定の廃止等を行う｡
六 この法律は, 別段の定めがあるものを除き, 平成18年10月１日から施行する｡ なお, 医療費適正化計画, 新た

な高齢者医療制度の創設等については平成20年４月１日から, 全国健康保険協会の設立は平成20年10月１日か
ら施行する｡

医療制度改革関連法案, 衆院での審議を巡る主な動き

４. ６ 衆院本会議：医療制度改革関連法案が審議入り
４. 12 衆院厚労委：民主党欠席で実質審議がスタート
４. 25 衆院厚労委：参考人意見聴取
４. 26 衆院厚労委：内田日医常任理事が参考人で意見陳述
５. ８ 衆院厚労委：福島市, 福岡市で地方公聴会開催｡ 療養病床再

編成や医師確保問題で議論
５. 17 衆院厚労委：与党による強行採決, 賛成多数で可決
５. 18 衆院本会議：自民・公明両党の賛成多数で可決

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案 (概要)

一 国民の医療に関する適切な選択の支援等
１ 病院等の管理者は, 医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を都道府県知事に報告し,

都道府県知事はその内容を公表しなければならない｡ また, 医業等の広告に関する規制を緩和するものとす
る｡

二 医療計画制度の見直し
三 都道府県は, 救急医療等に係る医療従事者の確保等に関し必要な施策を定めなければならないものとし, 公的

医療機関は, 当該施策の実施に協力しなければならないものとする｡
四 医療法人制度について, 非営利性を強化するため, 解散時の残余財産の帰属先を国または地方公共団体等に限

定するとともに, 救急医療等を行う等公益性の高い医療法人として, 社会医療法人制度を創設する｡
五 医師等の医療従事者に係る行政処分の類型に戒告を追加するとともに, 行政処分を受けた者に対する再教育制

度を創設する｡
六 病院等の管理者は, 医療の安全を確保するための指針の策定, 研修の実施等の措置を講じなければならないも

のとし, 都道府県等は, 医療安全支援センターの設置に努めなければならないものとする｡
七 保健師または助産師になろうとする者は, 看護師国家試験にも合格しなければならないものとする｡
八 外国人臨床修練制度の対象として, 新たに看護師等に相当する海外の資格を有する者を追加する｡
九 この法律は, 一部を除き, 平成19年４月１日から施行する｡
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このたび, 府医乳幼児保健委員会のご協力によ

り, 府医ホームページ (一般向け) において ｢ア

レルギー診断実施医療機関検索ページ｣ を新設し

ました｡

本サイトでは, 小児におけるアレルギー診断―

｢４ヶ月未満乳児診療｣ ｢アレルギー検査｣ ｢除去

食指導｣ ｢除去食指示書記載｣ ｢養護教諭等への助

言｣ ｢アレルギー児への予防接種｣ ―を実施して

いる医療機関の一覧を検索でき, 一般府市民向け

サイトとして公開しました｡

また, 平成14年より公開している予防接種実施

医療機関については, 法定予防接種の項目を変更

(新項目：麻しん・DPT・風しん・日本脳炎・DT・

DT２・MR) しました｡

各医療機関におかれましては, 掲載情報 (医療

機関名・住所・電話・予防接種実施の有無) に関

し変更があった場合, 新規に掲載を希望される場

合は, 必ず, 京都府医師会：地域医療課 (TEL：

075－315－5274 FAX：075－315－5290) までご

連絡くださいますようお願いします｡

会員専用ページには ｢掲示板｣ を新設

これまで, 会員の先生方から設置の要望が強かっ

た ｢掲示板｣ を会員専用ページに新設することと

しました｡ 執行部としましても, 会員の先生方か

らのご意見を汲み上げるシステムとして有効活用

していきたいと考えていますので, 会員の先生方

におかれましては, 是非, ご投稿いただき, 活発

な議論の場としていただきたいと思います｡

京都府医師会 ホームページ

アレルギー診断実施医療機関検索ページ
会 員 専 用 ペ ー ジ ｢ 掲 示 板 ｣ を新設
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｢介護サービス情報の公表｣ ～事実に基づいた情報を公表～

介護保険法改正により平成18年度から ｢介護サービス情報の公表｣ が始まります｡ これは利

用者がサービス事業所を選択するに際し, その判断材料とすること, 並びに事業者のサービス

の質向上等に資する情報提供の環境整備を図ることが目的です｡ 実施主体は都道府県｡ 事業者

は事業所の名称, 所在地, 利用料金, 従業員の員数, 職種, 介護サービスの内容, 賠償体制,

第三者受診の状況といった ｢基本情報｣ と, 苦情対応体制他マニュアルの整備状況, サービス

提供内容の記録管理の有無といった ｢調査情報｣ を指定情報公表センター (京都府で指定予定)

に報告, そのうち ｢調査情報｣ について指定調査機関 (京都府では介護サービス第三者評価機

関を指定予定) が事実かどうかを調査した上で, 指定情報公表センターがホームページ上でこ

れらの情報を公表します｡ 報告は年１回, 手数料は１サービス種類毎に47,000円 (調査手数料

36,000円, 情報公表手数料11,000円), 18年度は下記の９サービスが対象で, 他のサービスは翌

年以降順次追加されます｡ 対象事業者は必ずこの情報の公表を受けなければなりませんが, 当

該サービス種類毎の計画基準日前の前年度１年間における利用者１割負担金も含めた介護報酬

の支払いを受けた額が, 100万円以下の事業所は対象から除外されます｡

なお, 18年度からの対象サービスは福祉系サービスが中心ですが, 訪問看護も対象に含まれ

ており, 訪問看護ステーションのみならず, 医療機関の訪問看護 (みなし指定) も対象となっ

ていますのでご注意ください｡ 訪問看護にかかるサービス内容に関する調査項目のみ府医ホー

ムページに掲載しているのでご参照ください｡

[18年度から対象となるサービス]

訪問介護, 訪問入浴介護, 訪問看護, 通所介護, 特定施設入居者生活介護, 福祉用具貸与,

居宅介護支援, 介護老人福祉施設, 介護老人保健施設

｢介護サービス第三者評価事業｣
～サービス内容やマニュアル等の中身まで評価した上で公表～

一方, ｢介護サービス第三者評価事業｣ は従前から京都府がモデル事業として実施してきま

したが, 昨年に府医をはじめ, 京都府, 京都市他関係団体が参画して ｢京都介護・福祉サービ

ス第三者評価等支援機構｣ を設立, 第三者評価事業はこの支援機構に移管されました｡

｢介護サービス第三者評価事業｣ の目的も利用者のサービス事業所の選択に資すること並び

にサービスの質向上に資することですが, 情報の公表と異なり, ①対象は全サービス (みなし

指定のみの事業者は除く), ②調査項目は全サービス共通で50項目, ③事実の確認のみならず,

その内容についてヒアリングの結果, ３段階で評価, ④さらに評価の高かった点をピックアッ

プして公表する一方, 改善努力を要する点についてのアドバイスを受けることができます｡ ま

｢介護サービス情報の公表｣ と ｢介護サービス第三者評価事業｣ について
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た, サービス種類毎ではなく事業者全体で評価し, 手数料も全体で10万円となっています｡

｢介護サービス第三者評価事業｣ 受診は義務ではなく, 事業者が自ら進んで受診する形となっ

ています｡ ｢介護サービス情報の公表｣ の項目に第三者評価の受診の有無に関するものがあり,

利用者がサービス事業所を選択するにあたっての判断材料とすることも考えられます｡ さらに

現在提供しているサービスの内容を客観的に見直すことができ, さらなるサービスの質向上に

つなげることができます｡ 現在, 18年度の ｢介護サービス第三者評価事業｣ 受診事業者の募集

が行われていますのでお知らせします｡

なお, ｢介護サービス第三者評価事業｣ ｢介護サービス情報の公表｣ については, 先日開催さ

れた京都府介護サービス事業者等集団指導資料等に記載されていますので, 詳細はこの資料を

ご参照ください｡

下記の ｢介護サービス第三者評価事業｣ の４の応募用紙も資料に掲載されています｡

介護サービス第三者評価受診の御案内

１ 対象事業所

①全ての居宅サービス事業所, 居宅介護支援事業所および介護保険施設

(みなし指定事業所を除く)

②受診を通じてサービスの質の向上に意欲を有すること｡

③事業所内に, 管理者を含む複数の従業者で構成される ｢サービス評価委員会｣ を設ける

ことができること｡

④評価結果の公表に同意できること｡

(情報の公表のホームページとリンクをする予定)

２ 受診費用

10万円 (原則として同一事業所番号ごとの費用)

※同一敷地内にある複数サービスは, 全て合わせて評価します｡

(参考) ｢介護サービス情報の公表｣ は, サービスごとに手数料が必要

３ 受診時期

３年に１回以上の受診を基本としておりますが, 毎年受診することも可能です｡

４ 応募手続

①受診の応募は, ｢受診応募票｣ により行うこととし, 添付書類は次のとおりです｡

(ア) 応募動機を記載した書類 (任意様式にて作成してください)

(イ) 自己評価の実施体制を証する書類

②申込先 (郵送にて送付のこと)

京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構事務局

＜(福)京都府社会福祉協議会 総務課気付け＞

〒604－0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375 ハートピア京都５Ｆ

TEL 075－252－6291／FAX 075－252－6310
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③平成18年度募集事業所数

第一次募集申込期間 平成18年６月16日(金) まで

第二次募集については, 秋頃を予定しております｡

５ 評価の日程等

応募書類を確認後, 評価機関および今後の日程についてお知らせします｡

(実施に当たっては, 情報の公表の調査日と調整ができます｡)

６ 問合先

申込み方法など, 不明な点の問い合わせについては, 上記申込先までお願いします｡

７ 参 考

15年度, 16年度の第三者評価試行事業の結果をワムネットの京都府センターのページに掲

載しています｡

http://www.wam.go.jp/wamappl/jigyosha/26Kyoto/ma26original.nsf/vFrame/search0?OpenDocument

(ワムネット トップページ → 全国センター → 京都 → 介護保険システム)

介護給付費請求明細書等の様式が変更されてます

旧様式では返戻になりますのでご注意を

４月15日号付録で既報のとおり, 本年４月の介護報酬改定に伴い, 介護給付費請求書

(様式第一) および介護給付費請求明細書 (様式第二) の様式が変更になり, さらに介護

予防サービス創設に伴い, 要支援１, ２の利用者についての介護給付費明細書 (様式第二

の二) が新設されました｡ 18年４月実施分以降の請求については, 全て新様式をご使用く

ださい｡ 旧様式では返戻になります｡

新様式は, ４月15日号に同封しましたので, それをコピーしてお使いください｡ また,

京都府医師会ホームページからもダウンロードしてご利用いただけます｡

http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/nursecare/index.htm



平平成成1177年年度度 ｢｢会会員員意意見見調調査査｣｣ かからら

京都府医師会では, 昨年６月, 全会員から率直なご意見を幅広い分野にわたってお伺いし,

本会活動の施策の指針とさせていただく ｢会員意見調査｣ を実施しました｡

今回も経年的比較の必要な設問は継続して行

いながらも, 介護保険制度, 地域ケア関連, 生

涯教育制度等, 昨今の医療を取り巻く情勢に対

してご意見を伺いました｡

この度, 調査結果がまとまりましたので, そ

の調査結果の中からいくつかの結果を取り上げ,

シリーズでお知らせしていきます｡

PART.１ 医業経営について

設問：『医療機関の将来の経営に対する不安』 (図１) は, ｢非常に不安だと思う｣ が32.5％と,

｢将来とも大丈夫と思う｣ (10.4％), ｢５

年ぐらいは大丈夫と思う｣ (31.7％) を

上回る回答であった｡ 前回 (４年前)

と比較しても, ｢将来とも大丈夫と思う｣

が減少 (14.5％→10.4％) する一方で

｢非常に不安だと思う｣ が増加 (28.9％

→32.5％) しており, 昨今の医療制度改

革に対する不安が広がっていると考え

られる｡

設問：『医療機関の今後の規模』 (図

２) では, 63.1％が ｢このままでよい｣

との回答で, ｢拡張したい｣ (8.4％),

｢縮小したい｣ (13.6％) と大きな差となっ

た｡ 年齢層別でも, 全ての年齢で現状

維持が大半であるが, 若い世代では比

較的 ｢拡張したい｣ が多く, 60歳代を

過ぎると ｢縮小したい｣ が多い｡

9

特

集特
集

≪調査の概要≫

調査対象：京都府医師会員 4,217名

回収状況：回答数＝1,312名

回収率＝31.1％

図１ 医療機関の将来の経営に対する不安

図２ 医療機関の今後の規模
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集 PART.２ 労働時間について

設問：『１週間の実働時間』 は, Ａ会

員 [管理者] (図３) は ｢30～39時間｣

が33.4％と多く, 次いで ｢20～29時間｣

(21.9％) となった｡ Ｂ・Ｃ会員 [勤務

医] (図４) では, ｢80時間以上｣ (6.6％)

も含め, ｢60時間以上｣ が30.2％と最も

多く, 次いで ｢40～49時間｣ (24.8％)

となった｡ 勤務医については, 設問：

『勤務先での仕事量』 についての回答で

も, ｢適量｣ (33.5％) が一番多かったが,

｢少し過重｣ ｢かなり過重｣ の合計が39.1

％と, 過重と考えている勤務医も多かっ

た｡ 全国的な問題である勤務医の過剰

労働が京都府においても見られる結果

であり, 自由意見でも, 医師の労働条

件の厳しさを明らかにし, 待遇改善へ

の積極的な取り組みを求められていた｡

図４ １週間の実働時間 [Ｂ･Ｃ会員]

図３ １週間の実働時間 [Ａ会員]

｢平成17年度 会員意見調査集計報告書｣ の全文をご希望の方は府医事務局：学術広
報課 (TEL：075－315－5276) まご連絡ください｡

�第32回京都医学会の演題募集について�

本年度の京都医学会は９月24日(日) に開催いたします｡ 京都医報５月15日号付録の演

題募集をご覧の上, 口演演題・ポスターサロン・ビデオ発表に積極的なご応募をお願いい

たします｡ なお, 当日発表の演題を論文にまとめて ｢京都医学会雑誌｣ にご投稿いただき

ますと, 京都府医師会学術賞の対象論文となります｡ 他に勤務医の方には京都府医師会勤

務医部会学術奨励賞を設けておりますので是非ご応募ください｡
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５月から准看護科, ２年課程, ３年課程の最終学年の臨地実習が始まりました｡

臨地実習に向けて, 准看護科２年生の戴帽式が, 去る４月26日(水) 京都府医師会館で, 来

賓や実習病院関係者, 本校講師, 保証人, 保護者等多くの方々のご参列をいただき盛大に行わ

れました｡

式典は, 戴帽の歌斉唱にはじまり, 戴帽の儀では一人ひとりの学生が登壇し, 本校教員から

の戴帽に続き, 手に持ったローソクに点火後, 順次場内を周回し, ４クラス147名が全員そろっ

たところでナイチンゲール誓詞斉唱でクライマックスを迎えました｡

森 洋一校長から ｢皆さんは, １年間本校において医療や看護の必要な知識と技術を学んで

こられました｡ これからは, 机上で学習した内容を臨地といわれる病院などの施設で更に確実

なものとして, 学びそして理解を深めていかなければなりません｡ この日のローソクの灯りを

希望の灯りとして, そして誓いの言葉を皆さん自身の将来の願いとして, 諸先生方から教わっ

た看護の心と技を受け継いでいってください｣ と式辞が述べられた｡ 来賓を代表して, 京都府

知事, 京都市長からの祝辞 (代読) があり, 式典は緊張感漂う中, 厳かに進行しました｡

戴帽式は, ｢看護を学ぶ学生としての自覚を新たにし, 学習意欲を一層高め, １年間学び積

み重ねたことを基に, 今後は臨地実習で患者さんから学ばせていただくうえでの責任感の重さ

を自覚する｡ そして心構えを新たにし看護するものの精神を養う第一歩とする｣ ことをねらい

としています｡

看護の道を目指す生徒にとって生涯忘れられない思い出の儀式になりました｡

これからの８か月間の長期にわたる臨地実習での大きな学習成果と人間的成長を期待してい

ます｡ この間, 臨地実習病院等関係者の皆様には, 時には厳しく, そして心温かくご指導いた

だくことを願っています｡

なお, 准看護科では18年度入学生から２クラス80名定員になります｡

京京京京都都都都府府府府医医医医師師師師会会会会看看看看護護護護専専専専門門門門学学学学校校校校

准准准看看看護護護科科科 戴戴戴帽帽帽式式式 111444777名名名 (((２２２年年年生生生)))

TOPICS
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当医師会は, 昭和22年５月４日, それまで

の京都府医師会中, 竹野, 熊野郡支部を合併

し発足した｡ 現在, ４病院, 15診療所で, 会

員数60名 (内開業医12名) である｡

開業医の高齢化に伴い, 会員数は減少し,

学校医, 予防接種, 各種検診事業等の保健予

防活動にも, 人手不足で難渋を来しているが,

特に, 卒後臨床研修制度の導入以来, 病院の

勤務医は減少し, 診療科の縮小, 中止が相次

ぎ, その上, 救急体制の維持も困難な事態に

立ち至っている｡

この医師不足 (偏在) は予見できなかった

ものであろうか？

当時の厚労省のホームページに, 臨床研修

問題の審議状況は逐一掲載されているが, 医

師不足の議論は見つけることは出来なかった｡

また, 当時より, 当医師会は, この事態を予

想し, 府医師会の執行部にも意見を述べ, 要

望もしてきたはずである｡

予見不可能な, 突発的事態なら我慢も出来

ようが, これは, 政策立案者の当然為すべき

政策の検証, 見通しの欠如である｡ これを見

逃した日医の責任も問われるべきである｡

国民皆保険制度と医局講座制は, 直接的に

は何の関係もないが, 内実は相互補完的であっ

たと思われる｡ 全国同一価格で均一な医療を

提供するためには, 医師を公平に配分する必

要がある｡ この関係は (建て前としては) 成

立していた｡

臨床研修制度の結果, 医師の配分は市場主

義経済に従って動くことになる｡ 医療が高度

化, 専門化するほど, 都市の大病院に, 人的,

物的医療資源が集中していくのは当然ではな

いか｡ プライマリーケアの能力の向上を目的

とした臨床研修制度とは, 相反する皮肉な結

果になったわけだ｡ (ただし, 教育の成果は

10－20年後の話であるが｡) それにしても,

これほどの劇薬を使う必要があったのか, プ

ライマリーケア中心の医療に変換させるのが

目的ならば, 他の選択肢はなかったのか｡

結果として, 公平で均一な医療を提供する

はずの国民皆保険制度も形骸化するのではな

いのか｡ たとえ, 負担が同じであっても, 遠

距離の通院に要する交通費, 時間のロス, 逸

失利益は無視できないものがある｡

この問題は, 丹後が後進地域であるから起

きたではなく, 先行先進的ですらある｡

京都市以外は, 明日は我が身である｡

北丹医師会
会 長

笹野 満
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｢医療に従事する者と社会学者が医療に関

する共通の興味について議論し, また同じテー

マをそれぞれの立場から話しあえるような場

を持とう｣ という中野 進先生と�木隆郎先

生の発議で, 知り合いの医療関係者や井上

俊先生をキーパーソンとする社会学者に声を

かけて, 1989年の初めに ｢医療と社会研究会｣

が発足した｡

1989年５月11日, 第１回の研究会が開かれ,

講師は吉田光邦先生で, ｢現代における理想

の死を問う｣ という題であった｡ 以後原則的

に, 奇数月の第４木曜日午後６時30分から９

時まで, �木神経科医院カンファレンスルー

ムで例会が開かれた｡

講演のテーマは, 発足にあたり目的とされ

たように医療と社会に関連して, 共通の興味

が持たれたもので, 医療のあり方, 医療関連

産業, 医師像, 看護関連問題, 薬価, 生死に

ついて, 精神医療, ジェンダー, 環境公害関

連など多岐にわたっていた｡

発足して17年目になる2005年になり, 世話

人の老齢化もあり, 第100回例会をもって,

この会も閉会することが決定された｡

第100回例会は, 2005年11月24日午後６時

30分より芝蘭会館別館で開催｡ 最終回の演者

は中村桂子先生で, 演題は 『｢生きる｣ と

｢生きている｣』 であった｡

研究会では第１回からＢ５版で４ページの

会報を作成して, 演者の2000字ほどの抄録と

参加者のコメントを掲載し, 会員に配布して

いた｡ 今回の閉会に当たり, これまでの100

号を１冊に合本したものが, 2006年３月末に

完成し, すべての業務が終了した｡

以上, この会に関心を持っていただいた先

生方に閉会の経緯をお知らせいたします｡

なお, 毎回京都医報の ｢学術講演会のお知

らせ｣ 欄に例会の案内を掲載していただき,

京都府医師会の先生方にも会のスケジュール

が伝わりました｡ 掲載していただいたことに

御礼申し上げます｡

追記 会報の合本についてご関心のある方は,

下記にご照会ください｡ １部1,000円

でお頒ちしています｡

〒604－0845

京都市中京区烏丸通御池上ル 都ビル

医療法人�木神経科医院内

医療と社会研究会事務局

電話 (075) 222－0450

FAX (075) 255－1052

｢医療と社会研究会｣
の閉会に当たって

北 米田 道正
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京京京都都都内内内科科科医医医会会会からのお知らせ

臨床内科認定医制度がスタート！
京都内科医会副会長 垣内 孟

ご承知のように ｢京都内科医会｣ は, 京都

府医師会の専門医会の一つであり, 少なくと

も内科を一つの標榜科目に掲げ, 外来医療,

在宅医療, 介護関連医療などに第一線で診療

活動をしている会員により構成された学術団

体であります｡ また同時に ｢京都内科医会｣

は, 約１万７千名の会員を有する学術団体で

ある ｢中間法人・日本臨床内科医会｣ の一地

区臨床内科医会という位置付けでもあります｡

決して忘れてならぬことはこの ｢中間法人・

日本臨床内科医会｣ は, 京都内科医会の先達

が大変ご苦労され1985年に創設された学術団

体であり, 道義的にも末永く大切に育んでい

く責務が私達にあるのではないかと思われ

ます｡

ところで, 今春日本医師会も ｢特定専門医

制度｣ などの提言をされましたが, いまだ日

本の専門医制度は確立に向けた途上にあると

考えます｡ 確かに ｢中間法人・日本専門医認

定医評価機構｣ 加盟学会は, 日本内科学会や

日本外科学会などの基本領域の15学会, 日本

循環器学会や日本消化器病学会などの

Subspeciality の26学会などが一応専門医制度

を施行しています｡ 現時点 ｢中間法人・日本

臨床内科医会｣ は, 同上機構に加盟していま

せんが, 基本領域の15学会と会員数比較では

日本小児科学会に次ぐ第５位に位置し,

Subspeciality の学会を入れた41学会と比較し

ても第９位に位置する極めて多数の会員によっ

て構成されています｡ 長年この大多数の会員

から切望されてきました第一段階である ｢専

門医を視野に入れた認定医制度｣ が, 本年４

月１日から発足・施行され, 経過措置として

約２千名の会員に対し ｢臨床内科認定医証｣

が交付されました｡ ほどなく第二段階の臨床

内科専門医制度も発足される運びになると思

われます｡

今後第一線医療もますます複雑多岐に分化

していくことは避けられないでしょう｡ 従っ

て ｢臨床内科認定医制度｣ が発足したのを契

機に, 会員相互間で一層緊密に連携し, 将来

の第一線医療に責務を果たすべく集結しよう

ではありませんか｡ 診療科目に少なくとも内

科を標榜されている未入会の先生方！ 是非,

是非 ｢京都内科医会｣ へご入会の申し込みを

お願いいたします｡

詳細は, 京都内科医会事務局：電話 (075)

315－5279にお尋ねください｡
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｢特別管理産業廃棄物処理実績報告書｣ のご提出を

ご承知のとおり, ｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣ に基づき, ｢特別管理産業廃棄物処

理実績報告書｣ の提出が義務付けられています｡ 本年も６月30日を締切として, 平成17年度

(平成17年４月１日～平成18年３月31日) の実績報告をいただくことになります｡ 京都府並び

に京都市の担当部局より５月下旬に直接各医療機関へ報告の依頼文書とともに報告書が郵送さ

れることとなりました｡

つきましては, 指定の期限までに下記提出先へ平成17年度の特別管理産業廃棄物処理実績を

(実績がなかった場合はその旨を) ご報告いただきますようお知らせいたします｡

なお, すでに前年度分の報告書の提出が済んでいる場合は, 改めて報告書を提出する必要が

ありませんので, 念のため申し添えます｡

◇提出先

�京都市内の医療機関

京都市環境局循環型社会推進部廃棄物指導課

〒 604－8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル４階

TEL 075－213－0926 / FAX 075－221－6550

URL http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/

�京都市外の医療機関

管轄保健所の環境衛生室

(問い合わせ先)

京都府企画環境部産業廃棄物政策室

TEL 075－414－4714 / FAX 075－414－4710

◇報告書様式

府・市担当部局より郵送された報告書にご記入ください｡

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

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

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

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

mda.go.jp/) にアクセスしてください｡

[2006年５月：クラスⅠ]

年月日 種 類 一般名 販売名 製造販売業者等名称

５／12 医薬品 新鮮凍結人血漿
新鮮凍結血漿 ｢日赤｣
対象ロット：60-5221-8127,

01-0724-1816, 15-1627-5849
日本赤十字社

５／10 医薬品 人赤血球濃厚液
照射赤血球Ｍ・Ａ・Ｐ
｢日赤｣

日本赤十字社
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平平平成成成111888年年年度度度医医医療療療施施施設設設受受受診診診環環環境境境整整整備備備補補補助助助金金金

ににに係係係るるる事事事業業業計計計画画画ののの募募募集集集にににつつついいいててて

本事業は, 年齢や性差別等に対応した医療提供を促進するため, 医療施設の開設者が行う高

齢者や障害者, 女性等が受診しやすい環境を整備するための事業に対する助成で次に掲げるも

のを交付の対象としています｡

①高齢者等にやさしい医療施設整備促進事業

病院, 診療所および歯科診療所の開設者が行う高齢者等の受診に配慮した環境づくりのた

めの施設改修等の事業

②女性専用外来整備促進事業について

病院, 診療所の開設者が行う女性専用外来開設のための診療室改修等の事業

つきましては, 改修計画がある医療機関で, まだ申請されていない場合は下記の要領にて受

付をいたします｡

なお, 当計画は補助金交付申請の先立ち補助対象の可否および予算措置等の参考とするもの

であり, 補助金の交付を確約するものではありません｡

記

１. 提出書類

(１) 事業計画書

(２) 工事箇所の図面

(３) 工事見積書

(４) 仕様書 (設備の場合は商品カタログの写しでも可)

２. 提出期限

平成18年７月21日(金)

３. 提出部数及び提出方法

※この件に関するお問い合わせは, 京都府医師会事務局総務課 (TEL 075－315－5273)・京都

府医療室地域医療事業担当 (TEL 075－414－4744) までお願いいたします｡

区 分 提出部数 提 出 先

京都市内に所在する医療機関 １ 部 医療室へ直接提出

京都市外に所在する医療機関 ２ 部 所管保健所を経由の上, 医療室へ提出
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｢今日の皮膚疾患治療指針 第３版｣
(医学書院, 2002, 16,000円(税別))

｢皮膚科診療プラクティス15 難治性皮膚潰瘍を治すスキル｣
(文光堂, 2003, 13,000円(税別))

｢実践外来診療に必要な皮膚科検査法ハンドブック｣
(全日本病院出版会, 2004, 8,000円(税別))

｢総合アレルギー学｣ (南山堂, 2004, 14,000円(税別))

今回新規に購入した皮膚科領域の図書４冊につき簡単に紹介したい｡

①今日の皮膚疾患治療指針 第３版

本書は医学書院の ｢今日の治療指針｣ の皮膚科専門版として, 皮膚に関連するあらゆる疾患

と項目を収載し, 皮膚疾患の実地診療に役立つ最新情報を, 具体的, かつコンパクトに記載し

たものである｡ 今回の改定版では外用療法における免疫抑制剤・ビタミンＤ製剤, あるいは分

子生物学的検査法, 皮膚科医のためのコンピュータ利用法, などの最新の項目が追加された｡

皮膚科以外の先生方に診断へのアプローチとして有用な ｢プライマリケアのための鑑別診断の

ポイント｣ は利用しやすい項目の一つである｡ また最近の ｢インフォームド・コンセント｣ の

重視に役立つ ｢患者説明のポイント｣ も参考にしていただける内容である｡ 以上, 本書は日常

診療における診断・治療のバイブル的な一冊と思われる｡

②皮膚科診療プラクティス15 難治性皮膚潰瘍を治すスキル

｢皮膚科診療プラクティス｣ シリーズは, 現在の皮膚科診療の標準レベルを日常の実地診療

に活かせるように practical なテーマを選び, カラー図をふんだんに使用してわかりやすく編集

した実地シリーズＭＯＯＫである｡ 今回の ｢難治性皮膚潰瘍を治すスキル｣ では, 皮膚科の腕

の見せ所の一つである熱傷, 下腿潰瘍, 糖尿病性潰瘍, 褥瘡などの難治性潰瘍の病態を明らか

にするとともに具体的な治療法を示している｡ 高齢化社会を迎え, 増加している糖尿病性潰瘍

や褥瘡への対応を迫られている実地医家にぜひ読んでいただきたい一冊である｡

③実践外来診療に必要な皮膚科検査法ハンドブック

皮膚疾患は問診, 視診, 触診で診断可能なものと思われがちであるが, 正確な臨床診断, 原

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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因, 病態まで理解するためには種々の検査を施行し客観的な情報を収集することが不可欠であ

る｡ 本書は, 外来診療に必要な皮膚科検査マニュアルとして真菌検査や血液検査といったオー

ソドックスな検査はもとより, 日進月歩の進歩を遂げる分子生物学的検査法などの最新の検査

法に至るまで, 各分野の専門家が詳しく解説したものである｡ 日常診療の一助としてぜひ参考

にしていただきたい一冊である｡

④総合アレルギー学

現在小中学生の20％がアトピー性皮膚炎に罹患していると考えられ, 日常皮膚診療において

アレルギー疾患の占める割合は増えてきている｡ 同様に喘息やアレルギー性鼻炎なども増加し

ており, これらの疾患を相互に合併する患者も多い｡ アレルギー疾患の診療においては, 内科,

小児科, 耳鼻科, 眼科, 皮膚科といった診療科の枠を超えてアレルギー科といった横断的な診

療が求められる場合も多い｡ 本書は, 免疫・アレルギー学の基礎からアレルギー性疾患の周辺

疾患に至るまで, アレルギーに関することの全てを理解できることを目標にしている｡ アレル

ギー性疾患を診療されるすべての実地医家にぜひ読んでいただきたい一冊である｡

(前府医学術・生涯教育委員会委員 小西啓介)

｢マッシー池田の神経内科快刀乱麻！ (上巻)｣

｢自信がつく！ Dr. 中野のこどものみかた (上・下巻)｣

｢平本式皮膚科虎の巻 (上・下巻)｣

(｢マッシー池田の神経内科快刀乱麻！ (上巻)｣ 西陣医師会会員 竹中 健氏よりご寄贈い

ただきました)

昨年11月の京都医報で, 新しい試みとしてケアネットＤＶＤを２巻紹介させていただきまし

た｡ 今回, さらに５巻視聴させていただきました｡ ｢マッシー池田の神経内科快刀乱麻！ (84

分)｣ は, (１) どうしてきらい？ 神経内科 (２) 頭痛の診断にＣＴは役立たない？ (３)

発熱, 頭痛, それってホントに風邪？ という構成で神経内科が医師の間で苦手と受け取られ

る理由, 背景を分析し, 頭痛や発熱などの具体例を用い, 苦手克服の道をわかりやすく解説し

ています｡ また, ｢自信がつく！ Dr. 中野のこどものみかた, 上巻 (162分), 下巻 (145分)｣

は基本的な診察法や小児診療のスキルを学べ, 大変役立ちます｡ ｢平本式皮膚科虎の巻, 上巻

(126分), 下巻 (143分)｣ も次々と繰り出されるスライドが興味深く, いずれも小児科, 皮膚

科医以外の他科の先生方にもお薦めいたします｡ (西陣医師会 竹中 健氏)
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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 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令 (治験審査委員会の質

及び機能の向上関係) の施行および施行に関する留意事項について (通知)

(京都府薬務室長)

｢治験のあり方に関する検討会｣ において, 平成18年１月26日に ｢治験のあり方に関す

る検討会 中間まとめ (その２)｣ がとりまとめられたことを受け, 医薬品の臨床試験の

実施の基準に関する省令の一部を改正する省令が公布されました｡

② 治験副作用等報告に関する報告上の留意点等について (通知) (京都府薬務室長)

①②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｡

③ 医薬品・医療機器等安全性情報第224号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重要な副作用等に関する情報｣

｢アスピリン (腸溶錠を除く) (川崎病の効能を有する製剤), アスピリン (腸溶錠を除

く) (川崎病の効能を有しない製剤), アスピリン・アスコルビン酸, アスピリン・ダイア

ルミネート (330mg), アスピリン (腸溶錠), アスピリン・ダイアルミネート (81mg)｣

｢臭化チキジウム｣ ｢ダルテパリンナトリウム, パルナパリンナトリウム, レビパリンナ

トリウム, ヘパリンカルシウム, ヘパリンナトリウム (注射剤) (静脈内留置ルート内の

血液凝固の防止の効能を有しない製剤), ヘパリンナトリウム (注射剤) (静脈内留置ルー

ト内の血液凝固の防止の効能を有する製剤)｣ ｢トリアムシノロンアセトニド (注射剤)｣

｢ヨウ化メチルノルコレステノール｣ ｢メコバラミン・葉酸・酢酸ｄ-α-トコフェロール・

塩酸フルスルチアミン・塩酸ビリドキシン｣

｢２. 使用上の注意の改訂について (その175)｣

｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣

なお, ③は近日中に厚生労働省のホームページ ｢医薬品・医療機器等安全情報に関するペー

ジ｣ (http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j.html) に掲載予定, また, 日医雑誌７月号に

掲載される予定です｡
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府医斡旋融資利率の改定について

Ａ会員および新規開業医融資
Ｂ,Ｃ会員融資

振込指定あり 振込指定なし

利率 利率 利率

１年以内 1.925％ (1.925％) 2.425％ (2.425％) 2.125％ (2.125％)

５年以内 2.000％ (1.450％) 2.500％ (1.950％) 2.100％ (1.550％)

10年以内 2.100％ (1.550％) 2.600％ (2.050％) 2.200％ (1.650％)

20年以内 2.100％ (1.550％) 2.600％ (2.050％) 2.300％ (1.750％)

京都中央信用金庫との間で締結している斡旋融資の新規融資利率が平成 18 年７月１日実行

分より下記のとおり改定となります｡

新規融資利率 (適用は平成 18 年７月１日実行分より) ※固定金利型

( ) 内は現行利率｡

京都府医師会融資斡旋制度概要

『Ａ会員融資』
１. 資金使途

①運転資金
②病院・診療所および徒業員宿舎の新設・増

改築に必要な資金
③医療に必要な機械器具・備品・消耗品の購

入資金
④子弟教育資金
⑤生活関連資金, 相続対策資金等

２. 融資限度額
過去３�月の診療報酬平均月額の25倍以

内とし, かつ最高限度額１億３千万円
３. 金利固定

金利型および変動金利型
『新規開業融資』

１. 融資限度額7,000万円
『B・C会員融資』

１. 申込資格
協定金融機関に給料振込を行っている(行う)者

２. 資金使途
居住用土地建物購入資金あるいは生活関連

資金 (子弟教育資金を含む)
３. 融資限度額

年収の５倍以内とし, かつ最高限度額を
5,000万円

４. 金利固定金利型および変動金利型

『医療機器ローン』
１. 融資対象者 Ａ会員
２. 融資限度額 1,000万円
３. 借入期間 ３年以内
４. 保証人 １名
５. 資金使途

医療機関に必要な機械器具・備品・消耗品
の購入資金 (医療事務用ＯＡ機器を含む, 乗
用車の購入資金は含まない)

６. 金利 変動金利型
『特別フリーローン』

＜事業性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員(法人・個人)
２. 資金使途 運転・設備資金
３. 融資限度額 5,000万円
４. 金利 新長期プライムレートマイナス１％
５. 保証人 １名
＜消費性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員 (個人)
２. 資金使途 消費性資金
３. 融資限度額 2,000万円
４. 金利 長期プライムレートマイナス0.4％
５. 保証人 不要

斡旋ご希望の方および詳細については 府医
学術広報課 (� 075－315－5276 融資係) ま
でご連絡ください
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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
団体戦は右京医師会チームが優勝,
個人戦はＡクラス 勝馬芳徳氏 (右京),

Ｂクラス 堀澤昌弘氏 (舞鶴) に栄冠

５月７日(日), 瑞穂ゴルフ倶楽部において第60回府医懇親ゴルフ大会が開催された｡

大会会長の森府医会長をはじめ, 久山副会長・松井理事の府医チ－ムも参加し, 16地区66名

の参加者で行われた｡

当日は時折強い雨が降り続く中, 地区毎の

団体戦とハンディキャップをもとにクラス分

けした個人戦が行われた｡

団体戦は, 右京医師会チームが優勝, 準優

勝に山科医師会チーム, 第３位に舞鶴医師会

チーム｡ 個人戦はＡクラス (ＨＣ ０～13)

優勝が勝馬芳徳氏 (右京), 準優勝に四方秀

人氏 (右京), 第３位が佐野求氏 (船井), Ｂ

クラス (ＨＣ 14～30) 優勝は堀澤昌弘氏

(舞鶴), 準優勝に竹内博氏 (山科), 第３位

を冨士原正人氏 (福知山) が入賞された｡

懇親会は, 大八木康夫 (福知山) 大会運営

委員長の司会で進行され, まず主催者を代表

して森府医会長, 久山府医副会長より挨拶が

行われた｡ 続く表彰式では, 団体優勝チーム

をはじめ入賞者へ府医会長・副会長, 福知山

医師会副会長の冨士原先生より賞状と賞品の

授与が行われ, 会場は歓声と拍手に包まれた｡

また, 福知山医師会より60回を記念してバ

カラのグラスを, そして瑞穂ゴルフ倶楽部よ

りゴルフボ－ルを賞品として提供をしていた

だきました｡

次回の秋の亀岡の大会, 来年春の瑞穂の大

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60回府医懇親ゴルフ大会を終

了しました｡

最後に本大会にご尽力をいただきました,

福知山医師会の大八木大会委員長, ゴルフ場

との調整をはじめ運営に大変お世話をおかけ

いたしました柴田先生, 運営委員の先生方に

厚く御礼申し上げます｡

主な成績は以下のとおり｡

◆◆ 団団体体戦戦
優 勝 右京医師会チーム

(森 靖夫, 勝馬芳徳, 岩田啓史,

四方秀人, 松木正人, 河端博也)

準優勝 山科医師会チーム

第３位 舞鶴医師会チーム

団体優勝の右京医師会チ－ム

個人Ａクラス優勝 勝馬芳徳 (右京)
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◆◆ 個個人人戦戦
Ａクラス 優 勝 勝馬芳徳 (右京)

準優勝 四方秀人 (右京)

第３位 佐野 求 (船井)

ベストグロス

菅 知行 (山科)

Ｂクラス 優 勝 堀澤昌弘 (舞鶴)

準優勝 竹内 博 (山科)

第３位 冨士原正人 (福知山)

ベストグロス

冨士原正人 (福知山)

個人Ｂクラス優勝 堀澤昌弘 (舞鶴)

第８回日本医師会主催 ｢指導医のための教育ワークショップ｣
参加希望者の募集について

標記 ｢ワークショップ｣ が下記の要領で開催されます｡ 参加希望の方は, ６月７日(水)

までに府医学術広報課 (TEL 075－315－5276) までお申し込みください｡

記

日 時 平成18年７月１日(土) ９：50～21：10

７月２日(日) ８：30～16：40

場 所 晴海グランドホテル

〒104－0053 東京都中央区晴海３－８－１ TEL 03－3533－7111 (代表)

方 法 １泊２日の合宿形式によるワークショップ

定 員 28名

テーマ ｢研修医へのカリキュラム立案｣

タスクフォース (指導者)

福井 次矢 聖路加国際病院長

倉本 秋 高知大学医学部附属病院長

伴 信太郎 名古屋大学医学部附属病院総合診療部教授

今村 聡 日本医師会常任理事

参加費 ３万円 (宿泊費含む, 交通費本人負担)

終了証および参加証

日本医師会長と厚生労働省医政局長連名の修了証書および日医生涯教育制度10単

位参加証が発行されます｡
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１ 助成対象となる事業

健康づくりの知識を普及する事業 (活動) で本市の区域内で実施するもの｡ (今回は, ｢健

康づくり研究｣ は対象となりません｡)

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

く｡

２ 募集テーマ

ア ｢京都市たばこ対策行動指針｣ の推進に関するもの

京都市たばこ対策行動指針

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

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

年３月に策定｡

概要版リーフレットは, 各区役所・支所, 各保健所・支所等において配布しておりま

す｡ また, 本冊については健康増進課ホームページにも掲載しております｡

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

【受動喫煙の防止】【子どもの喫煙防止】【妊産婦の喫煙防止】

【禁煙希望者に対する禁煙 (卒煙) 支援】

イ ｢京都市民健康づくりプラン｣ の推進に関するもの

(例) 京都市民健康づくりプランにおいて対象分野とされているもの

【生活習慣の見直しと改善】

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

【重点を置くべき生活習慣病の予防】

がん, 循環器病, 糖尿病, メタボリック症候群 (内臓脂肪症候群), 骨粗しょう症

【介護予防】

特定高齢者を対象とした生活機能の低下の予防

ウ ｢京から始めるいきいき筋力トレーニング｣ の推進に関するもの

京から始めるいきいき筋力トレーニング

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

生活習慣病を予防するなど市民の健康増進のための運動プログラム｡

エ 子どもの健康に関するもの

(例) 食育, 身体活動・運動, 未成年の飲酒防止啓発に関するもの

３ 助成対象者

募集テーマについての事業が実施できるグループ (２名以上) の代表者｡

助成金は代表者において管理していただきます｡

４ 実施期間

普及事業１課題につき３年以内とします｡

助成金交付決定通知後平成19年３月31日までに事業を実施するものとします｡

平成18年度

京 都 市 健 康 づ く り 研 究 等 助 成 募 集 案 内
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(２年以上の継続実施の場合は, ２年目以降は当該年度当初から年度末までに事業を実施

するものとします｡)

５ 助成金額

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

６ 助成対象経費

普及事業の実施および結果のとりまとめに必要な経費を助成対象とします｡

(１) 使用料および貸借料

(２) 事業費 (消耗品費, 印刷製本費, 通信運搬費, 会議費, 諸謝金をいう｡)

７ 申請方法

申請書は健康増進課で配布しております｡

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

shi/kenkozosin/ )

次の申請書等に必要事項を記入し, 申請してください｡ (郵送可)

(１) 京都市健康づくり研究等助成金交付資格申請書

(２) 京都市健康づくり研究等計画調書, 総括表 (別紙)

(３) 京都市健康づくり研究等助成金収支計画書

８ 申請書の受付期間

平成18年６月16日(金) まで (郵送の場合は, 当日消印有効)

９ 選考・発表の方法

(１) 応募のあった普及事業課題から, 京都市健康づくり研究等審査委員会による審査を

もとに, 助成事業, 交付額および交付条件を決定します｡

(２) 選考時にヒアリングを行う場合があります｡

(３) 選考の結果は, 平成18年９月中旬に通知する予定です｡

10 助成金の交付時期

助成金の交付は, 平成18年10月中旬の予定です｡

お問合わせ, 申請書の請求先

京都市保健福祉局保健衛生推進室健康増進課健康増進担当

〒604－8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

TEL 075－222－3419 FAX 075－222－3416
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先天性代謝異常等検査 (ガスリー検査) 依頼時の留意事項について

先天性代謝異常等検査 (ガスリー検査) を京都市衛生公害研究所に依頼される際は, 次

のことに留意をお願いします｡

１ 対象となる新生児の母の氏名は, カタカナではなく漢字で表記し, 必ずふりがなを記

入するようにしてください｡

２ メール便など, 郵便以外の方法で送付される場合は, 午前11時30分以前に京都市衛生

公害研究所に届くように送付してください｡

検査の関係上, それ以後になりますと, 翌日に検査を実施することになります｡

すべてのお子さまが迅速に検査ができるよう, ご協力をお願いします｡

京都市からのお知らせ

『第15回 国際赤ちゃん学会 2006 京都』 のご案内
＝ 国際赤ちゃん学会・日本赤ちゃん学会 共催 ＝

｢赤ちゃん｣ を総合的にとらえ, 医療, 工学, 心理学, 社会学など多面的な視点から, ｢赤ちゃ

んを中心とした赤ちゃん学｣ という21世紀の学問領域の構築を目指すべく, 2001年, ｢日本赤

ちゃん学会｣ が設立されました｡

今回, 第15回国際学会が京都にて開催されることとなりましたのでご案内します (開催日程

は下記のとおり)｡

本大会では, 乳児研究者たちの“共通の興味”について幅広く意見を交わし, 乳児研究の国

際化を促進することを目的に, 世界中の研究者たちが一堂に会し, 相互に親睦を深めます｡

と き：６月19日(月) ～22日(木) 午前９時～午後５時

ところ：ウエスティン都ホテル京都

参加料：下記のとおり

日本赤ちゃん学会：〒162－8666 東京都新宿区河田町８－１ 東京女子医大 乳児行動発達学講座内

TEL 03－5919－2285 FAX 03－5919－2286

URL http://www.crn.or.jp/LABO/BABY/index.html

予 約 当 日

ISIS か JSBS 会員 28,000円 35,000円

会 員 外 34,000円 42,000円

学生 (大学院生含む) 10,000円 15,000円
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第51回京都府医師婦人会定時総会が平

成18年４月22日(土), 全日空ホテルにお

いて, 来賓の先生方をお招きし, 95名の

出席者で開催されました｡ まず最初に会

長の挨拶, 来賓の先生方のご挨拶で始ま

り, 次に, 平成18年度の新会長, 役員,

理事が紹介されました｡

引き続いて議事に移り, 平成17年度の

50周年記念事業および会計決算報告, そ

して, 平成18年度事業計画案, 会計予算

案が審議され承認されました｡

総会後の懇親会では, 桂 雀々師匠の

落語とトークで会場は大きな笑いの渦に

つつまれました｡ ｢笑い｣ は, ストレス解

消, 免疫力の高まりなど健康に大変よい

影響を与えると言われています｡ おかげ

で後の食事が美味しくいただくことがで

きました｡ また, 各テーブルでは会員相

互の親睦を深め合い, なごやかな雰囲気

のうちに時間が過ぎ, 医師婦人会がより

充実したものとなりますよう願いつつ閉

会となりました｡

���������

『心の健康と感性』
���������	
����
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日 時 平成18年６月15日(木)

午後２時～４時

会 場 京都ホテルオークラ

翠雲の間 (南)

TEL 075－211－5111

会 費 会員 2,000円 会員外 2,500円

(ティー・ケーキ付)

講 師 ＢＯＳＥ感性工学リサーチ(株)

メンタルヘルスアドバイザー

川嵜
かわさき

達也
た つ や

氏

すばらしい音楽と映像が
皆様をお待ちしております！

会 長 小柴 通

企画委員長 隅田友子

担 当 大槻眞美・坂部伊都子・

金 好子 (075－955－0208)

第51回定時総会の報告

左 京 隅田 友子
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と き ６月18日(日)

午前９：00 スタート

ところ 神戸新総合運動公園

(TEL 078－794－0911)

試合形式 ダブルス

申込締切 ６月10日(土)

◇大会終了後, 懇親会 ｢第一楼 (実

費約１万円)｣ を予定しております｡

申し込み及び詳細については, 冨

井紘久 (TEL 075－371－0663)・平

杉嘉昭 (TEL 075－332－1198) 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｡

五月晴れ, 鯉のぼりも高々と泳ぐ頃となり,

｢目に青葉, 山ほととぎす, 初鰹｣

の詩のように, 眼, 耳, 口, 共に大変恵ま

れた季節となりました｡ 街行く人も早や更

衣, 軽るやかで楽しい服装となり, 一段と

華やいで参りました｡ 一方田園では苗代の

準備が始まり, 蛙の声も日々高まり, 私達

を励ましてくれます｡ 特に夜は合唱を楽し

んでいるように聞こえます｡ 人もまた生き

ている限り人生を楽しみたいものと思い

ます｡

(当番 田村江津子)

��������	
��

井上代志子

�����������

上山 青柿

����������� 

西村妃佐子

!"#$�%&'(

福原 宏一

)*�+�,-./012

田村江津子

５月例会

兵庫県医師会との
親善テニス大会のご案内

と き ６月25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)

会 費 1,000円 (昼食・飲物代含む)

◇申し込みおよび詳細については,

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｡

他クラブとの
交流テニス大会のご案内
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訃 報

川口 力氏／中西・朱３・朱７・４月29日ご逝去・80歳

川井清行氏／中西・朱４・朱８・４月30日ご逝去・88歳

大島良夫氏／右京・７・５月６日ご逝去・67歳

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 京都府医師会会長交替披露パーティの

状況

２. 記載要領等説明会の状況

３. 平成18年度京都府医療扶助審議会の状況

４. 第１回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

５. 新規個別指導の状況

６. ４月度基金幹事会の状況

７. ４月度労災審査協議会の状況

８. 新規指定前講習会の状況

９. 京都府周産期医療協議会の状況

10. 産業医研修会の状況

11. 精華町肺がん検診の検討会の状況

12. 京都府国保連合会・介護給付費審査会

の状況

13. 第１回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

14. 第１回環境保全対策特別委員会の状況

15. 府医学術講演会の状況

16. ４月度協会医賠処理室会提出件数につ

いて

【議 事】

17. 会員の入会・異動・退会21件を可決

18. 会館建設プロジェクトの設置と第１回

会議の開催を可決

19. 第３回会費検討特別小委員会の開催を

可決

20. (財)京都がん協会の役員就任を可決

21. (財)京都予防医学センターの役員就任

を可決

22. 社会福祉法人京都府社会福祉事業団の

評議員就任を可決

23. 労災保険指定医療機関の指定申請を可決

24. 各市町村 (組合) 立学校教職員結核審

査委員会委員の推薦を可決

25. 京都市障害程度区分判定等審査会委員

の推薦を可決

26. 東北部クリーンセンター周辺住民健康

調査の集計・分析に関する京都府立医科

大学および財団法人京都医学振興会との

研究契約を可決

27. 救急告示医療機関の指定申請を可決

28. 消化器がん検診委員会委員の委嘱と第

１回委員会の開催を可決

29. 第２回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

30. 平成18年度京都市との各種委託契約の

締結を可決

31. 京都府介護サービス事業者集団指導へ

の講師派遣を可決

32. 府医居宅介護支援事業所出張所の登録

辞退を可決

33. ｢介護保険の手引きⅥ｣ の作成を可決

34. 健康日本21対策委員会委員の委嘱と第

１回委員会の開催を可決

35. 関西電気管理技術者協会健康管理研修

第４回定例理事会 (４.27)
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会への講師派遣を可決

36. 第16回京都府救急救命士会総会・研修

会の共催を可決

37. 第102回全日本剣道演武大会役員への

就任を可決

38. 京都府衛生検査所精度管理専門委員会

委員の推薦を可決

39. 京都市衛生検査所精度管理専門委員会

委員の推薦を可決

40. 府医学術講演会の開催を可決

41. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

42. 看護専門学校第37回日本看護学会－成

人看護Ⅰ－協賛を可決

【報 告】

１. 平成18年５月１日現在の会員数

５月１日現在 4,186名 (－24名)

２. 会員の逝去について

３. 第１回会館建設プロジェクトの状況

４. 総務担当部会の状況

５. ５月度保険医療担当部会の状況

６. 京都市生活保護個別指導の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第２回リハビリ懇談会の状況

９. 第１回脳卒中登録事業委員会の状況

10. 第１回健康日本21対策委員会の状況

11. 第60回京都府医師会懇親ゴルフ大会の

状況

12. 府医学術講演会の状況

【議 事】

13. 会員の入会・異動・退会43件を可決

14. 常任委員会の開催を可決

15. 会費検討・会館建設特別委員会委員の

委嘱を可決

16. 府医常任委員会の名称変更を可決

旧：肺がん検診委員会

→新：肺がん対策委員会

17. 各種外部審議会委員の推薦替えを可決

18. 情報企画委員会委員の委嘱と第１回委

員会の開催を可決

19. 第15回赤ちゃん学会開催への後援を

可決

20. 移動理事会の開催を可決

21. 理事会の休会を可決

22. (財)京都府暴力追放運動推進センター

評議員の推薦を可決

23. 第１回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

24. 京都市障害程度区分判定等審査会委員

の推薦を可決

25. 京都市救急救命士に関する懇話会委員

の推薦を可決

26. 平成18年度京都市昼間里親嘱託医の推

薦を可決

27. 子宮がん検診委員会委員の追加委嘱を

可決

28. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

29. 肺がん対策委員会委員の委嘱と第１回

肺がん対策委員会の開催を可決

30. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第４回作業部会の開催を可決

31. 第３回リハビリ懇談会の開催を可決

第５回定例理事会 (５.11)
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32. がん登録事業委員会の委員委嘱と第１

回委員会の開催を可決

33. 消化器がん検診委員会委員の追加委嘱

を可決

34. 相楽圏域地域包括支援センター推進会

議 (仮称) への講師派遣を可決

35. 運動器学校検診モデル事業小委員会の

委員委嘱を可決

36. ｢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

ル事業平成18年度第１回研究協議会・学

校保健委員会合同会議への出席を可決

37. 基本健康診査委員会委員の委嘱と第１

回委員会の開催を可決

38. 平成18年度京都市との基本健康診査お

よび肝炎ウイルス検査委託契約の締結を

可決

39. 第33回くらしと健康展第１回実行委員

会の開催を可決

40. 府医学術講演会の延期を可決

41. 府医学術講演会の開催を可決

42. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

43. 平成18年度第１回剣道定例段位審査会

および第22回京都府女子剣道大会への医

師派遣を可決

44. 平成18年度同好会助成金の交付を可決

45. 看護専門学校専修学校各種学校賠償責

任保険加入を可決

46. 看護専門学校学生自治会への助成金の

交付を可決

47. 看護専門学校 ｢2007 学校案内｣ の作

成を可決

48. 平成18年度近畿医師会連合定時委員総

会への出席を可決

49. 平成18年度関西医師会連合常任委員会

への出席を可決

～ ６月度請求書 (５月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (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｡

● ��������	
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平成17年１月～12月の京都医報合本を作成しました｡ １冊2,500円で頒布いたしますので,

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

お, 部数には限りがございますので, お早めにお申し出ください｡




