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粟田口療病院
京都府立医大の前身木屋町療病院が木屋町二条下ルに明治５

年 (1872) 開設, ９月15日より10月24日まで医師ヨンケルによ
り診療が行われるとともに学生の教育も行う｡ 手狭なため粟田
口青蓮院門跡の宸殿に療病院を移転させ, 11月１日開業式が行
われ (この日が京都府立医科大学創立日), 明治13年 (1880)
７月17日 現在の京都府立医大に療病院 (広小路療病院) を移
転するまでの期間, ヨンケル, マンスフェルト, ショイベが診
療, 教育を行った｡ 粟田口療病院発展は３人のお雇外国人, 半
井 澄, 山田文友等の働きによるが, 誕生とその発展をささえ
たのは府参事槇村正直, 補佐役明石博高, 府顧問山本覚馬の高
邁な識見, たゆまぬ努力であり, 府市民の金銭, 労働力の提供,
大寺院の寄付であった｡ 図中に見える見真大師は親鸞のこと,
眞影殿は宸殿のこと, また門跡寺院は皇室あるいは摂関家の入
寺する格式高い寺院｡

参考文献：｢京の医史跡探訪｣ ｢京都の医学史｣ ｢京都府立医科大学
八十年史｣

奥沢康正 (西京)

顔見世チケット斡旋販売

詳細は‥‥‥‥14ページ
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『『『こここんんんなななににに変変変わわわるるる医医医療療療・・・保保保健健健・・・福福福祉祉祉
～～～あああなななたたたののの健健健康康康危危危機機機！！！ 秋秋秋ののの陣陣陣』』』

国民に大きな負担を求める医療制度改革関連法が与党の強行採決により成立し, この10月か

ら順次施行されることとなった今, 医療に携わるわれわれが取り組むべきことは, 実際に起こ

りうる状態を正しく発信し, 真に国民のための医療, 介護, 福祉は如何にあるべきかというこ

とを国民とともに考えていくことである｡

京都府医療推進協議会 (以下, 協議会) では, 様々な団体が手をとりあって ｢この改革で子

育てができますか？ 介護ができますか？｣ と府・市民に問いかけ, 国民の立場からどのよう

な社会保障制度を築いていくかをともに考えるため, 来る10月14日(土), 京都市勧業館 ｢みや

こめっせ｣ において ｢これからの日本の医療・保健・福祉を考える｣ 集い／ 『こんなに変わる

医療・保健・福祉～あなたの健康危機！ 秋の陣』 と題した健康イベントを開催する｡

イベントでは昨年６月に開催した 『みんなで考えよう 子育てから介護まで』 と同様, 協議

会構成団体の特色を生かした相談コーナーやパネル展示, 来場者参加型ステージイベントを展

開するほか, 療養病床の削減問題, 患者

自己負担増など, 今回の医療制度改革が

医療・介護の現場にどのような影響を与

えるのかについて, ｢劇団 WANDERING

PARTY｣ が分かりやすいストーリーで演

じる寸劇などを企画している｡ また, 午

前の部ではＫＢＳ京都ラジオ人気番組

『桂都丸のサークルタウン』 の公開生放送

がステージ上で行われる｡ 協議会では,

番組を通して今回の医療制度改革の中身

や今後の影響などを発信する｡ このよう

にメディアを通して, また会場では直接,

府・市民の方々とふれあうことで協議会

構成団体の認知度を高めるとともに, こ

のままではこれからの医療・保健・福祉

がどうなっていくのかを知ってもらう契

機になればと考えている｡

府医では会員に, 同封のポスターをご

活用いただき, 患者さんをはじめ多くの

方々の参加を期待している｡
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『『『こここんんんなななににに変変変わわわるるる医医医療療療・・・保保保健健健・・・福福福祉祉祉～～～あああなななたたたののの健健健康康康危危危機機機！！！ 秋秋秋ののの陣陣陣』』』

日 時：平成18年10月14日(土) 10：00～16：30
会 場：京都市勧業館 ｢みやこめっせ｣

１階 第２展示場Ａ・Ｂ面 (東側半面)

入場料：無 料

☆ステージイベント

｢ＫＢＳ京都ラジオ生中継 『桂都丸のサークルタウン』｣ (～11：55)

｢呼吸筋のストレッチ体操｣

｢知って得する 薬の正しい使い方｣

｢どうすればいいの？ 子どもの食物アレルギー｣

｢転倒予防運動 『柔』｣

｢寸劇 『冗談じゃないぜ！ったく!! ～こんな改革で大丈夫？』｣

(劇団：WANDERING PARTY)

☆相談コーナー

『こどもの広場』 ： ｢ライフサイクルを通じた看護・健康相談

－赤ちゃんからおとしよりまで｣,

｢子どもの健康週間 『こどもの健康相談－アレルギー疾患を中心に｣,

『大人の広場』 ： ｢メタボリックシンドロームってなに？｣

｢聞こえ・ことば・物忘れの相談｣

｢いい眠りができてますか！ －睡眠時無呼吸症候群｣,

｢そうだ！ 薬剤師に聞いてみよう｣, ｢たばこの害について｣,

｢なくしていいの？ 療養病床｣, ｢京都難病団体連絡協議会｣,

｢京都府臨床検査技師会｣, ｢お口の健康相談｣,

｢おいしく噛んで健康で長生き 歯科衛生士がお手伝いします♪｣

『高齢者の広場』 ： ｢転倒予防測定コーナー｣, ｢京都府作業療法士会｣,

｢京都府理学療法士会｣, ｢免疫力を高める鍼灸マッサージ｣ ほか

※京都府医療推進協議会構成団体

京都私立病院協会, 京都市老人福祉施設協議会, 京都腎臓病患者協議会,

京都精神病院協会, 京都難病団体連絡協議会, 京都府医師会, 京都府医師婦人会,

京都府栄養士会, 京都府介護支援専門員協議会, 京都府看護協会, 京都府言語聴覚士会

京都府作業療法士会, 京都府食生活改善推進員連絡協議会, 京都府歯科医師会,

京都府歯科衛生士会, 京都府鍼灸師会, 京都府鍼灸マッサージ師会, 京都府柔道整復師会,

京都府病院協会, 京都府病院薬剤師会, 京都府放射線技師会,

京都府訪問看護ステーション協議会, 京都府母子寡婦福祉連合会, 京都府薬剤師会,

京都府理学療法士会, 京都府臨床検査技師会, 京都府臨床工学技士会,

京都府老人クラブ連合会, 京都府老人福祉施設協議会, 日本医療法人協会京都府支部,

認知症の人と家族の会京都府支部 (五十音順：計31団体)
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京都府医師会では, 平成18年８月７日付の京都保険医新聞 第2546号 に掲載された記事 ｢第

59回定期総会｣ における名倉副理事長の発言に対し抗議した｡

記事では ｢府医は行政の下部組織的役割を担っている｣ との誤った発言にはじまり, ｢府医

は行政に強く言えない部分がある｣ という記述により, あたかも行政への要請や抗議が制約さ

れているかのような誤解を与えかねない内容となっている｡ さらには, それがゆえに守られ

なかった保険医が保険医協会の訴えによって守られた事実があったかのような発言もなさ

れている｡

以上のような発言

に対し本会では ｢こ

のような根拠のない

恣意的な発言は, 京

都府医師会について

著しい誤解を与える

ものであり, 看過で

きない｣ として, 平

成18年８月９日付で

京都府保険医協会・

木村理事長に発言に

ついての謝罪と撤回

および記事の訂正を

求めた｡
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前回, 本紙８月15日号に掲載の ｢日レセ＝その１＝｣ に引き続き, 今回は日レセ導入の具体

的手法について解説する｡ 日医は日レセをスムーズに医療機関に導入するため日医認定サポー

ト事業所 (日医認定ベンダー) を認定している｡ このため日医総研から資料提供を受け, また

府医においてこれらの日医認定ベンダー数ケ所と面談した｡

現在の京都府下での実績

平成18年６月時点において京都府下で日レセのサポートを表明している日医認定サポート事

業所数は21ヶ所｡ そのうち京都府下で稼動実績のあるサポート事業所は６事業所｡

ハード機器構成

●日医総研も推奨しているが, 急な故障時に備えてレセデータを二重に持つ構造設計のため導

入時に基本的には２台のパソコン構成による設定をしているところが多い｡ 中には２個の

ＨＤ (ハードディスク：記憶装置) を内蔵したサーバー型のパソコン１台のところもある｡

●構成機器としてはモニタ (画面), キーボード (入力装置), レーザープリンタ, 無停電電源,

ブロードバンドルータ等でほぼ各ベンダー同じ｡ これらの機器は専用機ではなく市販機を使

用｡ ただし, この市販機種に関してはベンダーが指定する品がほとんど｡ 機器価格は全体と

して約50万～60万円｡

●ハード機の５年保障費を別途要求するベンダーもあり｡

●ハード・ソフト保守費用として年間契約のところが多い｡

●全社ともソフトやプログラム改定・保守作業のため, 設置場所へのブロードバンド・インター

ネット回線 (ADSL や光ファイバ) を必須としている｡

初期設定, 操作指導費用

●ハード機に日レセソフトを導入して医療機関が使用可能状態にまで設定し, その後に操作の

指導を行う｡

●導入開始から２ヶ月以内に終了｡

●初期設定・操作指導費用は50万～60万円｡

既存レセコンデータ移行費用

●現在レセコンを使用している場合はこのデータの移入が必要となる｡ レセコンを今まで使用
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していない場合は当然この費用は発生しない｡

●患者データ数により費用は異なるが診療所規模では15万～20万円程度｡

●データ移行は各ベンダーとも大手レセコン会社のほぼすべてに対応可能｡

初期導入総費用

●上記の機器, 導入･設定費用を合わせた総額で, 日医総研のデータでは平成17年全国の日医

認定ベンダーの平均初期導入費用は約120万～130万円｡

●既にレセコンを使用している場合はこれに前記のデータ移行料金が加わる｡

●本会で事情聴取したベンダーの提示価格は120万～150万円程度と多少の差異はあるが, それ

ぞれベンダーのサービスが異なるため一概に高いとも言えず, 業者の提供する付加サービス

をよく吟味する必要がある｡

●短縮コードを自院入力するなどすると20万円程度の減額が可能｡

保守管理料

●ハード機器とソフトの保守管理費用｡ 年間では約15万～20万円｡

●基本的には電話, ＦＡＸ, 遠隔操作で行う｡

●出張作業は別途費用を請求するところあり｡

●サポート態勢は夜診の時間帯もカバーされるところがほとんど｡

付属ソフト (ＯＲＣＡ日レセ標準仕様)

◎レセ電算処理ソフト

◎診療明細書

◎薬剤情報提供書作成

◎レセデータチェック

保険者番号や病名抜けチェック

病名・薬剤チェックソフト

病名・検査チェックソフト

医薬品併用禁忌チェック

◎総括票

◎公費請求書

◎労災・自賠責レセ作成

◎日医総研が無償で提供する 『医見書』 (主治医意見書・訪問看護指示書作ソフト) や 『給管

鳥』 (給付管理・介護報酬請求ソフト) とデータ連係が可能

◎電子カルテ (CLAIM規格) やWOLF (診療支援ツール) 対応

カスタマイズされた帳票

ベンダーによっては自前で種々の便利な帳票を用意している｡ 有料のところが大半であるが

無料のとこともある｡
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バージョンアップや法令改正時の対応

必要なものはベンダーから指示｡ ベンダーによりＦＡＸで指示するところ, 遠隔操作指示,

ケースによっては派遣と種々の対応があるので事前に各ベンダーから情報聴取が必要｡

導入時期

例年１～３月に申し込みが多く, 夏季は少ない｡ このためベンダー側としてはこの少ない時

期の方が導入作業に余裕をもって対処できる｡

導入コストと保守料の大手レセコンメーカー品との比較試算

●日レセは標準でほとんどすべてのソフトが標準搭載されて120万～130万円(うち機器価格は50万

～60万円)｡ 大手メーカー品ではこれらのソフトはオプションとなり同水準構成では約300万円｡

●ハード・ソフト保守料は日レセベンダーで年15万～20万円, 大手メーカーは25万円程度｡

(現実的にはハード機器を５年毎に入れ替える必要はない)

ベンダーの選出は慎重に

複数のベンダーの意見を聞いてみたが各ベンダーともそれぞれ独自性があり価格もある程度

の幅を持って差異が存在する｡ 価格は必ずしも安いものが良いとも限らず, ベンダー提示価格

とサービス態勢を秤にかけ充分考慮した上での最終判断が必要と考えられる｡ また導入まで時

間的余裕のある場合は初期導入作業の一部を自ら行うことでその分, 費用を安くあげることも

可能であり, ベンダーと充分な交渉を行う必要がある｡

ベンダーの業務内容として大きく ｢ハード・ソフト機器の管理｣ と ｢医療保険事務サポート｣

の２種類からなるが, 後者に関してはそのベンダーの保険事務担当者の能力がかなり重要なポ

イントとなる｡ そのため標榜科の少ない精神科等の場合, これらの保険事務請求の内容もベン

ダー側が熟知しているかどうかは個々の例で問題となるケースもある｡

今後, 日レセのユーザーは確実に増加していくと考えられる｡ 会員がこれら多数あるベンダー

にアクセスする際には各ベンダーから充分な説明を受ける必要がある｡ またここで将来予想さ

れるのがベンダーの淘汰であり, この事業から撤退するベンダーが出てくることもありうる｡

この際に最も問題となるのが取り残されたユーザーである｡ 取り残されたユーザーが不必要な

出費なくスムーズに新しいベンダーに乗り換えられるのが最も理想的ではあるが, この件を各

導入～５年使用 10年使用後総額 15年使用後総額

大手メーカー
300万＋125万(25万×５年)

425万円

300万＋125万

850万円
300万＋125万

1275万円
(総入れ換え)

ＯＲＣＡ日レセ
125万＋85万(17万×５年)

210万円

55万＋85万

350万円
55万＋85万

490万円
(ハード機のみを買い替え)
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社に問い合わせてみたところ, やはり現実にはハード機器の保守の問題があり, 基本的には機

器の入れ換えを各社とも希望しているところが多かった｡ ただ, ベンダーによっては他のベン

ダーの後の引き継ぎ, サービス継続を引き受けるような例もある｡

このため府医は京都府下でのサポートを表明している21の日医認定ベンダーに対し, 契約前

に充分な説明を行うこと, 万が一にも事業撤退の際には会員に迷惑をかけないよう必ずベンダー

自身の手でフォローアップしてくれる他のベンダーを会員に責任をもって紹介するよう要望書

を送り, 各ベンダーより誓約書の提出を求めた (別掲)｡ 誓約書を回答してきたベンダーは別

表に表示しているので業者選定の際にはこれらの業者をお勧めする｡

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上のような理由でベンダー選びは慎重でなくてはなりません｡ 基本的には日医が認定した

業者であればそれほど大きな問題はないと考えられますが, 会員の先生方には複数のベンダー

としっかり面談して情報収集され, またすでに導入された先生から情報を得るなどして業者選

出には事前に充分時間をかけていただくようお願いします｡ また契約の際には契約されるベン

ダーが事業撤退の際には必ず次の引継ぎベンダーを紹介する旨の条件を契約に課しておかれる

ことが肝要と考えます｡

今後の情報企画レポートでは ｢日レセ導入・使用者の体験報告｣ や ｢ユーザーアンケート結

果｣ を掲載する予定です｡
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情
報
企
画
レ
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ー
ト

京都府下のサポートを表明しているベンダー
(誓約書の回答があったベンダー)

認定番号 事業所名 〒 住 所 TEL

4031002 サンシステム(株) 101-0021 東京都千代田区外神田６－10－６ 03-5817-5350

4042005 コダック(株) 104-0033
東京都中央区新川２－27－１
東京住友ツインビル東館

03-5540-2955

4021031

(株)エスアールエ
ル中野事業所
※平成18年10月より(株)シ
イ・エム・エスへ変更

164-0012
東京都中野区本町６－16－12
新中野ＦＫビル７Ｆ

03-5328-7235

4021015
ＪＲＣエンジニアリ
ング(株)東京事業所

169-0075
東京都新宿区高田馬場３丁目13－２
ＴＳＥＣビル４Ｆ

03-5348-7330

4051012 (株)ニデック本社 443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜34－14 0533-67-8037

4021011
(株)ソフテックインター
ナショナル 本社

464-0850
愛知県名古屋市千種区今池５－１－５
フルカワビル４Ｆ

052-731-7871

4021004 (株)クレドメディカ 573-1105 枚方市南楠葉１－15－33－204 072-864-7088

4051024
ＪＲＣエンジニアリ
ング(株)大阪事業所

530-0004
大阪市北堂島浜１－28
日本無線関西支社ビル４階

06-4394-7070

4021007 (有)松浦産業 533-0033
大阪市東淀川区東中島１－５－７
新大阪コスモビル７Ｆ

06-4809-8710

4051006
(株)アイジェイエ
ス関西

540-0023
大阪市中央区北新町２－９
プロモビル２Ｆ

06-6946-6871

4051005
コスモ･メディカル・シ
ステム(株) 大阪本社

541-0044
大阪市中央区伏見町３－２－４
淀屋橋戸田ビル

06-6231-0063

4051007 (株)スペースチャート 550-0002
大阪市西区江戸堀１－22－17
西船場辰巳ビル２Ｆ

06-6441-4330

4021019 エイコー産業(株) 590-0521 大阪府泉南市樽井３－23－23 0724-84-4147

4021012 三栄メディシス(株) 607-8136 京都市山科区大塚丹田34－４ 075-502-0066

4031009
(有)スカイ・エス・
エイッチ

612-8081
京都市伏見区新町５丁目495
北本ビル４階401

075-622-7385

4051011
セイコーシステム
(株)

640-8287 和歌山県和歌山市築港６－９－10 073-435-2700

4021029 (株)ピーエスシー 790-0866
愛媛県松山市永木町２丁目１－25
シティーライフ石手川２Ｆ

089-947-3388

4042007 (株)エーゼット 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通二丁目３－19 022-219-7616
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理
事
の
横
顔
紹
介

第二期横田執行部の理事に就任して以来, 早くも６期11年目に入りました｡ 看護学校の運営と,

勤務医に関する仕事をするようにと, 横田府医会長 (当時) からお電話をいただき, 説明会に出席｡

やはり新理事で, 慣れた感じで受け答えされていたのが, 現会長の森先生, 隣で私同様に静かにし

ておられたのが中野理事でした｡ 臨時代議員会で承認を受け, 一列に並んで挨拶をした時, 理事と

は府医の役員, 執行部の一員であることを, その時初めて認識いたしました｡ 勤務医とは所詮その

ようなもので, 医師会長のお顔も, 組織の仕組みも十分知らず, 日々の診療に熱中し, ただひたす

ら走り回っている存在でした｡

理事就任後の職生活は一変しました｡ 看護学校関係では, 外部機関に対しては行政や看護協会,

実習病院の看護部長さん方との協議・折衝を始め, 看護師需給見通し検討会, ナースセンター運営

会議, 看護総会での挨拶, 看護の日の集会でのビラ配りなど, また学校内部では学校教員の声に耳

を傾け, 欠員の補充に東奔西走, 非常勤講師の依頼, 学生の成績向上対策や, 就職問題, 保証人・

保護者会, 学課新設への対策など, 日常診療のもっとも重要なパートナー, 看護師養成の世界に足

を大きく踏み入れることになりました｡ 近年の看護大学の増加に伴い, 本校も准看養成から看護師

養成に徐々に重点移動し, 看護３年課程の新設, ２年課程では全日制への一本化, 准看課程では定

員減, さらに国家資格取得に向けて全員に進学を勧めています｡

勤務医関係では, 一貫して勤務医の医師会入会促進に向けての方策が話題の中心でした｡ 各病院

長の立場からは, 多忙な勤務医に医師会活動への参加を敢えて勧めず, また外を見渡す余裕のない

勤務医自身の現状を考慮すると, 彼らに医師会に目を向けさせるのは難題です｡ より安い医療費で,

より高度な医療を要求する矛盾に満ちた政策のもとで, 病院勤務医や, 医育機関の研究者の仕事と

生活を保障し, 将来の安心を確保できるよう, 医師会が先頭に立って活動しなければならないので

すが, そのためには, やはり勤務医の全員が医師会に入会し, 地区医, 府医, 日医に多くの代表を

送り出すことを第一歩としなければならないと思います｡ 病診連携, 学術講演会と日医単位認定,

過重労働と医療安全, 職場環境と医政活動, 等々の文言をキーワードにし勤務医の医師会入会促進

に向けて引き続き頑張りたいと思います｡ なお, 今期は担当が中野理事に交代となりました｡

今期は新たに学術・生涯教育を担当することになりました｡ 学術講演会の主催・共催, 府医図書

室の充実, 京都医学会の運営, 京都医学会雑誌の発行等々, この分野は盛り沢山ですが, 多くの委

員の先生方と共に汗を流すことが出来, 着実に成果が上がりますので充実感があります｡ 医師は一

生涯に渡って研鑽に励むべきであり, さらに医師および医師会の信頼回復に向けて, 学術・生涯教

育の重要性を再認識していただけるよう広報にも工夫を凝らします｡ また, 医師会活動に参加する

機会の少ない中堅の勤務医には, 学術講演会の講師としての機会を増やすよう立案していきたいと

思います｡

府医の理事の執務に生きがいを感じていますが, 非常に時間を取られます｡ 診療所開業の理事の

先生方は, 医業収入も激減していると伺っています｡ また, 病院勤務医の場合は, 診療のチームワー

クに支障をきたします｡ 私が理事に就任して間もなく, 医局員を一名補充していただき, 後方支援

のおかげで何とかここまでやってこられたことを一言申し添えます｡ 会員の先生方には, 今後とも

よろしくご指導, ご意見, ならびにご協力をお願いいたします｡

���

����
～～～こここんんんななな仕仕仕事事事しししてててままますすす～～～

� �

� ��
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京
都
市
基
本
健
康
診
査

(

個
別
方
式)

に
つ
い
て

京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都市市市市市市市市市市基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康診診診診診診診診診診査査査査査査査査査査 ((((((((((個個個個個個個個個個別別別別別別別別別別方方方方方方方方方方式式式式式式式式式式)))))))))) ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいてててててててててて

京都市基本健康診査 (個別方式) の請求について, 以下の点にご注意ください｡

１. 国保連合会提出 (請求) 時の記載漏れについて

(１) 65歳以上の受診者の基本チェックリスト (黄色) の記載漏れ

①血清アルブミン値

②問(12)の身長, 体重, ＢＭＩ

③生活機能低下の ｢○｣ 印

※記載漏れがある場合, 返戻されます｡

(２) 生活機能評価の判定について

生活機能評価 (生活機能低下) の判定は, 京都市の判定基準に従って判定してください｡

各医療機関の医師の判断で判定されますと, 京都市のデータ集計に誤りが生じます｡

※判定方法については, ｢生活機能評価の手引き｣ のＰ.５ ５－(１) 生活機能低下の判

定を参照ください｡

２. 過年度の請求について

基本健康診査の請求については, 診査翌月の10日 (国保連合会への提出日) までに請求し

てください｡

(平成18年度分については, 年度内 (平成19年４月請求) に必ず請求してください)

３. 請求単価について

本年４月より実施されている京都市基本健康診査 (個別方式) の請求単価は, 以下のとお

りですので, ご注意ください｡ (京都医報４月15日号付録, ６月15日号に掲載)

【診査料 (請求単価)】

個別Ａ (全項目)

自己負担金 (500円) を徴収した場合 ‥‥‥‥ 64歳まで 10,395円

65歳以上 10,540円

自己負担金が無料の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64歳まで 10,895円

65歳以上 11,040円

個別Ｂ (眼底検査以外の全項目)

自己負担金 (500円) を徴収した場合 ‥‥‥‥ 64歳まで 9,639円

65歳以上 9,784円

自己負担金が無料の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64歳まで 10,139円

65歳以上 10,284円

※診査料は消費税込みの金額です｡

４. 請求書について

本年４月より, 国保連合会へ提出する請求書は変更されていますのでご注意ください｡ 請

求書見本は, 京都医報４月15日号に同封しておりますので, コピーしてお使いください｡

(原本は, 府医窓口でもお渡ししております)



11

京
都
市
基
本
健
康
診
査(

個
別
方
式)

に
つ
い
て

市
民
す
こ
や
か
フ
ェ
ア
２
０
０
６

基本健康診査に関するＱ＆Ａ

質 問 回 答

Ｑ１) すでに要介護認定を受けてい
る者 (要支援者を除く) が, 基
本健康診査 (生活機能評価を含
む) を受診した場合, 生活機能
評価の報告はどのように記載す
ればよいか｡

Ａ１) 介護認定の有無にかかわらず,
生活機能評価を行った結果をそ
のまま記載する｡

Ｑ２) 基本チェックリストを自分で
記入する際に, 低めに自己評価
をする者がおり, 正しい状態が
反映されていない場合があるが,
どのように取り扱えばよいか｡

Ａ２) 基本チェックリストは, ｢でき
る｣, ｢できない｣ という ｢能力｣
をチェックすることを目的とし
ておらず, 高齢者本人の主観に
基づき ｢している｣, ｢していな
い｣ という ｢活動｣ や ｢参加｣
の状況をチェックすることを目
的としているので, 面接者等が
その評価を補正する必要はない｡

９月２日(土)・３日(日) の両日, 今回15回

目を迎えた京都市主催の ｢市民すこやかフェア

2006｣ が, 京都市勧業館“みやこめっせ”で開

催され, 入場者は両日で18,000人を数え, 大盛

況であった｡

このイベントは, 府医の森会長が市民すこや

かフェア実行委員会会長を務め, 開会式におい

て挨拶を述べた｡ また上原副会長が同実行委員

会副会長を務めている｡

府医では今回も 『健康相談コーナ』 を設置し

て, 医師による ｢健康相談｣ と ｢血管年齢チェック｣ を実施した｡

健康相談には８人の先生方のご協力のもと, 86人の相談に対応していただいた｡ 血管年齢チェッ

クは941人であった｡

また, 府医コーナーにおいて府医健康だより 『Be Well 』 や府医健康講座集録集を配布し大

好評であった｡ その他, 入場者に９月16日, 17日に京都府総合見本市会館で開催する ｢第33回

くらしと健康展｣ のちらしを配布し参加をよびかけた｡

｢｢｢｢市市市市民民民民すすすすここここややややかかかかフフフフェェェェアアアア2222000000006666｣｣｣｣ にににに健健健健康康康康相相相相談談談談でででで協協協協力力力力

―府医は健康相談と血管年齢チェックを実施
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ハンカチ王子

｢ハンカチ王子｣ 早稲田実業のエース斎

藤佑樹投手のニックネームである｡ 彼はピ

ンチの時, ホームランを打たれた時, 表情

ひとつ変えずポケットからハンカチを出し,

ゆっくりと汗をぬぐう｡ 内心は動揺したり

落ち込んだりしているだろうに, おくびに

も出さない｡ 次のプレーに最善を尽くすた

め気持ちを落ち着け, 頭を切り替えている

のだろう｡ そういえば思い通りにバッター

を三振にしとめた時, ピンチを切り抜けた

ときも, 派手なアクションはない｡ これは

彼独特のやり方なのかな｡ 恥ずかしながら

小生は地のままで診療に当たる方である｡

調子の良いときはいいけれど, 体調の悪い

とき, 不愉快なことがあった時, そのまま

地に出るのは良くないな｡ 少なくとも患者

さんから見ていつも変わらない自分でない

と好ましくないですね｡ なるほど, 高校野

球も社会勉強になる｡

｢ハンカチ王子｣ の人気の秘密はそれだ

けではない｡ 引き分け再試合となった決勝

を含め連投が続いたのに持ちこたえた体力,

気力｡ 医者も体を鍛えなくっちゃ｡ 日頃か

ら健康管理に努め, いざというときには多

少無理の効くようにしなければ｡ 日頃の勉

強も大切｡ それからチームワーク｡ 彼のス

ライダーはストーンとおちてワンバウンド

になることが多く, キャッチャーも捕球の

猛練習をしたらしい｡ そのキャッチャーを

信頼したからこそ３塁ランナーがいても思

い通りに投球できたという｡ 自分もスタッ

フを信頼し, あまり干渉しすぎず任せると

ころは任せるようにした方が良いのかもし

れない｡ さらに頭の良さ｡ 140km 代後半

の速球をここぞという時のために残してお

く｡ 投球の途中で３塁ランナーが走り出し

スクイズとわかった瞬間, バントできない

ようワンバウンドに投げる｡ 医療の世界で

も危機管理に応用できそうである｡ そして

ここぞという時の底力を普段からためてお

かないと, いざという時に底の浅さが見え

てみっともないかも｡

なるほど, ｢ハンカチ王子｣ おそるべし｡

世の女性たちを熱狂させただけではなく,

このおっさんをうならせる｡ 僕も診療中に

余裕がなくなってきたらハンカチで汗を拭

きながら次の一手を考えようかな｡

(情報企画委員会委員・乙訓 角水正道)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



13

｢新型インフルエンザ－その対策と予防－｣
ビデオ・ＤＶＤの貸し出しについて (お知らせ)

インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) を指定感染症として定める等の政令が平成18年６月２日公布さ

れ, 同月12日に施行, 同日より適用されたことに伴い, 京都市がこのたび標記ビデオ・ＤＶＤ

を制作しました｡ 内容は, 次のとおりです｡

１. ビデオ・ＤＶＤの概要

① 高病原性鳥インフルエンザの発生状況等

② 市長からのメッセージ

③ 新型インフルエンザとは何か (感染・変異の仕組み等)

④ 患者の症状, 京都市衛生公害研究所における検査

⑤ 京都市立病院における対応等

⑥ 京都市版行動計画, 実地訓練等本市の対応状況

⑦ 予防方法, 流行に対する備え等

２. 収録時間

本 編 約20分

ダイジェスト版 約４分

貸し出しを希望される場合は, 地域医療課までお越しください｡ 貸し出し期間は約１週間で

お願いします｡

なお, 京都市のホームページ上での動画配信もされますので, ご利用ください｡

(アドレス：京都市情報館 http://www.city.kyoto.jp/)

2007年版 ｢医師日記｣ あっせん

例年通り日本医師会発行の下記 ｢2007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 (マリンブルー色)

透明カバー付き｡

②医師日記の大きさは2006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13日(金)

(現品は12月上旬にお送りします)
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京都南座で行われる ｢顔見世｣ (11月30日～12月26日) のチケットを, ご好評につ

き本年も会員各位に府医が一部補助を行い, 下記の価格で斡旋販売いたします｡ でき

るだけご希望に応えられるよう事前申し込み制とさせていただきます｡ 今回, 十八代

目 中村勘三郎の襲名披露があり, チケット入手が困難な日時があります｡ ご希望に

添えない場合がございますのでその節はご了承ください｡

[申込方法]

右記の記入例をご参考の上, FAXにて,

①氏名, ②地区, ③連絡先住所・電話番

号, ④希望枚数, ⑤希望月日 (曜日) を

第３希望まで, 昼の部 (午前10時半開演)

か夜の部 (午後４時開演) かを明記の上,

府医事務局学術広報課 ｢顔見世｣ 係まで

お送りください｡ これをもとにチケット

の手配をし, 入手できた分の日程等ご連

絡させていただきます (連絡は11月中旬

になります)｡

なお, チケットのお渡しは昨年同様原

則的に現金引換えでお願いします｡ 遠方

等府医事務局までお越しになれない方は,

郵便振替のコピーを事務局に送付してい

ただければチケットを郵送させていただ

きます｡

[申込期間] ９月20日(水)
～25日(月)

[斡旋枚数] 220枚

※先着順とさせていただきます｡

※公平を期するため, 20日以前の FAX

受付けはできません｡

※斡旋させていただいたチケットはい

かなる理由があってもキャンセルは

できませんのでご留意ください｡

[斡旋上限] １人２枚まで

[斡旋価格] １枚
：
22,150円

[送 り 先] 京都府医師会事務局

｢顔見世｣ 係 行

FAX 075－314－5042

[ FAX 記入例]

氏 名：○山○夫
医療機関名：○○○○
地 区：○○
連絡先住所：○○○○○

○○○○
〃 電話：○○○-○○○○
希望枚数：○枚
希望月日：昼・夜
第一希望：○月○日 (○)

○の部
第二希望：○月○日 (○)

○の部
第三希望：○月○日 (○)

○の部
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『平成19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19年１月発足の申請をされる方は,
平成18年10月30日(月) 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
各申請書式はデータでお渡しします｡ 府
医師会事務局総務課までご連絡ください｡
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 1 9 年 １ 月
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成18年10月30日(月) までに ｢事前概要書｣の提出を

医療法人制度改革について

先の国会で医療法が改正され, 平成19年４月１日に施行されることになりました｡ 改正

内容は①社会医療法人の創設 ②医療法人の残余財産の帰属先の限定等です｡

一人医師医療法人設立申請の受付は年４回で, 現行の制度下での設立は今回受付の１月

発足分と来年１月受付の４月発足分が最終となります｡ 一人医師医療法人の設立に際して

は, この度の改正を踏まえ十分にご検討ください｡ なお, 詳細につきましては京都府医療

室 (TEL 075－414－4746) へお問い合わせください｡

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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京 都 医 報 投 稿 規 定

１. [投稿資格]
投稿資格は京都府医師会員とする｡
ただし, 各種委員会より原稿を依頼したものおよび各種委員会が妥当と認め
たものについては, その限りではない｡

２. [編集方針ならびに投稿内容の適正性]
投稿内容は多数の読者に対して寄与するものと認められるものであり, 事実
誤認のあるもの, 他人, 他団体を誹謗, 中傷する内容のものおよび特定の個
人, 団体の利益を追求または宣伝するものは掲載しない｡ また, 情報企画委
員会において京都医報に掲載することが不適当と判断したものについては修
正を求めるか掲載を中止するものとする｡

３. [重複掲載の禁止]
過去に掲載された個人的投稿は, それが一部変更されたものであっても, 文
意が同一であるとみなされた場合は掲載しない｡ ただし各種委員会より転載
を依頼した場合はその限りではない｡

４. [長文・連載掲載]
同一コーナーへの投稿は一人一編までとし, 一編の字数は最大3000字 (医報
２ページ分) までとする｡ 例外的な長文原稿および連載物については前もっ
て情報企画委員会において掲載の是非ならびにその内容を検討し, 全掲載原
稿字数, 分割掲載, 掲載号などを決めることとする｡ この場合, 全原稿字数
の削減を求める場合がある｡ ただし各種委員会より連載を依頼した場合はそ
の限りではない｡

５. [匿名投稿の禁止]
匿名は原則として認めない｡ 特に認める場合でも情報企画委員会にはその氏
名を明らかにしておかなければならない｡ また, ペンネームについてはそれ
が一般的に認められている場合は可とする｡

６. [文字遣いに関して]
引用文以外は全て当用漢字, 現代仮名遣いを使用する｡ なお, 仮名遣いは原
則的に新仮名遣いとする｡

７. [校正]
文法上の誤りは投稿者の承諾を得ることなく, 情報企画委員会の責任におい
て訂正することができるものとする｡

京都医報編集部
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会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

小田 良 Ｂ 下西
下京区西七条南衣田町11
京都武田病院

312－7001 整外

稲葉光彦 Ｂ 山科
山科区竹鼻四丁野町19－４
愛生会山科病院

594－2323 泌

松本英成 Ｂ 山科
山科区音羽珍事町２
洛和会音羽病院

593－4111 心臓内

鬼頭秀樹 Ｂ 宇治
宇治市小倉町春日森86－１
宇治徳洲会病院

(0774)
20－1111

麻

林 裕二 Ｂ 宇治
宇治市小倉町春日森86－１
宇治徳洲会病院

(0774)
20－1111

麻

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

�須雅史 Ａ→Ａ
山科→
山科

山科区竹鼻竹ノ街道町29－２
高須町塚診療所

595－5510 内・泌・外

町塚 昭 Ａ→Ａ
山科→
山科

山科区西野八幡田町29－２
町塚クリニック

591－1155 外・整外・内・胃・肛・放

石井康江 Ｂ→Ａ
上東→
上東

上京区東堀川通出水下ル四丁目199－１
石井医院

414－0141 内・胃・児

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

＜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

大谷秀夫 Ｂ 下西 奥田和人 Ｂ 下西 栗本匡久 Ｂ 西京

中村雅至 Ｂ 山科

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 第１回病院長会議の状況

３. 新入会員との懇談会の状況

４. 総務担当部会の状況

５. 個別指導の状況

６. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

７. ｢北部クリーンセンターにかかる周辺

住民健康調査｣ の実施状況

８. 産業医研修会の状況

９. 救急法短期実務研修会の状況

10. ８月度地域医療担当部会の状況

11. 第２回乳幼児保健委員会の状況

12. 京都府老人クラブ連合会 ｢健康をすす

第18回定例理事会 (８.10)
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事
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だ
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める運動｣ 委員会の状況

13. 第２回肺がん対策委員会の状況

14. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会部会の

状況

15. 第２回乳がん検診委員会の状況

16. 府医学術講演会の状況

17. 学術・会員業務・養成担当部会の状況

18. 第２回京都医学会小委員会の状況

19. 第１回日医健康スポーツ医学委員会の

状況

20. 京都地方社会保険医療協議会の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会12件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. (社)日本放射線技術学会・平成18年度

市民公開シンポジウムへの後援を可決

24. 府市民公開講座 ｢違法ドラッグ｣ への

後援を可決

25. ｢医療産業バレー｣ けいはんな国際フォー

ラムへの後援を可決

26. 医療マネジメント学会第４回京滋地方

会への後援を可決

27. 京都府・京都市への予算要望を可決

28. 平成18年度 ｢結核の予防とがんを考え

るつどい｣ への共催を可決

29. 京都私立病院協会との懇談会の開催を

可決

30. 京都新聞 ｢社会教育賞｣ 選考委員の推

薦を可決

31. ＯＲＣＡ日レセ導入医療機関との契約

に関する日医ＩＴ認定サポート事業所へ

の要望を可決

32. ＯＲＣＡ日レセ府医会員ユーザーへの

アンケート調査を可決

33. 京都府国民健康保険団体連合会審査委

員会委員の推薦を可決

34. 社会保険研究委員会委員の解職を可決

35. がん実態調査報告書 (2003年) の発行

を可決

36. 産業医リーダー研修会の開催を可決

37. 地域ケア委員会委員の追加委嘱を可決

38. 平成18年度在宅におけるがん終末期医

療推進のための実地研修事業の各地区委

託金額案を可決

39. 平成18年度老人保健事業促進補助金の

各地区補助金額案を可決

40. 介護支援専門員受講試験対策講座の開

催を可決

41. 乳がん検診症例検討会の開催を可決

42. 都道府県医師会健診・保健指導担当理

事連絡協議会への出席を可決

43. 府医学術講演会の開催を可決

44. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

45. 第31回リザーバー研究会の協賛および

日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決

46. 地区医師会との懇談会の開催を可決

47. 平成18年度京都市総合防災訓練への医

療救護班派遣を可決

48. 平成18年度救急医療週間記念行事の開

催を可決

49. 第３回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

～ 10月度請求書 (９月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

＊医保分点検＝10日

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊国保分点検＝10日

＊基金・国保とも７日(土)は受け取りのみ

△

労災 12日 (木) 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｡


