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屏風岩
油絵／吉岡均二 (与謝)

この頃, 丹後半島のこの屏風岩にはまっています｡ 四季
折々, 朝に夕, 行く度に景色は変わります｡ 自宅から車で
約50分, 頃合いの距離なので何度も行きます｡
この日は, 冬日が射し, 海は一面白波を立てていました｡

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢腰痛を訴える患者さんに対して
どうされますか？ (その２)｣

高整形外科医院

高 謙一郎 先生
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垣田敬治西陣医師会長の挨拶に引き続き,

森京都府医師会長が挨拶に立ち, 10月28日に

開催された第173回府医定時代議員会の状況

を報告するとともに府医が抱える会費や会館

建設問題ついての説明の他, 今後の府医の活

動方針や日医への働きかけ等についての見解

を示した｡

森府医会長は, 第173回府医定時代議員会

の状況について触れ, 会費賦課徴収規定の一

部改定に関する議案が通過したことを報告｡

全会員に対し会費検討特別委員会から提出さ

れた答申を配布していると前置きした上で,

周知が不足しているとの声があるならば必要

に応じて一層広報に力を注ぐとした｡

また, 来年度からの都道府県による医療機

関の情報提供については, 審議会において検

討され概ね決定されているとした上で, 各都

道府県が年に１度, 情報を収集し都道府県の

ホームページ上に医療機関情報を掲載するこ

ととなっていることを示し, 正確な情報を提

供するべく京都府との連携を密にしていくと

の意向を示した｡

また, 今日, 在宅医療が推進されるにあたっ

て, 医療機関同士の連携が重要になってくる

との見方を示し, 医療機関によって提供でき

る医療内容に差があることから, 患者に対し

どの程度の医療を提供できるかを知らせるた

めに, 府医にセンター的な機能を持たせるよ

う検討を始めていることを明らかにした｡

最後に本年４月の日本医師会会長について

触れ, 従来からの指摘と同様, 国会議員の日

医会長選挙への介入を問題視するとの意向を

示しつつも, 日医会員としての活動を行う場

合には ｢国民のための医療｣ を全面に打ち出

し, 日医と力を合わせて諸問題に取り組む覚

悟であることを示す一方で, 唐澤執行部の方

針については ｢是々非々｣ の立場で積極的に

提言して是正するように働きかけるとの意向

を示した｡

新京都府医師会館について

森府医会長は, 新京都府医師会館の建設問

題について, 昨年11月に ｢開かれた医師会｣

を具現化するためにＪＲ二条駅前に約1000坪

の土地を購入したことを報告, 会館建設にあ

たっては京都府医師会のあり方を議論し, 中

西陣医師会と府医執行部との懇談会が11月７日(火), 京都ブライトンホテルで開催され, 地

区から12名, 府医から６名が出席, 垣田敬治西陣医師会長司会の下, ｢会館建設問題｣ ｢会費問

題｣ ｢基本健康診査問題｣ ｢療養病床削減問題｣ について, 約２時間にわたり意見交換が繰り広

げられた｡

西西 陣陣
医師会との懇談会

会館建設・会費問題や基本健診などで意見交換

西陣医師会との懇談会 (11.７ 京都ブライトンホテル)
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長期的な展望を視野に入れなければならない

との見方を示した上で, 有識者からなる ｢京

都府医師会のあり方に関する懇談会｣ を開催

するとした｡ また, より実践的な方針決定を

行うために実行委員会を立ち上げ, 全地区か

らの代表者からなる建設検討委員会と並行し

て議論｡ 平成19年度前半には設計を完了し,

平成20年度には着工にかかりたいとの見通し

を示した｡ また, メディカルセンターとして,

救急診療への対応も視野に入れた医療相談事

業, 予防接種の相談機能等々, メディカルイ

ンフォメーション機能を持たせるとともに,

学生・研修医・勤務医・会員を含めた研修事

業を行う生涯教育としての学習機能, 一般市

民を対象とした健康講座の開催等を視野に入

れた研修機能, 地域医療連携の情報センター

としてのセンター機能を持たせること等を目

指しているとした｡

地区から, 行政との連携についての質問が

上がり, 森府医会長は府歯科医師会館建設時

や府医看護学校建設時とは社会状況が異なり

状況的には厳しいものの, できる限りの事業

が行えるよう, 積極的に折衝していきたいと

の意気込みを示した｡ さらに, 地区から, 地

区・府医が一丸となれるような新医師会館建

設を求める声があがった｡

会費問題について

橋本府医理事は, 先日の第173回府医定時

代議員会において, 会費賦課徴収規定の一部

変更が認められたことを前置きし, 従来の応

能割, 均等割併用の会費から均等割へ一本化

することになったことを明らかにするととも

に, 診療報酬と医業所得等を考慮してセーフ

ティネットを設けることになるとした｡ 会費

の額については５年間を目途にしているとし,

新会館建設にかかるランニングコストが不透

明であることから, 将来的には会費を変動さ

せる可能性を示唆した｡

また, 従来, 満80歳を迎えた会員について

は基本割を免除し, 応能割のみの会費徴収と

していたが, 個人情報保護の観点から応能割

分の把握ができなくなったことにより, 診療

報酬1,200万円以上の会員には会費を徴収し,

1,200万円未満の会員に対しては自己申告が

あった際, 会費免除とすることを明らかにし

た｡

地区から, 高齢者の会費負担について, 会

員の心情としては診療を行いたい意向はある

ものの, 請求を含む一般事務が煩雑化の一途

を辿っていること等で廃業せざるを得ない現

状が示され, 何らかの対応策・救済策が求め

られた｡

基本健診の今後について

福州府医理事は, 基本健診について, 平成

20年から改定される制度の概要を説明, メタ

ボリックシンドロームを前面に押し出してい

るとし, 保健指導の必要がある者を抽出する

ための健診となることを示した｡ また, 実施

主体が市町村から保険者に移行すると述べた

上で, 具体的な健診の方法について説明した｡

さらに, 問題点として, 電子媒体で健診結果

が実施主体である保険者に送られることから,

レセプトと突合させることで管理医療につな

がることや財源にかかる問題として, 保険者

負担分は保険料から支払われることで保険料

の目的外使用に該当する可能性があるとの危

機感を示した｡ また, 府医独自の活動につい

ても説明した｡

地区から従来の基本健診で救われてきた受

診者も多く存在することから, 従来の基本健

診を行った上でメタボリックシンドロームを

前面に打ち出す必要があるとの意見があがり,

福州府医理事は, 基本的な考え方が費用対効

果であるとした上で, あくまで厚労省の医療

費適正化が根底にあるとの見方を示すととも

に, 何らかの方策を講じて漏れをなくしたい
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との意向を示した｡ また, 森府医会長は, 学

会が打ち出したメタボリックシンドロームと

厚労省の医療費適正化は別次元との見方を示

すとともにメタボリックシンドロームだけを

取り上げてどの程度の効果があるかを見てい

く必要があるとし, 十分な効果が上がらない

場合には別の手法を提言する構えであるとし

た｡ さらに集団検診を残さなければ受診率の

向上は見込めないとし, 健診業者との競合や

健診の質の確保を行った上でさらに必要なも

のを要求していく必要があるとした｡ 久山府

医副会長は医師の関与を狭める目論みがある

ことから市町村から保険者に移されたことを

示した上で, 健診データの突合から管理医療

に繋げ医療費抑制が行われるとの懸念を示し

た｡

さらに地区から, 従来の基本健診とは異質

のものであることから, ｢基本健診｣ という

名称は混乱を招くとの懸念が示され, 福州府

医理事は健診の名称は ｢特定健診｣ ｢特定保

健指導｣ とされるものの, 厚労省サイドの問

題とした上で受診者には認識できないとの見

方を示した｡

療養型病床の削減について

北川府医理事は, 療養型病床削減が医療費

抑制の柱とされており, 入院期間・病床を削

減することが医療費削減に最も近道であると

いう発想から, 十分な審議もなく厚労省のペー

スで法案が通ってしまった経緯を説明した上

で, 療養病床の現状として, 入院患者の医学

的管理を必要とする割合等を示した｡ 医療制

度改革関連法案の付帯決議の中に ｢療養病床

に関しては速やかに調査・検証を行い, その

結果に基づき必要な見直しを行う｣ とされて

いることを紹介, 厚労省は10月に全国調査を

行うことを説明, また, 日本医師会によって

行われた ｢療養病床の再編に関する緊急調査

の概要｣ を紹介, 医療区分１の患者の70％は

行き場がない現状に困窮しているとの見方を

示すとともに, この緊急調査が中医協に提出

され, 一定の評価を得たとし, 医療区分など

の見直しのきっかけになる可能性があるとの

見解を示した｡

最後に府医としては, 府医地域ケア委員会

において, 医療の整備が乏しいことで在宅に

戻れない患者の発生を阻止すべく, 在宅医療

の情報発信窓口の設置, 医師の負担をシェア

する方策, 在宅医療の研修の充実について検

討していることを明らかにした｡

地区から, これから５年半で施設を造るだ

けでも困難であることが示され, 北川府医理

事は, 病院団体と協力し対応することや府医

から多くの理事が日医の関連委員会に参画し

ており, 日医に積極的に提言していきたいと

した｡

また, 地区から社会的入院はセーフティネッ

トとしての役割を担ってきているとし, 間違っ

た報道がなされている現状を是正する必要が

あるとの意見が上がり, 北川府医理事は京都

私立病院協会, 京都療養病床協会が京都医療

推進協議会において, 療養病床の重要性につ

いて非常にわかりやすいパンフレットを作成

されたことを挙げ, 府医・地区医・各医療機

関それぞれが住民に対して理解を求める役割

を果たす必要性を強調した｡

�������

最後の保険懇談会では, 地区から次のよう

な質問が上がった｡

導尿等の処置で設置したカテーテルを引き

抜いたりする患者がいるため, 再度処置をす

る必要が出てくる場合について, 注記をして

も請求では認められないケースがあるが, 現

場の状況を加味して審査できているのかとい

う疑問があがった｡ それに対し, 国保連合会

および支払い基金の審査では, 注記された事

例については十分検討の余地があり吟味され
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ているはずであるとする一方, 保険者では１

年半前まで遡って縦覧点検をするなど非常に

厳しくなってきており, 審査の過程で不適切

な事例や画一的な算定は通すことができなく

なっているので, 請求の際は十分必要性を記

載し請求してもらいたいとの回答を行った｡

続いて地区から, 診断書等の事務量が増えて

きている中で, 患者への指導内容をその都度

カルテに記載することが非常に困難な作業に

思えるのだが, 本当に記載の必要があるのか

という質問があった｡ 府医橋本理事はカルテ

の記載について, 医師法に定められていると

おり, 遅滞なく診療に関する事項を記載する

ようお願いしたいと述べた｡

続いて医事紛争における無過失責任につい

て地区から質問があった｡ 無過失を対象とし

た保険制度創設が必要ではないかとの意見に

対し, 森府医会長は, 財源の面では都道府県

レベルで運用することはできないと思われる,

ただ, 日医と厚労省では既に小児脳性麻痺等

の無過失補償制度について検討が進められて

おり, 来年度から運用されることとなるだろ

うとの見通しを示した｡

平成18年の医師の届出および調査にご協力ください

厚生労働省では, 医師法第６条第３項の規定により義務づけられた医師の届出およびこ

れに基づく統計法第８条による統計調書を２年ごとに実施しております｡

この度, ｢医師の届出および調査｣ の実施にあたり, 日医を通じ本会に協力方依頼があ

り, 本会にて検討の結果, 従来と同様に協力することといたしました｡

つきましては, 下記のとおり ｢医師の届出および調査｣ が実施されるにあたり, 会員各

位におかれましては, 本調査に対しご協力いただきますようお願い申し上げます｡

なお, ｢医師届出票｣ につきましては, 病院, 診療所, 大学, 研究機関等に従事する医

師に対してはこれらの施設を通じ, その他の医師に対しては保健所を通じて配布されるこ

とを申し添えます｡

記

１ 届出義務のある者 我が国の医籍に登録されている医師

２ 届出事項 平成18年12月31日現在の ｢医師届出票｣ に係る事項

３ 届出先 従業地の保健所または住所地の保健所

４ 届出の期限 平成19年１月15日(月)
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【はじめに】

平成20年度から基本健診制度が大きく変わ

る｡

平成17年12月１日政府・与党医療改革協議

会が公表した ｢医療制度改革大綱｣ において,

医療保険者に対して, 健診・保健指導の実施

を義務付けることとされ, 政策目標は, 平成

27年度には平成20年度と比較して糖尿病等の

生活習慣病有病者・予備軍を25％減少させる

こととしており, 中長期的には医療費の伸び

の適正化を図ることとしている｡ つまり, 今

回の改定は医療費削減政策の一環であるとい

える｡

【平成20年度からの健診・保健指導】

これまでの健診・保健指導と平成20年度か

らの健診・保健指導がどのように変わるのか,

その概略を以下に述べる｡ まず, 実施主体が,

市町村から医療保険者に変わる｡ 健診と保健

指導の関係は, これまでは保健指導は健診に

付随したものであったのが, これからは内臓

脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のため

の保健指導を必要とするものを抽出する健診

になる｡ すなわち, いわゆるメタボリックシ

ンドローム (その定義にも色々と議論のある

ところだが) に的をしぼったものとなり, 健

診と保健指導の関係もかなり保健指導に重点

がおかれたものになる｡ さらに法的根拠は

｢老人保健法｣ から ｢高齢者の医療の確保に

関する法律｣ に変わり, 名称は ｢特定｣ とい

う文字がついて ｢特定健診・特定保健指導｣

となる｡

タイムスケジュールとしては本年７月に

｢標準的な健診・保健指導プログラム (暫定

版)｣ が作成され, それに沿って現在, 千葉,

福岡, 富山で約１万4000人を対象にモデル事

業が行われている｡ モデル事業の結果によっ

て修正が加えられた上で, 平成20年４月から

新しい健診・保健制度が実施されることにな

る｡

【健診の方法および流れ】

新しい健診の方法は以下のとおりである｡

まず, 基本的な健診項目 (健診受診者の全員

が受けるもの) は, 18項目の質問票, 身体計

測 (身長, 体重, BMI, 腹囲), 理学的検査

(身体診察), 血圧測定, 血液検査 (TG,HDL-

C,LDL-C,AST,ALT,γ-GTP,Crn,BS,HbA1c,UA)

で, 心電図, 尿検査, 血算等は省かれている

(医師が必要と判断した場合に選択的に受け

る詳細な健診の項目に入っている)｡

具体的な健診の流れは, まず ｢ステップ１｣

で, 腹囲と BMI で内臓脂肪蓄積のリスクを

判定し３つにグループ分けし, ｢ステップ２

～４｣ でステップ１で行ったグループ分けに

検査結果, 質問票の結果を組み合わせ, 保健

指導のレベルを ｢積極的支援｣ ｢動機づけ支

援｣ ｢情報提供｣ のどれに該当するか決定す

る｡ そして, それぞれのレベルに応じて保健

指導が行われることになる｡ なお, 健診・保

健指導の結果は電子媒体で実施主体の各保険

者に送られることになっている｡

【府医としての取り組み】

このように大きく変更される健診・保健指

導に医師会としてどのように関わっていくか

が問題となるが, 府医では, 基本健康診査委

員会の委員や理事等でプロジェクトチームを

新しい健診・保健指導制度について

理事 福州 修
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作り対応策を検討してきた｡ その結果, 現時

点では, これまでと同様, 積極的に関与し,

健診から保健指導までひとつの流れとして取

り組む方向で考えている｡ 具体的には,

①府医の中に健診・保健指導を実施する医療

機関の受付窓口のようなものを作り, 各保

険者 (市町村国保が中心になると思われる)

と契約

②受診者は府医の契約医療機関で健診を受け

る

③身体計測, 質問票, 血液検査結果等のデー

タを府医の受付窓口に集める

④府医の窓口でデータをコンピューター処理

し積極的支援, 動機づけ支援, 情報提供の

どの保健指導になるか判定, さらに各受診

者にどのような保健指導が必要か (例えば,

腹囲を減らす, LDL-C を下げるなど) ま

で判定し, それぞれに応じた保健指導用資

材を作成

⑤府医の窓口から契約医療機関に健診結果と

保健指導用資材を送付

⑥契約医療機関で保健指導を行う

⑦健診・保健指導の結果は府医の窓口で一括

して各保険者に送る

というものである｡ 集団健診については現時

点では実施することができるか未定であるが,

できれば実施する方向で話を進めたいと考え

ている｡ ただ, 健診・保健指導には, いわゆ

る健診業者も参画するので, 報酬については

値下げ競争になる可能性があり, 医師会とし

てはあくまで適正な報酬を主張したいと思っ

ているが, 対応が困難になる場合も考えてお

かなければならないと考えている｡

新しい健診・保健指導についてはさまざま

な問題点が指摘されている｡ 特に, ①財源に

ついては, 国, 都道府県, 保険者が１／３ず

つ負担することになっているが, 保険者は健

康保険料を使用することになり, これは, 健

康保険料の目的外使用に当たるのではないか

②保険者は健診・保健指導の結果をレセプト

と突合することになっているが, これが管理

医療に結びつくのではないか ③従来より健

診項目が減ることによって見落としが出るの

ではないか, といったものである｡ ただし,

だからといって, 医師会として健診・保健指

導から手を引いてしまうのではなく, 関与し

ていくなかで批判すべきことは批判するとい

う姿勢をとりたいと思っている｡

以上, 新しい健診・保険指導について概説

したが, まだ未確定の部分が多く, 状況は刻々

変化して流動的である｡ 今後も新しい情報が

入り次第, 地区庶務担当理事連絡協議会等を

通じ, お伝えしたいと思っているので, ご意

見・ご要望等があれば, ぜひお寄せいただき

たい｡
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米寿会員11名, 長寿会員66名を祝福

京都府医師会では, 11月３日(祝), 京都国際

ホテルにて創立59周年記念式典および祝賀会を

執り行った｡

冒頭, 森府医会長は, 昭和22年, 京都府医師

会発足以来の長きにわたる歴史を振り返りなが

ら, その礎を築きあげてこられた諸先輩方に改

めて敬意を表すとともに, 厳しい経済状況に伴

い医療を取り巻く環境が厳しさを増す中, 財政

主導による医療制度改革が推し進められようと

している｡ 国民の生命と健康を守る立場として,

尊い医療環境と医療の本質が失われないよう最大限の努力を傾け, この難局に立ち向かってい

きたいと挨拶した｡

引き続き, 米寿会員11名, 長寿会員66名の祝福, 叙勲受章者４名, 大臣表彰受賞者４名を表

彰し, 功績を称えた｡ 毎年恒例の記念講演では前京都府国民健康保険団体連合会審査委員会会

長の加藤静允氏より ｢ものの見えたる？ ～わかったようでわからない話～｣ をテーマに大変

興味深いお話をお聞きした｡

～ 被表彰者一覧〈敬称略〉～

○米寿表彰者
蘆原 清 (山科) 今林 季則 (右京) 潮田智恵子 (下西)
鴨井 康雄 (上東) 日下 義則 (乙訓) 竹田 秀子 (中東)
中村喜代子 (与謝) 中山きく江 (舞鶴) 武藤 操 (東山)
吉武 顯 (中西) 吉田 敏郎 (上東)

○長寿表彰者
青木 昭 (西京) 飯田喜久夫 (西京) 乾 源吾 (伏見)
井本 伍平 (右京) 岩田 映三 (中西) 岩田 恒和 (相楽)
岩根 敏男 (与謝) 請田 安夫 (右京) 梅谷フジ子 (上東)
梅山 猛 (乙訓) 浦田 靖子 (上東) 大城百合子 (伏見)
大住 英夫 (西陣) 大槻 八郎 (与謝) 大槻 尚 (綾部)
岡田 慶夫 (左京) 小川 悟 (伏見) 小川 正尚 (右京)
小澤 利夫 (山科) 貝塚 逸郎 (左京) 鹿嶽 研 (左京)
鹿野 秀雄 (宇久) 亀井 京子 (伏見) 川井 清市 (乙訓)
木村 清 (右京) 久野 敏人 (東山) 栗田 昌治 (中西)
小崎 信志 (綴喜) 堺 幹太 (伏見) 佐藤 隆 (亀岡)
重松千鶴子 (伏見) 島岡美代子 (下西) 菅野 明 (上東)
杉山 喜一 (東山) 田井 純 (下西) 武田 温雄 (中西)
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田里 健二 (伏見) 田中 尚 (亀岡) 田中 孝久 (西陣)
田辺 与市 (伏見) 張 熙日 (下東) 寺下 幸雄 (下東)
遠坂 勇 (下東) 都倉 一郎 (宇久) 中屋敷 博 (下西)
永井 純太 (左京) 長嶋 孝次 (左京) 西谷 定一 (西陣)
西村 久子 (西陣) 西村 博顕 (綾部) 西村良之助 (西陣)
服部宗五郎 (宇久) 橋本 雅弘 (下西) 平岡満佐子 (亀岡)
深見みち子 (左京) 藤田 克也 (伏見) 船坂 修 (左京)
堀 照太良 (乙訓) 舞鶴 一 (下東) 松山 慎一 (下西)
水越 郁子 (下東) 三瀬 真一 (下西) 簑和田卓郎 (左京)
宮垣 道枝 (東山) 三好 豊二 (宇久) 山下 政行 (西京)

○叙勲受章者
緒方 豊 (西京) 西谷 裕 (下西) 中上 和義 (左京)
松尾 裕 (下西)

○大臣表彰受賞者
伊吹 幸寛 (京都北) 都倉 一郎 (宇久)
野見山世司 (中西) 早川 道雄 (山科)

○優秀職員
黒川 雅夫

病院におけるアスベスト対策について

このたび, ｢労働安全衛生法施行令｣ および ｢石綿障害予防規制｣ が一部改正され, 平成18

年９月１日より施行されたことに伴い, 労働基準局等より ｢労働安全衛生法施行令の一部を改

正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知について｣, ｢建材中の石綿含

有率の分析方法について｣, ｢建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について｣ が発出

されました｡ 病院におけるアスベスト対策に関する留意事項は次のとおりです｡

１. 含有する石綿の重量が当該製品の重量の１％を超えるものを調査対象建材としていました

が, 今回の改正により, 石綿をその重量の0.1％を超えかつ１％以下を含有する吹付けアスベ

スト等が新たに労働安全衛生法の規制の対象となりました｡

２. 石綿を含有する吹付アスベスト等以外の建材 (ボード類, 床材および保温材等) について

も, 石綿をその重量の ｢１％を超えて含有するもの｣ から ｢0.1％を超えて含有するもの｣ に

規制の対象範囲が拡大されているため, 施設の解体や改修工事を行う場合は留意してくださ

い｡

３. 規制の対象となる石綿の範囲が拡大されたことを踏まえ ｢石綿をその重量の0.1％を超えか

つ１％以下を含有する吹付けアスベスト等｣ を対象とした使用実態調査については, 別途通

知される予定です｡
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○西村代議員 (中京東部)

日医会長選挙の総括と

近医連・府医の今後の日

医への対応について

●森会長

国民の生命・健康を守

る学術団体である日本医

師会の会長選挙において

政治が介入することはあっ

てはならないことである｡

一政治家が一候補者に力

を入れて支援活動すれば,

またその支援を受けて選挙戦を戦えば, 当然,

日本医師会 (員) の分裂を招くことは, 容易に

想像できたはずである｡ 今回の一件について,

武見議員がどのように考え, どう総括されるの

か｡ 府医としてもその総括を受けて今後の対応

を考えることになるが, 現状ではその総括なし

に来年の参議院選挙での支援は考えられない｡

ただし, 今回の問題は ｢医師連盟｣ の問題で

あり, ｢医師会｣ とは完全に切り離して対応し

ていきたいと考えている｡ 従って, われわれと

しては, 今後も日医執行部の方針に対しては,

協力すべき問題であれば積極的に協力し, 是正

すべき問題は是正すべく意見具申する ｢是は是,

非は非｣ という立場で対応していきたい｡

○細見代議員 (与謝)

北部地域における医師

の偏在化による医師不足

について

●久山副会長

ここまで深刻化した医

師不足の最大の原因は長

年にわたる医療費抑制策

のつけによるものであり,

当然の帰結であろう｡ さ

て, 医師不足および地域

間・診療科間の偏在化の

主な要因としては３つ考えられる｡

ひとつは ｢医師の絶対数の不足｣ である｡

ＯＥＣＤ先進７カ国の人口10万人当たりの平均

医師数で比較してみると日本は医師数38万人が

必要となるが, 実際には26万人しかおらず, 女

性医師のリタイヤ等も考慮すると, 12万人以上

の医師数が絶対数として不足していることがわ

かる｡

次に ｢新医師臨床研修制度｣ による影響であ

る｡ 特に, 地方では研修医の大学離れが問題に

なっているが, 実際に京都府でも大学の関連病

院からの医師引き揚げという問題が起こり, そ

の煽りをまともに受けたのが北部地域であった｡

今後の課題としては, 医師数確保のためには,

第第第111777333回回回定定定時時時代代代議議議員員員会会会 続続続報報報

去る10月28日(土) に開催された第173回定時代議員会については, すでに前号にてその詳細

をお知らせしたが, 今号では当日行われた代表質問の状況などを続報として報告する｡

◇◆◇ 代表質問 ◇◆◇

当日の代表質問では中京東部, 与謝, 亀岡の各医師会から３名の代議員が質問に立ち, 直面

する課題について質問, 活発な質疑が行われた｡ 質問内容および執行部答弁は以下のとおり｡
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後期研修医をいかに京都に引き止めることがで

きるかであるが, 今年４月に誕生した298名の

後期研修医のうち, 172名が京都に残る予定で

あり, 近畿の各府県と比べても多い｡ 今後, 中

長期的に見れば, 少しづつではあるが改善の兆

しが見えてくるのではないかと考えている｡

最後に勤務医の過重労働や医療事故への警察

の不当な介入等により, 特定の診療科では希望

者が減少しているという現実がある｡ これに対

し政府では, ｢新医師確保総合対策｣ を打ち出

したところである｡ また, 日医ではドクターバ

ンクのネットワーク化や女性医師バンクの創設

を提唱している｡

このような現状の中, 京都府では府立医大か

らの医師派遣 (10名分で4,000万円の予算) お

よび医師バンクの創設 (100万円の予算) を進

めるとともに, 医師不足・偏在問題について検

討するための協議会 ｢京都府医療対策協議会｣

を設立したところである｡ また, 府医としても

特別委員会を立ち上げ, 具体的な検討に入る準

備を進めており, 行政と協力して今年度中には

何らかの方向性がお示しできるのではないかと

考えている｡

○内田代議員 (亀岡)

①領収証の発行義務化に

ついて

②レセプトのオンライン

化への対応について

●安達副会長

結論から申し上げると,

領収証発行の義務化に関

しては, 療養担当規則に

書き込まれた以上, 遵守

していただきたい｡ 特に,

医療機関・患者双方がわ

かる形で証明しておくこ

とが大切であり, 万が一, 後に監査・指導の対

象となった場合や患者とのトラブルが発生した

場合に証拠能力不十分ということで医療機関に

不利益を被ることになりかねないからである｡

さて, ｢なぜ日医は賛成したのか｣ とのご質

問だが, 中医協の審議において, 日医は一度も

賛成したことはない｡ ご存知のとおり, 領収証

発行の義務化については ｢医療も商取引である｣

というイメージを社会的に定着させたい規制改

革・民間開放推進会議の意向が強く, その流れ

が中医協でも主流になっていた｡ 最終的に日医

の主張が通らなかった最大の理由は, 審議の途

中から健保組合側の委員として就任された勝村

氏 (患者本位の医療を確立する連絡会代表) が

｢医療事故の原因解明には医療内容の明細がわ

からなければならない｡ よって領収証の発行義

務化が必要｣ という非常に乱暴な, われわれに

は到底理解のできない理論を展開されたことに

よって, 公益側の委員が ｢時代の風潮｣ を背景

に賛成にまわり, 結果的に賛成が多数を占め,

決定されたという経緯があった｡

レセプトのオンライン化については, 対応で

きないからといって直ちに医療機関が廃業に追

い込まれるようなことはないと考えている｡ た

だ, オンライン化への対応にかかる経費は当然,

医療機関側の負担となり, レセプト枚数の少な

い医療機関にとっては収益をも上回る出費にな

りかねない｡ この問題は京都府だけではなく,

全国的な対応が求められる問題であることから

も, 日医診療報酬検討委員会でも検討事項のひ

とつとして取り上げている｡ 当然, 経過措置を

要求していくことになるし, しばらくの年限は

経過措置が必ず実現するものと考えている｡ た

だ, ５年・10年といった長いスパンでの話とな

るとどうか｡ 社会的なＩＴ化の流れや真の意味

での診療行為の分析という面では有用な方法論

であり, 長期的に見れば経費削減に有効である

ことから, あまり長期にわたる経過措置の実現

は難しいといわざるを得ない｡
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平成18年度京都府医師会諸会計中間報告 (18.９.30現在)

１ 一 般 会 計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.

会 費 収 入
事 業 収 入
補助金等収入
寄附金収入
雑 収 入
繰入金収入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額

511,500,000
108,050,000
848,540,000
100,000
7,470,000
2,350,000
90,000,000
246,440,000

265,534,760
41,728,092
166,651,761
500,000

11,212,277
0
0

259,217,356

51.9
38.6
19.6
500.0
150.1
0.0
0.0
105.2

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.

事 務 費
会 議 費
医師会関係費
事 業 費
会館等管理費
特定預金支出
退職金支出
予 備 費

326,000,000
41,400,000
21,650,000

1,090,340,000
94,440,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000

144,782,395
14,170,300
17,350,880
257,298,882
26,752,238
50,000,000

0
0

44.4
34.2
80.1
23.6
28.3
100.0
0.0
0.0

合 計 1,814,450,000 744,844,246 41.1 合 計 1,703,830,000 510,354,695 30.0

２ 看護専門学校特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.
５.
６.

事 業 収 入
補助金等収入
雑 収 入
奨学貸付金返済収入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額

272,350,000
101,810,000
6,280,000

0
45,000,000
55,000,000

166,655,300
1,000,000
2,720,721

0
9,082,840
45,891,281

61.2
1.0
43.3
0.0
20.2
83.4

１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.

事 務 費
事 業 費
校舎等管理費
奨学貸付金支払支出
特定預金支出
退職金支出
繰入金支出
過年度支出
予 備 費

344,400,000
40,800,000
45,000,000

0
18,000,000
20,000,000
1,900,000
50,000

10,000,000

147,486,904
14,191,085
14,889,163

0
0

4,582,840
0
0
0

42.8
34.8
33.1
0.0
0.0
22.9
0.0
0.0
0.0

合 計 480,440,000 225,350,142 46.9 合 計 480,150,000 181,149,992 37.7

３ 共済部特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.

会 費 収 入
雑 収 入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額

25,270,000
150,000

24,950,000
237,130,000

12,476,539
44,068

9,250,000
235,746,356

49.4
29.4
37.1
99.4

１.
２.
３.

事 業 費
特定預金支出
予 備 費

24,950,000
262,550,000

0

9,250,000
235,746,356

0

37.1
89.8
0.0

合 計 287,500,000 257,516,963 89.6 合 計 287,500,000 244,996,356 85.2

４ 労働保険事務組合特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％

１.
２.
３.
４.
５.

労働保険料収入
事 業 収 入
補助金等収入
雑 収 入
前期繰越収支差額

122,850,000
5,500,000
5,000,000
260,000

30,890,000

102,593,553
5,331,352
70,000
130,944

30,645,373

83.5
96.9
1.4
50.4
99.2

１.
２.
３.
４.

労働保険料支出
事 務 費
繰入金支出
予 備 費

122,850,000
12,600,000
350,000

28,700,000

82,791,391
5,371,880

0
0

67.4
42.6
0.0
0.0

合 計 164,500,000 138,771,222 84.4 合 計 164,500,000 88,163,271 53.6
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５ 看護専門学校建設特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.

事 業 収 入
雑 収 入
前期繰越収支差額

0
0

143,440,000

0
0

143,438,734

0.0
0.0
100.0

１.
２.
３.
４.

事 務 費
固定資産取得支出
借入金返済支出
繰入金支出

0
0
0

143,440,000

0
0
0

143,438,734

0.0
0.0
0.0
100.0

合 計 143,440,000 143,438,734 100.0 合 計 143,440,000 143,438,734 100.0

６ 看護専門学校改築特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.
４.

事 業 収 入
雑 収 入
繰入金収入
前期繰越収支差額

52,000,000
10,000

143,440,000
0

54,100,000
0

143,438,734
0

104.0
0.0
100.0
0.0

１.
２.
３.

事 務 費
特定預金支出
予 備 費

100,000
190,000,000
5,350,000

0
190,000,000

0

0.0
100.0
0.0

合 計 195,450,000 197,538,734 101.1 合 計 195,450,000 190,000,000 97.2

７ 京都府医師会会館建設特別会計
＜収 入＞ ＜支 出＞

科 目
予 算 額 収 入 額 予 算

消化率
科 目

予 算 額 支 出 額 予 算
消化率款 款

円 円 ％ 円 円 ％
１.
２.
３.

繰入金収入
雑 収 入
前期繰越収支差額

0
20,000

196,370,000

0
29,049

196,495,792

0.0
145.2
100.1

１.
２.
３.
４.

事 業 費
事 務 費
特定預金支出
予 備 費

11,000,000
8,000,000
150,000,000
27,390,000

8,594,400
1,242,995
150,000,000

0

78.1
15.5
100.0
0.0

合 計 196,390,000 196,524,841 100.1 合 計 196,390,000 159,837,395 81.4

会館保全特別会費の改正 (お知らせ)
・・ 対象者：平成18年12月以降に入会される新規開業会員 ・・

平成18年10月28日(土) に開催した第173回定時代議員会において, ｢京都府医師会会館

保全特別会費賦課徴収規定｣ の一部改正が可決され, 平成18年12月１日から施行されます｡

新規開業される会員へ賦課する会館保全特別会費が下記のとおり改正されましたので,

お知らせいたします｡

記

①京都市内の各地区に所属する会員 70万円 → 75万円

②乙訓・宇治久世・綴喜・亀岡の各地区に所属する会員 40万円 → 45万円

③上記①②以外の各地区に所属する会員 30万円 → 35万円

詳細は総務課 (075－315－5273) までお尋ねください｡
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地域ケア, 在宅医療, 介護保険を主に担当しております北川です｡ 理事としての府医会館通

いはちょうど５年になりました｡ 駐車違反の取締りが厳しくなったおかげで, 私の高級軽自動

車ジムニーでも左京区一乗寺から30分余りで会館に到着できるようになり, 小さな幸せを感じ

ている今日この頃です｡ 私自身, 責任ある府医理事に適任とは決して思いませんが, 拝命した

以上は出来るかぎりのことはやろうという気持ちでがんばっております｡ 理事になって良かっ

たことは, もちろん多くの役員や会員の先生方, 多職種の方々と接し勉強させていただいてい

ることです｡ 本当は自分の担当した仕事が会員の先生方や府民の役に立っていると感じること

も喜びなのでしょうが, これはまだまだ少なく, 逆になっていないかと不安の方が多いのが現

状です｡ 理事になって困っていること, 一つは膨大な書類が部屋に散乱し家族から冷たい目で

見られること, もう一つは, 文章を書く機会が増えたことです｡ 語彙が少ない私は, 類語大辞

典を引き引きしながら気が付つけば ｢小鳥が囀る朝｣ を繰り返しています (もう若くないのに)｡

さて, 本題の分掌について少し述べます｡ 本年, 医療制度改革関連法が成立し, 医療費削減

に向けた厳しい施策が次々に実行されようとしております｡ 中でも, 療養病床の再編は, 医療

費適正化の最も大きな柱であり, 厚労省は何が何でも療養病床を15万床に削減しようと躍起に

なっております｡ すでに病院, 患者双方に厳しい診療報酬改定が７月に行われ退院への誘導が

始動しております｡ 療養病床に入院中の患者さんのほとんどは, 介護面で自宅へ戻れないのが

現実であり, このことを踏まえて, 病床削減の見直しを要望することはもちろん重要です｡ 一

方 ｢自宅に帰る用意はあるが, 医療が受けられないことが心配で退院できない｣ ｢出来る限り

家で療養したい, させたい｣ という患者・家族がおられるなら, その願いをかなえるため在宅

医療を推進するのは医師会の使命と考えます｡ 今期の地域ケア委員会は, 伏見医師会の依田純

三委員長のもと, 地区医師会, 私病協, 内科医会の先生方, 訪問看護師, 退院支援看護師, 介

護支援専門員の皆様に, 京都新聞の記者の方にも加わっていただき, ｢在宅医療の推進｣ につ

いて議論が行われております｡ 受け皿を拡げるため, １人でも多くの会員の先生方が在宅医療

を行っていただくには, 医師会としてどのような基盤整備, 支援体制をなすべきか, また住民

に対して在宅医療の情報をどのように発信すべきか, それぞれの立場から活発に意見を述べて

いただいており, かなり具体的な構想が出来上がりつつあります｡ 近々中間答申をいただく予

定となっており, 医報にも掲載いたしますので是非ご一読いただきたいと思います｡ なお, 療

養病床再編問題については本号の ｢保険医療部通信｣ に解説しておりますのでご覧ください｡

介護保険に関しては, 油谷前会長, 上原副会長のご尽力により, 京都が主導となり, 医師が

積極的にかかわるための仕組みが構築されました｡ 介護保険制度も財政主導の改革が行われ,

初期の理念から遠く離れてしまった部分も多くありますが, そのような状況であればこそ介護

保険への医師のかかわりは一段と重要となっています｡ 最後に主治医意見書の記載の充実をお

願いして, WORDを閉じることにします (ＡＭ２：10 glad)｡

���

����
～～～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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｢地域医療から捉えた地域ケア体制整備について｣

日医介護保険委員会の諮問事項

｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報ののののののののののの公公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表表｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣ ににににににににににに不不不不不不不不不不不満満満満満満満満満満満続続続続続続続続続続続出出出出出出出出出出出

������������������������			
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近医連介護保険担当理事連絡協議会

平成18年度の近医連介護保険担当理事連絡協議会が, 11月11日に大阪市で開催された｡ 介護

保険法改正により今年度から開始された ｢介護サービス情報の公表｣ 制度について, ｢形式的

なものであり, 利用者のサービス選択に有用なものとは考えられない｡ 手数料も高すぎる｣ と

制度を批判する声が相次ぎ, 関連して, 介護支援専門員の更新研修が平日開催のため, 資格を

持つ医師は参加できない現状も併せて日医へ改善を要望するとした｡

北川府医理事が, 今期既に３回開催されて

いる日医介護保険委員会の状況を報告｡ 在宅

医療を中心とする包括的地域ケア体制の整備

には, 地域の医師会のイニシャティブが不可

欠という前期の答申を受け, それを具体化す

る方策について早急に答申すべく, 各委員の

レポートを元に検討中であることを報告した｡

あわせて, 療養病床の削減問題について大

分県医の嶋田委員が ｢消える療養病床, すべ

ては２枚の表から始まった｣ というテーマで,

療養病床入院患者に関する調査結果を, 例え

ば ｢医師指示の見直しがほとんど必要ない｣

というものを ｢医療がほとんど必要ない｣ と

いう意味に言い換えるなど, 厚労省が都合の

良いように改ざんしたと発表 (｢先見創意の

会｣ ホームページ ｢オピニオン｣ (http://

www.senkensoi.net/opinion/060627.html) 参照)

したこと, 担当の天本日医常任理事は, ｢介

護療養型の廃止についてはもう止められない,

他の施設として活用できるように持って行く｡

情報の公表については, 利用者のサービス選

択に資するためなので, 是非ご協力いただき

たい｣ と述べたこと, ｢かかりつけ医認定制

度｣ の創設を求める意見が多く, これは国も

作りたがっていることから, 適切なものにな

るよう日医が先手を打つべく, 検討を始めた

こと, などを報告した｡

地域包括ケアシステムは時代の流れ

協議では今年度当番県の奈良県が, 尾道市

をモデルとする ｢地域全体で一人の高齢者を

支える｣ という地域包括ケアシステムの考え

は, 逆に患者の医療へのフリーアクセスを阻

害するのでは？という問いかけに, ｢地域差

を考えずに硬直的に行えば, 医療や介護のフ

リーアクセスが阻害される恐れがある｣ (京

都府) と各府県とも一定の共感を示したが,

北川府医理事は, ｢逆に地域で在宅医療の基

盤ができていないと在宅を希望する患者のフ

リーアクセスを阻害することになる｣ として,

包括的地域ケア体制の整備は不可欠であると

し, 府医が地区を支援する形で, 在宅医療を

推進していく構想を京都府全体で議論してい
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負担のみ大きく中身がない ｢介護サービス情報の公表｣ 制度

介護保険法改正により今年度から福祉系サー

ビスを中心に導入された ｢介護サービス情報

の公表｣ 制度について北川府医理事は, ｢調

査項目の内容は指定基準そのもので, 実地指

導で確認されるものばかりである｡ つまり,

本来行政が行うべきことを, 民間にやらせて

高額な手数料を徴収し, しかもその理念であ

る 『サービスの質向上や利用者のサービス事

業所の選択に資するもの』 にはほど遠いもの

となっている｡ 府医にも会員から多数のクレー

ムが届いている｡ 来年度から訪問リハ, 通所

リハ, 介護療養型にも導入されることもあり,

医療にも同じ手法が導入される恐れがある｣

と問題提起｡ 一方, 先日の日医介護保険委員

会で, 天本日医常任理事は ｢利用者がサービ

スを選択するため｡ ご協力いただきたい｣ と

述べ, 日医は静観する姿勢であることを報告

した｡

近畿各府県からも, 手数料が高額なこと,

１事業所 (サービス種類) ごとに一律に課さ

れるるため, 複数のサービス事業所併設の場

合は金額が大きくなること, 調査に対応する

ために時間を割くことの負担が大きい, 経済

的・事務量負担の大きさから事業所を廃止す

るところも出てきている, などの問題があげ

られ, 近医連として, 早急に日医を通じて改

善を要求することになった｡

関連して, 介護保険法改正により介護支援

専門員の資格更新制が導入され, 研修受講が

義務化されたが, 研修会 (６日～７日) が平

日開催のため, 医師である介護支援専門員は

参加が極めて困難であるため, これについて

も日医に要望することとなった｡

その他, 地域包括支援センターの状況や療

養病床の削減・転換の状況が報告され, どの

府県も包括支援センターは介護予防マネジメ

ントに忙殺されていること, 特定高齢者選定

は低調であることが明らかになった｡ 療養病

床についても一部は一般病床等へ転換されて

いるが, ほとんどが様子見の状況｡ 松井府医

理事は, 介護療養型を老健等に転換するにも

物理的, 財政的に困難であることに加え,

｢何より病院でなくなること, 医療が必要な

患者を施設に移すことへの抵抗感が強い｣ と

いう病院従事者のモチベーション部分を厚労

省は見逃していることを強調した｡

ることを報告した｡ 同じく大阪府も地域包括

支援センターを中心とした地域包括医療体制

の構築と, 医療機関完結型から地域完結型へ

移行する地域医療連携体制の構築とを整合さ

せることが喫緊の課題であるとして, ｢患者

にとってフリーアクセスで医療を受けられる

状況において, 医師と患者の関係が大きく変

わってきたことに主眼をおき, 患者の病状に

応じた地域医療連携を構築すべき｣ との考え

を示した｡
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京都府学校保健会会長, 京都府教育長 (代

理) の挨拶, 府市町村教育委員会連合会会長

(代理) の祝辞に続き, 国立淡路青少年交流

の家所長 (前文部科学省スポーツ・青少年局

体育官) 戸田芳雄氏が 『｢生きる力｣ をはぐ

くむ学校健康教育の推進』 と題しての講演を

行った｡

講演はまず, ｢健康とはどんなこと？｣ と

のフロアへの問いかけから始められた｡

同じ問いに対する小学生の答えは ｢元気な

こと, 精一杯頑張れること, みんなと仲良く

やれること｣ であり, 小学生にしてすでに心

身の健康についての意識は確立しているとい

えるが, 今そういった健康が保障された学校

になっているかが問われているとして, 人的・

生活環境を含めた社会的環境の健全化をめざ

して, 教科, 道徳, 特別活動, 総合的な学習

等, 教育活動全体を通じて信念を持って取り

組むべきであると強調された｡

学校教育の果たすべき役割を考えるとき,

基礎・基本を徹底し, 自ら学び, 自ら考える

力などを育成することにより ｢確かな学力｣

をはぐくみ, ｢豊かな人間性｣ やたくましく

生きるための健康や体力も含め, どのように

社会が変化しても必要なものとなる ｢生きる

力｣ の育成を進めることがますます重要となっ

てきている｡

健康は ｢生きる力｣ そのものであり, また,

｢生きる力｣ をはぐくむための重要な基盤と

して不可欠なものである｡ 今後は子供の自立

をめざして, ①他律的管理から, なぜ健康に

良いのかを自ら考え, 気づいて実践していく

という自律的管理に移行させるための教育

(学習) 重視へ ②疾病の早期発見・早期治療

から, 全校集団の心身の健康の保持増進を重

点に ③併せて, 学校保健, 地域保健の連携

を図りハイリスクのものに対する個別の指導

と管理の充実を ④一人 (少数) の取り組み

から組織で進める取り組みへ 等の点に留意

しながら, わが国の学校健康教育がいっそう

充実し, また, 関係者の協力のもとで着実に

実践されるよう期待したいと述べ, 特に学校

医に対しては, 現場で見落とされがちな事項

についてのアドバイスや課題の取り組みへの

後押しを希望された｡

第第5500回回

京京京京都都都都府府府府学学学学校校校校保保保保健健健健研研研研究究究究大大大大会会会会
健康は ｢生きる力｣

｢21世紀を心豊かでたくましく
生き抜く子どもを育成するため,
健康・安全上の課題の解決策を
探る｣ をテーマに

平成18年11月２日(木) に京都府民総合交流プラザ (京都テルサ) を会場として, 第50回京

都府学校保健研究大会が, 京都府学校保健会, 京都府教育委員会, 京都府立高等学校長会の主

催で開催された｡ 府医からは来賓として上原府医副会長が開会式に出席, 畑・柏井両府医理事

も出席した｡ 午後の実践発表では府医心臓検診委員会委員長の上田 忠氏が ｢学校心臓検診

(京都府統一方式) の実態について｣ と題して発表を行った｡ 大会には約400名の学校関係者が

参加した｡
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｢至急精検｣ システムで成果

学校心臓検診で府医・上田 忠氏が発表

午後の実践発表で

は, 府医心臓検診委

員会委員長 上田

忠氏が ｢学校心臓検

診 (京都府統一方式)

の実態について｣ と

題して, 京都府にお

ける学童心臓検診の

現状について, 特に

京都府統一方式の特

徴である, 生徒への負担を軽減するために一

次から二次検診までを原則として学校現場に

て実施すること, また, 一次検診にて突然死

の危険性の高い心疾患が疑われる場合には

｢至急精検｣ として学校へ連絡し, 二次検診

を待たずに直ちに精検を受けるよう指導する

等のシステムについて詳しく解説を行った｡

さらに, 至急精検を要する実例を挙げて説明,

救急時に備えてのＡＥＤの必要性にも言及し

た｡

フロアからは畑府医理事が ｢現在, 私学は

この統一システムには参加していないが, 府

下全体で推進できるシステムにすべく, 私学

関係者への働きかけをお願いしたい｣ との発

言を行った｡

引き続いて歯科医師会, 学校薬剤師会から

の発表があり, 盛況裡のうちに大会は終了し

た｡

なお, 来年度の大会は福知山市にて開催さ

れる予定である｡
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松江市で第37回全国学校保健・学校医大会

����������������		

����������������������

第37回全国学校保健・学校医大会が11月11日島根県松江市で, ｢立ち上がれ学校医 !! 未来

を担う子供達の健康を守ろう｣ をメインテーマに開催された｡ 当日は, 例年通り ｢からだ｣

｢こころ｣ ｢耳鼻咽喉科｣ ｢眼科｣ の４分科会で計34題が発表されたほか, ｢学校医による健康教

育の実践｣ をテーマにシンポジウムが催され, ｢小泉八雲と松江｣ と題した特別講演が行われ

た｡ 来年度は11月10日(土) に香川県で開催される｡

シンポジウムでコメンテーターを務めた内田日医常任理事は, ３カ年のモデル事業が本年度

で終了する学校・地域保健連携推進事業が来年度も予算化される見込みを明らかにする一方,

恒久的な事業とするため, 学校, 教育委員会など地域での連携を強化することを求め, 日医と

してもデータベース化する考えを示した｡

学校運動器健診の必須化を文科省に働きかけ

－運動器の10年の武藤東大教授

シンポジウムでは, 島根県医師会学校医部

会副部会長の秦 正氏が ｢学校医活動と運動

器検診の島根県の現状｣ で, 雲南市児童・生

徒約5,000人に対する運動器検診を実施した

状況と結果を報告した｡

検診は, 問診票に基づく一次スクリーニン

グで ｢異常あり｣ とされた要検診者を対象に

整形外科医師が二次検診を行い, 要三次検診

者を抽出するシステムであり, 要三次検診者

103名のうちスポーツ障害が36％を占め, 以

下脊柱側湾症 (16％), 腰痛症, 下肢変形,

股関節疾患 (それぞれ８％) と続いている｡

学童・生徒の推定罹患率は全体の７％と見ら

れ, 小学生４％, 中学生７％, 高校生26％で

あり, 年代が進むにつれて罹患率は上昇して

いる｡ 一方, 異常部位について整形外科を受

診している, もしくは受診した者は１割に達

していない｡ 以上のことから秦氏は, ｢運動

器の10年｣ 世界運動と連動して, ①内科系学

校医に対する運動器検診マニュアルの作成・

普及, ②学校医が効率よくスクリーニングで

きる体制の確立, ③整形外科医による要検診

者への適切な指導・治療体制の構築－が急務

であると訴えた｡

これに呼応して日本医師会学校保健委員会

委員の武藤芳照東京大学大学院身体教育学講

座教授が, 特別発言として, 学校における運

動器健診体制の整備・充実を図ることの必要

性を説明, 具体的には学校保健法関連法規に

おける ｢検査の項目｣ に ｢運動器｣ を組み入

れることを文部科学省に働きかけていると述

べた｡

島根県健康相談活動アドバイザーの河野美

江氏は ｢学校・地域保健連携推進事業におけ

る産婦人科専門医のかかわり｣ で, アドバイ

ザー設置事業と専門医派遣事業について産婦

人科医として携わった内容を発表｡ 専門医派

遣事業は, 学校における研修会や講演会, 個

別指導に専門医が出向くものだが, 教職員・

保護者を対象とした性教育に関する研修会で
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校内体制を作り, 児童生徒向けの性教育講演

会による集団的アプローチを経て, 個別指導,

さらには病院受診とつなげる体制を構築する

中で, 生徒の性教育に効果を上げたことを紹

介した｡

益田市の小学校校医である松本祐二氏は

｢小学校の総合学習でのエイズ教育に関わっ

た学校医の経験｣ を発表, 性教育に対して

｢寝た子を起こすな｣ ｢自然に覚える｣ としが

ちな学校や保護者とのギャップを常々感じつ

つ, 教員や保護者, 生徒の理解度を確認しな

がら講演を行い, ｢健康管理は一生通じて考

える｣ ことを理解してもらう工夫を紹介した｡

フロアからはエイズについて最近の保健体育

の教科書がデータに基づく内容より, 理念重

視に変わってきているとの指摘があった｡

浜田市の市立幼稚園・小中学校校医の小池

茂之氏は, ｢生活習慣病予防健診－高脂血症

対策モデルから出発した実践｣ と題して, 血

清コレステロール値が高い子どもへの介入

(ハイリスク介入) と境界値への介入 (集団

介入) により, 血清コレステロール値の低下

に至った学校保健活動の成果について発表し

た｡

生活習慣病について, 日本医師会の内田健

夫常任理事は40歳からの対策では遅いとの認

識を示し, ｢学童期からの生活習慣病対策が

重要であり, 文部科学省とも (その対応を)

詰めていきたい｣ と述べた｡

京都からは平位氏が第２分科会で発表

第２分科会 ｢こころ｣ では, 京都府医師会

の平位喜七郎氏が ｢アンケート調査から考え

られる学校医の役割の変化について｣ を発表

した｡

平位氏は, 学校児童生徒の健康管理につい

て, これまでの感染症予防や疾病管理からア

トピーや肥満の予防, 最近では不登校やいじ

めなどの心の問題への対応に重点が移ってき

ているとして, 京都市の公立中学80校の学校

長, 校医, 養護教員, スクールカウンセラー

(ＳＣ) へのアンケート調査を報告した｡ 学

校医のほとんどが精神科を専門としていない

現状の中で, 学校医がＳＣや養護教員とのコ

ミュニケーションを図り, 必要に応じて専門

医につなげることの重要性を指摘した｡ フロ

アからの ｢校長が問題を表面化させたくない

ため学校医が関わりにくい現状がある｣ との

声に対しては, 養護教員との定期的な懇談や

週１回１日学校に出務しているＳＣに合わせ

て懇談するなどの工夫をしていると答え,

｢できることからやっていくことが肝要｣ と

アドバイスした｡
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腰痛を訴える患者さんに対して
どうされますか？ (その２)

高整形外科医院

高 謙一郎

前回は腰痛に対して問診から視診, 触診に

よりある程度の疾患の絞込みができるという

ことをお話しましたが, 今回は一般の診療所

でもよく行われている単純Ｘ線検査でどこま

で診断に近づけるかということと整形外科専

門医に紹介が必要になるのはどのような場合

かをお話したいと思います｡

Ｑ３ 腰痛を訴える患者さんに対して
単純Ｘ線写真でどこまでわかりま
すか？

Ａ３ 問診や視診, 触診に加えて単純Ｘ線写

真の読影により腰痛症の診断は９割以上

つけることができると考えています｡ ほ

かに単純Ｘ線ＣＴ, ＭＲＩ－ＣＴ, ＲＩ

検査, 血液検査など必要となる場合もあ

りますが, たいていの腰痛疾患は

病態の詳細は抜きにしても一般の

診療所で診断をつけることが可能

であるといえます｡ 実際に, アメ

リカの整形外科の専門誌には500

例中483例は正面, 側面の２方向

撮影だけで病気の診断がついたと

書いてあります｡ 私の診療所では,

ルーチンに正面, 側面, 両斜位の

４方向を撮るようにしています｡

まず正面像をみるときのポイント

ですが側弯や側方へのすべりなどのアラ

イメントの異常がないかを確認します｡

ギックリ腰や椎間板ヘルニアでは椎間関

節の開大による側弯がみられることがよ

くあります｡ つぎに椎体, 椎弓根, 横突

起, 椎間関節, 椎弓さらに腸腰筋の陰影

の各部位をみます｡ 腰部の外傷では椎間

関節捻挫による関節腔の開大や横突起の

骨折を認めることがあります｡ 悪性腫瘍

の脊椎転移では椎弓根の骨溶解によって

椎弓根陰影が不鮮明になることがありま

す｡ 化膿性脊椎炎, 結核性脊椎炎といっ

た感染によるものでは膿瘍形成を腫脹し

た腸腰筋の陰影によって確認することが

できます｡ 側面像ではまず生理的前弯が

保たれているか, 椎体のすべりがないか

といったアライメントの異常を確認しま

す｡ つぎに椎体や椎弓根の形状に異常が

ないか, 椎間板腔や椎間孔の狭小化がな

いか, 前縦靭帯, 後縦靭帯, 黄色靭帯な

どの骨化がないかを確認します｡ ギック

リ腰や椎間板ヘルニアでは前弯が失われ

ていることがよくみられます｡ 変形性脊

椎症, 腰椎すべり症といった退行変性疾

患や骨粗しょう症, 脊椎腫瘍, 感染性疾

患などはこの側面像からかなり絞込みが

できると思います｡ 斜位像では椎間関節

や椎弓突起間部の形状を確認します｡ 斜

位像は腰椎分離症, 分離すべり症, 変性

すべり症の鑑別に役立ちます (図)｡ ま

専門外講座
日常診療のための

図 腰椎単純Ｘ線像による診断
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た, 必要に応じて前後屈位の撮影を加え

ることがあります｡ 脊椎の不橈性や不安

定性を確認することにより観血的治療を

含めた治療方法の選択に役立てることが

できます｡

Ｑ４ 腰痛を訴える患者さんで整形外
科専門医への紹介が必要な場合は？

Ａ４ 腰痛を訴える患者さんの６～７割は数

日の局所安静と消炎鎮痛剤, パップ剤の

投与などで症状が改善されると思います｡

従って, 問診や視診, 触診, 単純Ｘ線検

査で骨折や骨破壊を伴う感染性疾患ある

いは脊椎腫瘍が否定的であればとりあえ

ず２～３日経過をみてもよいでしょう｡

ただし, 叩打痛をともなうような強固な

腰痛や下肢の神経症状をともなうような

腰痛を訴える場合は数日で症状が改善す

ることはないと考え早急に整形外科専門

医に紹介するべきだと思います｡ ところ

で一般医家の先生方の中には, どこの施

設に紹介したらよいのか悩んでいる先生

もおられるでしょう｡ 下肢の神経症状を

ともなう圧迫骨折や脊椎腫瘍, 感染性の

脊椎炎が疑われる場合は, 観血的治療が

必要になる可能性が高いので脊椎外科専

門医が常在する入院施設に紹介すること

をお薦めします｡ しかし, 慢性的に経過

する腰痛の場合はまず開業している整形

外科専門医に紹介するほうがよいと思い

ます｡ たいていの開業している整形外科

専門医は, 長年の病院勤務経験と診療所

における治療経験とで観血的治療の必要

性と保存的治療の有用性の両方を熟知し

ており, 患者さんにとって最適な治療法

を選択してくれると考えるからです｡ 私

の場合もそうでしたが, 大病院に勤務し

ておりますと手術中心の治療となり保存

的な治療をしながら患者さんと長年にわ

たりお付き合いしていくといった機会は

ほとんどないと思われます｡ 慢性的な腰

痛に対して手術治療をすすめられた場合

はセカンドオピニオンとして開業してい

る専門医に紹介して意見を聞くことも有

用と考えています｡
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南区のみなさんに, 楽しみながら健康への意識と知識を高めていただく ｢みなみ健康まつり｣

も今年で８回目を迎えました｡ 市民一人ひとりが, 長寿社会を自分の問題としてとらえ, 豊か

な生活をおくるために何をすべきかを考えるきっかけになることを願い, 第４回 (京都駅で下

京区と合同開催) を除いて一貫して南区役所裏手のヘルスピア21で開催してまいりました｡ 南

区民の間にもこの時期, この場所が少しずつ定着しつつあると思います｡ 医・歯・薬・栄養・

介護の各医療関連分野に加えて消防署が各々ブースを設置して相談に応じたり検査をしたりし

ます｡ 今回は特に ｢笑って食べて健康に！｣ をテーマにして, 漫才と落語のステージを行いま

した｡

10月14日(土) 午後１時, 気持ちのよい秋晴れのもと, かわいい久世西保育園の園児たちの

鼓隊演奏によるオープニングで幕を開けました｡ 堺眞實南区長, 山田典子南保健所所長, 南健

康まつり実行委員長 (下西医師会会長 関 透) の３人によるテープカットの後 ｢健康家族表

彰｣ を行いました｡ 健康家族表彰は今回で３回目になるのですが, 健康に向けて努力されてい

る南区在住のご家族を表彰しようというものです｡ ３世代にわたる家族全員が心身ともにまっ

たく健康ということはまずあり得ないことです｡ そこで, 病いを持ちながらも息災に生きるた

めに努力されている家族を讃えたいと考えて始めた企画です｡ 今回応募数が少なく, 区長表彰

は見送られましたが, 実行委員会から２家族を表彰し, 記念品を贈呈しました｡ 来年度からは

応募数を増やすためなんらかの工夫が必要と痛感しました｡

医のひろば (下京西部・東部医師会) では身長・体重・骨密度・体脂肪・血圧の測定を行い,

下地域産業保健センターからも禁煙指導をしました｡ 歯のひろば (京都府歯科医師会南支部)

では歯周病検査, 口臭度測定, 歯磨き指導などを行いました｡ ステージでは ｢美・smile 表情

筋をきたえましょう｣ と題して ｢どらえもん｣ の主題歌にあわせ, 客席と一体になって口の体

操をしました｡ 介護予防のひろば (訪問看護ス

テーション連絡協議会, 南区地域包括支援セン

ター連絡協議会) では脳を活性化することをテー

マにして伝承あそびやアロマのコーナーととも

に認知症予防の相談にも応じました｡ 薬のひろ

ば (京南保険薬局部会) ではお薬相談コーナー

を設け, コンピュータと書籍による情報提供を

行い, ステージでは ｢ほんとうは怖い｡ 飲み合

わせ, 食べ合わせ｣ の映画を上映しました｡ 栄

養のひろば (京都府栄養士会) では成人を対象

同同一一分分野野・・異異業業種種ののココララボボレレーーシショョンン

｢｢第第８８回回みみななみみ健健康康ままつつりり｣｣

下京西部医師会 山下 琢

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
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に主にメタボリックシンドロームに関する指導, コンピュータを用いて食事診断, そしてステー

ジでは食事, 健康に関連したクイズを行いました｡

これらのブースとは別に健康相談のコーナーを別室にもうけ, 各分野が一つの部屋に集合し

て総合相談を行いました｡

３時15分からは健康をテーマに桂三風の落語, しましまんずの漫才を堪能しました｡ 最後の

ステージイベントは健康グッズを賞品にした下西医師会主催お楽しみ抽選会です｡ 今回はよし

もと興業の３人に司会と抽選をお任せにし, 大変上手に盛り上げていただき, 最終的には404

人の市民の皆様が参加されました｡ もちろん, 景品目当てだけで訪れる人もあるのですが, こ

うした矛盾点をどう考え, また対処していくかは今後の大きな課題のひとつです｡

このイベントの特色は, 南区に本拠をおく医・歯・薬・栄養・介護の医療関連分野の有志が

３月から毎月集まって準備を始め, テーマや運営方針を協議してひとつひとつ作りあげてきた

ことにあります｡ ほとんどの報告事項は事前にメールで連絡があり, 委員会の席上では討議に

できるだけ多くの時間を割いています｡ 平日の診療後８時半頃スタートし, 食事とアルコール

でエネルギーを補給しながらの会議です｡ 忌憚のない意見を遠慮なく発言できる素地がある上

に, 職種が異なることによる視点の違いが非常に有益なブレーンストーミングを生み出します｡

多くの同志がこの場で議論する心地よさを共有しており, このイベントを全員で作り上げて行

く過程を楽しんでいます｡ その結果がこのユニークな協力体制を維持し, 毎年新しいアイデア

が生まれ, 実行されていることにつながっているのでしょう｡ 明らかになってきたいくつかの

課題が今後解決できるものか, さらにはこのイベントでどれくらいの費用対効果および労働対

効果があるのかという問題点もあります｡ しかし, その解決に向けた試行錯誤の努力は, ｢み

なみ健康まつり｣ を活性化するだけではなく, 協働体制のつながりを強化し, 今後の地域医療,

在宅支援の核となって市民の健康に貢献できるのではないかと期待しています｡

平成18年度 日本医師会医療情報システム協議会

������ ��	
��������������

� ��������	
���� �

と き 平成19年２月17日(土)・18日(日)
ところ 日本医師会館

◆対 象 者：日医会員および都道府県医師会・郡市区医師会の事務職員

◆申込方法：協議会ホームページからのオンライン申し込み｡

URL：http://www.med.or.jp/japanese/members/info/sys/2006/index.html

◆申込期間：11月６日(月) ～12月12日(火)

◆参 加 費：無 料

◆単位取得：日本医師会生涯教育講座５単位

※プログラム等の詳細については協議会ホームページをご覧ください｡
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今回は当地区医師会にて大規模災害研修会

を行いましたので, その時のことを報告させ

ていただきます｡ 10月15日に神戸市の阪神淡

路大震災記念・人と防災未来センターに行っ

てまいりました｡

会員や家族・従業員の総勢21名, バスにて

およそ１時間で到着いたしました｡ 場所は阪

神高速３号神戸線摩耶ランプから５分程と非

常に便利なところにあります｡ 団体受付を済

ませ, まずは１. １７シアター (震災は平成

７年１月17日午前５時46分発生) という立ち

見席で映像を見ます｡ が, これが非常に衝撃

的な映像と音響です｡ 三宮 (神戸市の中心地)

のビルの倒壊や阪神電車の始発電車の脱線・

落下具合や阪急電車の駅の崩壊, 湾岸地区の

液状化現象, 阪神高速高架橋の倒壊とそれに

よりバスがぎりぎりで落下を免れるシーン,

その後多くの人を死に追いやった火災等, 不

謹慎な表現かもしれませんがハリウッド映画

顔負けのリアルさです｡ ただ確かなのはそれ

が空想ではなく事実に基づいて大げさに表現

するわけでもなく堅実に再現されていること

であります｡ よって私個人の印象ですがこの

映像・音響に限っては小学校低学年以下のお

子様には不向きな面があるかもしれません｡

衝撃の映像を見た後, 震災直後の町を等身大

ジオラマ模型で再現した通りを抜けて, 大震

災ホールで映像を見ます｡ ここは震災で姉を

失った子供のその後の成長を, 震災後復興し

ていく被災地の記録とともに映像で記したも

のです｡ その後各種展示物を見て, あの震災

がどのようなものだったのかを肌で感じ当セ

ンターを後にしました｡ では同業の医師とし

て当時どのような経験をされたか, またどう

すればよいかを実際にお聞きするため, 場所

をポートピアホテルに移し, 神戸市医師会長

の川島龍一先生にご足労願い体験談やデーター

をたくさんのスライドと共にご教授いただき

ました｡ 先生は東灘区で外科を開業されてお

られ, 当時は地区医師会の副会長をされてお

られたそうです｡ 特に印象深い点を簡潔にピッ

クアップしたいと思います｡

地震直後まだ夜が明けておらず, 完全に停

電しており周りの状況が何も分からず, 一寸

先は闇, 身動きがまったく取れなかった｡ 電

気・水道・ガスのライフラインはすべて使用

できない｡

やがて明るくなるにつれ負傷者が続々と来

院するも, 水がないので局所の洗浄ができな

いし, それゆえ縫合もままならなかった｡ 最

低限の水は備蓄しておくべきである｡ また一

般的にこの種の災害では救助が来るまで３日

程かかることが多いので家族のための水・食

料は３日分準備すべきである｡

大病院の無停電装置も水冷式機械であった

ため循環の水がなくなると焼きつき30分とも

たなかった｡

大規模災害では救急車等の陸路は残念なが

らあてにできない｡ 船やヘリといった空・海

路の方がはるかに有益である｡

重傷者はドタバタしてマンパワーのない被

災地の病院で管理するより, 安全な被災地外

の病院へ転送するのが鉄則である (ただし軽

症に見えてもクラッシュ症候群等には注意が

必要)｡

死体検案書について, 最近あまり書いたこ

とのない医師までも借り出されて検案し, 検

案書に記入することとなったが, 死亡場所・

日時に問題点が続々と出てきた (記入ミス)｡

一度はシュミレーションしておくべきである｡

避難場所では医師として誰がどうしていい

か分からなくなるので, 前もって役割分担・

連絡方法・連絡網を決めておくべきであり,

少なくとも避難場所が学校であればそこの校

医がリーダーシップをとるべきである｡

被災者の救援活動が本格化しボランティア

中京東部医師会
庶務担当理事

安野 博樹
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活動等が活発になれば, 開業医は避難場所で

の活動よりも通常業務に戻るべき｡ (高血圧

や糖尿病など以前と同じ種類のお薬を近隣の

通院患者様に供給するため)

医療応援に来ている方々の撤退していただ

く時期がむずかしい｡ (こちらからもういい

とは言いにくいし, 言わなければずっと常駐

される｡)

他, 医院復興までの医療収入保障 (保険証

なしの無料で診察・処置した患者は数知れず

だがどこにもそれを請求できない) や医院補

修保障など貴重なアドバイスをいただきまし

た｡ 具体的に書きにくい内容も含まれていま

したが, 書ける範囲ですと, ｢医師会に加入

している事｣ ｢普段休日診療所出務など救急

業務に協力している事｣ がこのような万が一

の時も上記未加入・不参加組よりはるかに手

厚い収入・助成をいただけたそうです｡ その

他, 医師会として先生個人として莫大なデー

ターを見せていただき, 非常に参考になり有

意義な一日となりました｡

先日の竜巻に瞬時にして稔りの秋は

奪われました｡ そして間もなく冬の入

り, 寒さを一入感じます｡ しかし青葉

は次第に色づき, すっかり紅葉の季節

になりました｡

今月も秋を惜しむ佳い句が寄せられ,

風情に浸っています｡ (当番 代志子)
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上山 青柿

������������

田村江津子

����	�������	

西村妃佐子

 !"#$%&'�()*

福原 宏一

+�,�-./0123

小林 明子

4�56789:;<	=

井上代志子

11月例会

11号 老人性白内障とその手術
12号 高齢者のドライスキン
13号 腰痛の知識
15号 女性の尿失禁
16号 肩の痛みの知識
17号 薬の正しい使い方
18号 がん検診を受けよう
20号 学校と伝染病
23号 骨粗鬆症の知識
24号 知ってほしいタバコの害
25号 ストレスとうつ病

27号 脳卒中の予防とリハビリ
テーション

28号 子どもの発熱
29号 命を救う心肺蘇生法
30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療
31号 肝炎ウイルス検診を受け

ましょう！
32号 ＣＯＰＤとは何？
33号 ＳＡＲＳの基礎知識
34号 太るも痩せるも食事が基

本です
35号 糖尿病にならないために
36号 子どもをタバコから守ろう
37号 前立腺に関する病気
38号 エイズ患者・ＨＩＶ感染者

今のままでは増え続けます
39号 春の花粉症治療のアドバ

イス
40号 習慣づけよう！ ｢健康ス

ポーツ｣

広報誌 『Be Well』 のバックナンバー紹介

ご好評をいただいております府医発行の府市民向け広報誌 『Be Well』 につきましては現在
40号まで発行しております｡ 下記のバックナンバーにつきましては在庫がございますので必要
な方は府医学術広報課 (�315－5276) 宛てご請求ください｡
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第32回京都医学会アンケート調査結果について

今後のよりよい学会運営のために, 参加者に対しアンケートを実施しましたので, その結果

を報告します｡ 参加者342人のうち102人の方にご協力いただきました｡

参加者の所属地区医師会割合
京都市内：240名

(北：14名 上東：10名 西陣：15名

中東：４名 中西：32名 下東：７名

下西：37名 左京：15名 右京：16名

西京：23名 東山：９名 山科：22名

伏見：28名 京大：３名 府医大：５名)

南部：55名

(乙訓：６名 宇治久世：32名 綴喜：８名 相楽：９名)

北部：19名

(亀岡：２名 船井：３名 綾部：５名 福知山：４名 舞鶴：１名 北丹：４名)

非会員：28名

アンケート結果 (回答者 102人)
１. あなたの年齢は？
20歳代：５名 (4.9％)

30歳代：３名 (2.9％)

40歳代：21名 (20.6％)

50歳代：33名 (32.4％)

60歳代：13名 (12.7％)

70歳代：12名 (11.8％)

80歳代以上：11名 (10.8％)

不明：４名 (3.9％)

２. あなたの職種・身分は？
開業医：45名 (44.1％)

勤務医：50名 (49.0％)

研修医：３名 (2.9％)

学生：０名

医療関係者他：２名 (2.0％)

不明：２名 (2.0％)
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①会員区分 (府医会員のみ)
Ａ会員 (病院・診療所を

開設・管理する医師) ：53名

Ｂ会員 (病院・診療所に

勤務する医師) ：37名

Ｃ会員 (大学病院に勤務する

医師または研修医等) ：２名

Ｄ会員 (ＡＢＣ会員に属さない

会員, 居住会員等) ：４名

３. 本学会への参加は何回目ですか？
初めて：11名

これまでにも参加したことがある：86名

(５回以下：45名 ６～10回：23名

11回以上：17名 不明：１名)

４. 本学会を何でお知りになりましたか？ (複数回答可)
京都医報：82名 ポスター・チラシ：13名 知人・友人から聞いて：５名 その他：10名

次回学会の統一テーマの設問では下記の記載があった｡

１. 病診連携 (４人) ２. 再生医療の最近の事情 (３人) ３. アンチエイジング (２人)

４. 生活習慣病 (２人) ５. 終末期医療 (２人) ６. 在宅の高齢者医療と介護 (２人)

７. 栄養 ８. 食と医療 ９. ＣＰＣ, 病理など 10. 医療事故, リスクマネージメント

11. 家庭医のあり方 12. メタボリックシンドローム 13. 老人性精神変化 14. 安全医療

15. 新しい診断, 治療機器による医療 16. 心疾患 17. 予防医学

18. 地域医療での公衆衛生活動 19. 最先端医療 20. 開業医の復権を目指して 21. 癌治療

22. 後期高齢者に対する包括的老人機能評価 (ＣＧＡ) に基づく地域医療, 病診連携のあり方

23. ＭＲ装置により脳認知障害の検出 24. 呼吸器疾患の画像診断 25. ＡＳＯ

26. 内分泌疾患 27. 浮腫 28. 脳背髄画像 29. タバコ病

30. 慢性心不全, 呼吸不全の慢性期の治療 31. 日常診療で注意すべき悪性疾患発見のポイント

32. 頸動脈エコーによるフォローのやり方 33. 危険性のある不整脈の診断と治療

以上の結果を参考に府医学術・生涯教育委員会において, 来年度の医学会運営について検討

させていただきます｡
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京都市内における狂犬病患者の発生について

今般, 京都市内において, フィリピンからの帰国者で狂犬病の輸入感染症例が確認されまし

た (後日, 横浜市でも同様事例)｡ わが国では昭和33年以降, 動物における狂犬病の発生は認

められていませんが, 世界各国ではいまだに狂犬病の流行が続いていることを踏まえ, 狂犬病

発生地域における滞在期間中に動物に咬まれるなど, 狂犬病に感染したおそれのある者等につ

いて, 下記の対応要領に基づく適切な対応を講じていただきますようお願いいたします｡

記

狂犬病の発生地域において感染動物または感染が疑われる動物による咬傷を受け

帰国した者が医療機関に受診した場合の対応要領

１ 狂犬病の発生がない地域について

平成18年11月16日現在, 厚生労働省が狂犬病の発生していない地域として指定しているの

は以下の地域である｡

台湾, オーストラリア, グアム, ニュージーランド, フィジー, ハワイ諸島, アイスラン

ド, アイルランド, 英国, スウェーデン, ノルウェー

２ 主な感染源動物

(１) アジアおよびアフリカ イヌ, ネコ

(２) 西欧諸国および北米 キツネ, アライグマ, スカンク, コウモリ, ネコ, イヌ

(３) 中南米 イヌ, コウモリ, ネコ

３ 上記１の地域以外の地域において動物に咬まれるなどにより受傷した者への発症予防措置

について

(１) 現地医療機関において発症予防措置が講じられていない場合

受傷原因動物が狂犬病に感染していないことが確認されない場合は, 可能な限り早期に

発症予防措置として暴露後ワクチン接種プログラムを開始すること｡

① ワクチンの種類：組織培養不活化狂犬病ワクチン

② ワクチン接種プログラム

初回接種日を０として０, ３, ７, 14, 30, 90日の６回接種

(２) 現地医療機関において発症予防措置が講じられている場合

現地において受けた発症予防措置の内容を十分聴取の上, 暴露後ワクチン接種プログラ

ムが完了していない場合には, 国内ワクチンを用い引き続き措置すること｡

４ 患者等への対応について

(１) 病室内での患者の診察については, 標準予防策 (手袋, マスク等の装着) で十分である

こと｡

(２) 患者の入院については, その症状等も考慮し, 個室への入院が望ましいこと｡
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(３) 面会の制限は特に必要としないが, 患者の唾液等の体液にはウイルスが排出されること

から, 直接の濃厚接触を避けること｡

(４) 患者が発症する１週間前以降に患者の体液等に濃厚接触し, 狂犬病ワクチン未接種の者

については, 暴露後ワクチン接種プログラムについて, 十分説明の上実施する必要がある

こと｡

(５) ウイルスはアルコールなど通常の消毒により失活すること｡

(６) 致死性の経過をとることから, 患者やその家族等への十分な精神的ケアが必要であるこ

と｡

５ 狂犬病流行地域への渡航者への事前対応について

渡航予定者より相談を受けた場合においては, 渡航中むやみにイヌや野生動物に接触しな

いことを周知するとともに, 特に発生の多い地域への渡航者については, 希望に応じてあら

かじめワクチン接種を行うこと｡

(参考) 狂犬病の特徴

狂犬病は狂犬病ウイルスの感染によって引き起こされる致死的な動物由来感染症であり,

以下のような特徴がある｡

① 有効な治療法はないため, 発症すれば100％死亡すること｡

② 狂犬病患者の大半では潜伏期が１～３ヶ月と長いこと｡

③ ほとんど全ての哺乳動物が罹患すること｡

④ 地域によって感染源動物が異なること｡

⑤ 発病する前に狂犬病ウイルス感染の有無を知る手段がないこと｡

現在でも狂犬病ウイルスに有効な薬剤はなく, 狂犬病発生国では罹患動物に咬まれた場

合の対応として, 直ちに狂犬病ワクチン接種等を始めて, 潜伏期間中に免疫を獲得させる

狂犬病暴露後発症予防が行われている｡
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感染性胃腸炎の発生・まん延防止対策について

京都市より, 感染性胃腸炎について, 京都市が実施している感染症発生動向調査において増

加傾向が認められ, 今後さらに増加することが予想されるとの通知がありました｡

また, 10月以降の社会福祉施設等におけるノロウィルスが原因と疑われる集団発生件数も昨

年同期に比べ大幅に増加しており, 医療機関におかれましては, 下記をご参照いただき, 感染

予防対策の徹底にご留意ください｡

記

＜ノロウイルスの症状＞
潜伏期間 (感染から発症までの時間) は24～48時間で, 主症状は吐き気, 嘔吐, 下痢, 腹痛

であり, 発熱は軽度です｡ 通常, これら症状が１～２日続いた後, 治癒し, 後遺症もありませ

ん｡

また, 感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります｡

このような症状があった場合は, 早めに医療機関に受診することが重要です｡

＜治療について＞
現在, このウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません｡ このため, 通常, 脱水症状が

ひどい場合に輸液を行うなどの対症療法が行われます｡

＜ノロウイルスの感染経路＞
ノロウイルスの感染は, 次のような場合に感染するといわれています｡

①汚染されていた貝類を, 生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合

②食品取扱者が感染しており, その者を介して汚染した食品を食べた場合

③患者のふん便や吐物から二次感染した場合

また, 家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ直接

感染するケースもあるといわれています｡

＜予防するには＞
①患者さんの吐物や便に注意

患者さんの吐物や便の中には大量のウイルスがあります｡ 使い捨てのマスクと手袋を着用

し汚物中のウイルスが飛び散らないように, ふん便, 吐物をペーパータオル等で静かに拭き

取ります｡

ふん便や吐物が付着した床等は, 次亜塩素酸ナトリウム (塩素濃度約200ppm) で浸すよう

に拭き取ります｡

拭き取りに使用したペーパータオル等は, 次亜塩素酸ナトリウムを希釈したもの (塩素濃

度1000ppm) に５～10分間つけた後, 処分します｡

また, ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い, これが口に入って感染することがあ

るので, 吐物やふん便は乾燥させないことが感染防止に重要です｡

②食品取扱者の衛生管理について

ノロウイルスによる食中毒では, 患者のふん便や吐物がヒトを介して食品を汚染したため
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に発生したという事例も少なくありません｡ ノロウイルスは少ないウイルス量で感染するの

で, ごくわずかなふん便や吐物が付着した食品でも多くのヒトを発症させるとされています｡

下痢や嘔吐等の症状がある方は, 食品を直接取り扱う作業をさせないようにすべきです｡

また, このウイルスは下痢等の症状がなくなっても, 通常では１週間程度長いときには１

ケ月程度ウイルスの排泄が続くことがあるので, 症状が改善した後も, しばらくの間は直接

食品を取り扱う作業をさせないようにすべきです｡

注：｢ノロウイルスと感染性胃腸炎｣ について

ノロウイルスは, 冬季の ｢感染性胃腸炎｣ の原因となるウイルスですが, 感染性胃腸炎は,

多種多様の原因によるものを含む症候群であり, 主な病原体は, 細菌, ウイルス, 寄生虫が

原因の病原体となりえます｡ 原因となる病原体のうち, ウイルスは, ロタウイルス, 腸管ア

デノウイルス, そしてノロウイルスがあるため, ノロウイルスの感染者は, ｢感染性胃腸炎｣

の一部として報告されています｡

(ノロウイルス食中毒の予防に関するＱ＆Ａより抜粋)

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

国立国際医療センターＨＰ

｢Topics:感染防止対策について｣

http://www.imcj.go.jp/kansen/topmenu.htm
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新しい図書が買い進められているが, 血液学関係の本は最近購入されていないので, 血液を

専門としない会員を対象に教科書よりむしろ実用的な本という観点から選んでみた｡ したがっ

て学問的, 体系的な本は次の機会に譲りたい｡

１. ｢高齢者の血液疾患｣

森 眞由美 編 (医薬ジャーナル社 9,600円)

もともと血液疾患 (特に悪性腫瘍) は高齢者に多い疾患であるが,

高齢化時代が進行すればますます人口あたりの罹患率が上昇し, 一

般の専門外医師も出会う確率が高くなる｡ また加齢に伴う変化や環

境因子による変化が加味され, 疾患そのものが, 一般成人と異なる

ことも少なくない｡ 治療に関しても加齢による臓器機能の低下や

ＱＯＬに対する配慮も必要である｡ このような点から特に高齢者に

力点をおいた血液学の本は, 重要でありながら近年発行されておら

ず, 時宜を得た新刊書である｡ いずれも老年医学に造詣の深い血液学者の分担執筆であり,

会員にとって有益と考え推薦した｡

２. ｢鉄欠乏・鉄欠乏性貧血の予防と治療のための指針｣

(日本鉄バイオサイエンス学会
ガイドライン作成委員会 編 1,200円)

鉄欠乏性貧血はわが国において最も頻度が高い貧血であり, 適切

な予防と治療は日常診療において重要であるにもかかわらず, 学術

講演会などで取り上げられることはほとんどない｡ この本は学会と

してガイドラインを作成したものであり, 内容も平易で実際的であ

るのでぜひご一読いただきたい｡

３. ｢よくわかる白血病のすべて｣

大野竜三 編 (永井書店 6,720円)

近年白血病治療の進歩は著しいが, 部外者にとってはわかりにく

い用語も多く, 理解されにくい面がある｡ この本は, 血液専門医で

はなく, 研修医, 若手内科医師, 開業医, 看護師, 薬剤師, 検査技

師, 製薬会社員, 患者やその家族にもわかるように, 編集されてい

る｡ 一方遺伝子診断や各疾患における予後曲線も詳しく述べられて

おり, 充実した内容である｡

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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４. ｢インフォームドコンセントの
ための図説シリーズ：悪性リンパ腫｣

堀田知光 編 (医薬ジャーナル社 3,800円)

悪性リンパ腫は疾患分類だけでも30種以上ありわかりにくい疾患

であるが, この本は患者さんや家族に対する説明用として作られて

いるだけに, 絵が多くとてもわかりやすい｡ 治療の副作用やその対

策もよく述べられ, 様々な造血幹細胞移植も丁寧に書かれているの

で, 患者さんから尋ねられた時など会員の参考になると考える｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 那須 芳)

平平平成成成111888年年年度度度 日日日薬薬薬ＤＤＤＥＥＥＭＭＭ事事事業業業ののの調調調査査査にににつつついいいててて

平成18年度日薬ＤＥＭ (薬剤イベントモニタリング：Drug Event Monitoring) 事業の調査が

下記のとおり実施されますのでお知らせします｡ 本事業は京都府下の保険調剤薬局が患者に対

して ｢カルシウム拮抗薬によるイベントの発現｣ を調査するもので, 調査内容, 調査期間は下

記のとおりです｡

(１) テーマ カルシウム拮抗薬によるイベント発現の調査

(調査する症状)

｢動悸｣ ｢ほてり・熱感・顔面紅潮｣ ｢めまい・ふらつき｣ ｢頭痛・頭重｣ ｢便秘｣

｢発疹・そう痒｣ ｢浮腫・むくみ｣ ｢吐き気｣ ｢それ以外 (具体的に文字で記載)｣

(２) 調査対象医薬品

・塩酸ベニジピン ・ニフェジピン ・ベジル酸アムロジピン

平成18年９月末現在で, 薬価基準に収載されている上記の各製剤｡ 錠剤, カプセル, 細

粒, 徐放製剤など, すべての剤型を対象とする｡ また, 後発医薬品も対象とする｡

(３) 調査期間および対象患者

平成19年２月19日(月) ～２月25日(日)

上記期間中において, 調査対象のカルシウム拮抗薬が書かれた処方せんを持参した患

者であって, かつ, 薬歴等から前回も ｢同じ製品｣・｢同じ用法・用量｣ である患者｡

�����

薬剤イベントモニタリング (Drug Event Monitoring) の略で, 薬局の薬剤師が行っている活

動のことです｡ 具体的には, 薬を服用した後にあなたが感じた効きめや, 不快に感じた副作用

をお聞かせいただき, それを集計することにより, 医薬品の適正使用につなげていくというも

のです｡
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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の運用について (京都府薬務室長)

平成18年３月31日に公布された ｢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｣ により改正された医薬品の臨床試験の実施に関する省令が施行されたことに伴

い, 省令の運用が定められましたので, 関係業者, 医療機関, 医療機関における医薬品の臨

床試験に携わる者等に対し周知するものです｡

②米国産のウシ由来物を原材料として製造される医薬品等を使用する患者への情報提供につい

て (その２) (京都府薬務室長)

治療上の効果が米国産ウシ由来の原材料を使用することによるリスクが上回る医薬品とし

て, 下記の医薬品が新たに承認されたことから, 製造販売業者に患者向け説明文書を作成し,

すべての納入医療機関に配付するよう指示されました｡ ついては, 関係医療機関に, 製造販

売業者から配付される患者向け説明文書またはその他の適当な文書を用いて患者に対し説明

を行うよう求めるものです｡

｢成分名：ラロニダーゼ, 販売名：アウドラザイム点滴静注液2.9mg｣

③医薬品・医療機器等安全性情報第230号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重篤副作用疾患別対応マニュアル｣ は, 厚生労働省が平成17年度から ｢重篤副作用

総合対策事業｣ の一環として, 関係学会の専門家等の協力を得て, ｢重篤副作用疾患別対応

マニュアル｣ の作成を進めているところ, 今般, 第１弾として ｢スティーブンス・ジョンソ

ン症候群｣, ｢間質性肺炎｣ 等の副作用疾患のマニュアルを取りまとめ, 厚生労働省ホームペー

ジに掲載したので, 本事業の目的, その進め方, マニュアルについて紹介｡

その他, ｢２. 重要な副作用等に関する情報｣ は, ｢塩酸アマンタジン｣ ｢セフトリアキソ

ンナトリウム｣ の情報, ｢３. 使用上の注意の改訂について (その181)｣ では ｢スリンダク

他 (11件)｣ の情報, ｢４. 市販直後調査の対象品目一覧｣ などが掲載されております｡

なお, これらは近日中に厚生労働省＊よりマスコミに発表される予定, また, 日本医師会

雑誌の平成19年１月号に掲載される予定です｡

＊厚生労働省の医薬品・医療機器等安全性情報に関するページ
http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j.html

なお, 医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページにも同様の情報が掲載されます｡
http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/anzen_index.html
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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 2.175％ (1.925％) 2.675％ (2.425％) 2.375％ (2.125％)

５年以内 2.200％ (2.000％) 2.700％ (2.500％) 2.300％ (2.100％)

10年以内 2.300％ (2.100％) 2.800％ (2.600％) 2.400％ (2.200％)

20年以内 2.300％ (2.100％) 2.800％ (2.600％) 2.500％ (2.300％)

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 19 年１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 19 年１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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障害程度区分認定
この問診票があれば医師意見書が書ける

－障害者自立支援法対応－

定価 5700円 (税込み5985円)
編 (社)乙訓医師会
監修 (社)乙訓医師会会長 金 達龍
著 障害者意見書記載要項検討委員会
出版 (株)金芳堂

(社)乙訓医師会では長年にわたる介護保険主治医意見書の記載手法として, 問診票を

手渡して記入していただくことによって, より早く, 的確に公平な意見書を書くことを

試みてきた｡ 今回, その経験を生かし, 障害者自立支援法施行に伴う, 障害者医師意見

書の記載についても, 見当を加えた｡

障害種類別に問診票を用いて聞き取りを行うことによって, 記載漏れがなく, 適正で

公平な医師意見書が記載できるようになっている｡ 各科の医師が, 障害特殊性を理解す

るための詳細分類や等級も掲載されており, しかも具体的に医師意見書や特記事項記入

のための文例を10件近く掲載してある｡ それ以外にも, 意見書として掲載不可能な具体

事例は各障害種別に記載者が選択して利用可能なように, １文ずつの文章となっており,

意見書記入の際には非常に役立つものであると自負している｡ それらの文章は, 書き写

しもできるが, 時間短縮のためにコピーペーストして利用可能な書式になっており, 即

日戦力になりうるのがポイントである｡

現在, 介護保険などで利用可能な ｢意見書ソフト｣ と同様のものは障害者版において

は見当たらない｡ 今後, 介護保険での ｢意見書ソフト｣ に準じた利用が期待されるので

はないかと考えている｡

また, (社)乙訓医師会で既刊の ｢介護認定 この問診票があれば 主治医意見書が書

ける｣ でも紹介している, 介護保険用問診票も CD－ROMに付録として掲載されており,

具体的で即日, 戦力となりうる１冊である｡

(乙訓医師会会長 金 達龍)

� 新 刊 紹 介 �

医業経営収支簿について

例年お申し出のあった会員に送付しております京都府医師会作成の ｢医業経営収支簿｣

ご希望の方は, 電話 (075－315－5276) またはＦＡＸ (075－314－5042) にてお申し込み

ください｡ 収支簿は年内送付の予定です｡
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7医療界を巡る動き

平成18年10月 医療界を巡る動き
地 域 医 療 関 係 医 療 保 険 関 係 一 般 情 勢

10. 10 要介護認定の判定ソフト (１次判定) の改訂
作業に着手－厚労省検討会

10. 11 特定健診・特定保健指導の保険者への義務化
に向けて｢代行機関｣の設置了承－厚労省検討会

10. 17 病院・有床診療所の病床廃止, 削減による老
健施設への移行で財政支援－厚労省

10. 25 療養病床の再編で ｢医療難民２万人｣ ｢介護
難民４万人｣ －日医が調査結果を中医協に報告

10. 27 労働安全衛生法に基づく健診・保健指導も見
直し－厚労省検討会

10. 31 ドクターヘリの全国配備に向けた法案要綱ま
とめる－公明党

10. ５ 後期高齢者医療制度の診療報酬体系について
検討開始－社保審 ｢後期高齢者医療の在り方に
関する特別部会｣

10. 17 病院・診療所ともに総点数は減少－日医レセ
プト調査 (６～８月分)

10. 24 社会保障制度の持続可能性を確立するための
｢枠組みづくり｣ 明記－経済財政諮問会議

10. 25 高額療養費や未収金問題で議論－衆院厚生労
働委員会で本格議論スタート

10. 27 2004年度社会保障給付費は85兆6469億円で前
年度比で1.6%増 － 国立社会保障・人口問題研
究所

10. 30 高額療養費, 来年４月から現物給付に－厚労
省が政令案

10. 31 免責制の導入等を再提案－財制審

10. １ 腎臓移植で臓器売買 － 愛媛県宇和島徳州会
病院

10. ７ 日医総研の運営等で質問相次ぐ － 日医代議
員会

10. ７ 医師会イメージアップへ向けテレビＣＭの全
国放映を開始－日医

10. 12 かかりつけ医が地域で行う保健指導等に対し
て｢人頭払い制｣の報酬と出来高払いを組み合わ
せた医師診療報酬体系の創設提言－国保中央会

10. 12 自見氏が国民新党から参院選出馬
10. 13 一定条件満たせば病床過剰地域でも有床診療

所の整備が可能に－改正第５次医療法
10. 13 医師不足・偏在問題には ｢診療報酬上での何

らかの評価が必要｣ －伊吹文科相
10. 17 ドクターバンクの全国的なネットワーク化に

取り組む－日医が独自の医師確保対策
10. 17 意識不明の妊婦の転院拒否で処置遅れ, 出産

後に死亡－奈良県
10. 19 規制改革・民間開放推進会議の議長に草刈氏

(日本郵船会長)
10. 23 保険外併用療養費制度の患者負担分は非課税

に－厚労省
10. 24 オンライン請求で影響調査実施－日医総研

10. 31 医療機関が都道府県に報告する情報機能情報
の範囲について合意－厚労省検討会

10. 31 全国都道府県の８割で産科医不足, ７割で小
児科医不足－共同通信社調査
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【報 告】

１. 地区医師会との懇談会の状況

２. 両丹医師会合同協議会の状況

３. 第３回情報企画委員会の状況

４. 第６回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

５. 京都府医療審議会の状況

６. 記載要領等説明会の状況

７. 労災診療費算定実務研修の状況

８. 第４回社会保険研究委員会の状況

９. 国保合審の状況

10. 地区社会保険担当理事連絡協議会の

状況

11. 基金合審の状況

12. 新規個別指導の状況

13. 新規指定前講習会の状況

14. 産業医研修会の状況

15. 第３回がん登録事業委員会の状況

16. 第５回救急委員会の状況

17. 京都府介護支援専門員協議会第３回理

事会の状況

18. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

19. 第２回標準的な健診・保健指導プログ

ラム対応プロジェクトの状況

20. 京都府児童虐待防止ネットワーク会議

の状況

21. 第６回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

22. 平成18年度近畿合同防災訓練・合同実

働訓練の状況

23. 新 ｢京 (みやこ) ・子どもいきいきプ

ラン｣ に係る進捗管理部会の状況

24. 柏樹会庭園鑑賞会の状況

25. 10月度協会医賠処理室会提出件数

26. 府医学術講演会の状況

27. 第４回生涯教育検討小委員会の状況

28. 第５回スポーツ医学委員会の状況

【議 事】

29. 会員の入会・異動・退会７件を可決

30. 常任委員会の開催を可決

31. 広報誌 『Be Well 』 VOL. 41の発行を

可決

32. 広報誌 『みんなの健康 KYOTO』 VOL.

５の発行を可決

33. 看護専門学校会計業務の統合並びに事

務職員の人事異動を可決

34. 府医第173回定時代議員会議案の変更

を可決

35. 第７回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

36. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

37. 第173回定時代議員会決議案を可決

38. 第50回日本病院・地域精神医学会総会

幹事会幹事の推薦を可決

39. 京都府ぜん息対策事業の委託契約締結

およびぜん息対策事業ワークショップの

設置を可決

40. 第２回検診対策特別委員会の開催を

可決

41. 第２回インフルエンザワクチン等確保

検討会の開催を可決

42. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

43. 平成18年度家族計画・母体保護法指導

者講習会への出席を可決

44. 第33回福知山市学校保健研究大会への

後援並びに出席を可決

45. 第47回京都糖尿病週間行事への後援

を可決

46. 近医連介護保険担当理事連絡協議会へ

第27回定例理事会 (10.26)

理
事
会
だ
よ
り
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の出席を可決

47. 府医学術講演会の開催を可決

48. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

49. スポーツ選手と指導者のためのスポー

ツ医事相談の共催実施を可決

【報 告】

１. 11月１日現在の会員数

11月１日現在 4,229名 (±０名)

２. 会員の逝去について

３. 第173回定時代議員会ならびに第89回

定時総会の状況

４. 総務担当部会の状況

５. 平成18年度指定更新時講習会の状況

６. 第４回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

７. 10月度労災審査協議会の状況

８. 10月度基金幹事会の状況

９. 乳がん検診症例検討会 (北部) の状況

10. 北部学校医研修会の状況

11. (財)京都市急病診療所第105回定例理

事会の状況

12. 京都府自殺対策連絡協議会の状況

13. 平成18年度京都産業保健推進センター

第１回運営協議会の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. 京都府医療対策協議会の状況

16. 第５回学術・生涯教育委員会の状況

17. 平成18年度臨床研修指定病院協議会・

第３回臨床研修制度検討委員会の状況

18. 第４回日医総研戦略会議の状況

19. 第59回日本医師会設立記念医学大会の

状況

20. 第３回日医地域医療対策検討委員会の

状況

21. 平成18年度第７回近医連常任委員会の

状況

22. 京都府介護保険審査会の状況

【議 事】

23. 会員の異動・退会14件を可決

24. 常任委員会の開催を可決

25. (社)全日本鍼灸学会国際シンポジウム

における後援名義使用を可決

26. 会費収納システムプログラムの改造を

可決

27. 会館建設用地 (二条駅) の貸与にかか

る契約書の締結を可決

28. (社)京都ボランティア協会35周年記念

式典への後援名義使用を可決

29. 平成18年度地区選挙管理事務費交付金

の支出を可決

30. 京都府医療審議会ワーキンググループ

の専門委員の推薦を可決

31. 第１回京都府医師会のあり方に関する

懇談会の開催を可決

32. 学術講演会ビデオ撮影および動画配信

を可決

33. 新規個別指導の開催を可決

34. 第５回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

35. ｢第16回日本禁煙推進医師歯科医師連

盟総会｣・｢第１回日本禁煙学会総会｣ へ

の出席を可決

36. 平成18年度京都府医師会子宮がん検診

研修会の開催を可決

第28回定例理事会 (11.２)
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37. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

38. 第55回近医連学校医研究協議会総会へ

の出席を可決

39. 第７回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

40. ｢『運動器の10年』 の市民講座｣ の共催

を可決

41. ｢脳卒中市民講座｣ への後援を可決

42. 市民公開講座 ｢大腸がんの最新情報｣

への後援を可決

43. 府医学術講演会の開催を可決

44. 十三大都市医師会連絡協議会への出席

を可決

45. 地区医師会との懇談会の日程変更を

可決

～ 12月度請求書 (11月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (日) 午後５時まで

＊医保分点検＝８日

△

国保 10日 (日) 午後５時まで

＊国保分点検＝８日

※基金・国保とも９日(土) 10日(日) は受

け取りのみ実施

△

労災 12日 (火) 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｡




