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コッホ夫妻と京都の医師たち
コッホ夫妻が観光目的で明治41年６月12日横浜に到着,

８月24日まで日本に滞在し, 各地で熱狂的な歓迎を受け
た｡ 来日前, 京都で京都帝国大学, 京都府立医学専門学
校および京都市医師会が発起人を募ったところ148名が応
募した｡ ８月４日入洛時, 役員は大津まで出迎え, 京都
駅には多くの医師たちが出迎えた｡ さまざまな観光と催
しが企画され, 京都市会議場において講演および宴会が
開催された｡ コッホ夫妻は12日まで滞在その後大阪, 神
戸, 高松, 岡山, 宮島を訪れている｡
写真は当時活躍した京都の医師たちとコッホ夫妻の平

安神宮前での記念写真｡ なお入洛時また歓迎時には羽織
袴またはフロックコート, 燕尾服, 黒高帽またはシルク
ハット着用と決められていた｡

奥沢康正 (西京)
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冒頭, 鈴木学山科医師会長から, 小泉前政

権の下, 財政面を重視した医療制度改革に対

し, 府医執行部の考え方, 対応や地区医師会

の対応方法, また, 医師個人として行うべき

こと等をうかがいたいとの挨拶がなされた｡

続いて, 森府医会長が挨拶に立ち, 医療を取

り巻く環境について触れるとともにレセプト

オンライン化をはじめとするＩＴ化の問題や

平成20年度からの特定健診・特定保健指導の

動向, 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に

盛り込まれている医療に関する情報提供の推

進等の状況説明等を行った｡

森府医会長は, 冒頭の挨拶で今年４月の府

医師会長就任以降を振り返り, 種々の医療制

度改革により非常に厳しい医療環境を強いら

れたと総括した｡ とりわけレセプトオンライ

ン化については, 全面施行期日を１年前倒し

する案が出されていることから, 歯止めをか

ける方策が必要とした上で, レセコンの使用

が困難な会員をサポートするための施策の必

要性を示した｡ 特定健診・特定保健指導の動

向については, 平成20年度からの100％施行

は到底不可能との見解を示すとともに, 厚労

省の見通しでも60％程度の施行率であること

を報告, 無理な医療制度改革に取り組んでき

たための大きな付けが回ってきているとの見

方を示した｡ また, 地域がん拠点病院の調整

についてふれるとともに, 病・病, 病・診,

診・診の連携や終末期を含めた在宅医療の推

進についても大きな課題とし, 医療機関間で

の医療情報ネットワークの中で患者に対し十

分な医療を受けられるようなシステムの構築

を目指すとの意気込みを示した｡ 都道府県に

よる医療機関情報の公表については, 医療審

議会において, 平成19年４月からの性急な実

施は混乱を招くとし, 十分な準備期間を経た

うえで, 単純な数値のみの公表によって具体

性のない情報が提供されないような制度の構

築が不可欠との見方を示した｡

最後に, ４月６日～８日に大阪府で開催さ

れる第27回日本医学会総会への多数の参加を

要請した｡

山科医師会と府医執行部との懇談会が１月13日(土), 琵琶湖ホテルで開催され, 地区から28

名, 府医から11名が出席, 藤原康典山科医師会副会長司会の下, ｢新京都府医師会館建設の状

況｣ ｢特定健診・特定保健指導｣ ｢療養病床削減にともなう介護難民発生の危惧｣ ｢日医標準レ

セプトソフト｣ ｢レセプトオンライン化｣ について約２時間にわたり意見交換が繰り広げられ

た｡

山山 科科
医師会との懇談会

医療制度改革をめぐる諸問題で熱心な議論

山科医師会との懇談会 (１.13 琵琶湖ホテル)
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新京都府医師会館建設
の状況について

森府医会長は, 京都府医師会館建設に先が

けて, 会費問題の検討から開始した経緯を報

告, ４月１日付けで従来の応能割・均等割の

２本立ての方式から均等割へ一本化すること

を説明, 診療報酬の多・少に応じてセーフティ

ネットとして減額措置を設けていることを示

した｡

会館建設については, 兵庫県医師会, 福岡

県医師会を見学訪問し, 資料収集に努めてい

る現状を示し, ｢開かれた医師会｣ の具現化

および会員のための医師会館であることを念

頭に置き, 新会館建設を府医のあり方を考え

直す機会としてとらえ, 両大学や元京都新聞

記者等の有識者を交えてこれからの医師会活

動のあり方について検討している現状を示し

た｡ 執行部の見解としては, 安全で質の高い

医療を提供するための生涯教育は欠かせない

とし, 会員のみならず学生・研修医・勤務医

等を含めた教育・研修の拠点となるようなシ

ステムの構築やメディカルセンター機能の持

たせ方を視野に入れていること等を示した｡

また, ２月中に会館建設の基本的なコンセプ

トを決定するために各地区からの代表者によ

る委員会を立ち上げる予定であると前置きし

た上で, より実践的に検討するために地区代

表者からなる委員会メンバーからの数名によ

るプロジェクトチームの設置を明らかにする

とともに平成19年度には設計に入り, 20年度

に着工, 21年度に完成したいとの見方を示し

た｡

地区から, 新会館に入る他団体について質

問が挙がり, 森府医会長は建設費用や会館の

規模が決定していないことから現段階ではど

の団体が会館に入るかは白紙とするとともに,

多くの会員の意向を反映すべく会員のための

会館というコンセプトで取り組むとの意向を

示した｡

基本健診の今後について

地区から, 特定健診・特定保健指導に関す

るアウトラインや府医の考え方について質問

があった｡

福州府医理事は, 基本健康診査制度の変更

点について平成20年度からの制度の概要を説

明, 変更点として, 内臓脂肪型肥満に着目し

た健診項目とされることを紹介, 生活習慣病

予防のための保健指導重視の制度に変貌する

ことを示した｡ 政策目標としては平成27年度

には平成20年度と比較して生活習慣病有病者・

予備軍を25％減少させることを目指している

ことを示し, 健診項目の減少から適切な健診・

保健指導ができないとする声はあるものの,

中長期的な視点で医療費の伸びの適正化を図

ることとされているとしたうえで, 医療制度

改革における医療費の適正化・医療費削減政

策の一環となっていることを説明した｡

また, 具体的な選定・階層化の方法につい

て詳細に説明, 現状考えられている保健指導

を行う場合, 積極的支援・動機付け支援が大

半を占めることから, １月10日に行われた厚

生労働省 ｢標準的な健診・保健指導の在り方

に関する検討会｣ において, 特定保健指導の

大幅な見直しが検討されていることを明らか

にした上で, 65歳から74歳までの前期高齢者

については, 介護保険制度により介護予防を

実施していることなどから, 特定保健指導の

レベルが, きめ細かい対応が必要な ｢積極的

支援｣ と判定されても１ランク下の ｢動機付

け支援｣ に留める提案がなされていること等

を報告, また, 保健指導実施者として医師,

保健師, 管理栄養士に限られるとされていた

が, 看護師も認める方針となりつつある現状

を示した｡

府医としては, 今後とも積極的に関与して

いく姿勢を示し, 現在プロジェクトチームを

作り基本健診委員会の対応している現状を示

した｡ 具体的な対応としては, 府医に受付窓
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口 (以下府医健診センター) を設置し, 保険

者との契約を一括して締結, 受診者は医療機

関において検査を受け, 医療機関から府医健

診センターへ検査データを送付, さらに血液

検査結果については検査センターから府医健

診センターへ送付, 府医健診センターにおい

て健診結果のデータ入力集計を行った上で保

健指導のレベルを振り分け, 報告書を各協力

医療機関へ送付するといった方式を検討して

いるとした｡

地区から, 平成19年度から行われる府医と

医師国保でのモデル事業について質問が挙が

り, 福州府医理事は医師国保の被保険者を対

象にモデル事業を行う予定であるとし, 詳細

なスケジュールについては早急に対応してい

くとした｡ また, 集団検診の実施の可能性に

ついて質問が挙がり, 福州府医理事は各地区

医師会にとっても大きな問題との見方を示し

た上で, 府医としては基本的には (集団検診

を) 残していく構えであるとし, 京都市とし

ても実施率を向上させることを目指している

ことから, 集団検診が残る可能性は十分ある

との見方を示した｡

また, 上原府医副会長はモデル事業につい

て, 府医の構想では府医健診センターにおい

て集約して保険者へ送付するシステムを検討

しているものの, 国の方針として審査機構が

とりまとめる案が出されていることから, 今

後の動向に注意していく必要があるとの見解

を示した｡

療養病床削減にともなう
介護難民発生の危惧について

まず, 地区から平成23年夏までに介護療養

病床が削減され, 約４万人の介護難民が発生

するという日医総研の試算を示した上で, 他

県においての在宅ネットワークの構築を示し,

府医としての対応を問う声があった｡

北川府医理事は, 12月１日号の京都医報の

中の ｢保険医療部通信｣ を示し, 詳細な説明

を行った｡ 療養病床の再編成について, 厚労

省は介護保険適用の療養病床13万床を廃止と

し, 医療保険適用の療養病床については, 診

療報酬の改定を例に挙げ, 現在の25万床を15

万床にする方針であることを示した｡ また,

北川府医理事は, 療養病床削減の議論の発端

となった資料を提示, 実際に行われた病院側

への ｢医師による指示変更頻度｣ のアンケー

ト結果データを ｢医師による直接医療提供頻

度｣ という表現にすり替えたことによるもの

とし, 厚労省の恣意的なすり替えが大本となっ

て医療区分の報酬の設定がなされたとして,

強く追求していく構えであることを示した｡

現在, 地域ケア整備指針として, 療養型病

床に入っている患者の振り分けについて議論

がなされており, 療養病床を持つ全医療機関

に対するアンケート調査やモデル地区を選択

しての実態調査が行われていることを報告し,

データを十分に検討し京都府と協議する, ま

た問題点につき日医に提言し, 改善を要望す

るとした｡

また, 厚労省の目論む療養病床から在宅医

療への移行については, 現状療養病床の患者

のほとんどが在宅で対応するには無理がある

とする一方で, 後期高齢者の増加等, 高齢化

の一途を辿る社会を鑑み, 在宅医療のニーズ

が高まることから府医として在宅医療の推進

を図ることを明らかにした｡

地区から, 地区におけるアンケート調査に

おいて, 在宅医療に対するモチベーションが

上がらない現状が示され, 府医に対し啓蒙活

動の要請があった｡ また, 療養病床を持つ病

院の中には一般病床への転換を目指している

病院が見受けられるとし, 療養病床から一般

病床への転換の状況についての質問があった｡

これに対し北川府医理事は, 昨年４月から10

月にかけて京都府内の療養病床が7,566床か

ら7,135床に減少し, 一般病床が約500床増加

している状況を示し, 地域ケア構想の動向を

静観している医療機関が多いのではないかと
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の見解を示した｡ また, 地区から, 在宅医療

推進に係る府医の方針について, 医師と患者

のコミュニケーションの重要性が示された｡

日医標準レセプトソフトについて

地区から, 日レセの信頼性と大手メーカー

のソフトと比較しての使いやすさに関する質

問が上がった｡

藤井府医理事は, 最新の全国的な日レセ稼

働状況について一昨年12月から昨年12月の１

年間で1959件から3438件に急激に増加したこ

と, また, 京都府内の稼働件数においても,

39件から82件に増加していることを示した上

で, ユーザー増加の理由として日レセがソフ

トとして十分に機能することが立証されてい

るとの見方を示した｡ 価格の面においても,

Windows を使用するレセコンであれば約５

年ごとにＯＳが新しくなることから, 更新料

金が発生することを示唆するとともに, 一般

のメーカーは倒産の危険性があるが, 日本医

師会が崩壊する可能性は極めて少ないことか

らも日レセは安心して利用していただけると

の見解を示した｡

また, ＯＲＣＡプロジェクトは日本医師会

総合医療情報ネットワーク構想の一環である

ことを説明, 国の理不尽な医療費削減に対抗

するための日医の武装として日レセを通じた

ネットワークの構築によって, 明確なデータ

を日医に送付することが可能となり, より実

践的な現場のデータを公表することができる

システムを説明した｡ また, 森府医会長から

医療現場での使用状況について, 利便性を中

心に詳細な説明がなされた｡

レセプトオンライン化について

まず, 地区からレセプトオンライン化が実

施されてしまうと, 国の管理下に陥る懸念が

示され, 日医・府医の対応についての質問が

上がった｡

藤井府医理事は, 日医はレセプトオンライ

ン化には反対していると前置きした上で, レ

セプトオンライン化の諸問題について京都医

報１月15日号に掲載していることを紹介, 日

医, 府医の見解が記載されているとした｡ ま

た, 現状, 全国９万件の診療所のうち, 約２

万件 (22％) もの診療所が手書きでのレセプ

ト請求であると説明, 小規模医療機関にレセ

コンを導入させることは困難であるとの見方

を示すとともに, 100％の稼働は不可能であ

るとの見解を示した｡

同日開催された保険医療懇談会では, 現状

の薬効主義である査定について, 学会が認め

ている薬剤を審査上の記載がないことから査

定している現状に疑問を投げかける声があがっ

た｡ 西村府医理事は議論の必要性があるとす

る一方で, 現状は決定事項であることから基

準を守る必要があるとした｡ また, 審査委員

の更新を促進する必要性や保険証のカード化

から招く問題が提示された｡ さらに, 地区か

ら集団的個別指導のあり方について, ｢点数

が高いから対象となるのは問題｣ との声があ

がり, 西村府医理事は府医の見解として, 一

概に高点数の医療機関を対象とするのは問題

としているスタンスを説明, 京都では集団部

分のみであることを示すとともに, 指定更新

時講習会を義務付けるかわりに集団的個別指

導を廃止するよう求めている現状を報告する

一方で全国的に集団的個別指導が行われてい

ることから廃止に持ち込むには困難であるこ

とを示した｡
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１月27日(土), 府医会館において 『ＩＴフェ

ア』 を開催｡ 77名が参加した｡

当日は日本医師会常任理事の中川俊男先生に

よる ｢日本医師会のＩＴ戦略｣ と題した講演が

行われた｡ また, ｢ＯＲＣＡ導入体験記｣ とし

て森府医会長, 橋本府医理事から自院での体験

記が報告された｡ なお, 中川日医常任理事の講

演内容については後日, 詳細を報告の予定｡

講演 ｢日本医師会のＩＴ戦略｣：中川日医常任理事

講演の中で中川日医常任理事は ｢医師会のＩＴ化｣ ｢ＯＲＣＡプロ

ジェクト｣ ｢オンライン請求義務化の動向｣ について言及｡ 特に

｢ＯＲＣＡプロジェクト｣ ではプロジェクトのメインコンテンツであ

る ｢日医標準レセプトソフト｣ (以下, 日レセ) のユーザーが2007年

１月現在で3,000医療機関を超えたことを報告し, 今後, この日レセを

共通基盤とした日医主導の医療情報のネットワーク化を目指していき

たいとした｡ また, 今年度の開発予定について報告｡ 電子カルテとの

連携については, ｢日医版電子カルテ｣ の開発はコスト的に難しいと

しながらも, 市販の電子カルテと日レセとの連携については支援していくとした｡

また, ｢オンライン請求義務化の動向｣ では義務化までのスケジュールと日医の見解を示し

た (2006年８月８日：日医記者会見より)｡ そのうえで, ｢医療機関での整備状況や財源問題な

どが未措置である現状からも, 完全義務化は無理｣ であるとの見解を示した｡

｢ＯＲＣＡ導入体験記｣

中川日医常任理事の講演に先立ち, 橋本府医理事による ｢ＯＲＣＡ導入体験記｣ が報告され

た｡ この中で橋本府医理事は日レセを ｢愛嬌がない！ はっきりいって 『ブス』 ！｣ と表現し

ながらも, ｢賢く｣ ｢余計なお駄賃を求めず, よく働く｣ と日レセの特徴, 優位性を指摘｡ コス

ト面においても, 既存のレセコンメーカーと比較して, 使用年数が長ければ長いほど, その経

済的効果は大きいと強調した｡
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引き続き, 日レセユーザーとしての経験も長い森府医会長から, 補足説明として自院での導

入状況が報告された｡ 実際の日常診療の場でよく利用する日レセ画面を示しながら, ここ数年

の改良により, 操作性は大幅に向上し, 診療および受付業務においても特に問題はないと説明

した｡

認定事業所による日レセブースに多くの参加者

同日開催した日医ＩＴ認定サポート事業所による ｢日レセ｣ のブースでは, 主に京都府をサ

ポートする事業所４社を集め, ｢日レセ｣ や電子カルテなどの関連ソフトの展示を行った｡ 各

社のブースには多くの参加者がつめかけ, インストラクターの説明に熱心に耳を傾けていた｡

日レセを巡る諸問題で意見交換

講演会終了後の質疑応答では, フロアーから日レセに関する意見, 要望が相次いだ｡ 主な意

見・要望および回答は以下のとおり｡

Ｑ１：日レセのＯＳはなぜ Linux なのか, Windows の方が使い勝手がよいと考える｡ 日医会

費で運営しているシステムである以上, Windows版も開発すべきである｡

Ａ１：Linux は世界の技術者が常に改良し続けるオープンソフトであるが, Windows では常に

世界中で増産されるウイルス等のセキュリティやＯＳサポート打ち切りの問題などがあり,

患者情報を扱うという意味では Linux の方が明らかに優れていることは言うまでもない｡

現在の日レセのＯＳは Linux であるがユーザーが画面上Windows を扱える仕様もある｡ 現

状でさらにWindows で動く日レセを新たに開発するのは費用的にも無理である (なお大手

レセコンメーカーのＳ社のＯＳは Linux であるがこれを知るユーザーは少ない)｡

また, 会費を払う日医会員であるからこそ, すべからく将来の日医ネットワークＯＲＣＡ

プロジェクト達成のために現在の日レセをご使用いただきたい｡

Ｑ２：日レセの独自インストールに関して情報を得る機会, 場所がない｡ もっと日医総研を中

心に勉強会等を拡大してユーザーに親切でいてほしい｡ また, メンテナンス費用について

もベンダーに頼むと年間10万～20万円の出費が必要｡

Ａ２：確かにＰＣに精通した方であれば日レセの独自インストールは不可能ではないが, 約95

％のユーザーはベンダーに依頼している｡ 日医総研でも検討いただけるかもしれないが,

ブース出展事業所

三栄メディシス
スカイ・エス・エイッチ
松浦産業
スペースチャート

(順不同)
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このような状況において, 特定の会員のためだけに講習会を開くことは難しい｡ またメン

テナンスを自身で行うとなると Linux への相当な知識が必要で, 日常の診療業務に多忙な

先生方では維持・管理は難しいと考える｡ よってベンダーにお任せいただく方がよいので

はないか｡

(編集部注：ある最大規模大手レセコンメーカーの年間保守料は37万円)

Ｑ３：ユーザーにとってはベンダーの良し悪しが一番関心事であるが, 日医総研としてはどう

考えるか｡ また導入後のベンダー変更は可能か｡

Ａ３：日医総研では日レセの導入・メンテナンスを確実に行える業者をベンダーとして認定し

ており, 試験や書類審査等でふるいをかけている｡ どこの業者がよいのかは, 日医総研で

各業者の全国での取り扱い数等の数値を把握しており, これがひとつの目安となるのでは

ないかと考えている｡ また業者の変更は可能で, 実際にそういった事例もある｡ 一般的に

は, フットワークの軽さを重視するということで, 地理的に自院に近くて, 対応の親切な

業者をお選びいただきたい｡

なお, 府医では会員に日レセを提供しようとするベンダーに対して, ｢十分な説明と懇

切丁寧な対応｣ ｢万が一事業から撤退した際のユーザーへのフォロー体制の確立｣ につい

ての誓約書をとり, ユーザーに迷惑がかからないような方式をとっている｡

Ｑ４：ＯＲＣＡサポートセンタの立場はどういうものか｡

Ａ４：基本的にはベンダーの技術的指導などにあたるが, ベンダーでの対応が不十分で, ユー

ザーに迷惑がかかる可能性がある場合は, 直接ユーザーへ対応することもある｡

Ｑ５：京都府では手書きレセが30％を超えているとのこと｡ レセコンを使用することのない従

業員もほとんどいないような小規模の診療所で, オンライン化請求のために将来, 人を雇

い, レセコン導入, レセプト電算処理, インターネット回線設備等を行うことは現実に無

理ではないか｡

Ａ５：中には, 今回の一件で診療所を廃院される先生もおられると聞くが, 日本医師会として

はこのような先生方が現状どおり診療が続けられるよう必ず守っていくことをお約束する｡
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定期の予防接種による事故防止について

～ワクチンの有効期限にご注意を～

厚生労働省は, 2005年に有効期間が経過したポリオワクチンを接種した違法な事例が相次い

で発生したことを受けて, 各自治体に対しこの種の事故の再発防止について勧告したところで

すが, 今般, 大阪府島本町において, はしかと風疹の予防接種で, 有効期限切れのはしかと風

疹の混合ワクチンを１～６歳の女児３人に接種した事故が発生しました｡ 同町によると, ３人

に健康被害は出ておらず, 大阪府も ｢健康被害に陥る可能性は低い｣ としていますが, 今一度,

個別の予防接種につきましては, 各医療機関において必ずワクチンの有効期限の確認を行うよ

うご留意ください｡

なお, 事故の再発を防止するため, 『予防接種間違い防止の手引き』 (無料) を予防接種ガイ

ドライン等検討委員会が作成しておりますので, ご希望の際は京都府医師会：地域医療課(TEL

075－315－5274, FAX 075－315－5290) までお申し出ください｡

平平平成成成111999年年年度度度 ｢｢｢京京京都都都府府府医医医師師師会会会会会会費費費減減減免免免申申申請請請書書書｣｣｣ 受受受付付付中中中

��������	
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平成18年10月28日の代議員会にてご承認いただきましたとおり, 平成19年４月１日から

均等割会費賦課徴収制度を施行いたします｡

Ａ会員の会費については, 一定の条件を満たす先生方の自己申告により会費負担を軽減

する制度 (会費減免制度) を定めております｡

減額を希望される場合は, 早急に手続きくださいますようご案内いたします｡

※会費減免申請に関する詳細は, 京都医報１月15日号をご覧ください｡

また, 質問等ございましたら, 京都府医師会経理課 (075－312－3671) まで, ご連絡を

お願い申し上げます｡
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平平平成成成111999年年年度度度 新新新任任任学学学校校校医医医研研研修修修会会会ののの参参参加加加申申申込込込みみみにににつつついいいててて

府医学校医部会では, 学校保健の活性化のためには, 社会環境の変化に伴って変容する学校

保健に十分対応できる学校医の存在が第一であると考え, 従来より学校医としての基本的知識

を習得していただくため ｢新任学校医研修会｣ を開催いたしております｡

つきましては, 平成19年度に新たに学校医となられる先生方を対象に標記研修会を下記のと

おり開催いたしますので, 是非ご参加いただきますようご案内申し上げます｡

なお, 本研修会は ｢府医指定学校医｣ 指定のための必須研修会となっております｡ また, 同

指定更新のための１単位認定講座となっておりますので, 新任学校医以外の先生方も多数ご出

席ください｡

記

と き ３月10日(土) 午後２時30分～４時30分

と こ ろ 京都府医師会館

内 容 １. 学校教育の課題と学校保健

２. 学校医の職務

３. 健診について

４. 学校における安全衛生法 等

主 催 京都府医師会学校医部会

後援予定 京都府教育委員会

※参加ご希望の方は, ２月24日(土) までに, 氏名および医療機関所在地, 電話番号を明記の

上, ＦＡＸにて京都府医師会：地域医療課 (FAX：075－315－5290) までお申込みください｡

京都市学校医会 ｢新任学校医研修会｣ は下記のとおり開催されます｡

３月10日(土) にご都合のつかない場合はこちらにご出席いただいても結構です｡

その場合はその旨ご記入の上, お申込みください｡

記

と き ３月29日(木) 午後２時～４時

ところ こどもみらい館

(中京区間之町竹屋町下ル)
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便 利

夜, 自宅のポストを覗くと, 宅配便の配

達通知書が入れてある｡ 再配達の連絡方法

などが記入されている, あの紙切れである｡

その通知欄の下にバーコードが書かれるよ

うになっているが, しばらくの間は気に留

めていなかった｡ 先日じっくり読んでみる

と, そのバーコードを使って携帯電話から

再配達の申し出ができるとのこと, 早速に

登録してみた｡ 郵便局の場合も, 同じよう

な配達通知書があるが, 以前は最寄の郵便

局までその通知書を持って身分証明する運

転免許証などを提示し持参した印鑑で押捺

してから受け取っていたが, 今は電話だけ

でなくインターネットで再配達の日時と場

所を指定できるようになっている｡ 直接郵

便局に出向かなくても済むようになったと

いうことだけでも, 随分と便利になったの

であるが, 宅配便ではそれを上回る便利さ

である｡ それどころか, 当の宅配便は, イ

ンターネットで購入した商品の送付であっ

た｡ 自宅に居ながらにして買い物をしてそ

れを自宅まで送ってもらい, 支払いはクレ

ジットカードやインターネットバンキング

で銀行から振り込むのである｡ どこまで便

利になるのであろうか｡ そういえば, 子ど

もの頃にテレビで観たアメリカのＳＦ漫画

で, 主人公が家のテレビに向かって欲しい

商品を言うと, 横の壁の扉がサッと開いて

その商品が出てくる, というシーンがあっ

たのを思い出す｡ 双方向テレビが普及し始

めている今, テレビショッピングでこれに

近いことができそうである｡ 欲しいときに

欲しいものがすぐに手に入る時代である｡

すでに食べ物では ｢旬のもの｣ という意味

が薄れつつある｡ この１月にスーパーマー

ケットで苺がたくさん出回っているのに出

くわしたが, さほど驚くこともなくなって

きた｡ 便利であるが故の感覚の鈍麻である

ことを思い知らされる｡ 近い将来, 自宅の

器械に向かって音声で受け答えて問診され,

指を差し込むだけで微量採血され, 同じく

自宅の小型のスキャナーで画像と音声で視

診・聴診・画像検査されて, 診察から診断

までが済んですぐさま薬が届けられ, 医療

費は自分の口座から自動的に支払われ, 当

然医療機関は激減, レセプトなんて存在し

ない, さらには人間の医者も不要, という

医療になるのだろうか, とＳＦ少年の思い,

いやＳＦ壮年は配達通知書を見ながら憂う

のである｡

(西陣・情報企画委員会委員 禹 満)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

インシデントレポート ｢他山の石｣ 投稿募集
内 容：これまでに体験した ｢ヒヤリ・ハット｣

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

資 格：本会会員のみ｡ 掲載に関しては原則
｢匿名｣ とさせていただき, 関係者など
が特定できない形での掲載となります｡

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 広報課

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡
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平平平成成成111999年年年度度度 産産産業業業医医医学学学ににに関関関すすするるる調調調査査査研研研究究究助助助成成成事事事業業業
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当財団では, 産業医学に関する調査研究助成事業として, 職場で働く人々 (中小企業事業主

等を含む｡ 以下同じ｡) の健康の保持増進や産業医活動等に関する調査研究を助成することに

より, 産業医が行う調査研究を促進し, もって産業医学の振興と職場で働く人々の健康管理の

充実に資することにしております｡

平成19年度の産業医学に関する調査研究助成事業では, 以下の内容で助成を希望される研究

者を募集します｡

なお, 特に中小零細企業における特性を踏まえた労働衛生や健康管理の向上に役立つ調査研

究には, 一定数を助成することとしております｡

関係者の積極的なご応募をお待ちしております｡

１ 助成の対象

助成の対象は, 次の各号に掲げる条件を満たす調査研究とします｡

(１) 調査研究を行う者が, 産業医または産業医を含む共同研究グループであること｡

(２) 調査研究の成果が, 職場で働く人々の健康の保持増進, 健康障害の防止, 産業医活動ま

たは産業保健活動の推進に役立つと認められるものであること｡

(３) 調査研究が, 平成19年度中に完了するものであること｡

ただし, 調査研究の内容または性質上２年度にわたって継続する調査研究 (以下 ｢継続

研究｣ という｡) についても, 年度ごとに助成金の交付申請を行い, 助成の可否決定を受

けることを条件として対象とすること｡

(４) 調査研究の結果が, 当財団または当財団が指定する機関において公表できるものである

こと｡

２ 助成金の額および交付時期

(１) 助成金の額は, 平成19年度中の調査研究に直接必要と認められる経費 (当該調査研究以

外に転用可能な設備および機器の購入または製造の経費を除く｡) の２分の１以内の額で,

100万円を限度とします｡

(２) 助成金の交付時期は, 平成19年９月上旬を予定しています｡

３ 交付申請の手続き

助成金の交付申請をする方は, 平成19年２月１日から同年５月10日までの間に, 所定の

｢産業医学に関する調査研究助成金交付申請書｣ をご提出ください｡

なお, 当該申請書の用紙は, 当財団のホームページからダウンロードいただくか, 当財団

にご請求くださればお送りします｡

４ 選考と発表

(１) 交付申請のあった調査研究については, ｢産業医学に関する調査研究助成事業検討委員
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会｣ (以下 ｢検討委員会｣ という｡) に諮って選考し, 平成19年７月下旬頃までに当財団理

事長が助成の可否決定を行います｡

(２) 決定の内容は各申請者に通知します｡

５ 結果報告および報告後の措置

(１) 調査研究の結果については, 調査研究完了後20日以内に, 調査研究の内容を取りまとめ

た論文 (1,500字以内の要旨を含む｡ 以下 ｢助成論文｣ という｡) および経費の支出実績を

付した ｢結果報告書｣ を提出していただきます｡

なお, 継続研究の場合は, 平成20年４月10日までに, 調査研究の実績と見通しを記載し

た ｢中間報告書｣ を提出していただきます｡

(２) 提出された助成論文は, 検討委員会に諮って助成の趣旨に沿う成果が挙げられているか

否かを評価し, その結果によって, 優れた助成論文については ｢産業医学ジャーナル｣ に

掲載するほか, さらに内容を深めまたは対象を広げる等が有益であると認められるものに

ついては, ｢指定課題｣ として調査研究の継続を奨励する等の措置を講じます｡

６ その他

助成金の経理, その他細部の取り扱いについては, ｢産業医学に関する調査研究助成金交

付要領｣ に定めるところによります｡

７ 書類の送付先および連絡先

〒107－0052 東京都港区赤坂二丁目５番１号 東邦ビル３階

(財) 産業医学振興財団 普及課 TEL 03－3584－5421 FAX 03－3584－5424

ＵＲＬ：http://www.zsisz.or.jp

日 時：２月24日(土) 午後２時30分～午後５時

場 所：京都府医師会館

内 容：平成18年度産業医部会事業報告

特別講演

① ｢脳は若返る｣ 浜松医科大学名誉教授 高田 明和 氏

② ｢日本医師会が求める産業医の姿｣

日本医師会常任理事 今村 聡 氏

単 位：基礎研修後期2.5単位もしくは生涯研修専門2.5単位

対 象：日本医師会認定産業医取得希望者および日本医師会認定産業医

受講料：無 料

※詳細については, 京都医報１月15日号 (地域医療部通信) もしくは京都府医師会ホーム

ページ (http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/s_lec/index.htm) をご参照ください｡

まだ, お申込みいただいていない場合は, 当日に直接会場へお越しください｡

平成18年度 京都府医師会産業医部会総会のご案内
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理事を拝命し, 約10ヶ月が過ぎました｡ 現在３つの分掌を担当させていただいております｡

環境保全につきましては, 近年シックハウス症候群をはじめとし, 住環境が原因となる疾病

が社会問題化しております｡ また, アスベストに限らず環境問題により惹き起こされてくる健

康への影響は複雑化しております｡ これらの疾病を診断する上で必要とされる新しい知識や情

報の提供に努めております｡ また, 京都府医師会は京都市からの委託事業として３箇所のクリー

ンセンターの周辺住民健康調査を行っております｡ 昨年度は東部第４回地域住民健康調査なら

びに北部の操業開始前地域住民調査を実施し, 東北部クリーンセンターに係る周辺住民健康調

査報告書を作成いたしました｡

登録事業といたしましては, 脳卒中登録事業, 地域がん登録事業を担当しております｡ 登録

事業の目的は, 一定の地域住民について対象となる疾患の発症頻度, 治療内容, 予後などの情

報を可能な限り正確に把握する事です｡ しかし現況をみますと発症者の半数も登録されておら

ず, 登録数の増加, 精度の向上が課題であります｡ ついては, 昨年度は, 主要な医療機関あて

に個別に登録勧奨を行いました｡ 地域がん登録事業におきましては, フロッピー登録を積極的

に受け入れていく体制作りの推進や京都府がん診療連携拠点病院等との連携を強め, 登録数の

増加に繋げていきたいと考えております｡ また脳卒中登録事業におきましても, 登録数の増加

と精度の向上を目的に登録票が簡素化されました｡ 2006年度には2000年に発症して登録された

症例に対し追跡調査を行いました｡ 府民への啓発事業としましては2007年度も引き続き広報誌

｢Be Well｣ 等を作成してまいります｡

スポーツ医学につきましては, 従来のアスリートに対するサポート事業だけではなく, 府市

民のスポーツを通した健康作りに対しても, 適切なアドバイスや医療サポートを提供していく

対策を講じる時期にきております｡ 平成19年２月には府下の総合型地域スポーツクラブにおい

て, 安全にスポーツを行うための講演会へのスポーツドクターの派遣を行いました｡ 今後も講

演会等を通じてスポーツドクターとしての活動の場を拡大していきたいと考えております｡ ま

た府立高校普通科第Ⅲ類体育系の特別講師派遣事業は生徒のスポーツ外傷の予防に成果をあげ

ており, ひきつづき今年度も実施してまいります｡

何分, 初めての事で至りませんが何事も勉強と考え, 私なりに努めさせていただきます｡ ま

たこの場をお借りして日頃よりお教えをいただいております会長, 副会長をはじめ理事の先生

方, また医師会員の先生方, 何かとお世話になっております事務局の皆様に深く御礼申し上げ

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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事前参加登録 ｢特別割引登録料｣ 締め切りは, １月31日(水) までと告知されておりました

が, この度３月15日(木) まで延長されることになりました｡ 多数の皆様のご参加をお願いい

たします｡

参加登録およびプログラム詳細は,第27回日本医学会総会ホームページ(http://www.isoukai.jp/)

をご覧いただくか, 総会事務局 TEL：06－6875－8391 FAX：06－6875－8392 E-mail：touro

ku@isoukai.jp にお問い合わせください｡

なお, ｢登録申込書｣ が, 日本医師会雑誌の第135巻第11号 (平成19年２月号) に綴り込まれ

ますのでご利用ください｡

※総会ホームページは, 京都府医師会のホームページからリンクできます｡

日日日本本本ののの医医医療療療事事事情情情ににに関関関すすするるるアアアンンンケケケーーートトトごごご協協協力力力のののおおお願願願いいい
｢｢｢あああなななたたたははは日日日本本本ののの医医医療療療をををどどどううう考考考えええててていいいままますすすかかか？？？｣｣｣

総会３日目の４月８日(日) に, 特別シンポジウム ｢今日の医学教育, 医療制度の問題

点とその改革 －医学, 医療制度の理想像へ向けた提言－｣ が開催されます｡ このシンポ

ジウムは, 医学会, 医師会, 官公庁, 経済界, 製薬業界, 保険業界, その他民間等からの

代表者が一同に介して討議することで, 現在の医療制度の問題点を浮き彫りにし, 将来の

医学, 医療制度の理想像に向けて解決すべき点を明らかにしたうえで, 総会後にも継続し

て議論する機会を提供できるよう企画されています｡

このシンポジウムが, 将来の理想像へ向け実りあるものになるよう, 医師・医療従事者

および一般市民に対するアンケート調査が現在実施されています｡ アンケートは, 総会ホー

ムページ (http://www.isoukai.jp) で受け付けておりますので, 是非ご協力ください｡

参加登録区分 ※特別割引登録料
2007年３月15日まで 当日受付登録料

１. 医師・歯科医師・研究者
医薬情報担当者 (ＭＲ, 製薬会社社員)

30,000円 35,000円

２. 卒後５年までの医師・歯科医師
大学院生 (医師・歯科医師)

15,000円 20,000円

３. 臨床研修医 10,000円 15,000円

４. コ・メディカル 5,000円 8,000円

５. 学生, 大学院生 (医師・歯科医師以外) 2,000円 3,000円

６. 同伴者 (医療従事者以外) 3,000円 5,000円
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｢Dr.さわやまの心音道場 (上下巻)｣

京都府医師会の図書室もかなりプライマリ・ケアに有用なＤ

ＶＤおよびビデオが充実してきたようですが, 今回, 心臓血管

系の聴診について, 沢山俊民先生が大変わかりやすく解説されています｡ ｢Dr.さわやまの心音

道場 (上巻), 58分｣ は, 第１回 (Ⅰ音とⅡ音), 第２回 (過剰心音) より構成されており, 基

本的な診療手順から, 特に過剰心音については実践的でユニークなポイントを伝授されており,

楽しく視聴できます｡ ｢Dr.さわやまの心音道場 (下巻), 56分｣ は, 第３回 (心雑音－総論),

第４回 (心雑音－各論) より構成されており, 心雑音の識別ポイントを実例を挙げながら伝授

されています｡ また, 最後に質問コーナーがあり, 若い熱心な先生の質問に丁寧に解説されて

いるのが印象的です｡ 日常診療の一助として是非参考にしていただきたいと思います｡

(西陣医師会 竹中 健氏 記)

室室室 だ図図図 書 よよよ り

���������	
��

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３) (京都府薬務室長)

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

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：乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン(破傷風トキソイド結合体), 販売名：アクトヒブ｣
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● ● ● 図書室在庫雑誌の譲渡について ● ● ●

このたび, 京都府医師会図書室の在庫雑誌を整理するにあたりまして, 会員の先生方に下記

の雑誌をお譲りいたしたく存じます｡

ご希望の雑誌があれば, 学術・広報課 (FAX 075－314－5042) あて３月末までにご一報く

ださい｡

なお, 各雑誌のなかには一部欠号となっているものもあります｡ また, 同一雑誌にご希望が

重なった場合は当方にて抽選とさせていただきますのでご了承ください｡

記

雑 誌 名 在 庫 年

BRITISH MEDICAL JOURNAL 1967年～2000年
{内1969年・№5648～5660, 1978年・№6129～6154が欠号}

最新医学 1956年～2000年

臨床病理 1986年～2000年

耳鼻咽喉科 1928年・1929年・1934年・1936年・1940年・1942年・1943年・
1954年～1987年

小児科診療 1986年～2000年

小児科臨床 1986年～2000年

呼吸器疾患・結核文献の抄録速報 1957年・1963年～1966年・1969年～1989年

呼吸と循環 1980年～1994年・1999～2000年

脳と神経 1986年～1994年

病院 1986年～2000年

新薬と臨床 1999年～2000年

京医選管発第13号
平成19年２月15日

選挙人 各位
京都府医師会選挙管理委員会
委員長 矢野 想之輔

府医裁定委員補欠選挙の実施について (予告)

このほど, 裁定委員に欠員が生じました｡ 府医選挙規定第37条により, 次のとおり裁定
委員の補欠選挙を実施いたしますので予告します｡

記

＜告 示 日＞ 平成19年３月５日(月)
＜立候補届出締切日＞ 平成19年３月７日(水) 午後４時
＜投 票 日＞ 平成19年３月31日(土)
＜定 数＞ １名
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平成18年度

京京都都府府医医師師会会 医医療療安安全全講講演演会会
と き 平成19年３月10日(土) 午後２時30分～４時30分

ところ 京都リサーチパーク ルーム１ (西地区４号館２階)

ＪＲ丹波口駅より西へ徒歩５分 (五条七本松通下る西側)

テーマ ｢紛争予防論：医療事故の法律問題と事故への対応｣

内 容 ・インフォームド・コンセントを含む, 有害事象が発生した場合に問題に

なる法律上の責任について

・事故が発生した場合に医療機関がとるべき医療事故対応について

対象者 府医会員および医療関係者

演 者 前田 正一 氏 (東京大学大学院医学系研究科助教授)

※多数のご参加をお願いします｡

■■■府府府医医医メメメーーールルルマママガガガジジジンンン ｢｢府府医医通通信信｣｣ ・・・
府医では昨年よりメールマガジン ｢府医通信｣ を配信しています｡
配信は原則週１回で, 主に府医ＦＡＸ情報 (感染症サーベイランス情報など) のデジタル版

としての配信のほか, 診療報酬改定情報や介護保険情報などの府医ホームページの更新状況を
随時配信しています｡
配信をご希望の先生は府医ホームページから登録できますので, ぜひアクセスしてみてくだ

さい｡ また, 現在, 府医ＦＡＸ情報を受信されておられる先生で, メールマガジンへの登録変
更をお考えの先生は府医事務局 (学術広報課) までご連絡ください｡

URL：http://www.kyoto.med.or.jp

登録画面にログインする場合はＩＤ・パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課までご連絡ください｡
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京京京都都都府府府医医医師師師会会会会会会員員員ののの皆皆皆様様様へへへ ～～～ぜぜぜひひひ おおお問問問いいい合合合わわわせせせくくくだだださささいいい～～～
＜＜＜中中中途途途加加加入入入ももも可可可能能能ででですすす＞＞＞

100万円医師賠償責任保険

【医師賠償責任保険・医療施設賠償責任保険】

本保険制度は, 日本医師会医師賠償責任保険および特約保険の免責金額である100万円部

分の補償ならびに施設に関わる賠償責任をカバーする医療施設賠償責任保険が付帯されたも

ので, 日本医師会医師賠償責任保険制度を補完することを目的として発足いたしました｡

このご案内は, 概要について説明したものです｡ 保険の内容等につきましてはパンフレットをご覧ください｡
加入手続きにつきましては, (有)ケーエムエーまでおたずねください｡

【【【契契契 約約約 者者者】】】 社社社団団団法法法人人人 京京京都都都府府府医医医師師師会会会

【【【取取取扱扱扱代代代理理理店店店】】】 東東東京京京海海海上上上日日日動動動代代代理理理店店店 有有有限限限会会会社社社 ケケケーーーエエエムムムエエエーーー (((京京京都都都府府府医医医師師師会会会出出出資資資会会会社社社)))

〒〒〒666000444－－－888555888555 京京京都都都市市市中中中京京京区区区壬壬壬生生生東東東高高高田田田町町町１１１－－－９９９ 京京京都都都府府府医医医師師師会会会館館館内内内

TTTEEELLL 000777555－－－333111555－－－555222888111 (((担担担当当当：：：野野野田田田・・・山山山口口口))) FFFAAAXXX 000777555－－－333111444－－－555000444222

【【【引引引受受受保保保険険険会会会社社社】】】 東東東京京京海海海上上上日日日動動動火火火災災災保保保険険険株株株式式式会会会社社社 京京京都都都支支支店店店営営営業業業課課課

〒〒〒666000000－－－888555777000 京京京都都都市市市下下下京京京区区区四四四条条条富富富小小小路路路角角角

(１) 診療所の開設者個人 (Ａ１会員), 医
師会会員を理事もしくは管理者として
診療所を開設する法人

加入タイプⅠ

(２) 勤務医師 (Ａ２会員), 法人病院の管
理者個人
※医療施設賠償責任は含みません｡

加入タイプⅡ

加入タイプⅠ…7,420円・加入タイプⅡ…6,390円ですが, 中途加入の場合は
保険料が変りますので代理店にご連絡ください｡

年間保険料
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１月20日(土) 恒例の京都府医師婦人会

の新年会が開かれました｡ ウェスティン

都ホテル ｢山城の間｣ に100名近い大勢の

ご参加を得て, 賑々しく華やかな会合と

なりました｡ 小柴会長のご挨拶に引き続

き, 神戸に誕生した美女６人のアカペラ

グループ ｢宝船｣ のコンサートを堪能い

たしました｡ 早春賦, ろくでなし, お祭

りマンボ, アメージンググレイスなどな

ど｡ ア・カペラとは元々教会合唱の様式

だそうですが, 唱歌からシャンソン, ジャ

ズ, ポピュラー, アンコールのテネシー

ワルツに至るまで, バラエティーに富ん

だ無伴奏のコーラスは, 皆さまを圧倒す

るプログラムでした｡ 男声もどきのベー

スの方, パーカッションやトランペット

の擬声を発する方など, 人間の身体がど

んな楽器より微妙に精密に出来上がって

いるかを, 再認識いたしました｡ コーラ

スの余韻の中, 辻前会長の乾杯のご発声

の後, ホテル心づくしのコース料理をい

ただきました｡ 日頃あわただしく過ごし

ておられる皆さまも, ひとときワインに

頬を染め, 楽しいおしゃべりに時を忘れ,

会場はなごやかな温かい雰囲気に充たさ

れました｡ 身近な京都から日本, 世界と

毎日毎日驚くばかりの出来事が頻発して

おりますが, この１年何とか心安らかな

日々が続きますように, また医師婦人会,

医師会それぞれの会員の皆さま, ご家族

の皆さまのご健康とお幸せを祈念してお

ひらきとなりました｡

平成19年京都府医師婦人会

新 年 会
中京西部 木戸 渥子

在在在宅宅宅ケケケアアア ～～～高高高槻槻槻前前前市市市長長長ののの介介介護護護奮奮奮戦戦戦～～～

看護・介護 講演会
(主催：京都府老人保健施設協会)

１. 日 時 ３月14日(水) 13：30～15：00
２. 会 場 ひと・まち交流館 京都 (長寿すこやかセンター)

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の１

TEL 075－354－8711(代) URL http://www.hitomachi-kyoto.jp/

３. 講 師 江村 利雄 氏 (前高槻市長)

４. テーマ ｢在宅ケア ～高槻前市長の介護奮戦～｣

５. 参加費 １人につき 1,000円 (当日受付でお支払いください)

６. 連絡先 介護老人保健施設 シミズひまわりの里 担当：浜田

TEL 075－331－8900 FAX 075－331－8802
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医療界を巡る動き

平成18年12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

12. １ 結核予防法との統合などを柱とする改正感染
症法が成立

12. ８ 療養病床再編に伴う ｢介護難民｣ の発生に懸
念－自民党 ｢社会保障制度調査会医療委員会｣

12. 11 特定健診・特定保健指導, 各保険者から ｢実
施困難｣ の意見が相次ぐ－保険者協議会中央連
絡会が厚労省に柔軟な対応を求める

12. 15 府医が ｢医師確保対策特別委員会｣ を設置－
諮問事項は ｢京都府における医師確保対策｣

12. 15 社会医療法人の誕生は１年先延ばしの08年度
以降へ－新医療計画との整合と税制優遇措置の
見送りで

12. 15 臨床研修病院の指定基準の経過措置, 延長を
決定－厚労省 ｢臨床研修部会｣, 医師不足に対応

12. 20 05年救急車などによる救急出場が２年連続で
500万件を超える－06年版消防白書

12. 26 京大病院が ｢がんセンター｣ の設立を発表－
集学的診療体制の構築や人材育成を目的に

12. 27 厚労省, 特定高齢者向けの介護予防事業を強
化へ－07年４月より該当基準を緩和し, 対象者
を拡大

12. ２ ＤＰＣ対象病院は急性期医療を提供する病院
に特化へ－厚労省が検討

12. ６ ｢ＤＰＣからＤＲＧへの移行可能性の検討は
時期尚早｣ と結論－中医協 ｢診療報酬調査専門
組織ＤＰＣ評価分科会｣

12. 20 ７対１問題, 日医の看護師需給状況アンケー
ト結果を基に緩和策検討へ－07年１月の中医協
総会で

12. 20 薬価頻回改定, 07年度は行わないことで合意,
08年度以降は引き続き検討－中医協 ｢薬価専門
部会｣

12. 21 パーキンソン病, 潰瘍性大腸炎の公費負担の
見直し, 07年度は凍結－厚労省, 08年度以降も
与党の意向を踏まえて判断

12. 25 後期高齢者医療制度の診療報酬, かかりつけ
医の登録人数に応じた定額払い制導入を提言－
国保中央会が報告書をまとめる

12. 27 国保中央会提言 ｢かかりつけ医への定額払い
制度｣ に絶対反対－日医が見解を示す

12. １ 政府が ｢2006年度版少子化社会白書｣ を閣議
決定－産科医療システムの充実など子育て支援
策の推進を強調

12. ４ 後期高齢者の被保険者証は２次元コード装着
を義務化－厚労省が方針

12. ８ 看護師養成所で助産師養成所の併設を認める－
厚労省, 指導要領を一部改正

12. 14 未収金問題, 保険者に一斉請求へ－四病院団
体協議会, 会員医療機関に協力を要請

12. 14 07年度与党税制改正大綱, 療養病床の転換に
特別償却制度を創設－社会医療法人の税制優遇
は先送り

12. 20 日医が株式会社による医療機関経営の解禁に
反対する見解を発表－規制改革・民間開放推進
会議の答申前に

12. 20 2055年に高齢化率が40.5％の超高齢社会を迎
えると予測－｢日本の将来推計人口｣

12. 24 厚労省予算, 目玉は医師確保対策, がん対策
の推進など－07年度予算政府案が決定

12. 25 医療分野では, ｢医療従事者の資格制度の見
直し｣ ｢株式会社による医業経営解禁｣ など10
項目が盛り込まれる－規制改革・民間開放推進
会議最終答申

12. 25 医療・介護の負担増加に対し, 国民の５割近
くが ｢不安｣ －厚労省 ｢2004年社会保障を支え
る世代に関する実態調査報告書｣
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【報 告】
１. 会員の逝去について
２. 京都府医療審議会第２回ワーキンググルー
プの状況
３. 京都市内地区医師会長会議の状況
４. 第２回京都府医師会あり方に関する懇談
会の状況
５. 京都府医療審議会の状況
６. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況
７. 12月度基金幹事会の状況
８. 12月度労災審査協議会の状況
９. 新規個別指導の状況
10. 京都市国民保護協議会の状況
11. 京都府社会福祉審議会児童福祉制度委員
会の状況
12. 産業医・学校医・健康スポーツ医合同研
修会の状況
13. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況
14. 第３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
15. 京都府児童虐待防止ネットワーク会議の
状況
16. 京都府危機管理研修会の状況
17. 新型インフルエンザ対策医療機関連絡会
議の状況

18. 京都府介護支援専門員協議会第４回理事
会の状況
19. 府医学術講演会の状況
20. 第４回臨床研修制度検討委員会の状況
21. 男子第57回・女子第18回全国高校駅伝競
走大会の状況
22. 日医地域医療対策委員会の状況

【議 事】
23. 会員の入会・異動・退会４件を可決
24. 常任委員会の開催を可決
25. 新規個別指導の開催を可決
26. 労災保険指定医療機関の指定申請を可決
27. 子宮がん集団検診受託料の変更を可決
28. 第11回職場における喫煙対策セミナーの
後援を可決
29. 京都府糖尿病対策推進講習会の開催を
可決

30. 府医学術講演会の開催を可決
31. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決
32. 平成18年度近医連勤務医担当理事連絡協
議会への出席を可決
33. 日医都道府県医師会医事紛争担当理事連
絡協議会への出席を可決

第35回定例理事会 (12.28)

【報 告】
１. 平成19年１月１日現在の会員数
１月１日現在 4,222名 (＋１名)
２. 会員の逝去について
３. 総務担当部会の状況
４. １月度保険医療担当部会の状況
５. 京都市国民保護協議会の状況
６. 第５回脳卒中登録事業委員会の状況
７. 第６回図書室検討小委員会の状況
８. 第４回京都府医療対策協議会の状況

【議 事】
９. 会員の入会・異動・退会15件を可決
10. 常任委員会の開催を可決
11. 京都府医師会労働保険事務組合事務処理
規約の改正を可決
12. 平成19年度京都府医師会費および減免実
施要項を可決
13. 京都地方社会保険医療協議会委員の推薦
を可決
14. 第６回近医連保険担当理事連絡協議会の
出席を可決

第36回定例理事会 (１.11)
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15. 母体保護法第14条による指定医師指定を
可決
16. 学校保健委員会委員の追加委嘱を可決
17. 平成18年度学校医講習会への出席を可決
18. 相楽医師会市民公開フォーラム ｢第11回
きょうと健やか21 in 相楽 ～気になる 『お
しっこ』 の話｣ への後援を可決
19. 第７回医業経済・融資斡旋委員会の休会
を可決
20. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決
21. 日医認定健康スポーツ医制度の再研修会

の開催を可決
22. 与謝野町スポーツクラブへの講師派遣を
可決
23. 平成18年度スポーツ振興募金を可決
24. 京都府医師会勤務医部会学術奨励賞選考
委員会の開催を可決
25. 第２回医師確保対策特別委員会の開催を
可決
26. 平成18年度都道府県医師会広報担当理事
連絡協議会への出席を可決

～ ３月度請求書 (２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｡

～～～ 京京京都都都府府府医医医師師師会会会第第第222333回回回勤勤勤務務務医医医部部部会会会総総総会会会ごごご案案案内内内 ～～～

と き ３月17日(土) 午後４時30分

ところ 京都全日空ホテル (堀川通二条城前 TEL 231－1155)

午後４時30分～ 勤務医部会総会ならびに勤務医部会学術奨励賞授与式

午後５時～ 文化講演 『日本人の死生観』
宗教哲学者 (元国際日本文化研究センター所長)

山折 哲雄 氏

☆ ｢人生80年時代をどう生きていったらよいのか｡ 西行・芭蕉・

良寛の生涯をたずねて, 新しい世紀における人生モデルを考

えてみようと思う｡ ‥‥‥‥山折 哲雄｣

午後６時～ 懇親会

主 催 京都府医師会勤務医部会

会 費 不 要

※京都府医師会にご加入いただいていない勤務医 (研修医) の先生方も是非お誘い合わせの

上, ご出席ください｡

お問合せ 京都府医師会事務局・勤務医部会 (連絡先：TEL 075－315－5276)




