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グンゼ記念館：綾部市青野町
写真／柳川 哲二 (綾部)

大正ロマンを色濃く残す建築物です｡
明治29年, 波多野鶴�翁は“国は国是, 県は県是, 郡は

郡是を定め繁栄するための方針を決め実行しなければなら
ない”との言葉に感銘し, 蚕糸業によって何鹿 (いかるが,
現綾部市) 郡の発展をはかるべく製糸会社を設立し, 郡是
製糸株式会社と名づけました｡ 写真の建物は大正６年に本
社事務所として設立され昭和25年にグンゼ記念館として保
存されています｡ 内部にはグンゼ株式会社の歴史が展示さ
れています｡
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第第第第第第第第第第第３３３３３３３３３３３回回回回回回回回回回回京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都府府府府府府府府府府府医医医医医医医医医医医師師師師師師師師師師師会会会会会会会会会会会のののののののののののああああああああああありりりりりりりりりりり方方方方方方方方方方方ににににににににににに関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすするるるるるるるるるるる懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会ををををををををををを開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催
～～～府府府民民民・・・市市市民民民へへへののの姿姿姿勢勢勢とととしししててて急急急病病病診診診療療療所所所等等等地地地域域域医医医療療療へへへののの府府府医医医ののの積積積極極極的的的対対対応応応ををを要要要請請請～～～

府医では平成19年１月26日に府医会館において第３回京都府医師会のあり方に関する懇談会

を橋本府医理事司会進行のもと開催した｡ 今回は ｢府医のメディカルセンター機能 (休日急病

診療機能などを含めた) について｣ をテーマに活発な意見交換が行われた｡
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橋本府医理事より平成16年から平成18年に

かけての京都市急病診療所の受診者数の動向

について, 土日の準夜間受診者数が年々増加

傾向にあることを報告した｡ 併せて丸太町の

小児科は平成17年９月から平日の準夜帯を開

始したことから受診者数が昼間・準夜・夜間

のいずれも増加している現状を報告するとと

もに, 住所地別受診者数の多い順位として１

位は右京区, ２位は北区, ３位は西京区となっ

ている現状が説明された｡

これを受けて委員からは基本的に医師会が

急病診療所を支援することそのものは住民か

らの評価を大きく得られることに繋がるとし

ながらも, 運営状況についての質問に森府医

会長から平成17年９月から平日の準夜帯を開

始し, 加えて土曜の診療時間を午後２時～12

時, 日曜日も午前９時～午後12時と診療時間

を拡大したこと, さらに急病診療所のＰＲが

なされたことから全体的に受診者数が増えて

きて順調な運営ができる状況になってきたこ

とが説明された｡ その上で府医として急病診

療所の今後のあり方についてどうすべきか｡

もし府医での運営の要望があればどう対応す

るか, またその際に前年度赤字となった場合,

補填等の対応を含め将来をにらんでの協議を

求めた｡

委員からは京都市の急病診療所の運営の安

定度についての質問があり, 上原府医副会長

から昨年はちょうどインフルエンザが流行っ

たために黒字になったが, 今年は全く暇だっ

たことを考慮すると不安定感はある｡ しかし

行政がやっていると人件費など問題点が多い

ことも実態ではないかと述べた｡ 森府医会長

も府医が取り組むとすれば民間の考え方を導

入しなければならないと説明｡ 安達府医副会

長は府医が市民に対し第一線で医療を提供す

るという窓口としてやるべきかどうかとの視

点を第一義としつつも, 採算は重要な問題で

もあり採算も考慮の上でよく検討いただきた

いと述べた｡

森府医会長から急病診療所の24時間対応が

必要となった場合, 相当な補助がなければ対

応できないのではないかとの懸念を示した｡

ただ少なくとも小児科については会員からも

府医が積極的に対応してくれる方がありがた

いとの意見が大半であることも報告された｡

また深夜は現在では別の病院に行かなければ

いけないが, 仮に両方に対応するとなれば複

数の常勤医師体制を要することになる可能性

が高く, 必ず後送病院の問題も起こる｡ しか

し付随効果として予防接種や医師の電話医療

相談にも対応できるようになるという利点も

あると説明した｡

委員から, 対象が京都市民と周辺部の住民

のみとなることについての問題はないか｡ ま

た, 大阪では耳鼻科も準夜対応をしているこ
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とを紹介｡ 府下だけでなく他府県の人も受診

している現状がある中, 京都府にも対象を拡

大した対応が受けられるように働きかけては

どうかとの提案がなされた｡ 併せて京都市の

急病診療所における耳鼻科の状況として急病

診療所は開業医の医師と京大が診療所に出務

するが, 府医大は出務しない代わりに後送を

引き受けるというのが当初の約束だった｡ し

かし開業医が行かなくなり府医大の医師を一

本釣りして出務させてみたり, 時間外は府医

大に行くようにと患者に指示してみたりと当

初の約束とは全く違う状況になり, 府医大で

は急患でない時間外診療をしいられているた

め, その改善策として府医大からも出務する

ようにし, 原則新患だけ月～金までは近隣病

院で対応し, 他を府医大でカバーできるよう

な体制を整えたことが紹介された｡ 森府医会

長は平日の準夜帯がないころと今では少し事

情はかわってきたが, 現状では効率が悪いこ

とと, 市民への急病診療所のＰＲが不足して

いることが指摘された｡

さらに委員から開業の医師もビル診が多く

なり, 特に一部の診療科では患者が時間外に

受診するところがなく, そのために患者が急

病診療所を受診することになる｡ 今でも急病

診療所の出務は犠牲的に出務している医師で

回っているのが実態ではないかとの意見に,

安達府医副会長は我々は医師になった以上,

自分の患者は少なくとも自分で責任を持って

24時間対応する｡ 大多数は電話だけで済むケー

スが多く, 患者への時間外の対応を拒否する

姿勢が診療報酬の上で圧力をかけられる要因

に繋がっているということを認識する必要が

あると述べた｡ また森府医会長からは小児科

に限っては現在＃8000番での電話相談事業が

私病協の協力でなされており, こうしたカバー

も重要であるが, 開業医には地域住民の信頼

回復のためにも, 自分の患者は電話相談事業

のように見たことも聞いたこともない患者を

対象とするのではなく, 自分の患者の電話相

談であれば回答もしやすく患者も安心できる

のではないか, また電話でも症状は大体想像

もつくと述べ, 夜中の０時頃までは自分で責

任を持つという真摯な対応がかかりつけ医と

しての信頼も増すと評価, そういうキャンペー

ンを４月からしていきたいとの意向が示され

た｡ 上原府医副会長からは今日の勤務医は疲

弊しきって開業するが, 医師として対応する

のが当然という意識が不足しているのではな

いかとの感想の上に立って, 開業して勤務医

の疲労を助けようという気持ちがないといけ

ないと述べた｡ 橋本府医理事からは年に１回

で良いので急病診療所に出務しようとなれば

かなり急病診療所の運営上助かるとの見解が

示された｡ 安達府医副会長からは今後は出務

を強要されるなら医師会に入らなくてよいと

いう人が増えるだろう｡ 給料にしても勤務医

と同じくらいあれば, 時間を自分のために使

える方が良いという意識になっている｡ 過重

労働から, 医師の気持ちが悪循環に陥ってい

るのではとの認識が示された｡ 委員からは病

気は医師が責任を持つべきだが, 若い医師も

声をかければ積極的にやるという医師もいる

ことを紹介, 開業医を機軸に連携を取ってい

けば若い医師の地域医療教育にもなるとの見

解が示された｡ 森府医会長からは ｢もう少し

やさしく患者を見よう｣ キャンペーンを展開

していきたいとの意向が示された｡

また委員から医療という32兆円の業界とし

て国民に説得力を持とうとすれば, 当然一方

で公的な事をして医療提供側の姿勢を示して

いかなければならないとの方向性が強調され

た｡ これには安達府医副会長は入会の時点で

お願いや指導をしてもなかなか難しいとの現

実が紹介された｡

橋本府医理事から仮に急病診療所事業を府

医が担うことがあるとして, 赤字になっても

やるべきかとの問いかけに, 委員から現代社

会の環境として, 実際には両親が働き受診は

夜や深夜しかできないといった患者サイドの

問題とともに, 小児科や産婦人科などの過重

労働の問題もある｡ そうしたことをカバーす
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るためにも府医は夜間をカバーできるシステ

ムを作り, そこに行政も費用を出していくの

は当然ではないか｡ そうすることで勤務医の

負担軽減にも繋がるとの意見が出された｡ 森

府医会長は147万市民という人口は１カ所の

診療所では中途半端で複数の診療所が望まし

いが, 患者の動向をみると少々遠くても行っ

てよいという意識が住民にもでてきていると

の認識を示した｡ 委員からも確かに数箇所あ

れば良いが民間で儲けようとするところとそ

うでないところを, どう調整するかもあると

され, 上原府医副会長からは後送病院の手前

でもう１つクッションを作らなければ, 軽症

も全て対応しなければならなくなり, 本当に

診なければならない人が診られないという問

題点が指摘された｡ また久山府医副会長から

は患者の中には夜行けば診てもらえるという

リピーターがいることも指摘された｡ 他の委

員からはシステマティックにすることは患者

側の動向に対する対応という利点もあること

が指摘された｡ その上で他の委員からは少な

くとも時間外に患者を診ない開業医がいるこ

とをカバーするためにも府医が急病診療所に

対応すべきであるとの見解も示された｡

橋本府医理事から仮に府医が24時間対応す

るとなれば建物の構造上も有床診療所にする

ということは考えられないかとの問いかけに,

上原府医副会長も有床診療所でずっと医学管

理が必要となれば協力してくれる医師がいな

くなる危惧が示された｡ また委員から, くも

膜下出血や心筋梗塞など大きな疾病は医療セ

ンターや第一日赤などで対応できるシステム

になっており, そういう意味では府医が24時

間対応をしなくても良いのではないかとの意

見が出された｡ これに対し他の委員からはそ

うした基幹病院に軽症が増加して困っている

ことを踏まえれば, 逆に24時間対応が必要で

はないかとの意見も出された｡

議論のまとめとして, 今後会員への ｢もう

少しやさしく患者をみよう｣ キャンペーンを

含め会員の喚起を促しながら, 急病診療所に

対して府医で主導的に対応していくことにし,

24時間対応については複雑な問題もあるため,

今後府民・市民の意見を踏まえながら考えて

いくことが必要との結論となった｡

麻しん, 風しんの経過措置は平成19年３月31日で終了しました

平成18年４月１日から実施していた麻しんおよび風しんに係る予防接種についての経過

措置は, 平成19年３月31日で終了しました｡ ４月１日以降については, 第１期 (生後12月

以上24月未満の者) および第２期 (平成19年度においては平成13年４月２日～平成14年４

月１日生れの者) の定期の予防接種の対象者のみが公費負担の対象となり, それ以外の者

については全額自己負担での接種となりますので, ご注意ください｡
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２月24日(土), 京都テルサ・テルサホールにおいて ｢第４回医療安全シンポジウム｣ が京都

府医師会主催で開催され260名 (医師会員34名) の方が参加された｡

森 会 長 の 挨 拶

平成16年２月に, 地域の住民の皆様に親しまれる医師会, 開か

れた医師会として, 我々が医療の安全, 信頼を高める努力をして

いるのだということを知っていただくために, また, 一生懸命努

力しても避け得ない事故が起こることを理解していただき, 何よ

りも, 医療に関わるトラブルが発生しないために, 府民・市民の

皆様とともに考えていく場として, 第１回の医療安全シンポジウ

ムを開催した｡ しかしこのような取り組みは, 各地でも独自に行われるようになってきたが,

残念ながら, 昨年１年間も医療事故などの報道があり, トラブルが減少してきているとは言え

ない状況である｡ 病気は医師だけで治すことは出来ない｡ 患者さんと共に考え, どうすること

が患者さんにとって一番良いのかということをお互いに考えて取り組む必要がある｡ 本日は,

ご参集の皆様方の本音のお話をお聞きし, 我々の取り組みにもご理解をいただくことで, トラ

ブルを出来る限りなくすこと, またお互いの理解を深め, ともに病気の治療に取り組むことで,

より安全で安心な質の高い医療の提供が可能となるよう, 誠心誠意努力していきたいと挨拶さ

れた｡

基 調 講 演 辻本 好子 氏 (ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センター ＣＯＭＬ 理事長)

｢かしこい医療へのかかり方｣

1990年からのＣＯＭＬの活動を, 月に300件ある電話相談

を中心に報告された｡ ＣＯＭＬの活動の合言葉は ｢賢い患者

になりましょう｣ であり, 電話相談は, 患者さんからの一方

的な訴えであるが, 人は自分の中で悩んでいる事を誰かに聞

いてもらう, そして一緒に問題を整理してもらう人がいるこ

とで, 自分が問題を解決していく気持ちが生れてくると説明

京京京都都都府府府医医医師師師会会会 医医医療療療安安安全全全シシシンンンポポポジジジウウウムムム

第第第４４４回回回テテテーーーマママ
『『『患患患者者者ととと医医医者者者のののコココミミミュュュニニニケケケーーーシシショョョンンン』』』
―――イイインンンフフフォォォーーームムムドドド・・・コココンンンセセセンンントトトははは信信信頼頼頼へへへののの架架架けけけ橋橋橋―――
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電話相談から見えてくることは, 電話相談をしてこられる一部の方で, 自分さ

え良ければ良いといった, 周りの見えない人がいる｡ 電話相談では, ｢100－１が

ゼロ｣ であることをよく感じる｡ お話を聞いてみると, 医療機関で受診して, ｢忙しい医療現

場での医療従事者のたった１つのマイナス１｣, つまりたった１人の ｢医師｣, ｢看護師｣, ｢事

務員｣ の対応の悪さで腹が立ち, 感謝を忘れ ｢100－１がゼロ｣ になってしまっている現状が

あると指摘された｡ そして我々患者が真の意味の大人になるのに何が必要か｡ それには医療者

としっかりと向き合う, コミュニケーションが大切であり, お互いの ｢もう一言｣ が重要であ

ると説明された｡

またご自身の乳癌体験を元に, インフォームド・コンセントと患者としての自己決定の重要

性を説明され, 医療は ｢協働作業｣ であり, 対立関係に良い人間関係は生れないと述べられた｡

次にマスコミの功罪として, 患者が操られている姿もみられると指摘し, 今の患者はマスコ

ミに誘導された漠然とした不信感であるので, 医療現場に行った時に向き合った医療者から,

｢この人に出会えて良かった｣, ｢納得できた｣ と人間関係を取り戻して再構築していくことが,

日本の医療の崩壊を阻止する大きな要因になると見解を示された｡ また100％の期待を医師だ

けに向けるのは無理で, 30％は医師, 残りの70％はチーム医療として医療従事者に向け, 医療

従事者をもっと活用してほしいと説明された｡ そして患者と医療者の間には深い河があるが,

お互いがコミュニケーションをとることで, 心の架け橋を架けていかなければならないと強調

された｡

インフォームド・コンセントについては, 説明と同意と訳された時から, 理解と選択がない

と患者不在に陥ると主張してきたことを説明されるとともに, 厚生労働省が医療をサービス業

だとしてから, 相互に敬う概念がなくなり人間関係が崩れてきたことを指摘された｡ ただ患者

にとっては, 家に帰って読み返すことで確認出来る文章を渡してもらえると, 理解の助けにな

るので実現してほしいと訴えられた｡

最後に, 賢い患者になる具体的な方法として, ｢医者にかかる10箇条｣ を紹介された｡

パネルディスカッション

座長の山木委員長よりパネリストの紹介後, 齋藤副委員長の司会でパネルディスカッション

を行なった｡

・辻本 好子 氏 (ＣＯＭＬ理事長)

３年前の都立広尾病院の ｢患者権利章典｣ を創る時, 委員として入っ

たが, 患者の権利だけでなく義務ということも章典に加えてほしいと要

望した (①自分の持っている情報を伝える ②自分の聞きたいことを聞

く ③医療は準委任契約であるので患者としてもモラルを守る)｡ また今

年度都立広尾病院では, ｢子供権利章典｣ がまとまり施行されることになっ

たことを報告された｡
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・澤 美彦 氏 (医師)

インフォームド・コンセントは, 説明と同意と訳されるが, ここで重

要なのは治療の決定権は患者さんにあり, 権利である｡ より良い結果を

得ていくためには, 信頼関係を築けるようなインフォームド・コンセン

トが必要であると報告された｡

また現在の高度医療では, パターナリズムだけで解決する事は出来な

くなっているが, 患者さんの自己決定の方法に現時点ではこれが良いと

の明確な回答はない｡ 患者さんが自己決定されるのもよし, もし決めか

ねるようであれば治療の誘導と批判されても, 医師が良いと思える治療法をお勧めすることも

あり得る｡ 患者さんの自己決定を支援するケースも日本型のインフォームド・コンセントとし

て考えていくべきであると見解を示された｡

・片桐 秀樹 氏 (京都市立病院医療安全管理者 薬剤師)

医療安全管理者の仕事をして２年になり, 医療安全管理者の仕事は,

病院の中には様々な職種があるが, 組織を横断的に風通しの良くなるよ

うに活動をしていると報告された｡ 例えば, ｢医療安全の問題の提案｣,

｢最新情報の伝達｣, ｢他医療機関の事故事例の検証｣ 等々を病院の医療現

場にフィードバックすることで, 患者さんへの安心で安全な医療の提供

を目指していると説明された｡

・古瀬 佳代 氏 (京都府立医科大学附属病院医療安全管理者 看護師)

今年の４月から医療安全管理者の仕事をしている｡ 仕事の内容として

は, 横断的に組織に顔を出して, 医療事故・インシデントの調査, 分析

をしていると報告された｡ また人はだれでも間違えるが基本にあると考

えるが, それだからこそ医療安全は, 間違えないシステム創りが必要と

考えていると述べられ, 医療従事者を守れば患者さんの医療安全は確保

できると説明された｡

・尾古 俊博 氏 (京都新聞)

1990年代から記者として医学・医療に関わってきた｡ インフォームド・

コンセントという言葉に出合ったのは, 京大での生体肝移植が出てきた

頃である｡ インフォームド・コンセントの言葉が出てきた時に, 日本語

をカッコ書きにする時, “説明と同意”とつけたが, 生命倫理の関係の

方から指摘があり, 報道機関では“十分な”を付け加えた｡ 皮膚の臓器

提供を同意した事例で, “十分な説明と同意”の必要性を思い知らさた
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ことがあると報告された｡

また今の時代, パターナリズムの医療は通じなくなってきており,

｢一般の方の目線で説明できる医師｣, ｢医療について常に勉強していく

医師｣ が必要ではないかと意見を述べられた｡

座長の齋藤副委員長は, 現在のように慢性疾患が出てく

ると, 医師は患者さんの命の延命ばかりを考えれば良い時

代から, 患者さんが要望される医療を実現しないと患者さ

んの納得が得がたい時代になってきていると指摘｡ 先程,

辻本ＣＯＭＬ理事長が言われた ｢越えられない河｣ をどの

ように一緒になって越えていくかを考えないといけない時

である｡ これには, 患者と医者のコミュニケーション, 意

思疎通が大変重要であると述べられた｡

最後に座長の山木委員長からは, 今後もシンポジウムにご参加していただくことで, 医療に

対する理解を深めていただき, 患者・医療者との協働作業として進めていける社会の実現を目

指していきたいと締めくくられた｡

新 医者にかかる10箇条
あなたが“いのちの主人公・からだの責任者”

１. 伝えたいことはメモして準備

２. 対話の始まりはあいさつから

３. よりよい関係づくりはあなたにも責任が

４. 自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報

５. これからの見通しを聞きましょう

６. その後の変化も伝える努力を

７. 大事なことはメモをとって確認

８. 納得できないときは何度でも質問を

９. 医療にも不確実なことや限界がある

10. 治療方法を決めるのはあなたです

ＣＯＭＬ (コムル)
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―――内内内田田田健健健夫夫夫日日日医医医常常常任任任理理理事事事ががが講講講演演演

３月１日(木) 府医師会館にて平成18年度

(第26回) 京都府医師会学校医部会総会が開催

され, 府医指定学校医を中心に66名の学校保健・

学校関係者が参加した｡ 森府医会長 (学校医部

会会長) の ｢教育現場は今, 大きな波にさらさ

れており, そのための負担が子供たちにかかっ

ている｡ 府医学校医部会は, 児童の健康・生命

を守るための積極的な活動を展開するとともに,

教職員のための産業医としての活動, 休職者の

職場復帰のための取り組みにも尽力したい｣ と

の挨拶の後, 18年度の学校医部会活動事業報告, 心臓検診事業報告, 京都市学校検尿事業報告,

特別講演が行われた｡

事業報告では, 畑理事より平成18年度学校

医部会の活動として, 各種学校医研修会の実

施状況や学校保健委員会, 学校検尿事業委員

会等の活動, 全国学校保健・学校医大会や近

医連学校医研究協議会総会等での研究発表,

京都府学校保健研究大会等関係団体への参加

についての報告があった｡

心臓検診事業については心臓検診委員会・

上田 忠委員長から, また, 京都市学校検

尿事業については学校検尿事業委員会・川勝

秀一委員長からそれぞれ平成18年度事業につ

いて, 一次検診の受診状況から要精検者の結

果に至るまで, 詳細な報告がなされた｡

上田委員長からは特にＡＥＤについて, 重

症の児童がいる学校から順々にＡＥＤの設置

が進められており, 学校医各位には利用方法

等の指導をお願いしたいと要望された｡

特別講演では, 日医常任理事・内田健夫氏

が ｢学校医に関する日医の文部科学省への対

応とその戦略について｣ と題し, 今子どもた

ちを取り巻く環境が非常に厳しいなかで, い

かに問題解決に取り組んでいくか, また, そ

のために日医の果たすべき役割についてを詳

細に述べられた｡

学校・地域保健連携推進事業については,

18年度まで３年間のモデル事業として全国的

に展開されて, 多大の成果を上げており, と

りあえず平成19年度の事業継続が決定してい

るが, 今後も文部科学省との緊密な連携のも

と, 行政への働きかけを強めたいとのことで

ある｡

心の問題については, 精神科医師が学校に

入ることについては充分な配慮が必要である

ことから, 学校医との連携の重要性, 適切な

体制作りの必要性を強調された｡

さらに, 学校での全面敷地内禁煙, 生活習

慣病対策, 健診項目の追加による疾病の早期

発見, 栄養指導・運動指導等について, 適切

な保健指導体制の確立に向けての行政と一体

となっての取り組みを進めたいと述べられた｡

また現在, 大阪・奈良・京都の３府県での

み実施されている指定学校医制度については,
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地域によって反対の声も多い中, ニーズも高

まっていることからさらに制度が広がったと

ころで日医として認定医制度を立ち上げたい

とのことである｡

日医の文部科学省への対応については, 日

医学校保健委員会へは文部科学省からの出席

を願っていること, また, 両者の定期的な協

議も行っていて何かあればすぐに対応できる

体制になっているので, 今後は中央教育審議

会との関わりも深め, 相互理解と連携を強め

たいとのことである｡

本講演の座長を務めた福田府医学校保健委

員会委員長からは ｢現在中教審へ日医から委

員が出ていないのは問題であり, さらに保健

体育審議会へも日医からの委員を送る等, 戦

略を強めてほしいと要望した｡ また, 参加者

から ｢現在学校医は虐待・不登校また保護者

のしつけについても対応に苦慮しており, こ

れらの問題の対処法を日医から配信してほし

い｣ との要望が出されるなど, 活発な意見交

換があり, 盛況裡に終了した｡

第38回全国学校保健・学校医大会参加者募集

と き 11月10日(土) 午前10時～

と こ ろ 高松市 (全日空ホテルクレメント高松, かがわ国際会議場 他)

主 催 日本医師会 (担当：香川県医師会)

メインテーマ

『やさしいこころ, 元気なからだ －子どもの瞳に輝きを－』

分 科 会 第１：｢からだ・こころ (１)｣ 第２：｢からだ・こころ (２)｣

第３：｢耳鼻咽喉科｣ 第４：｢眼科｣

特別講演Ⅰ

『子どもの生活習慣病・メタボリックシンドローム』

講 師 浜松医科大学小児科学教授 大関 武彦 氏

特別講演Ⅱ

『四国で蘇る心と身体』

講 師 種智院大学学長 頼富 本宏 氏

アトラクション

『少林寺拳法』

参 加 者 日本医師会会員および学校保健に関係のある専門職の方

参加申込み方法等

１ 大会参加をご希望の方は, ①地区, ②氏名, ③医療機関名, ④ご希望される分科会名,

⑤電話番号, ⑥ＦＡＸ番号をご記入の上４月６日(金) までにＦＡＸまたはハガキにて

ご連絡ください｡

(京都府医師会地域医療課：TEL 075－315－5278 FAX 075－315－5290)

２ 参加費 (２万円の予定) については, 10名までは府医師会で負担させていただきます｡

希望者多数の場合は締切り後に抽選により10名を選ばせていただきますのでご了承くだ

さい｡ なお, 旅費および宿泊費は参加者の負担となります｡
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第13回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会開く
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３月15日に開かれた第13回都道府県医師会介護

保険担当理事連絡協議会で, 天本日医常任理事が

｢療養病床15万床という数字は公の場では議論され

ていない｡ 日医としてきちっとしたエビデンスに

基づいて (増床を) 主張していく｣ とし, 竹嶋康

弘日医副会長も ｢高齢者が増えていく中で, 療養

病床は減らすべきでなく, むしろ増やすべき｣ と

述べるなど, 日医として療養病床の削減には反対

していくことを明確にした｡ また, ｢地域ケア整備

構想 (仮称)｣ モデルプラン作成地域からの報告で

も, 会場からの意見でも, 療養病床存続を訴える指摘が相次いだ｡

杏林大学医学部高齢医学教授の鳥羽研二氏は,

ＡＤＬ低下や嚥下困難, 尿失禁など要介護状態

とされる老年症候群のほとんどは ｢医療の対象

である｣ と述べ, ｢高齢者の心身の特性に配慮

した医療が必要とされている｣ と強調した｡ そ

の上で, 療養病床の問題点を指摘する一方, 療

養病床削減の根拠の一つである社会的入院につ

いて, ｢厚労省の考え方では介護保険制度の発

足でなくなったはずである｣ とし, 支払い側や

マスコミからの発信に惑わされず ｢(社会的入

院は) 本当にあるのか, あるとすれば (医療提

供側の問題ではなく), 核家族化などを含めた

日本の社会制度の問題｣ として捉えるべきでは

ないかと投げかけた｡

厚生労働省老健局地域ケア療養病床転換推進

室長・榎本健太郎氏は, ｢地域ケア整備構想

(仮称) 策定に向けて｣ と題した講演で, ①地

域差が大きい中で地域ごとの対応方針を整理す

る, ②療養病床の転換推進が惹起する住民や医

療機関の不安に応える, ③療養病床の再編成に

関係する関係３計画の整合性を図る－ことが整

備構想作成の趣旨であるとして, その内容を詳

細に解説した｡ 会場からは療養病床再編に対す

る疑問や問題点の指摘が続出, 榎本氏は ｢病院

からの追い出しは想定していない｡ 地域におけ

るニーズを勘案して, 今いるところで適切なサー

ビスを提供しようというもの｣ ｢年金 (特に国

民年金) 受給者にとって再編後の住居など生活

面が厳しいことは承知しているが, 都道府県で

公営住宅を整備することになっている｡ みんな

で負担を分かち合う精神でお願いしたい｣ など

と応じ, 再編問題の出発点が厳しい国家財政の

中で財務省や経済財政諮問会議から詰め寄られ

た医療費総枠予算制など医療費抑制策に対する

効率化案のひとつであることに理解を求めた｡

また, 榎本氏は厚労省が実施した ｢療養病床

アンケート調査｣ の結果概要を紹介, 療養病床

全体の転換意向では半数が ｢医療療養病床｣ で,

３割が ｢未定｣ であり, 介護老人保健施設は１

割に満たないことを明らかにし, 療養病床から

の転換については介護老健施設の参酌標準緩和

などで ｢転換してくるものは全て受け止める｣

と述べた｡

当日は, 地域ケア整備構想のモデル地域とし
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て, 高齢化の高い県のひとつである新潟県 (新

潟県医師会理事・吉沢浩志氏), 療養病床の整

備数が低い都市部として東京都 (東京都医師会

理事・玉木一弘氏), 高齢化も進み療養病床も

多い都市部の北九州市 (北九州市医師会理事・

白石公彦氏) から, それぞれ報告があったが,

いずれの地域も現状では療養病床増床が必要で

あると訴え, 厚労省の再編計画では住民や医療

現場に大きな混乱をもたらすことを示唆した｡

特定高齢者候補者及び決定者を選考する基準の見直しについて

2006 (平成18) 年度から介護予防事業の実施に伴い, 要支援・要介護状態になるおそれの高い者

(特定高齢者) を選定するため基本健康診査に, 65歳以上の者に対する ｢生活機能評価に関する項目｣

が追加されました｡

国においては, 2006 (平成18) 年度の実施結果から, 特定高齢者数, 介護予防サービスへの参加

者数が当初の想定より少ないことから, 介護予防の効果が十分に見込めないおそれがあるとして

｢特定高齢者候補者及び決定者を選考する基準｣ の見直しを行い, 2007 (平成19) 年度から特定高齢

者の選定基準が以下のとおり変更されます｡

このことから, 2006 (平成18) 年度に各市町村で基本健康診査と同時に実施する ｢生活機能評価

の判定方法｣ は, 2007 (平成19) 年度から変更されますのでご注意ください｡

なお, 64歳以下の基本健康診査に関しては2006 (平成18) 年度と変更ありません｡

１ 特定高齢者候補者の選定基準について

２ 特定高齢者決定者の決定基準について

(注) は, 平成19年度からの見直し箇所

平成19年度～ (見直し) 平成18年度

【うつ以外20項目】
・20項目のうちの該当数を10項目以上
【運動器関係】
・５項目のうち３項目以上に該当
【栄養関係】
・２項目すべてに該当
【口腔機能関係】
・３項目のうち２項目以上に該当

【うつ以外20項目】
・20項目のうちの該当数を12項目以上
【運動器関係】
・５項目すべてに該当
【栄養関係】
・２項目すべてに該当
【口腔機能関係】
・３項目すべてに該当

平成19年度～ (見直し) 平成18年度

【運動器関係】
・５項目のうち３項目以上に該当 (再掲)
ただし, うつ以外20項目のうち10項目以上該当

し ｢特定高齢者の候補者｣ と判定された者であっ
て, ５項目のうち３項目以上には該当しないが,
運動機能測定により, 運動機能の著しい低下を認
める者も該当
【栄養関係】
①及び②に該当または③に該当
①２項目すべてに該当
②ＢＭＩが18.5未満
③血清アルブミン値が3.8g / dl 以下
【口腔機能関係】
以下のいずれかに該当
①３項目のうち２項目に該当 (再掲)
②口腔衛生不良
③反復唾液嚥下テストが３回未満

【運動器関係】
・５項目すべてに該当 (再掲)
ただし, うつ以外20項目のうち12項目以上該当

し ｢特定高齢者の候補者｣ と判定された者であっ
て, ５項目すべてには該当しないが, 運動機能測
定により, 運動機能の著しい低下を認める者も該
当
【栄養関係】
①及び②に該当または③に該当
①２項目すべてに該当
②ＢＭＩが18.5未満
③血清アルブミン値が3.5g / dl 以下
【口腔機能関係】
以下のすべてに該当
①３項目すべてに該当 (再掲)
②口腔衛生不良
③反復唾液嚥下テストが３回未満
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早春の好天に恵まれる中, 本校卒業式が３月６日(火) 本校体育ホールで挙行され, ３年課

程30名, ２年課程81名, 准看護科136名, 合計247名が伝統の看護の制服・戴帽姿で晴れやかに

卒業しました｡

式場には多くのご来賓, 講師の先生方, 実習施設や保護者の皆様のご臨席賜り, 卒業生の門

出を祝福していただきました｡

式典は校歌斉唱につづき, 森 洋一校長から各課程・科の卒業生代表に卒業証書が授与され,

校長式辞では ｢皆さんに“いつも相手の心を思いやる”という言葉を贈ります｡ 物質文明が幅

をきかせる昨今, 思いやりに満ちた心で人に接するならば, 人は必ず心を開いてくれると思い

ます｡ 思いやりの心で人に優しい医療を提供できる｡ そのような看護を担っていただくことを

期待しています｡｣ とはなむけの言葉が贈られました｡

引き続いてご出席いただいた多くのご来賓を代表して, 京都府知事 (代理), 京都市長 (代

理), 実習施設代表として京都大学医学部附属病院の副看護部長 任 和子様から心温かい御祝

辞をいただくなど, 厳かな中にも盛大に, 華やかに挙行されました｡

式後, 各クラスごとに卒業記念写真を撮り, 教室に戻った学生は, 共に学び, 苦楽を共有し

た思い出話に花が咲き, また担任をはじめ指導に当たった教師やクラスメイトと互いに抱き合

う姿が学内の至る所で見受けられました｡

卒業生は, これからの人生に大きな希望と夢をもって, 看護の道に進むことになりますが,

お世話になります医療機関関係者の皆様に, 患者さんをはじめ誰からも慕われ, 愛される専門

職としての看護師としてさらに大きく育てていただくことを願っています｡

[卒業生代表の答辞より] 看護学科３年課程 礒矢 茜

今日, 看護師不足は深刻な問題であり, このような環境の中で京都府医師会看護専門学校で

学んだことを最大限に活用し, 知識・技術・精神が伴った, 社会に必要とされる看護師を目指

します｡ そして何より, 私たちの対象は心をもつ人間であることを忘れず, 対象の個別性を考

え, 自分に何ができるのだろうと試行錯誤する気持ちを常に持ち, 今日まで級友と支え合い,

共に歩んできたことを糧に, 日々学びを忘れることなく一歩一歩進んでいきたいと思います｡

そして, 看護師を志した時の気持ちのように, 笑顔の絶えない, 患者さんに信頼される看護師

になることを誓います｡

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

平平平成成成111888年年年度度度卒卒卒業業業式式式

卒卒卒業業業生生生 222444777名名名

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
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准看護科, ３年課程各１年生の合同戴帽式が, 去る２月27日(火) 京都府医師会館で, ご来

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

れました｡

式典は, 戴帽の歌斉唱にはじまり, 戴帽の儀では准看護科２クラス89名, ３年課程２クラス

82名の学生が一人ひとり登壇し, 本校教員からの戴帽に続き, 手に持ったローソクに点火後,

順次場内を周回し, 全員そろったところでナイチンゲール誓詞斉唱でクライマックスを迎えま

した｡

森 洋一校長から ｢今日, 戴帽式を迎えられたことは, 人々の生命と健康を護る専門職とし

てスタートに立つことを認められたということであります｡ このローソクの灯りは生命を護る

ことを誓う灯りでもあります｡ 皆さんの勉強はまだ始まったばかりです｡ 本格的な勉強はこれ

からです｡ 誰でも何度もくじけそうになる時が必ずきます｡ そんな苦しい時こそ, 今日の気持

ちを思い出してがんばってください｡｣ との式辞がありました｡

ご来賓を代表して, 京都府知事, 京都市長からの祝辞 (それぞれ代読) があり, 式典は緊張

感漂う中, 厳かに進行しました｡

戴帽式は, 臨地実習を間近に控え ｢看護を学ぶ学生としての自覚を新たにし, １年間学び積

み重ねた基礎科目や基礎分野の学習を基に, 今後は臨地実習で患者様から学ばせていただくう

えでの責任感の重さを自覚する｡ そして心構えを新たにし看護するものの精神を養う第一歩と

する｣ ことをねらいとしています｡

看護の道を目指す学生にとって生涯忘れられない思い出の儀式になりました｡

これからの長期にわたる臨地実習での大きな学習成果と人間的成長を期待し, 特に, 御指導

いただく臨地実習病院等関係者の皆様には, 時には厳しく, そして心温かくご指導いただくこ

とを願っています｡

なお, 准看護科, ３年課程の合同戴帽式は, 18年度入学生から准看護科, ３年課程がそれぞ

れ２クラス編成になったことに併せて, 今回初めて行われ, 本校の新しい歴史として今後歩み

出すことになります｡

准准准看看看護護護科科科・・・３３３年年年課課課程程程

合合合同同同戴戴戴帽帽帽式式式 111777111名名名 (((１１１年年年生生生)))

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
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感感感染染染症症症危危危機機機管管管理理理対対対策策策協協協議議議会会会

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� 										 









 ����������

３月８日(木), 感染症危機管理対策協議会が日本医師会館において開催された｡

冒頭, 唐澤日本医師会長より, ｢子ども支援日本医師会宣言｣ や日本医師会・日本小児科医

会・厚生労働省主催により実施している ｢こども予防接種週間｣, 市民公開講座など, 最近の

日本医師会の取り組みについて説明｡ ４月１日より, 結核予防法が感染症法と統合されること

にもふれ, 結核対策が後退することのないよう日本医師会としても注視していかねばならない

とし, 日本医師会において感染症危機管理対策室を設置して10年になること, 国民の生命, 健

康を守るため, 新型インフルエンザの発生等にも備え, さらに万全の体制をとる必要があると

いう考えを述べ, 感染症対策が混乱なく円滑に行われるよう協力を要請した｡

当日は, 飯沼雅朗日本医師会常任理事より ｢感染症対策をめぐる最近の動向について｣,

三宅 智厚生労働省健康局結核感染症課長より ｢感染症法をめぐる最近の動向－感染症法の

改正, 新型インフルエンザ対策－｣, 関 英一厚生労働省医薬食品局血液対策課長より ｢ワク

チン産業ビジョンについて｣ それぞれ報告があった｡

｢感染症対策をめぐる最近の動向について｣ では, 子どもの予防接種週間, 定期の日本脳炎

予防接種の取り扱いや, 三種混合 (ＤＰＴ) の接種間隔について報告｡ 感染症法が４月から改

正され, 結核予防法が感染症法に統合されることによる感染症の類型, 届け出の変更点につい

て説明があった｡ (詳細はＰ13～14参照)

｢感染症法をめぐる最近の動向－感染症法の改正, 新型インフルエンザ対策－｣ では, 主要

な改正事項である①病原体等の管理体制の確立, ②感染症の分類の見直し, ③結核の総合的な

対策の実施について説明があった｡ また, 新型インフルエンザ対策について, 鳥インフルエン

ザの世界的な広がりと患者数の累積から予断を許さない状況であることから, フェーズ３ (ト

リから人に感染) の国内対策として, 平成19年度末までに2500万人分のタミフルの備蓄予定で

あることや, 病床数の確保について報告｡

｢ワクチン産業ビジョンについて｣ においては, ワクチンの開発, 供給面にしぼり説明｡ 最

近20年間の新たなワクチンの導入時期について米国と比較することによりわが国のワクチン産

業の置かれた状況を指摘｡ 予防接種法に位置付けられて推移しており, 社会的な認知によって

変ることからワクチンに対する要望をあげたり, 状況に関心を持っていただき, 国民への啓発

に尽力いただきたいと結んだ｡

以上の報告のあと, 都道府県医師会からの質問・要望をもとに新型インフルエンザに関する

ガイドラインの医療体制, 感染症法への結核対策の統合などについて活発な協議が行われた｡
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感染症法の一部改正の概要

生物テロなどに悪用される恐れがある49種類の病原体の管理徹底と, 結核予防法の廃止・統

合を盛り込んだ改正感染症法が４月１日 (届出用紙等, 詳細 (ただし, 病原体の管理について

は６月１日) は国の通知後掲載予定) から施行されますので, 主な改正点を下記のとおりお知

らせいたします｡

主要な改正事項

１. 生物テロや事故による感染症の発生・まん延を防止するための病原体等の管理体制の確立

２. 最新の医学的知見に基づく感染症の分類の見直し

３. 結核を感染症法に位置付けて総合的な対策を実施

○基本的理念 国際的動向を踏まえた施策, 人権尊重

○責務規定 医師等の責務規定の充実, 病原体等の検査を行っている機関の責務

○基本指針 病原体等を適性に取り扱う体制の確保に関する事項

○病原体等の規制

・病原性, 国民の生命お
よび健康に対する影響
に応じて一種病原体等
から四種病原体等まで
に四分類
・所持, 輸入等の禁止,
許可, 届出, 基準の遵
守等の規制

○感染症に関する
情報収集・公表

・医師・獣医師の届出
・積極的疫学調査
・慢性感染症に関する情報
の収集
・発生状況等の情報の公表

○健康診断, 就業制限,
入院および医療

・健康診断, 就業制限
・入院勧告・入院措置 (必
要最小限の原則, 手続き
の整備)
・入院患者 (結核を含む)
の医療
・結核患者の通院医療

○その他

・消毒, 交通制限・遮断等
・指定動物の輸入禁止, 輸
入検疫
・結核感染動物の対処
・コレラおよび黄熱を検疫
対象から除外
・結核の定期の予防接種を
予防接種法に位置付け

※下線部は改正事項｡

病原体等の管理体制の確立

所持等の禁止
≪一種病原体≫
○エボラウイルス 他

○国または政令で定める
法人のみ所持 (施設を
特定), 輸入, 譲渡し
および譲受けが可能
○運搬の届出
○発散行為の処罰

所持等の許可
≪二種病原体≫
○炭疽菌 他

所持等の届出
≪三種病原体≫
○Ｑ熱コクシエラ 他

基準の遵守
≪四種病原体≫
○コレラ菌 他

○試験研究等の目的で厚
生労働大臣の許可を受
けた場合に, 所持, 輸
入, 譲渡しおよび譲受
けが可能
○運搬の届出

○病原微生物等の種類等
について厚生労働大臣
へ事後届出
○運搬の届出

○病原体等に応じた施設基準, 保管, 使用, 運搬, 滅菌等の基準 (厚生労働省令) の遵守
○厚生労働大臣等による報告徴収, 立入検査
○厚生労働大臣による改善命令
○改善命令違反等に対する罰則
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感染症分類の見直し

類型 感染症法 感染症法改正案

１類
エボラ出血熱, クリミア・コンゴ出血
熱, 痘そう, ペスト, マールブルグ,
ラッサ熱, 重症急性呼吸器症候群

エボラ出血熱, クリミア・コンゴ出血熱,
痘そう, ペスト, マールブルグ, ラッサ
熱, 南米出血熱

２類
急性灰白髄炎, ジフテリア
コレラ, 細菌性赤痢, 腸チフス, パラ
チフス

急性灰白髄炎, ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
結核

３類
腸管出血性大腸菌感染症 腸管出血性大腸菌感染症

コレラ, 細菌性赤痢, 腸チフス, パラチ
フス

４類

Ｅ型肝炎, Ａ型肝炎, 黄熱, Ｑ熱, 狂
犬病, 高病原性鳥インフルエンザ, マ
ラリア 等
合計30疾病を政令で指定

従前の30疾病に下記疾病を新たに追加
オムスク出血熱, キャサヌル森林熱
西部馬脳炎, ダニ媒介性脳炎,
東部馬脳炎, 鼻疽, ベネズエラ馬脳炎
ヘンドラウイルス感染症, リフトバレー
熱, 類鼻疽, ロッキー山紅斑熱

５類 41疾患 【変更なし】

結核患者等の届出

項 目
結核予防法

(第22条)

感染症法
(第12条)

届出期間 診断後２日以内 診断後直ちに

届出対象 結核患者
結核患者

無症状病原体保有者

入院と手続き

項 目
結核予防法

(第29条)

感染症法
(第19条～)

名 称 入院命令 入院勧告

即時強制 なし あり

適用条件 同居者要件あり 同居者要件なし

診査協議会 事前診査
事後診査

(ただし, 72時間以内)

入院の延長 ６か月ごと
結核は30日ごとの特例
(改正案26条の２)
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Ⅰ. 介護支援専門員の更新制度について

介護保険制度改正により, 介護支援専門員が実務に就く場合は ｢介護支援専門員証｣ が新た

に必要となり (制度改正前に資格取得した者は, 経過措置として介護支援専門員“登録証”が

介護支援専門員証としてみなされる), その有効期間は５年間とされた｡ 介護支援専門員証の

更新には, その５年間に専門研修課程ⅠおよびⅡに相当する研修を受講しなければならない

(ただし, Ⅰは生涯一度限りの受講でよい)｡ この専門研修課程Ⅱは18年度は平日に開催され,

介護支援専門員の資格を持つほとんどの会員各位は受講できなかったと思われるが, 研修課程

Ⅱの実施を京都府から受託している京都府介護支援専門員協議会は, ６月の土・日に開催する

方向で現在企画中である｡

なお, 介護支援専門員の資格を喪失するわけではなく, 実務に就いていない方が更新研修を

受けずに介護支援専門員証の更新ができないとしても, 介護支援専門員として実務に就くこと

になった際に, 再研修 (内容は実務研修と同じ) を受講すれば, その時点で新たに介護支援専

門員証が発行される｡

Ⅱ. 事業者の指定更新制度の概要について

同じく介護保険制度改正により, 事業者の指定にも更新制度が導入された｡ 改正介護保険法

施行前に指定を受けていた事業者は, 平成20年３月末に有効期限が切れることから, 19年度中

に更新手続きを行う必要がある｡ 事業者の更新にあたっては, 特に研修等の受講は必要ない｡

指定の更新は, 事業者が指定基準等の法令を十分理解し, それを遵守しているかの確認と, 事

業者のみならず, その役員等も過去に指定取消等の処分を受けていれば (欠格事由の対象者)

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議
ケアマネ資格・事業所指定の更新制度, 情報の公表制度など
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更新できないことから,その確認をすることになり,更新時には原則として立入検査が行われる｡

Ⅲ. 情報の公表制度について 対象サービスが追加

平成18年度から新たに実施されることになった ｢介護サービス情報の公表制度｣ は, 訪問介

護他福祉系サービス, 居宅介護支援, 訪問看護等の事業所のうち, １年間の報酬収入 (１割負

担分含む) が100万円を超える事業所を対象に開始された｡ 19年度からはこれらに加えて訪問

リハビリテーション事業所, 通所リハビリテーション事業所および介護療養型医療施設も加わ

る｡ この制度は改正介護保険法によって各事業者に受診を義務づけられており, これを拒否す

ると指定取消等の処分が検討される｡

この手数料 (公表手数料と調査手数料) は事業者負担とされているところであるが, 国がそ

の計算方法を示し, 各都道府県でそれぞれの情勢により具体的な数字を当てはめ, 条例等で定

めている｡ この額が高すぎるとの指摘が全国で多数出てきており (京都府は低い方から２番目),

今般厚労省は都道府県に対し, 実態調査を踏まえ妥当な水準に見直すよう求めた｡

なお, 京都府では, 各事業所の情報の集約および公表を行う ｢指定情報公表センター｣ を京

都府社会福祉協議会に委託し, また, 事業所が提出した調査項目が正しい実態を反映している

か否かを調査する ｢調査機関｣ として, 京都府が以前から独自で実施している介護サービス第

三者評価事業の調査機関 (後に ｢京都介護・福祉第三者評価等支援機構｣ に移管した) に委託

している｡

京都府における ｢介護サービス情報の公表制度｣ 調査機関は次の10機関｡

京都市老人福祉施設協議会, 京都府認知症グループホーム協議会, 日本社会福祉士会京都支

部, 日本介護福祉士会京都府支部京都府介護福祉士会, 京都ボランティア協会, きょうと介護

保険にかかわる会, 京都私立病院協会 市民生活総合サポートセンター, 京都ビジネス・サポー

ト・センター, 株式会社ヤトウ福祉支援事業部

Ⅳ. 軽度者に対する福祉用具の取り扱いについて
18年４月改定で, 要支援１, ２, 要介護１の利用者に対する車いす, 特殊寝台などの福祉用

具貸与は原則算定不可とし, 例外規定に該当する利用者への貸与のみ算定可となった｡ しかし,

利用事例調査結果を専門家が分析した結果, 例外規定に該当しない利用者の中でも下記の１～

３に類型化される福祉用具が必要な状態に該当する事例が確認されたことから, 関係通知を改

正して19年４月から例外規定の判断方法の運用について, 次のように見直される｡

１. 疾病その他の原因により, 状態が変動しやすく, 日によってまたは時間帯によって, 頻

繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者

２. 疾病その他の原因により, 状態が急速に悪化し, 短期間のうちに告示で定める福祉用具

が必要な状態になることが確実に見込まれる者

３. 疾病その他の原因により, 身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判

断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

例外給付の ｢判断方法｣ について, 現行の要介護認定データに基づく方法を原則としつつも,

上記１～３のいずれかに該当する者であることが,

ア. ｢医師の意見 (医学的な所見)｣ に基づき判断され,

イ. サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていることを

ウ. 市町村長が ｢確認｣ している

ものであれば, 例外給付を認める仕組みとされる (判断手続きの一部見直し)｡
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Ⅴ. 19年度からの実地指導について

平成19年度における実地指導の重点事項としては, 認知症の高齢者や介護が必要な度合いが

中重度の高齢者に対応したサービスの質的な向上を図ることを目的に, 次のことを重点的に指

導される｡

①高齢者虐待および身体拘束についての認識の普及

②高齢者虐待防止および身体拘束禁止に関する制度理解の推進

③高齢者虐待防止および身体拘束禁止に向けた事業所等の積極的な取り組みの推進

④高齢者虐待防止および身体拘束禁止に向けた, 指定基準および指定居宅サービスに要する

費用の額の算定に関する基準 (＝介護報酬の告示) 等に規定されているケアプランを含む

｢一連のプロセス｣ に基づくサービス提供の推進

⑤｢ケアプラン｣ や ｢多職種協働によるケア｣ をベースにした報酬上の加算についての適正

な請求の推進

実地指導では大きく分けて運営面と人員・報酬請求面について指導が行われる｡ 運営面では

ケアプランの個々の内容や実施方法そのものに関与するものでなく, 虐待防止や身体拘束禁止

につながる個別の利用者へのサービス提供プロセスの重要性の理解に主眼が置かれる｡

一方, 報酬請求面では, 加算等報酬算定にあたって当然報酬基準上の要件を担保しているこ

とが必要であり, 常に毎月の報酬請求においては事業者等自身で請求にあたって不備がないよ

う確認した上で請求しなければならない｡ その基準上の要件を担保しているか否かは, 事業者

自身に挙証責任があることについての理解が必要とされる｡

Ⅵ. 認知症対策の推進について

認知症対策としてはこれまで種々の事業が実施されてきているが, 19年度から新たに ｢認知

症地域支援体制構築等推進事業｣ が都道府県を実施主体として実施される｡ これは地域におい

て認知症の本人と家族を支えるためには, 認知症への対応 (予防, 早期発見, ケア等) を行う

マンパワーや拠点などの ｢地域資源｣ をネットワーク化して, 相互に連携しながら有効な支援

を行う体制を構築することが必要であるという観点から, モデル地域を設定して先駆的に支援

体制を構築し, 他の地域にその成果を普及させようというもの｡

具体的には地域資源マップの作成や徘徊ＳＯＳネットワークの構築などが実施される｡ 地域

資源マップとは, 地域における認知症にかかる ｢地域資源｣ の情報を収集・整理したもので,

ホームページでの公開等により広く住民に提供される｡ 地域資源には後述する認知症サポート

医やかかりつけ医をはじめとして, 認知症本人や家族の支援に関わる各種事業所や団体等が想

定されている｡

また, 徘徊ＳＯＳネットワークとは, 認知症に関する事業者の有機的なつながりの強化を図

ることのみならず, 警察や消防などの公的機関や, バス・タクシー会社など身近な生活に関わ

る事業者等の協力と参加を得ることにより, 地域における重層的な認知症支援体制を整備する

もの｡

さらに ｢認知症地域医療支援事業｣ も引き続き実施される｡ これは各地域毎に, 中央で開催

される養成研修を受講して ｢認知症サポート医｣ を養成し, サポート医を講師とする ｢かかり

つけ医認知症対応力向上研修｣ の開催により, 地域のかかりつけ医の認知症の知識・診断や治

療方法等といった認知症対応力を養うもの｡ 京都府においても18年度は３月22日(木) に府医



2007年(平成19年)４月１日 No.185820

介
護
保
険
ニ
ュ
ー
ス

会館で ｢かかりつけ医認知症対応力向上研修｣ を開催したが, 19年度はこれを府内各地で開催

し, 多数のかかりつけ医に本研修を受講していただくよう機会を設ける｡ 将来的にはおよそ各

地区医師会ごとにサポート医養成と認知症対応力向上研修を実施していただくことも想定して

いる｡

Ⅶ. 介護輸送にかかる法的取り扱いについて

平成18年９月29日付の事務連絡で下記のとおり整理されている｡

１. 訪問介護について

①訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については, 道路運送法上の事業許可 (一般ま

たは特定) によることを原則とする｡

②ＮＰＯ法人その他道路運送法施行規則に定める法人等は, 一定の手続き, 条件の下で, 道

路運送法上の登録を受けることができる｡

③訪問介護員等が自己の車両で要介護者等を有償で運送する場合については, 一定の手続き,

条件の下で, 道路運送法上の許可を受けることができる｡

④訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は, 道路運送法上の許可または登録を求め

ることとし, これらを受けずに運送を行う訪問介護事業所については, 介護報酬の対象と

しないものとする｡

２. 施設介護について

施設介護事業者 (デイサービス, ショートステイの事業者を含む) が行う要介護者等の送

迎輸送については, 自家用輸送であることを明確化するとともに, 輸送の安全の確保・向上

の観点から, 運行管理体制の確保, 道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送

迎輸送の外部委託等を促進する｡

３. 周知期間について

改正法施行後１年間の周知期間においては, 各地方公共団体, 関係事業者に対する説明会

の開催や当該登録制度に関するガイドブック等の地方公共団体の担当者への配布などを通じ

て, 計画的かつ効果的に当該登録制度の理解の深化を促進する｡

なお, 当該周知期間内においては, 登録の対象となるＮＰＯ等については, 登録取得に向

けた環境整備および指導等を実施することとし, その上でやむを得ない理由により登録を受

けることができないものについては, これにかかる行政処分および刑事告発は行わないもの

とするとともに, 上記１. ④の取り扱いについては, 当該ＮＰＯ等に適用しない｡

※ １. ②にある, 登録を受けることができる者は下記のとおり｡

ＮＰＯ, 市町村, 公益法人, 農業協同組合, 消費生活協同組合, 医療法人, 社会福祉法人,

商工 会議所, 商工会

また, 登録の種類は下記の２種類

①福祉有償運送

ＮＰＯ等が実費の範囲内であり営利とは認められない範囲の対価によって, 自家用自動車

を使用して行う原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービス

【運送対象旅客の範囲】会員制

身体障害者, 要介護者, 要支援者等

②過疎地有償運送

過疎地域において, ＮＰＯ等が実費の範囲内営利とは認められない範囲の対価によって,



2007年(平成19年)４月１日 No.1858 21

介
護
保
険
ニ
ュ
ー
ス

自家用自動車を使用して行う輸送サービス

【運送対象旅客の範囲】会員制

過疎地域の住民およびその親族等

Ⅷ. 療養病床の再編成について

昨年10月に療養病床を有する医療機関の協力を得て, ｢療養病床アンケート調査｣ が実施さ

れたが, 現在医療経済研究機構において集計作業が行われており, ３月上旬に公表される予定｡

厚労省では地域特性を踏まえた具体的なモデルプランを現在検討中で, 年度内に取りまとめ

られ, あわせて３月には, 地域ケア整備指針や第４期介護保険事業計画の参酌標準の基本的考

え方も示されることになっている｡

第４期介護保険事業計画の参酌標準の基本的考え方においては, 医療療養病床からの転換分

を円滑に受け止めるという考え方にたって整理し, 今後個別の医療機関にアンケート調査結果

や医療療養病床および第４期介護保険事業計画の参酌標準の考え方などを情報提供し, できる

だけ地域の将来の動向を踏まえた経営判断をお願いしつつ, 全体の調整を進めたいとしている｡

また, 転換を検討する場合にどのような問題があるのか整理を行い, 転換の具体的イメージな

どの方策や, 現在の療養病床が担っている様々な役割・機能をどういう形で受け皿となる施設

で代替できるか幅広く検討し, できるだけ早く示したいとしている｡

Ⅸ. 高額医療・高額介護合算制度

医療制度改正に伴い, ｢高額医療・高額介護合算制度｣ が平成20年４月から実施される｡

支給額の算出方法

①支給額総額

支給額総額＝世帯における医療・介護の自己負担額の年間合計額－世帯の負担限度額

※対象年度は毎年８月～翌年７月

【高額合算制度における世帯の負担限度額 (予定)】(年額)

②各制度における支給額

①で算出した支給額総額に各制度の自己負担額を世帯負担合計額で除して得た率を乗じて

得た額を, 各制度の保険者から支給対象者に支払う｡

(医療保険 (国保を除く), 介護保険は個人に支給することから, 同一制度に自己負担をし

た者が 複数いる場合は, 個人の自己負担額に応じて按分して支給する｡

※｢介護保険上の事後規制についてのＱ＆Ａ｣ および ｢介護老人福祉施設及び地域密着型サー

ビスに関するＱ＆Ａ｣ は, 本号付録に掲載しているのでご参照いただきたい｡

後期高齢者医療
制度＋介護保険

被用者保険または国保 (世帯
内の70～74歳) ＋介護保険

被用者保険または国保 (世帯
内の70歳未満) ＋介護保険

現役並み所得者
(上位所得者)

67万円 67万円 126万円

一 般 56万円 62万円 67万円

低所得者
Ⅰ 31万円 31万円

34万円
Ⅱ 19万円 19万円
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あるぼやき

この冬の気候はきわめて異常であった｡

こんなに晴れの日の多い２月は初めてで

ある｡

日本海側の冬は, 厚くどんよりと曇って

いて暗いものである｡ 12月になると, 毎年,

｢３月までは, また暗い空の日が続くのか…｣

と憂鬱になるのである｡

雪は降るが, 寒さはさほどでもない｡ し

かし, あの空の色だけは, 人間の性格を陰

鬱にするような独特のものだ｡ それだけに,

春の到来は心待ちであり, 本当にうれしい

ものだ｡

しかし, 小生にはアレルギー性鼻炎とい

う, いまいましい病があるため, 春には鼻

水とくしゃみに悩まされる, 言いようのな

い季節なのである｡ 一昨年, アルゴンプラ

ズマ療法なるもので鼻粘膜を焼いてもらっ

たところ, 昨年は20年ぶりに春爛漫を楽し

むことができた｡

ところが, 今年はその効力が切れてきた

ために, また, 元の木阿弥になっている｡

杉の木をやたら植林したのは誰だ！杉の木

を広葉樹に植え替えろ！と言いたい｡

経済優先の林業振興が鼻炎を生み出す｡

経済優先の医療政策は, 今, 人の命を商売

にしようとしている｡

為政者は, どれだけ罪をつくれば気が済

むのか？

(情報企画委員会・福知山 冨士原正人)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

『平成19年７月１日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７月１日発足の申請をされる方
は, 平成19年４月27日(金) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

つ) を京都府医療室へご提出いただくこ
ととなります｡
③一人医師医療法人の事前概要書ならびに
各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡
④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術広報課までご連
絡ください｡

平成19年７月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成19年４月27日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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下京西部医師会は今年創立60周年をむかえ

ます｡ 平成19年３月現在Ａ会員147名, Ｂ会

員206名, Ｃ会員 (研修医) ９名の合計362名

を１～12の班に区分し, それぞれの各班長と

理事, 監事, 副会長, 会長を中心として13の

委員会を設けて積極的に幅広い活動を続けて

いる地区医師会です｡ 現在の会長である関

透会長は, 若くして３期連続会長を務めてく

ださり, 本年４月で５年目をむかえるに至り

ました｡ 関会長は, 地区医師会としてその特

性を活かし, 地区医師会ながら社団法人とし

て地域と対話し, 地域で活動しいわゆる ｢顔

の見える事業｣ をおこなってこられました｡

そして今後厳しくなる一方の19年度において

も同様の事業展開をおこなっていきたい, と

のべられています｡ この会長の積極的な行動

と熱意に引っ張られ, 当医師会は毎年地域医

療の発展と地域住民のために健康まつり実行

委員会を設けて, ｢暮らしの安心・安全フェ

ア｣ ｢下京ふれ愛ひろば｣ ｢南区民ふれあいま

つり｣ ｢みなみ健康まつり｣ の４つの事業に

下京東部医師会とともに参加しております｡

その他, 当医師会は, これまで市民検診を地

域医療の中心事業にしてきました｡

情報化推進員会では積極的な取り組みが行

われております｡ 会員相互のメーリングリス

トによる意見交換, ホームページから会報の

閲覧, Desk nets を利用したグループウエア,

市民検診予防接種の案内, 市民からの健康相

談受付などを行っております｡ その中でも最

も推進してきたのは複数の医療機関で医療情

報を共有化し, 円滑にかつ安全に診療を進め

ようと始めたＩＣ診療カードの取り組みです｡

２年前からパイロットスタディを進めてきて

おります｡ 当初は市民検診データの活用を目

的としておりました｡ 府医のご協力ご支援も

あったのですが, 平成20年度から検診の仕組

みが大幅に変わる事が決定されたため, 時代

に即した使用方法の変更をすることになりま

した｡

個人情報に対してより安全にかつあらゆる

ブロードバンドに即した仕組みを考案し, 多

くの医療機関が参加できるようにほとんど費

用が掛からない方式を取り入れました｡ さら

には各医療機関での検査データの取り込みや

禁忌薬剤など重要事項の記載が可能になりま

した｡ 様々な問題にも対応できるように法律

の専門家に最終的に相談しました結果, いよ

いよ４月から地区医師会の８医療機関でパイ

ロットスタディが行われることになりました｡

本当に市民に利益をもたらすＩＴ化を進める

必要があり｡ このＩＣ診療カードがその一助

になればと考えております｡

下京西部医師会情報化推進委員会では, 長

期にわたり検討を重ねてきた結果, 以上のよ

うなＩＣカードによる共通診察券の導入を試

みる時期に達しましたのでこの場をおかりし

て紹介させていただきました｡ また上記の内

容につきましては関会長ならびに安田雄司情

報化推進委員長の資料から抜粋させていただ

きました｡

下京西部医師会

会報担当 大内 景子
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私は大正２年の生れです｡ 大正時代に小学

校の生活を終えました｡ 昭和18年４月, 陸軍

軍医として, フィリピン, ミンドロ島の捜索

十六連隊に所属しておりました｡ この島は面

積は京都府ぐらいのものですが, ゲリラの活

動が活発で, 要所々々に10人程が分屯
トン

し, １

時間ごとに無線連絡をとりながら警戒に当っ

ていました｡ 小学校を連隊本部としておりま

したが, 校庭には捕虜を入れる鉄格子の檻が

置かれていました｡

夜ともなれば, 椰子林は静寂に包まれます｡

天井には, やもりが一杯はい廻っております｡

時々, とっけいやもりが大声でとっけい, とっ

けいと鳴いて静寂を破ります｡

実弾５発をこめた拳銃を腰につけ, 軍刀を

握って, ゲリラの来襲に備えねばなりません｡

この頃, 椰子林の遠くから, 兵隊の歌う戦陣

訓の歌が風に乗って, とぎれとぎれに聞えて

きました｡

｢日本男児と生れ来て, いくさの庭に出る

からは, 名をこそ惜しめ強者 (つわもの) よ,

一髪土に残さずも, 御国に薫
カオ

れ, 桜花｣ 名誉

のためには死も恐れず, ということですが,

その気風は, 全国民に行き渡っておりました｡

現代, 姉歯建築士のような, 設計をごまか

すというようなことは考えられないことでし

た｡ 戦後, 虚脱感の中で色々な現象がおこり

ました｡ 小学校で, 競争で一等賞とか二等賞

とかを与えない｡ 全員に賞を与える｡ 学業成

績でも優等賞とか, ○○賞とかいうものは与

えない｡ これは民主, 平等の精神に反するか

らというのであります｡ また, 遊び場所で危

険を伴う所には立ち入らせないよう, 親が教

師に申し込む風習が芽生えました｡ これらは,

努力の目標を失わせ, 危険に対処する能力を

失わせるなどの弊害
ヘイガイ

があると考えられました

が, 民主平等になるには必要とされました｡

敗戦後の心理はそれも面白いというような所

がありました｡

京都府医師会も設立されましたが, 私は勤

務医であったので関心はありませんでした｡

昭和33年になって堀川病院の竹沢徳敬院長か

ら頼まれて, 非常勤で堀川病院に通うことに

なりました｡ ここで保険医協会に入会するこ

とをすすめられました｡ 保険医協会は中野信

夫先生により推進され, いち早く保険医療に

よる経営システムを立てられました｡ 三ケタ

の会というのがあって, 診療報酬の請求は,

検査等を広汎に行い, １件１万円以上にしよ

うというのであります｡ また, 守屋 正先生

の発案で, 学術講演会も毎月持たれるように

なりました｡ 敗戦後の民主化という立場から,

魅力ある存在となりました｡ 医師会に入会し

たのは, 数年後であったのです｡

昭和36年には, 国民皆保険となり, 保険医

協会は存在感を増しました｡ その後, 40年余

りが過ぎました｡ 保険医療は定着し, 検査は

質量共に増大し, このままでは国民皆保険が

むずかしくなってきました｡ 医師会は, 国の

施策, 財政と連携しながら, 国民皆保険を考

えなくてはならなくなりました｡ また, 医師

会の要望も保険医協会の要望も, 大して変ら

なくなってきました｡ 新医師会館の建設で,

従来のように会館内に保険医協会を入れるか

どうか問題となっているようであります｡ 他

府県では, そのようなことがないと聞いてお

ります｡ 昭和30年, 40年代の蜷川知事時代の

風潮で, 両者の合体がはかられたものと考え

られますが, この際, 保険医協会は, 独立し

た会館で, 新しい発想を行うべきではないか

と考える次第です｡

名をこそ惜しめ

中 東 高島 文一
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またまた, 花粉症の季節となりました｡

世の中の皆様は, 杉を目の敵にしているよ

うですが, これでは杉が非常に可哀想に思い

ます｡ そこで花粉症発症のメカニズムを考え

てみました｡

元々, 花粉はメシベに付くために, オシベ

はヒアルロニダーゼのような物質 (人間の精

子が卵膜を溶かして卵子の中へ入り込むため

の物質を持っている｡ 精子が卵子の上へ乗っ

かるだけでは用を呈さない) を持っていると

考える｡ この物質が排気ガス中のＮＯＸ２に

まみれて, ＮＯＸ２付きのオシベとなってし

まう｡

人間対花粉を考えると, ＮＯＸ２なしのオ

シベが肺粘膜上皮から入り込んでも何等病状

を引き起こすものではなかった｡

一方オシベがＮＯＸ２を取り込んでしまう

のもヒアルロニダーゼ様物質だと思うが,

ＮＯＸ２まみれのオシベが人間の肺粘膜上皮

から侵入することによって, ＮＯＸ２が花粉

症を引き起こす｡ また一方, ＮＯＸ２のみで

あれば肺胞上皮の上に乗っかってもこれは生

体内へは侵入出来ないから, これも花粉症に

は至らない｡ 単なるごみとして痰の形ではき

出してしまうだけである｡

人間によって汚染されてしまったオシベを

持つ杉は本当は可哀想な存在といわねばなら

ない｡ こういう毒物オシベがメシベに受粉し

て, 奇形の杉が出来ないのが不思議である｡

バラの花粉がチューリップのメシベに付い

ても受粉出来ないのもこのヒアルロニダーゼ

様物質に遺伝的な何か秘密があるのではなか

ろうか｡ また人間の花粉症発症の個体差もこ

の秘密が握っていそうな気がする｡

また老人に花粉症が少ないのも永年の杉と

の付き合いでこの物質を寄せ付けないように

なっているのではなかろうか｡

また人間が遺伝子を破壊する技術を獲得
カクトク

す

れば, 猫と犬の交尾で別の生物も出現するの

かもしれない｡

以上のような説明に今まで出会ったことが

ないので, 敢て一文にしてみました｡

���

宇治久世 西本 誠吉

今年は例年にない暖かい冬でした｡

街行く人の毛皮の姿も少なく, 駆け

足でやって来た春の日射し, 野山も一

変し, 花は咲き, 鳥は歌う陽気な日が

続いています｡ 一方街では, 卒業のう

れしい季節着飾る卒業生達の姿も頼も

しく見受けられる, 今日, この頃, 私

達はいつもながらの豊元ビル９階で移

り行く東山の春を眺めながら一刻の句

会を楽しみました｡ (当番 江津子)

��������	
��	�

井上代志子

����������

上山 青柿

���������� 

小林 明子

!"#$%&'()�*

西村妃佐子

+,�)���-�.�

福原 宏一

)/012�-�34�5

田村江津子

３月例会
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会員の皆様にはいつも医師会活動にご協力いただきありがとうございます｡ 今期から理事をさ

せていただいております綾部医師会の畑と申します｡ あっという間に１年が過ぎようとしていま

すが, 恥ずかしながらすべての業務を把握しきれていない状況です｡ 現在の仕事の内容をざっと

説明させていただきます｡ おもな仕事は地域医療担当で学校保健対策と乳がん検診です｡ 学校保

健対策の内容は児童, 生徒および教職員の健康管理と健康教育体制の確立を目指しています｡ こ

れは, 学校医部会と学校保健委員会, 運動器学校検診モデル事業小委員会の３つがあります｡ ま

ず, 学校医部会でのおもな仕事は学校検尿事業です｡ (心臓検診は担当外です) これは, 腎疾患,

糖尿病の早期発見, 早期治療が出来るように作成された ｢学校検尿マニュアル｣ を用いて学校検

尿の推進と個々の症例の追跡調査を行っています｡ 現在は京都市立学校でしか実施されていませ

んが, この事業をいかにして京都府下すべての学校に拡げるかが今後の課題です｡ また, 地区代

表の先生方との幹事会の開催と各種研修会の開催をしております｡ 研修会の主なものとしては,

新任学校医研修会, 総会の開催, 北部および南部学校医研修会です｡ その他の仕事では, 近畿医

師会連合学校医研究協議会総会, 全国学校保健・学校医大会, 日本医師会学校医講習会の出席が

あります｡ つぎに学校保健委員会の開催です｡ これは, 会長諮問事項の検討やその他, 学校保健

関係の問題を解決するための意見交換をしております｡ 今期は学校医の手引きの全面改訂に向け

急ピッチで最終調整に入っております｡ また, 会長諮問事項の ｢生活習慣の確立｣ について2008

年３月までに学校医の先生方が健康教育に自由に使用できる電子資料が完成予定です｡ 最後に運

動器学校検診モデル事業小委員会の開催ですが, 学校における運動器疾患の早期発見, 治療に結

びつく運動器検診を構築するための学校検診でのマニュアル作りやモデル事業を実施しています｡

京都はモデル事業に指定され立入府医監事を中心として整形外科の先生方にモデル校で運動器検

診をお願いしました｡ 今回は京都市学校医部会の協力で大文字駅伝でも検診をさせていただき関

係者から好評でした｡ 行政関係では京都府立学校総括安全衛生委員会委員として委員会に出席し

ています｡ 京都府立学校の安全衛生や職員の健康管理, 安全および職場環境に対する総括的な事

項の検討をしております｡ 今一番問題となっているのは学校でのメンタルヘルスへの対応です｡

学校だけではなく府下全体で取り組むべき問題となってきており, 横展開をすべき問題と考えて

います｡ もう一つ主務として乳がん検診を担当しております｡ 乳がん検診委員会と地区担当者連

絡会の開催をしています｡ 乳がん検診委員会では, 乳がん検診の実施状況の定期チェックと問題

点の洗い出し, 症例検討会の開催を企画し乳がんの早期発見のための方策を協議しております｡

理事の仕事は京都府下だけと思っていましたが, 近畿医師会連合の会合への出席, 他の会議で東

京出張等もたまにあります｡ 理事になってからは, ほとんど暇がなくなり移動距離もかなり増え

ていますが, 日常診察だけでは味わえなかった充実感があり, 日本の医療の問題点についての勉

強もさせていただける機会も与えていただきました｡ 京都だけでなく全国で活躍されている先生

方とお知り合いになったことも得がたい財産です｡ 簡単ですが概要を説明させていただきました｡

今後とも皆様のご指導よろしくお願いします｡

���

����
～～～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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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・医療機器等安全性情報第234号の速報について (日医常任理事)

｢１. 注射針等カラーコードの統一について｣ ｢２. 重要な副作用等に関する情報｣ は ｢潤

腸湯｣ ｢清肺湯｣ ｢ランソプラゾール, ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイ

シン｣ の情報, ｢３. 使用上の注意の改訂について (その185)｣ では ｢塩酸ドネペジル他

(９件)｣ の情報, ｢４. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載されています｡ なお, これら

は近日中に厚生労働省１より発表される予定であり, また, 日本医師会雑誌の平成19年５月

号に掲載される予定です｡

注射針等カラーコードのリーフレット２は日医ホームページ・メンバーズルームに掲載さ

れています｡

１ 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

２ 日本医師会ホームページ・メンバーズルーム ｢注射針等カラーコードのリーフレット｣

http://www.med.or.jp/japanese/members/chiiki/070118_colorcode.pdf

平成18年度日医生涯教育申告について

上記の件につきましては, 昨年同様, 府医・地区医・専門医会・府医承認の各種研究会

への出席状況を把握し, 会員各位あてにそれぞれの出席単位数を記したハガキを送付, 追

加・訂正があればそのハガキをご返送いただく方法で一括申告をすべく準備を進めており,

５月末までに全会員あてに文書を発送する予定ですのでご協力をお願いいたします｡ (な

お, ３月１日発行の日医雑誌付録としてお手元に届けられている ｢生涯教育申告書｣ は,

提出不要です｡)
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 参与会の状況

３. 第３回京都府医療審議会ワーキンググ

ループの状況

４. 京都府医療保険者協議会専門部会合同

会議の状況

５. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

６. 産業医研修会の状況

７. 平成18年度近医連産業保健担当理事連

絡協議会の状況

８. ぜん息対策研修会の状況

９. 第５回肺がん対策委員会の状況

10. 第５回乳幼児保健委員会の状況

11. 第５回乳がん検診委員会および地区乳

がん検診担当者連絡会の状況

12. 第６回健康日本21対策委員会の状況

13. 平成18年度都道府県医師会医事紛争担

当理事連絡協議会の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. 看護専門学校入学試験の結果

16. 看護専門学校卒業判定会議の結果

17. 日医社会保険診療報酬検討委員会小委

員会の状況

【議 事】

18. 会員の入会・異動・退会５件を可決

19. 常任委員会の開催を可決

20. 府医第174回定時代議員会議案書並び

に平成19 (2007) 年度事業計画の作成を

可決

21. 京都府人権教育・啓発施策推進懇話会

の推薦を可決

22. 社会福祉法人京都府社会福祉事業団理

事の推薦を可決

23. 京都拘置所視察委員会委員の推薦を

可決

24. ｢母体保護法指定医師の指定基準｣ の

変更を可決

25. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

26. 剣道大会への救護医師の派遣を可決

27. 看護専門学校専任教員の退職並びに退

職給与金の支給を可決

28. 看護専門学校パート事務職員の退職を

可決

29. 看護専門学校第２回学校運営会議の開

催を可決

30. 第７回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

第42回定例理事会 (２.15)

理
事
会
だ
よ
り
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 京都府医師会あり方に関する懇談会の

状況

３. 第４回情報企画委員会の状況

４. 第７回社会保険研究委員会の状況

５. 基金合審の状況

６. 国保合審の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第９回救急委員会の状況

９. 近医連救急担当理事連絡協議会の状況

10. 在宅医療のための生涯教育シリーズ第

１回 ｢胃ろうと栄養管理｣ の状況

11. 第５回京都府介護支援専門員協議会理

事会の状況

12. 第７回地域ケア委員会の状況

13. 第９回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

14. 第３回運動器学校検診モデル事業小委

員会の状況

15. 平成18年度京都市結核指定医療機関等

研修の状況

16. 平成18年度近医連勤務医担当理事連絡

協議会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 第７回医業経済・融資斡旋委員会の

状況

19. 平成18年度都道府県医師会医療関係者

担当理事連絡協議会の状況

20. 平成18年度日医医療情報システム協議

会の状況

21. 平成18年度第10回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

22. 会員の入会・退会８件を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 病院長会議の開催を可決

25. 京都府医師会諸会費の免除を可決

26. 京都府医師会共済部会費の免除を可決

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. 京都府医師会旅費規程の変更を可決

29. 事務職員の定年退職並びに退職給与金

の支給を可決

30. 事務職員の継続雇用を可決

31. 京都府医療審議会委員の推薦を可決

32. 京都刑務所視察委員会委員候補者の推

薦を可決

33. ＫＢＳ京都ラジオ ｢桂 都丸のサーク

ルタウン｣ 内番組の名称を可決

34. 広報誌 『Be Well』 の発刊を可決

35. 京都府健康管理手当等認定審査会委員

の推薦を可決

36. 京都市身体障害者リハビリテーション

センター更生相談所非常勤嘱託医の推薦

を可決

37. ｢医療・健康・介護・福祉分野の情報

化グランドデザイン (案)｣ へのパブリッ

ク・コメントの提出を可決

38. 社会保険研究委員会正副委員長会議の

開催を可決

39. 平成19年度京都府教育委員会嘱託医の

推薦を可決

40. 平成19年度京都府立学校学校医の推薦

を可決

41. 産業医研修会の共催を可決

42. かかりつけ医認知症対応力向上研修の

開催を可決

43. 第10回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

44. ｢第34回暮らしと健康展｣ 第１回実行

第43回定例理事会 (２.22)
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委員会の開催を可決

45. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

46. 融資斡旋を可決

47. 府医学術講演会の開催を可決

48. 学術・生涯教育委員会委員の委嘱替え

を可決

49. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

50. 第42回京都病院学会の後援並びに日医

生涯教育講座 (３単位) の認定を可決

51. 第116回日本医師会定例代議員会への

出席を可決

52. 近畿ブロック日医代議員協議会への出

席を可決

日 時 平成19年４月21日(土)

総 会 ＰＭ３：00～３：50

懇親会 ＰＭ４：00～７：00

講演 『着物の文化』

武者小路千家第十四世家元夫人

千 和加子 氏

場 所 ウェスティン都ホテル京都

(TEL 075－771－7111)

会 費 １万円 (懇親会会費)

議 事 ・平成18年度事業報告および

会計報告

・平成19年度事業案および予算案

★新旧役員・地区会長・代議員会を２時

より行います｡ 平成18, 19年度担当の

方はご出席くださいますようお願いい

たします｡

連絡先 総務 稲葉 洋子

TEL 075－493－4058

FAX 075－493－6700

第52回定時総会のご案内

～ ４月度請求書 (３月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されます｡

(詳細は２月15日号保険医療部通信

参照)

△

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｡




