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昭和池 (亀岡市)
写真／小柴 壽彌 (亀岡)

ＪＲ嵯峨野線の電化・京都縦貫自動車道などのおかげで,
京都市へのアクセスが随分早くなった亀岡市ですが, 今も
豊かな緑につつまれていることに変わりはありません｡ こ
の ｢昭和池｣ は市役所から車でたった20分ほどのところの
畑の奥にある貯め池ですが, さざ波の立った水面に新緑が
瑠璃色に映り込んだ美しさには思わず息をのみます｡ 亀岡
の自然100選として選ばれているのもうなずけるところです｡
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新執行部２年目となるが, 昨年はまさに医療界激動の年となった｡ 真に国民のための新しい

時代の医療制度構築に向けて, 活力ある, 行動する医師会を再構築しなければならない時期に

来ている｡

変革の時, 世界に誇る日本の医療の危急存亡の時に当たり, 京都発の新しい理念の下, 多く

の若い会員をも包含した行動力のある医師会に変貌すべく力を注ぎ, 迅速, 果敢をモットーに

執行部一丸となって活動する｡

この１年の流れが大きく将来を変えかねない｡ 会員各位のご協力を心よりお願いする｡

以下に各部門別の事業計画概要 (重点項目のみ) を列挙する｡ 詳細については, ６月初旬の

班長経由でお送りする ｢平成19年度事業計画｣ をご覧いただきたい｡

１. 総務関係

今年度は行動する医師会として, 抜本的に

広報活動を見直す｡ 見やすく利用されるＨＰ

の作成, 電子メール等の活用は必須であり,

会員各位への迅速な情報提供に努める｡ さら

に京都府医療推進協議会の活動をはじめ, 府

医の活動を府・市民に広く理解されるよう,

従来の縦割りの広報活動ではなく, 各分野横

断的な情報交換による幅広い広報活動を持続

的に行っていきたい｡

昨年から取り組んできた新医師会館建設問

題については, ｢京都府医師会のあり方に関

する懇談会｣ での意見や提言を踏まえ, 今年

度中に対外的な活動をも視野に入れた中長期

的展望に立った検討を行い, 設計段階にまで

取り組みを進める｡

内閣府や経済財政諮問会議の進めるレセプ

トのオンライン化については, 個人情報が企

業に提供され, 経済活動の餌にされてしまう

ことを広く国民に訴え, 全国的な反対活動に

結びつけなければならない｡ これらの動きに

対抗するため, 引き続きＯＲＣＡプロジェク

トの推進に強力に取り組み, レセプトオンラ

イン化に対応する｡

２. 保険医療関係

診療報酬の大幅なマイナス改定とともに,

多くの医療関連法が成立し, 今年度も厳しい

対応が求められる｡ 08年度から創設される後

期高齢者医療制度の行方など予断を許さない

状況であり, 各種委員会や地区医師会からの

意見を集約し, 迅速かつ的確な対応に努める｡

世界に誇るべき日本の医療の根幹は, 医療

従事者の献身的な努力によって成り立ってき

たものであるが, その献身的な努力も限界に

達し, 医師不足や立ち去り現象などの末期的

状況へ結びついている｡ これらの危機的状況

を, わかりやすい資料や医療機関での広報活

動に活用しやすいパンフレットを作成し, 日

常的な広報活動に供することで, 会員各位か

ら直接府・市民に訴えることが可能となるよ

う努める｡

３. 地域医療関係

介護療養病床廃止, 医療療養病床の削減に

より, その受け皿としての在宅医療の推進が

求められている｡ 療養病床の削減に対しては,

介護難民・医療難民の出現が避けがたく, 大

幅な見直しを要望する一方, 高度化する在宅
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医療にも取り組めるよう, 府医独自の医療関

係情報の提供システムを構築する必要性は大

で, 今期の大きな課題として取り組んでいき

たい｡

基本健診の特定健診への移行については,

その重大性の認識のもと, 府医で委託を受け

地区医師会で取り組んでいただけるようなシ

ステムの構築に努める｡

さらに, 今年度の重点施策として, 府内全

域での小児救急体制の充実と子育て支援活動

への医師会の積極的な関与について検討を進

める｡

新型感染症や新型インフルエンザの発症時

には, 行政や関係団体との連携を密にし, 地

区医師会や会員に対して迅速な対応を行う｡

その他の感染症や救急医療, 産業保健等の

各分野でも迅速な対応と事業のさらなる充実

を図る｡

４. 学術・会員業務関係

医師・医療への信頼回復のため, 学術研鑽

と医の倫理の向上を基本とした学術団体とし

ての努力を最優先とし, 医療の安全・安心を

確立していくとともに, 質の高い医療提供に

資するよう, 医師会主導での生涯教育制度の

充実を図る｡

喫緊の課題となっている医師不足問題につ

いては, 府医として新臨床研修制度の充実化

を図るとともに, 研修制度と連携した京都府

における医師の配置問題や, レベルの高い研

修内容, 研修環境の構築に向けて学術団体と

しての立場から取り組むほか, 府医独自の医

師バンクシステムの構築を行い, 魅力ある研

修と生涯教育, 地域医療の取り組みが可能な

システム構築を目指し, さらなる検討を行う｡

医療安全対策は積極的に取り組まなければ

ならない課題であり, 医療事故対策や日常的

な広報活動など事務的にも迅速・適切に対応

できるよう取り組む｡ また, 今年度も一般向

けシンポジウムを開催し, 医療への信頼回復

に努めたい｡

その他, 勤務医活動のより一層の充実, 税

務対策, 医師賠償責任保険事業についても,

きめ細かな対応を目指し努力する｡

５. 養成関係

看護師養成は府医の重要事業であり, 社会

に果たしてきた使命は非常に大きいものがあ

る｡ 少子化にともない入学者が減少傾向となっ

ているが, 将来的な看護師の需給関係を十分

に把握するとともに, 学校関係者が一丸となっ

て経費の節減に努め, 時代の要請に応えるべ

く健全な学校運営に努める｡

さらに, 今期は産科医師不足問題に関連し

た助産師不足の問題についても慎重に検討を

行っていく｡
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平成19年５月12日(土), 各専門医会長

と府医執行部との懇談会がウェスティン

都ホテル京都において開催され, 各専門

医会から14名, 府医から24名が参加, 橋

本府医理事の司会の下, ｢専門医会室のあ

り方について｣ ｢平成20年度の診療報酬改

定について｣ ｢医療推進協議会への協力要請について｣ ｢京都府医師会在宅医療支援センター構

想について｣ をテーマとして約２時間にわたり, 活発な意見交換が繰り広げられた｡ 森府医会

長の挨拶では, 中央情勢をはじめ後期高齢者医療制度に関する説明や府医で取り組む ｢在宅医

療支援センター構想｣ についての協力を要請した｡

冒頭, 森府医会長は挨拶の中で, 執行部と

して２年目に入り会務は順調に進んでいると

しつつも, 昨今の中央情勢は非常に厳しいと

の見解を示した上で, 医師会と厚労省の ｢か

かりつけ医｣ のとらえ方について, 本来,

｢かかりつけ医｣ という呼称は患者が医師を

選択する際に使うものであるが, 厚労省は標

榜科目の中に ｢総合診療科｣ なるものを創設

し, 総合的な診療を行う医師をかかりつけ医

とする一方で人頭払い制度の導入を目論んで

いるとの見方を示した｡

また, 在院日数を短縮させるため在宅医療

の推進を打ち出し, 医療機関に24時間連携体

制を採らせるために診療報酬で誘導するとい

う厚労省の方針は問題との見方を示した上で,

患者を中心とした医療提供を行う中でどう取

り組むかが重要とし, 府医として在宅医療を

推進・支援するためのネットワーク作りに取

り組むことを明らかにするとともに各専門医

会においてもネットワーク作りの必要性につ

いて十分な議論を交わし, 是非とも協力いた

だきたいとした｡

■専門医会室のあり方について

橋本府医理事は, 現在の府医師会館は総額

3500万円から4000万円もの維持費用がかかっ

ていると前置きした上で, 京都府医師会館移

転にともないＩＴ設備の充実等から, 従来よ

り倍以上の費用がかかるとの試算を示した｡

府医として専門医会からの協力は従来から得

ており今後も不可欠であることから援助・支

援は当然としつつも財政的な負担が無視でき

ない現状に理解を求めるとともに専門医会に

よっては, 会員数等の規模により府医が提供

する業務内容に差が出てきていることも解決

すべき事項の一つとした｡ また, 橋本府医理

事は現段階での家賃や助成金, 事務員の人件

費等, 府医から専門医会室への支援内容を示

した上で, 今後の方針として人件費の一部負

担を挙げ, 会費徴収, 案内はがきの発送, 理

事会等の準備に対しての費用の徴収, 会員の

入・退会にかかる作業等全ての事務作業に対

し会員１名当たり約1,000円の負担とすれば

人件費の約４割に相当するとの見込みを示し

た｡ また, 森府医会長は, 各都道府県医師会

では専門医会への対応がまちまちであるとの
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状況を説明するとともに, 費用の負担につい

ては新医師会館への移転の際には結論を出し

ておきたい問題であり, 性急に解決しなけれ

ばならない事項ではないと述べた上で, 各々

の専門医会に持ち帰っていただき前向きに検

討いただくよう要請した｡

専門医会から, 会員１人当たり1,000円を

徴収するとの提案について, 現在, 府医事務

室・事務員を使っている９医会に限られるこ

とかとの質問があり, 森府医会長は, 事務室

を使用していない医会は1,000円は不要とし,

会費徴収等の個別負担に限られるとの考えを

示した｡

■平成20年度の診療報酬改定に向けて

西村府医理事は, 日医社会保険診療報酬検

討委員会での意見集約の前提として, 本年２

月に地区医師会および専門医会に対し要望項

目を確認した経緯を説明, 結果61項目に及ぶ

検討項目が挙げられたことに謝意を示した上

で, 専門性のあるものは専門医会代表委員か

ら挙げられることから, 重複を避けるために

約10項目に絞り込んで近医連に示したことを

説明した｡ ４月21日に行われた第１回近医連

保険担当理事連絡協議会において, 次期診療

報酬改定要望項目20項目 (近医連枠) につい

て協議されたことを報告, 初診料・再診料の

引き上げや入院基本料, 管理料等の基本的な

技術料に関する要望が主となっているとし,

リハビリテーションの日数制限の撤廃につい

ては, 一部改正はされたものの逓減制の導入

が盛り込まれるなど問題が多いとして, 近畿

の２府４県全てが要望していることを明らか

にした｡ また, 安達府医副会長は重点事項と

してあがっている ｢リハビリテーション算定

日数制限の撤廃｣ については整形外科分野に

限られている部分もあるとの見方を示した上

で, 本問題は有効であることが解っている医

療に日数という形で制限をつけることが, 有

効なものは国民皆保険制度に組み込んで給付

していこうとする従来の概念を明らかに突き

崩そうとしていることから全体の診療報酬体

系に大きな影響を与えるとして重点項目に挙

げていることを説明した｡

■医療推進協議会への協力要請について

安達府医副会長は, 昨年４月に行われた日

本医師会長選挙の状況を説明, 政府与党に対

するロビー活動が大きな争点となり唐澤執行

部が誕生したことについて触れるとともに,

経済財政諮問会議の圧倒的な力の前に発足後

１年間の日医唐澤執行部の会務状況, とりわ

けロビー活動能力は力不足との見方を示した｡

今年４月の日医代議員会において近医連とし

て, ｢ロビー活動は軽視できないが, 多くの

国民が不安・危惧を持っている現状を見極め

た上で明らかにすべき｣ というスタンスを示

した結果, 日医は５月18日に国民医療推進協

議会を開催するとし, 各都道府県医師会にお

いても集会を開催するよう要請があったこと

を示すとともに時期については経済財政諮問

会議から ｢骨太の方針｣ が出される時期にあ

てがって国民医療推進協議会を開催する必要

があるとした｡ 京都においてもこれまで京都

府医療推進協議会を立ち上げ, 府民・市民集

会を開催しているものの, これまでは府内の

１カ所での開催であったため対象住民が限ら

れてしまっていたことから, 今回, 北部：福

知山, 南部：相楽, 市内は左京・伏見の４カ

所での開催を明らかにするとともに詳細に説

明, 各専門医会に対し協力を呼びかけた｡

■京都府医師会在宅医療
支援センター構想について

北川府医理事は, 医療費の削減に向けて入

院から在宅へ移行する厚労省の政策に対し,

医師会として ｢全く本末転倒である｣ との見

解を示し, ｢明確に反対を提言していく｣ と

の姿勢を示した｡ しかしながら, 高齢化社会

を迎えている現状, 在宅医療のニーズが拡大

していることは事実と前置きし, １人の医師

での対応は困難である現状を鑑み, 府医では
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昨年より地域ケア委員会で議論を重ね, 答申

が出されたことを報告した｡ 答申の内容とし

て在宅医療に対する住民への情報が少ないこ

とから, 住民・会員への支援内容等を紹介,

専門医会に対して, 在宅医療の技術進歩によ

る専門医の協力やトラブルが起こった際の専

門医の技術の必要性を訴えるとともに, 今後

実施されるアンケート調査への協力も幅広く

呼びかけた｡ また, 在宅医療を実践している

医師が専門外の対応を要する場合など, イン

ターネットやメール等での相談に対して回答

できるシステム作りや一般府民・市民からの

在宅医療に関する相談, 府医からの情報発信

についても専門的な知識が必要な場合に対し

ても想定されることを説明し, 協力を呼びか

けた｡ また, 在宅医療の特殊性から研修会の

開催を行うべく生涯学習を昨年度から開催し

ている｡ 多岐にわたる内容を予定しており講

師の選定に協力を求めた｡ 最後に本構想には

専門医会・地区医師会・関係団体の連携が不

可欠とした上で ｢今後, 具体的に基盤作りを

していく｣ との意気込みを示した｡

■京都医学会について

東府医理事から, 本年９月30日に府医師会

館において, 京都医学会を開催することが報

告された｡ 今年の統一テーマは ｢がん医療｣｡

口演演題・ポスターサロン・ビデオ発表形式

での開催であるとし, 学術賞のスタイルを変

更したことが明らかにされた｡ (京都医学会

の演題募集中｡ ５月15日号京都医報付録参照)

■各専門医会からのご意見・ご要望

各専門医会から, 医療制度や保険点数上の

問題点等が示された｡

整形外科医会からは, 柔道整復師の同意書

が他科の医師でも記載ができる現状について,

柔整師では治療不可能な疾患の同意書も出さ

れている現状に危惧が示された｡ これに対し

安達府医副会長は基金・国保審査委員会連絡

会でも取り上げられている問題とし, 生保の

状況もふまえて問題解決に着手している現状

を報告した｡

消化器医会からは, 現状の問題として消化

器分野の審査に関して国保・基金で対応が異

なるとされ, 消化器関連の審査委員が集まり

合同委員会を持ったことを報告, 府医へ協力

が求められた｡ また, 胃がん検診のあり方に

関する問題として, 東山医師会の検診返上を

受けて, 消化器医会への読影班の構成の要請

があった｡ 要請は受けるが, 現状の不十分な

エックス線撮影のみでは十分でないというイ

ンフォームドコンセントを受診者に周知すべ

きという意見があった｡ 安達府医副会長から,

胃がん検診は行政施策であるので行政側と十

分な折衝が必要であるとした上で, インフォー

ムドコンセントについては書き方として, ど

こまで言うかも協議が必要と考える｡ しかし

ながら府医としては従来からペプシノゲン測

定による検診や内視鏡検診を消化器がん検診

委員会を通して行政へ主張しているので, こ

れを契機にさらに強く主張を継続していくと

した｡

精神科医会からは, 自立支援法施行後約１

年が経過し, 身体障害・精神障害・知的障害

をひとくくりに介護保険にまとめるのは無理

があるとされた上で, 障害認定区分について

も重度の障害区分に判定される場合は身体障

害で38％, 知的障害で31％であるのに対し,

精神障害は３％しかない現状を示し, 介護保

険のかかりつけ医の意見書と同様に判定され

ている現状に危惧が示された｡ これに対し上

原府医副会長は自立支援法による区分判定と

高齢者の区分判定は全く異質として, 知的障

害の判定を誰が行うか等問題が山積している

とし, 全国的な問題との見方を示した｡

また, 眼科医会からは包括化の波が押し寄

せている現状に危惧が示され, とりわけコン

タクトレンズの処方に関して眼科医の収入の

減少は明白であり, モチベーションを下げる

要因となっていることが報告され, 一部の悪

質なコンタクトレンズのディスカウンターの
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第33回京都医学会の演題募集
統一テーマは ｢がん医療｣

と き 平成19年９月30日(日) 午前９時～午後３時半

ところ 京都府医師会館

午前：応募演題 (ポスター, ビデオ発表を含む)

午後：特別講演 ｢わが国のがん診療とがん対策｣

講 師 垣添 忠生 先生 (国立がんセンター名誉総長・前国立がんセンター総長)

シンポジウム ｢これからのがん医療のあり方｣

総 括 者 山岸 久一 先生 (京都府立医科大学学長)

シンポジスト 垣添 忠生 先生 (国立がんセンター名誉総長)

三木 恒治 先生 (京都府立医科大学泌尿器機能再生外科学教授)

平岡 眞寛 先生 (京都大学医学部医学系専攻放射線医学講座教授)

谷脇 雅史 先生 (京都府立医科大学血液・腫瘍内科学教授)

細川 豊史 先生 (京都府立医科大学疼痛緩和医療部長)

◆口演演題の発表は全てＰＣ (パソコン)によるプレゼンテーションとなります｡
◆演題の応募締め切りは６月30日(土) です｡

京都府医師会では, 生涯教育と会員相互の交流をはかる場として, 京都医学会を毎年開

催しており, 昭和50年の第１回医学会開催以来, 今年で33回目を迎えます｡

例年どおり, 午前中は会員各位の口演演題を予定しておりますので, 積極的なご参加と

演題のご応募をお願いいたします｡ なお, 統一テーマ以外の一般演題も歓迎いたしますの

で, 奮ってご応募ください｡

※詳細は, 京都医報５月15日号付録をご覧ください｡

お問い合わせは京都府医師会学術・生涯研修課京都医学会係まで

TEL 075－315－5276 FAX 075－314－5042

取り締まりや医師の自浄作用の活性化の必要

性が訴えられた｡ これに対し久山府医副会長

は悪質な医師・ディスカウンターは医師会や

専門医会に入会しないとされ, 指導の対象と

しにくい現状を示した上で, 行政監査の甘さ

を指摘, 非会員についても自浄の方法を考え

ていく必要があるとの見解を示した｡

小児科医会からは, 園医会の創設について

の要望や感染症対策委員会においての行政・

医師会・専門医会の連携を図るべきとする声

が上げられた｡

また, 専門医会のあり方について, 数医会

から府医が示した案に対し, 専門医会として

の財政的な問題を訴える声や頻繁に府医を利

用する専門医会と利用していない専門医会と

の整合性の必要性が指摘され, 会は盛会の内

に幕を閉じた｡



2007年(平成19年)６月１日 No.1862 7

地
区
庶
務
担
当
理
事
連
絡
協
議
会

第１回地区庶務担当理事連絡協議会開催
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第１回地区庶務担当理事連絡協議会が４月

28日(土), 京都ホテルオークラで開催され,

地区から25名, 府医から19名が出席｡ 協議会

では庶務関係連絡事項をはじめ, 各種重要情

報を伝達, 各地区での周知を要請した｡

冒頭, 挨拶に立った森府医会長は, 平成20

年度から始まる特定健診・特定保健指導や医

師不足の問題について述べた上で, 地区の協

力なしでは乗り越えられないとし, より一層

会務運営への協力を呼びかけた｡

森府医会長は冒頭の挨拶で, 医師不足問題

が地域医療崩壊の危機を招く要因となっていることから, 国では, 大学医局の代わりにマグネッ

トホスピタルを中核として研修医を集め, 不足地域に派遣するという厚労省の提案があるとし

た上で, マグネットホスピタルから不足地域に医師を派遣することは容易にできることではな

いとし, ｢多くの医師が地域医療に尽力し, 日常的に支えるような根本的な医療制度の改革が

なければ, 日本の医療は崩壊の一途をたどる｣ との考えを示した｡

また, ６月に京都府内４カ所で地区医師会が中心となった京都府医療推進協議会 ｢これから

の医療・介護・福祉を守る府民集会～国民が安心できる医療を目指して｣ を開催する予定であ

ることを示し協力を依頼した｡ また, ７月から実施する特定健診・特定保健指導のモデル事業

についても, 多くの医療機関が協力医療機関として参加いただくよう併せて協力を依頼した｡

庶務関係連絡事項について説明

府医で作成する ｢地区役員名簿｣ ｢地区班長名簿｣ ｢地区医師会会費・事業等調査集計｣ の校

正を依頼した｡ また, ｢地区医師会長への連絡依頼事項｣ を配付し, その内容について各地区

会員に周知するよう協力を呼びかけた｡ また, 医療法の改正により医業広告の制限が緩和さた

れたことを報告した｡

さらに, 毎年恒例の ｢地区医師会との懇談会｣ について, 昨年度に引き続き保険医療懇談会

と同時に開催したいと説明し, 各地区における協力と多くの会員の参加を要請した｡

地区役員の改選に伴う府医代議員・予備代議員の補欠選挙について

地区役員の改選に伴い, 代議員・予備代議員に変更がある場合は, ５月11日(金) までに改

選の有無をお知らせいただくよう周知した｡
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京都府医療推進協議会 ｢これからの医療・介護・福祉を守る府民集会｣
開催について

４月中旬に日本医師会から, 経済財政諮問会議の ｢2007骨太方針｣ に合わせて国民の医療制

度に関する意見をぶつけるため, 医療推進協議会の開催要請があったことを説明｡ 住民を対象

とすることを示すとともに医師会活動も活性化させたいとの意向を示した上で, 日医の急な要

請から日程に余裕がなく, 急きょ６月上旬に京都府内４ヶ所 (福知山・相楽・伏見・左京) で

京都府医療推進協議会 ｢これからの医療・介護・福祉を守る府民集会｣ を開催することになっ

た経緯を報告｡ 開催地区に協力を依頼するとともに, 各地区にも動員目標数を示し, 協力を依

頼した｡

労災保険指定医療機関指定申請手続きについて

労災保険指定医療機関の新規指定申請手続きの方式が, 従来, 指定申請があれば労働局より

府医, 地区医に意見具申をしていたが, ４月１日より医師会への意見具申を省略して局にて審

査を行うよう変更されたことを報告｡

麻しんの流行について

麻しんが関東で流行していることから, 医療機関がとるべき行動と保育園・幼稚園・学校等

がとるべき対応マニュアルを配布｡ 流行し始めた東京の高校や大学では, 迅速に休校の措置を

とる等すばやい対応をとったことを報告した｡ 京都においても麻しん流行の兆しがあれば, 学

校・行政と情報を共有して対応していきたいとし, ＧＷ明けに流行する可能性があることから,

麻しん患者を診察された際の情報提供を要請した｡

感染症法の改正について

｢感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律｣ の改

正点を述べた上で, 概要を説明｡ また, 結核予防法の感染症への統合については, 従前の対策

から引き継がれる事項と変更点について説明し, 結核の定義・届出基準について地区で周知す

るよう依頼した｡

特定健診・特定保健指導のモデル事業への協力医療機関募集

平成20年度から従来の健診が廃止となり, 特定健診・特定保健指導が義務付けられることか

ら, ７月より京都府医師国民健康保険組合の協力を得て, 特定健診・特定保健指導のモデル事

業を実施することを報告｡ 実施期間・方法等を説明した上で, 京都府全域の多くの医療機関に

対し協力を呼びかけるよう依頼した｡

国民保護業務計画について

武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律に基づき, 平成17年５月27日付

で府医が京都府知事より指定地方公共機関に指定され, 国民保護業務計画を平成18年度中に作

成したことを報告｡ また, 現行の ｢災害時医療救護活動マニュアル｣ は, 平成10年に策定され,
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主に自然災害対象のマニュアルであり, 武力攻撃災害等も加筆する必要があるため, 救急委員

会等で改編するとし, マニュアル案が改編でき次第, 地区連絡協議会を開催して情報提供して

いくことを示した｡

第33回京都医学会, 統一テーマは ｢がん医療｣

新しいがん診療システムとネットワークの構築に理解を得るため ｢がん医療｣ を統一テーマ

に, 第33回京都医学会を９月30日(日) に開催することを報告, 地区での広報を依頼した｡ (詳

細は５月15日号付録参照)｡ また, 学術賞と勤務医部会学術奨励賞の違いが明確でないとの意

見等があることから, 来年度から学術賞に統合することを報告した｡

平成19年度治験拠点病院活性化事業について

治験拠点病院活性化事業の目的を説明した上で, 京都府から各病院宛に事業実施要綱を送付

済であることを報告した｡

地区からのご意見・ご要望

西京から, 特定健診・特定保健指導のモデル事業と現行の健診の両方を行ってもよいのかと

の質問に対し, 福州府医理事は同時に実施していただいてよいと回答｡

与謝から, 地域産業保健センター事業の予算残額は地区で使用できていたが, 今年度から残

額は返金することになったことで, 会員のモチベーションが下がっていることを認識いただき

たいとの要望に対し, 中野府医理事は, 全国的な傾向であるので, 機会があれば申し入れると

した｡

乙訓から, 医療法改正で今後診療所においても, 医療安全指針・感染症指針を作成すること

になることから, 府医で雛型を作成するのかとの質問に対し, 橋本府医理事は府医で必要な対

応をする意向を示した｡
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温室効果ガスの排出量増加による地球温暖化が世界的規模で問題となっています｡

京都府医師会では今年もクールビズを実施し地球温暖化防止に取り組むこととしました｡

つきましては, 下記期間中, 府医会館での会議などの際はノーネクタイ, ノー上着など

軽装でお越しくださいますようご協力をお願いいたします｡

期 間 ６月16日(土) ～９月15日(土)

館内温度 28度
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地区介護保険・在宅医療担当理事連絡協議会
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４月28日(土), 平成19年度地区介護保険・在

宅医療担当理事連絡協議会を開催, 地区より24

名, 府医執行部より５名が出席した｡

冒頭, 上原府医副会長の挨拶に続き, 府医執

行部より①介護保険制度の改正事項②かかりつ

け医研修③在宅医療・ケア基盤整備について説

明した後, 各地区からの現状報告を受け, 意見

交換を行った｡

介護保険制度にかかる各種改正事項について説明

■ ｢軽度介護者への福祉用具貸与の規制緩和｣ (京都医報 2007年４月15日号参照)

要介護１, 要支援１・２の軽度介護者への車いす等の福祉用具貸与については, 2007年４月よ

り例外規定が拡大されたことを報告｡ ｢算定可否の判断基準｣ として医師の医学的な所見に基づく

判断が必要なことから, ケアマネージャーからの依頼に応じるよう協力を求めた｡

■ ｢介護支援専門員の資格更新｣ (京都医報 2007年４月１日号参照)

介護支援専門員が実務に就くのに新たに必要となった ｢介護支援専門員証｣ (有効期間は５年)

の更新に際し必須の専門研修課程の受講について, ｢専門課程Ⅰ｣ に多くの会員が参加できるよう

開催日を土・日で実施する方向で調整している｡ また, 京都府介護支援専門員会が実施する ｢専

門課程Ⅱ｣ については, ６月２日(土)・３日(日) に開催する｡ なお, 居宅介護支援事業所の管理

者は管理そのものが実務と見なされることから, 必ず資格更新するよう呼びかけた｡

■ ｢事業所・施設の指定更新｣ (京都医報 2007年４月１日号参照)

事業所の指定にかかる更新制度 (改正介護保険法施行前に指定を受けた事業所は平成20年３月

が有効期限) について説明｡ 研修等の受講は必要ないが, 更新時に立入検査が行われることを報

告した｡

■ ｢介護サービス情報の公表｣ (京都医報 2007年４月１日号参照)

平成18年度から実施されている ｢介護サービス情報の公表｣ について, 平成19年度より新たに

｢訪問リハビリテーション｣ ｢通所リハビリテーション｣ ｢介護療養型医療施設｣ の３つのサービス

が公表項目に追加された｡ 全国的に高すぎるとの批判がある公表手数料と調査手数料については,

京都府では44,000円 (公表手数料：11,000円, 調査手数料：33,000円) と全国では２番目に低い｡
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■低医療費政策, 国民不在の政策に対し, ｢医師会・医師として何をすべきか｣

北川府医理事は医療・介護を巡る情勢と問題点を説明｡ そのうえで, 今, 医師会・医師は何を

すべきなのかについての見解を示した｡ その中で北川府医理事は, 医療費適正化に向けた政府に

よる給付費抑制政策が, 国民不在のまま強引に推し進められようとしていることに強い危機感を

示すとともに, 今, 医師会, 医師がなすべきことは ｢国への反論・提言｣ ｢国民への訴え｣ ｢自ら

の意思による多様なライフスタイルに対応する医療提供体制への転換｣ であると指摘｡ 全会員参

加のもと府医・地区医が協働して立ち向かっていかなくてはならないと強調した｡

■地域ケア委員会中間答申

｢地域住民から求められる在宅医療 －医師会の役割とは－｣

府医地域ケア委員会 (委員長：依田純三氏 (伏見)) がとりまとめた中間答申について, 北川府

医理事がその概要を説明｡ 中間答申では ｢在宅医療を医療費抑制の具にしようとする厚労省の目

論みには十分警戒する必要があるが, 一方, 患者や家族が在宅での医療を希望しながら, 在宅に

関する情報がない…＜中略＞…が原因となり, 在宅や地域での生活をあきらめなければならない

という事態は許されない｣ と指摘, 在宅医療にかかる環境整備は喫緊の課題であるとしている｡

そのうえで, これまでのような個人レベルでの対応では在宅医療への地域住民のニーズには対応

できなくなるとの考えのもと, 在宅医療推進のための具体的な取り組みとして, 府医に情報発信

機能や相談窓口機能等を備えた ｢在宅医療支援センター｣ (仮称) を設置, 医療機関情報の収集・

データベース化と在宅主治医紹介システムの構築, 在宅医師・在宅医療のチーム化等への取り組

みのための環境整備を医師会がリーダーシップをとって取り組んでいく必要があるとした｡

■かかりつけ医研修のさらなる充実に向け取り組む

昨年度より実施してきた ｢在宅医療のための生涯教育シリーズ｣ や ｢かかりつけ医認知症対応

力向上研修｣ については, 今後も継続, 充実させたいと説明｡ とりわけ在宅医療における ｢終末

期医療｣ の重要性からも, ｢ターミナルケア｣ 等もテーマに取り上げたいとの意向を示すとともに,

北部・南部地域での研修会開催についても検討したいとした｡

■在宅医療の重要性では認識一致も地区によって温度差・地域差

意見交換では, 多くの地区から, 在宅医療の必要性は認識してはいるものの実際の現場では会

員間の温度差が大きく, 地域連携ネットワークの構築で苦慮している現状や北部地域では地域特

性からくる在宅ネットワークづくりの難しさが報告された｡ その一方で, 長崎在宅 Dr.ネットを

参考にネットワークづくりに取り組もうとする地区や他職種との連携を図る協議会の発足や研修

会の開催等, 在宅医療を前向きに進めようとする地区も多くあった｡

この他, 在宅医療に対する勤務医の認識, 理解を求める声や在宅での認知症, 終末期対応の難

しさについての意見が出された｡ また, 府医地域ケア委員会の中間答申について ｢在宅医療の推

進において, 本答申のシステムは理想的であるが, 実際の現場では多くのハードルをクリアしな

いと現実のものにはならない｣ との指摘も出された｡

北川府医理事からは, 一連の医療制度改革における ｢在宅医療重視｣ の流れ, 地域住民の在宅

医療へのニーズの高まりとともに ｢近い将来, 在宅医療を取り巻く環境は大きく変貌していくい

だろう｣ と見通し, ｢今が本当に重要な時期である｣ との認識のもと, 医師会また医師として積極

的な在宅医療への取り組みは不可欠であると強調し, 地区医師会内での議論の活性化を求めた｡
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第第第第第第第第第第第第４４４４４４４４４４４４回回回回回回回回回回回回京京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都都府府府府府府府府府府府府医医医医医医医医医医医医師師師師師師師師師師師師会会会会会会会会会会会会ののののののののののののあああああああああああありりりりりりりりりりりり方方方方方方方方方方方方にににににににににににに関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇懇談談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会をををををををををををを開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催

～～～医医医政政政活活活動動動ののの偏偏偏在在在排排排除除除ととと住住住民民民ににに理理理解解解ささされれれるるる環環環境境境整整整備備備ををを要要要請請請ささされれれるるる～～～

府医では平成19年２月19日に府医会館において第４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 ｢府医の医政活動はどうあるべきか ～政治

とのかかわりをめぐって～｣ をテーマに活発な意見交換が行われた｡
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橋本府医理事司会のもと開会, 森府医会長

からは府医と医政活動は非常に難しい問題で

あり, 自らも医師連盟の会長を務めている中,

府医がどのように医政活動を取り入れていく

か｡ 府民・市民のための医療・保健・福祉を

論じるにあたり行政に意見を述べるのは重要

で, 最終的には国会や議会で決定されるとい

うシステムを踏まえれば国会議員や府議会市

会議員の理解を得ることが非常に重要なこと

になると挨拶した｡

その上で昭和22年に新生医師会が設立され,

当時は人頭割報酬を配分していたと聞いてい

るとの経過を説明し, その後京都府は革新府

政が長期に渡り続く中で, 府医も御三家と言

われながら革新府政を支えてきた経過を説明｡

昭和53年に革新府政が終焉し, 一党偏在を問

題視して府医の執行部も昭和55年に変革, 続

く10年間はその名残を受けて厳しい時代が続

いていたことを報告した｡

府医の過去の歴史的背景や今日の政治情勢

を鑑みても府医としては良質な医療サービス

の提供を実現するにはどうしても政治の場で

議論されることを踏まえれば, 府医としての

政治への働きかけは避けて通れないものであ

る｡ これまでも医療政策を決定する政権与党

への働きかけを行ってきたが, 政権与党との

関わりをこれからどのようにしていくべきか

は今後の大きな課題であろうと述べた｡

委員からは政治を考えるとき, 府医として

柱をどのようにしていこうと考えるのかとの

質問に, 森府医会長は日本の医療制度のある

べき姿, これまでの昭和36年の国民皆保険制

度以降の医療保険制度でこのまま守るべきも

のと変えていくべきことを議論し, それを働

きかけるために何が必要か｡ そこにはどうし

ても医政活動が必須となるとの認識を示した

上で, 府・市あるいは国との交渉にあたり,

意見がぶつかる事, あるいは対峙しなければ

ならない場面でどのようにしていくべきかを

考えていきたいとの意向を示した｡

委員からは国政ともなれば府医が単独で言っ

ても遠吠えにすぎないと考えるが, 日医に対

してはどう考えているかとの質問に, 森府医

会長は日医に対しては近医連を通し日医へ持っ

ていく方法と, 日医の委員会に委員として出

て行って要望する方法, もう１つは直接府医

が日医へ要望する方法があることを説明した｡

安達府医副会長は平成13年に定款を改正し,

Ａ会員は日医会員でなければならないとして

いるが, このことは日医の決定における行動

には縛りを受けていることを意味し, その中

でこういう政策であるべきではないか｡ もっ

と国民のコンセンサスを得るべきということ

を言っているのであって, 小泉内閣より前ま
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ではそれはそれなりにうまく流れていたもの

の今日では内閣府と自民党内部とも違う状況

がある｡ かといって２大政党という対立軸で

考えれば民主党となるがそれもどうかという

状況にあると指摘｡ 今日のような政治状況の

中で政権政党のみ支持していることにも無理

が起こっていることを踏まえればどうすべき

かの議論もいただきたいと述べた｡

上原府医副会長は府医の医政活動が外部か

らどう映っているか｡ 我々も矛盾を感じる中

で活動している｡ しかし政権与党支持を単純

にやめることは中央の政治の場での軋轢とと

もに会員に直接悪影響を及ぼす事態がおこり

うるとの問題を感じていることが説明された｡

委員からは, 小泉内閣時代には党を飛ばし

て直接厚労省へ指示し改革が進んだと理解し

ている｡ つまり今日ではいわゆる族議員が無

視されている状況で, 仮にロビー活動をして

も意味がなくなったと感じている｡ かといっ

て日医独自で路線を出しても危ういと取られ

ているとの見解が述べられた｡ また京都政界

においてもこれまで過去の蜷川府政を引きずっ

てきた京都独特の経過があり, 共産党にあら

ずんば人にあらずという風潮もあったと指摘,

このことは府医として正常かといえば非常に

問題であった｡ 外部の人間から見ても過去の

このような状況は異様であり, 自由に議論が

できる状態を常に維持する努力は必要なので

はないかとの感想が述べられた｡

上原府医副会長から, これからの府医は特

に会員の権利擁護だけで動く事は住民の期待

に応えられず, 府民・市民のためにという視

点が強く求められているということを認識し

ておく必要があると説明された｡

森府医会長も今回の乳幼児医療の自己負担

金の引き下げを例に, どこの団体が要望し,

どこで検討されたからそういう結果になった

というのは外には分からず, 結果だけみて自

らをＰＲする流れもあるが, 会員にはそうい

うところが見えていないことにジレンマを感

じることが説明された｡ 一方政党として見た

時, 民主党も京都の議員には随分優秀な人材

がおられ, 府医との議論も行っているが, い

ざマニュフェストとなると全然違う方向で出

てくるなど, 医療政策に関しては対立軸とし

て我々が評価できるところはないことを指摘

した｡

油谷府医顧問は, 過去の府医の歴史を振り

返った時, 医政活動について, これから府医

はどうあるべきか, またどうすべきかを論じ

ていく必要性に言及｡ 府医は特定の政党への

流れを強要すべきでなく, 自由闊達な医政活

動がなされるべきであって, それが阻害され

るようなことがあってはならないと言明した｡

委員からは政治に力を及ぼそうとするとあ

る程度の結束力が必要になるが, １つの組織

で全員同じ方向を向くことはあり得ないとの

認識が示された｡

また委員から宮崎県も政党離れするなど,

昨今の流れをみると何かがあれば一方にドッ

と流れる傾向がある｡ つまり住民の意識も変

わってきており, こうした時代の流れの中で

どう対処するかをしっかり考えるべきだろう

との意見が出された｡

さらに他委員からは本来新会館を良い機能

体にしようとする中で今は何が大事かという

方針を出し, それに合うか合わないかという

ストラテジが議論できる時期ではないかとの

意見も出された｡

結論としてこれからの医師会活動はイデオ

ロギーに偏在せず, 社会主義体制のような,

医師会として府民・市民に理解されやすい形

にすべきとの意見で一致した｡
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医医医療療療がががピピピンンンチチチ！！！ 介介介護護護もももピピピンンンチチチ！！！ あああなななたたたはははどどどうううなななるるる？？？？？？

国国国民民民不不不在在在ののの医医医療療療制制制度度度改改改革革革ををを許許許すすすななな！！！

主 催 京都府医療推進協議会, 各地区医師会協力

開催日程

６月２日(土) 相楽地区
会 場：アスピアやましろ (定員＝450人)
時 間：午後１時00分～４時00分
内 容：映 画 ｢ジョンＱ－最後の決断｣ 放映 (116分)

特別講演 ｢崩壊する日本の医療と介護｣
動員対象地区：宇治久世, 綴喜, 相楽

６月２日(土) 福知山地区
会 場：福知山市民会館 (定員＝430人)
時 間：午後２時30分～午後４時00分
内 容：寸劇 ｢介護難民, 医療難民｣ 出演：WANDERING PARTY

パネルディスカッション ｢崩壊する日本の医療と介護｣
動員対象地区：亀岡市, 船井, 綾部, 福知山, 舞鶴, 与謝, 北丹

６月３日(日) 左京地区
会 場：京都市勧業館みやこめっせ (定員＝約800人)
時 間：午後１時00分～午後４時00分
内 容：＜ブース＞ ｢行列のできるなんでも相談所｣ (左京医師会協力)

飲食コーナー等設置予定
＜ステージ＞大道芸 (ジャグリング＆バルーンアート) (左京医師会協力)

マジック
寸劇 ｢介護難民, 医療難民｣ 出演：WANDERING PARTY
パネルディスカッション ｢大丈夫か？ これからのみんなの生活｣
お楽しみ抽選会 (左京医師会協力)

動員対象地区：京都北, 上京東部, 西陣, 中京東部, 中京西部, 左京, 右京, 西京, 東山

６月９日(土) 伏見地区
会 場：京都市呉竹文化センター (定員＝600人)
時 間：午後２時00分～午後４時00分
内 容：寸劇 ｢介護難民, 医療難民｣ 出演：WANDERING PARTY

落語 ｢ストップ・ザ・医療破壊｣ (伏見医師会協力) 落語家：笑福亭松枝
パネルディスカッション ｢崩壊する日本の医療と介護｣
お楽しみ抽選会 (伏見医師会協力)

動員対象地区：下京東部, 下京西部, 山科, 伏見, 乙訓
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・・・ 国民医療を守る全国大会を開催 ・・・

■医療における格差の是正, 医療費財源の確保などを決議

医療団体や患者団体など40団体で構成される ｢国民

医療推進協議会｣ (会長：唐澤�人・日医会長) は５

月18日(金), 東京・九段会館において 『国民医療を守

る全国大会』 を開催し, 医療関係者や国会議員など約

1,200名が参加, 医師・看護師不足の解消, 医療におけ

る格差の是正, 医療費財源の確保などを求める決議を

採択した｡

■国民とともに日本の医療を守る行動を

唐澤会長は冒頭のあいさつで, 医学の進歩と医療技術の高度化, 年々高まる国民の医療への

期待, 高齢者の急増により, 日本の医療費が拡大していくことは当然とした上で, ｢しかし,

政府は医療費削減政策を断行し, その結果, 極限状態での医療の提供が強いられ, 地域医療の

崩壊ともいうべき危機的状況を招いた｣ と政府の財政優先政策を批判した｡ さらに高齢者のた

めの長期入院施設は削減される方向に進められ, また, 全国各地で医師・看護師不足による病

院閉鎖や診療科の縮小などの影響が続出していると指摘, ｢ここ数年, 経済成長がプラスで推

移し, デフレ不況も脱却した中で, なぜ, 政府は国民から医療へのフリーアクセスを奪い, 患

者の負担を増やす政策をとるのか｣ と述べ, 社会保障制度のあり方が大きく論じられる今こそ,

国民とともに運動し, 国民医療を守っていかなければならないと主張した｡

大会で採択された決議は以下のとおり｡

決 議

現在, 国民不在の医療制度改革が断行されようとしている｡ 私たちは国民とともに, 国
民の生命と健康を確保し, 国民が ｢格差｣ に苦しむことなく, 安心して暮らせる社会づく
りを目指す｡
よって, 本大会参加者全員の総意として, 次のとおり決議する｡

一. 国民のための医療の実現
一. 高齢者のための入院施設の削減反対
一. 医師・看護師不足の解消
一. 医療における格差の是正
一. 患者の負担増反対
一. 国民の生命と健康を守るための医療費財源の確保

平成19年５月18日
国民医療を守る全国大会
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分娩における医師, 助産師, 看護師等の役割分担と連携について

このたび厚生労働省医政局長より通知が出され, とりわけ分娩においては医師, 助産師, 看

護師等が母子の安全・安心・快適を第一義に, お互いの業を尊重した上で, 適切な役割分担と

連携の下で出産の支援に当たることが重要であるとの考え方が示されました｡

具体的には

① 医師は助産行為を含む医業を業務とするものであること (医師法 (昭和23年法律第201号)

第17条) に鑑み, その責務を果すべく, 母子の健康と安全に責任を負う役割を担っているが,

その業務の遂行にあたっては, 助産師および看護師等の密接な協力を得られるよう医療体制

の整備に努めなければならない｡

② 助産師は助産行為を業務とするものであり (保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203

号) 第３条), 正常分娩の助産と母子の健康を総合的に守る役割を担っているが, 出産には

予期せぬ危険が内在することから, 日常的に医師と十分な連携を取ることができるよう配慮

する必要がある｡

③ 看護師等は, 療養上の世話および診療の補助を業務とするものであり (保健師助産師看護

師法第５条および第６条), 分娩期においては, 自らの判断で分娩の進行管理は行うことが

できず, 医師または助産師の指示監督の下診療または助産の補助を行い, 産婦の看護を行う｡

各役割分担のもと, それぞれが互いに連携を密にするべきである｡

との通知が厚生労働省から発出されていますので, 会員各位にはご留意ください｡

婚姻後の解消または取り消し後300日以内に
生まれた子の出生の届出の取り扱いについて

このたび, 法務省民事局長より通知が出され, 婚姻後の解消または取り消し後300日以内に

生まれた子のうち, 婚姻後の解消または取り消し後の懐胎であることを医師の作成した ｢懐胎

時期に関する証明書｣ を提出した場合は, 民法第772条の推定が及ばない (婚姻の解消または

取り消し時の夫を父としない) ものとして, 市区町村長が出生の届出を受理することとなりま

した｡

なお, この取り扱いは, 平成19年５月21日以後に出生の届出がされたものについて実施され

ます｡

また, 医師が作成した ｢懐胎時期に関する証明書｣ は, 診断書にあたるものです｡

今後, 各医療機関におかれましては, ｢懐胎時期に関する証明書｣ の交付を求められること

が見込まれますのでご承知おきください｡
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産産産産産業業業業業保保保保保健健健健健ニニニニニュュュュューーーーーススススス

厚生労働省では, 産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに, 広く一般

の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため, 毎年, 全国安全週間を主唱しています｡

本年は ｢組織で進めるリスクの低減 今一度確認しよう安全職場｣ をスローガンとし, ７月

１日から７月７日 (準備期間：６月１日から６月30日) まで展開されます｡

これを契機に, それぞれの職場において労働災害防止の重要性についての認識をさらに深め

ていただき, 安全活動の着実な実行に事業者, 労働者で取り組んでください｡

������������������������			


������

京都医家芸術クラブでは例年医家芸術展を開催し, 本年で40回目を数えます｡ 本年は７月13

日(金) ～15日(日) に京都府立文化芸術会館にて開催いたします｡

会員各位の多数のご来場をお待ちしております｡

なお, 京都医家芸術クラブ会員以外の府医会員ならびにご家族の方々で出品のご希望があり

ましたら, ６月９日(土) までに下記内容をご記入の上, ＦＡＸにてお申し込みください｡ 出

品要領は追って申込者にご送付させていただきます｡

また出品に際しては出品料として１点につき2,000円, 京都医家芸術クラブ会員以外の方は出

品料とは別に3,000円 (年会費相当) をいただきますのでご了承ください｡

【出品希望記載内容】

①品目 油絵, 水彩画, 版画, 書, 彫刻, 写真, 手芸, 水石, 陶芸など

(絵画の場合は ｢油絵｣ か ｢水彩画｣ の区別)

②題名

③大きさ (号)

上記を出品品目ごとに記載し, 〒・住所・電話・氏名 (作者) ・会員家族の場合は会員氏名

およびその続柄・所属地区医師会名・ (お知り合いへ案内ハガキを出されるための) 私製ハガ

キ希望枚数をご記入ください｡

【申込ＦＡＸ番号】

京都医家芸術クラブ宛 ＦＡＸ番号 075－314－5042
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平成19年１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

１. １ かかりつけ医機能を持つ医師を中心とした
｢医療提供体制の在るべき姿｣ を提言－日医・
唐澤会長が2007年方針を表明

１. ２ ｢人工呼吸器の取り外し｣ 経験施設が14％－
救命救急センター全国調査

１. 10 特定保健指導対象者の選定と階層化の方法を
大幅に見直しへ－厚労省 ｢標準的な健診・保健
指導の在り方に関する検討会｣ が着手

１. 10 日医, 高齢者の医療と介護に対する取り組み
姿勢を示した指針を発表－ ｢在宅医療｣ の重要
性を強調

１. 12 単年度で3689億円の赤字見込み－05年度の市
町村国保財政速報

１. 16 日医, 11年度末までのレセプトオンライン請
求全面義務化にあらためて反対

１. 17 300床以上病院の６割が ｢入院基本料７対１｣
を目指す－日医 ｢看護職員の需給に関する調査｣

１. 17 入院基本料７対１の算定, 看護の職場に好影
響－日看協調査より

１. 31 入院基本料７対１に関する建議書を厚生労働
大臣に提出－中医協総会, 08年度改定で看護必
要度を導入

１. 31 ｢後発医薬品への変更可｣ 処方せんは全体の
２割に満たず－厚労省調査結果

１. 31 06年度上半期の医療費動向, 対前年同期比で
伸び率ゼロ％と抑えられた結果－診療報酬改定
の影響

１. 31 明細書の費用, ９割の医療機関が無償で発行－
中医協・改定検証部会調査

１. 11 厚労省検討会, 終末期医療の手続きなどを定
めたガイドラインの策定へ検討を開始－措置の
中止時期など, 医療内容には踏み込まず

１. 16 社会保障改革や高齢社会対策を望む国民が増
加－内閣府 ｢国民生活に関する世論調査｣

１. 17 町村立の自治体病院, 看護職員内定数が減少－
全自病調査結果

１. 18 社会保障番号の導入や医療保険の給付範囲・
内容の見直しなど－経済財政諮問会議が中期指
針をまとめる

１. 22 厚労省, 有床診の第三者への継承を病床規制
後も認める

１. 25 政府が経済政策の中期方針 ｢日本経済の進路
と戦略｣ を閣議決定－今後５年間で公的医療保
険の給付範囲を見直し

１. 26 政策の軸足を治療から予防に転換－安倍首相,
施政方針演説であらためて強調

１. 30 日医, ｢女性医師バンク｣ の運用を開始
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医療界を巡る動き

平成19年２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

２. １ ｢かかりつけ医｣ を持つ国民, 持たない国民
よりも受けた医療に対する満足度は高い－日医
調査

２. ５ 学術講演会の動画配信をスタート－府医ホー
ムページ ｢会員のページ｣ で配信中

２. 14 助産師不足の解消へ, 助産師養成所の併設を－
日医が, 都道府県医師会立看護師・准看護師学
校養成所に呼びかけ

２. 19 ｢特定高齢者｣ は65歳以上人口の0.45％, 厚
労省の当初見込みを大きく下回る結果－選定基
準の緩和を検討

２. 19 後期高齢者には生活習慣改善の保健指導では
なく, 医療機関への受診を推奨－厚労省検討会
が考え方をまとめる

２. 27 ｢特定高齢者｣ の選定基準を緩和－07年度に,
65歳以上人口の４％までの引き上げを目指す

２. 13 安倍首相, 08年度改定で, 小児科・産科への
配分を手厚くすべきとの意向

２. 14 夜勤看護職員の ｢72時間ルール｣ を努力目標
に－日病協が看護師不足問題の解消に向け, 厚
労省に緊急要望

２. 15 後期高齢者医療制度では, 医療と介護の保険
制度の一本化を求める意見－自民党医療委員会

２. 21 入院時点の医療区分構成比, 区分２・３が７
割を占める－医療区分の導入以降, 重症患者を受
け入れる傾向｡ 中医協分科会の慢性期調査より

２. 22 後期高齢者医療制度の診療報酬体系について,
終末期は ｢出来高｣ と ｢包括｣ の併用を－日医
が自民党医療委員会に提案

２. 28 健保連, 国保中央会の保険者２団体がフリー
アクセスの制限を求める－後期高齢者医療制度
で自民党医療委員会に

２. １ 厚労省検討会, ４月からの広告規制緩和後も,
専門外来の広告は認めない方針－ ｢医療情報公
表制度では可能｣ との整合性に日医から疑問も

２. １ 横浜市の無資格助産事件, 院長ら11人全員に
起訴猶予－横浜地検

２. ７ 看護師の内診行為を可能にする法改正は ｢否
定｣ －柳澤厚労相

２. 15 医療のＩＴ化で, 医師の業務が ｢非効率化し
た｣ との実感も－患者は恩恵を実感｡ 内閣官房
調査より

２. 15 1997年 ｢医師抑制｣ の閣議決定について, 柳
澤厚労相 ｢見直しの必要はない｣ と断言

２. 20 赤字病院が４年ぶりに増加－全国公私病院連
盟・日本病院会 ｢病院運営実態分析調査｣

２. 22 ｢赤ちゃんポスト｣ を事実上容認－厚労省,
違法性なしとの見解

２. 23 産科の無過失補償制度, 07年度内のスタート
を目指す－運営主体の日本医療機能評価機構が
検討に着手

２. 25 異常死の届け出, 警察署でなく ｢第三者審査
機構｣ に－日医が年度内に提言へ

２. 26 現行の出資額限度法人, ｢基金拠出型医療法
人｣ 創設の４月以降も存続の方針－厚労省

２. 28 タミフル服用後の事故が相次いだことを受け,
厚労省が注意喚起－タミフル処方の有無にかか
わらず患者に異常行動発現の恐れ

２. 28 06年度の医師・歯科医師行政処分者数が過去
最多の66人



2007年(平成19年)６月１日 No.1862 21

地
区
だ
よ
り

左京医師会の活動の３本柱は, 地域医療,

学術, 会員の親睦・福祉です｡

地域医療への取り組みは, 約15年前から,

｢いわゆる左京方式｣ を確立し, 行政機関,

民間団体を問わず, 保健・医療・介護・福祉

に関連する様々な関係者の集まる組織が完成

しています｡ 現在では, 左京区地域ケア連絡

協議会として, 円熟した活動を展開していま

す｡

特に, ｢医師・介護懇談会｣ は, 年間２回

～４回の研修会・パネルディスカッション・

懇親会が開催され, 地域ケア関係者約120名

が参加します｡ また, 市民向けのイベントと

しては, 左京区地域ケア連絡協議会の１年間

の活動の成果を発表する会として, ｢左京区

民の保健・医療・福祉をみんなで考えるつど

い｣ を京都会館で開催しています｡ 今回の参

加者は, 約560名にのぼりました｡ この ｢つ

どい｣ も本年度で15回目を迎えます｡

左京医師会としては, 以前から岡崎の ｢み

やこめっせ (京都市勧業館)｣ で開催される,

｢左京区民ふれあいまつり｣ に専用ブースを

設け, 一般市民向けの健康相談などを行って

いましたが, 昨年からは左京区地域ケア連絡

協議会も加わり, 介護予防などに関する啓発

活動を行い, 約300名以上の市民の参加を得

ました｡

また, 左京区が実施する区民対象の ｢ふれ

あいウオーキング｣ というハイキングにも,

左京医師会からＡＥＤを背負って参加し, 不

測の事態に備えています｡

次に, 地域住民向けの講演会としては, テー

マごとの ｢健康教室｣ を開催し, 毎回60～100

名の参加があります｡

第２の柱は, 学術です｡ 年８回の学術講演

会を開催し, 日常診療に役立つ企画がなされ

ています｡ また, 地域医療を担う開業医は学

際的でなければなりません｡ たとえば, 在宅

医療においては終末期医療と直面します｡ 医

学という形而下学だけでなく, 哲学・宗教と

いった形而上学をも包括した学際的見識が求

められています｡

第３の柱は, 福祉です｡ 納涼パーティー,

イヤーエンドパーティ, 新年会, 秋の旅行,

花見会, 各種同好会などにより会員の親睦が

図られています｡

以上, 左京医師会の活動を概説させていた

だきました｡

今後とも, よろしくご指導ご鞭撻のほどお

願い申し上げます｡

左京医師会

理 事 出木谷 寛
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社団法人 右京医師会は本年60周年を迎え

ます｡ 平成９年の50周年には記念会史の発刊

や盛大な式典, 祝賀会が開催挙行され, その

後10年目の今年は, 記念品として清水焼の特

注の湯飲み茶碗が全会員にプレゼントされま

した｡ 写真はその記念品です｡

府下の各地区医師会の中にも今年還暦を迎

える地区も多いことでしょう｡

右京医師会の今年４月現在の正会員は236

名 (Ａ会員160名, Ｂ会員76名) であります｡

10班で構成されています｡

本年４月は会長以下役員の改選年度であり

まして, 新会長には前会長岩田征良氏から前

副会長の村上 尭氏にバトンタッチされまし

て, 副会長は国枝恒治氏 (留任) と新任の私

とであります｡ 専任理事も引退される方もあ

りまして人事は異動いたしております｡

また昨今の国の市区町村合併の推進で, 京

北町が右京区へ行政区が合併となりまして,

京北医師会員の方々も右京医師会へお迎えい

たしました｡ しかし医師会活動は, 距離的な

問題もありまして, 常に活動を共に出来ない

ことを考慮して, 別班の京北班として, 種々

検診等の活動は別に実施されています｡ 定例

の右京医師会理事会には, 班長で市立京北病

院長の由良 博氏が出席されています｡ 別班

としての会員は山本クリニックの山本逸雄氏,

市立京北病院の由良 博氏他３名の方々です｡

また右京医師会は, 京都労働局からの委託事

業であります, ｢京都上地域産業保健センター｣

の事務局として, 左京区, 北区, 上京区, 中

京区, 右京区, 西京区, 京北を所轄管内とし

ての, 50人未満の事業場の労働衛生の向上や

従業員の健康指導に当たる目的の事業に積極

的に協力し, 京都上地域産業保健センター長

として, 当医師会の村上会長が務めておりま

す｡

地区医師会としましての重要な活動の１つ

に挙げられます会員のための生涯教育には,

右京医師会も, 様々な研修の機会としまして,

講演会等を開催しております｡ 医学, 医療に

関する研修は当然でありますが, 右京医師会

では, 他の地区医師会には見られない研修と

しまして, 講師に有名文化人を招いての文化

講演会という風な研修会も開催しております｡

最近では有名作家の方, 著名書道家などの講

演をお願いしました｡ 日々の診療に明け暮れ

る中で, とかくに視野が狭くならないように

学術担当理事の配慮であります｡

医師たる者は, 医学的な才能や技術だけを

備えているだけでなくて, 世間一般から高く

評価されるよう, 医師としての態度, 振る舞

いも大切であり, 信頼感, 品位, 端正さ, 優

しさ, 真面目さ, 明朗さなど情緒溢れる人間

性を磨かなくてはならないとともに, いやし

くも医師会員たるものは医道審議会において

審議されるようなことにならないようにと,

常に機会あるごとに担当の裁定委員の方から

会員へ呼びかけているのです｡

これからの地区医師会の活動は財政的にも

なかなか厳しい現実に直面しておりますが,

会員一同が力をあわせて, 地域の医療, 健康

増進に務めを果すべく活動をしなくてはなら

ないと, 新たな思いで, 理事会役員一同心を

一にしております｡

右京医師会

広報担当理事 小松 建次
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｢眼からウロコが落ちる｣ とはこのような

ことをいうのか｡ 昨春開催された第１回いの

ちの科学フォーラム ｢疲労の科学とその克服｣

に参会し, その特集号 ｢環境と健康｣ 誌

(Vol. 19, ２号) を通読しての思いである｡

世に ｢過労死｣ なることばが, 過酷な現代ビ

ジネス社会の負の側面として喧伝されるご時

世, 私はそれまで漠として抱いていた認識の

浅はかであったことを恥じ, この問題をサイ

エンスとして真摯に追求してゆく研究の幾つ

かに接し, 深く感動したのであった｡

｢過労死とは長時間の労働や仕事上のスト

レスが誘因となった働きすぎによる突然死で

ある (中略)｡ 労災認定の問題から注目され

るが, 医学上は存在しない｣, 医療問題に博

識と辛口評論で名高い鈴木 厚氏 (川崎市立

井田病院内科) の記述である (｢戦後医療事

件史｣, 2007年２月７日付け Japan Medicine

No. 1079より引用)｡ 疲労が重積し, 心身と

もに“burn out”した結果が過労死であると

私もそう思っていたし, それ故ある限られた

気質の人々－おそらく内向的という呼び方が

あてはまりそうな人たち－にしか見られない

事象であろうと思い込みをしていた｡

特集号をひもとくと, まず ｢疲労｣ とは

“身体のホメオスタシスの乱れを知らせる疾

病前状態”であり, ｢慢性疲労症候群 (Chronic

Fatigue Syndrome, CFS)｣ とは“社会心理的

なストレスと遺伝的な要因によって引き起こ

された神経・内分泌・免疫系の変調に基づく

病態であり, 異常に産生されたサイトカイン

(TGF-β, インターフェロンなど) などによ

る脳・神経系の機能障害に基因する６ヶ月以

上継続的・断続的に全身倦怠感を訴える症候

群”であると明確に定義されている｡ わが国

の就労可能人口の0.3％がこれに悩み, 経済

的損失は１年に１兆２千億円におよぶそうだ｡

複雑な生体反応のインバランスによって引

き起こされる病態だけに, 病因は多岐におよ

び未知の世界は広い｡ たとえば感染症, こと

に一見縁遠いと思われるウイルス感染と生体

の疲労についても研究が進められている｡ 潜

伏したヘルペスウイルスが宿主の ｢疲労｣ を

バロメーターとして危機を察し, より適合し

た次なる宿主を求めて自らを再活性化する件

は, ひと社会生存競争の縮図である｡

｢環境と健康｣ 誌は, 京都にある２つの健

康に関連した財団法人 体質研究会と, (財)

慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団

が, 当初はその活動成果を公表する機関誌と

して1988年に発刊したもので, 爾来季刊とし

て年４回, 本年は第20巻の刊行を迎える｡ 近

年は毎巻特集号として, たとえば19巻では上

記以外に ｢老いとの闘い｣, ｢医食同源の哲学｣,

｢ストレスで健やかに生きる｣ をテーマに広

く学際的な研究が紹介され, 各号いずれも興

味尽きない｡ 単なる医学誌でなく, さりとて

単なる読み物でもなく, 良質の総合学術誌と

して医師会諸先生の診療活動に益するものと

確信し, ぜひご購読をお勧めする次第である｡

ご購入 (年会費送料込み3000円で年４冊) は,

下記に連絡されると良い｡

〒606－8225

京都市左京区田中門前町103－５

(財)体質研究会

TEL：075－702－0824

FAX：075－702－2141

ヘルス・サイエンス誌
｢環境と健康｣にふれて

亀 岡 岡田謙一郎
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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, 府医学術生涯研修課まで

ご連絡ください｡ (TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042)

①独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告について

(日本医師会長)

本件は, 薬事法80条の２第６項に規定する治験の対象とされる機械器具等の副作用等の報

告に係る情報の整理または調査を独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行うこととされた

ことに伴い, 治験の依頼をした者または自らが治験を実施した者による治験器機の不具合等

の報告について医薬品医療機器総合機構に対して行わなければならないこととされたため,

治験不具合等報告の取り扱い等について定めたものです｡

なお, 厚労省より, ｢独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治

験不具合等報告に関する報告上の留意点等について｣ も併せて通知されております｡

②一般用医薬品の区分の指定等について (日本医師会長)

今般, 薬事法の一部が改正され, 一般用医薬品の適切な選択および適正な使用に資するよ

う, 一般用医薬品をリスクの程度に応じて区分し, その区分ごとに, 専門家が関与した販売

方法を定める等, 一般用医薬品の販売制度全般の見直しが行われました｡

本件は, 薬事法の一部を改正する法律による改正後の ｢薬事法｣ および ｢薬事法第36条の

３第１項第１号及び第２号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類

医薬品｣ が公布され, 平成19年４月１日より適用されることから, ｢一般用医薬品の区分の

指定等の趣旨｣, ｢改正省令の趣旨｣, ｢指定告示の趣旨｣, ｢運用上留意すべき事項｣ について

ご留意いただくものです｡

③チクロピジン塩酸塩製剤及び TAXUS エクスプレス２ステントの安全対策に係る協力依頼に

ついて (京都府薬務室長)

本年３月に承認された薬剤溶出型冠動脈ステント ｢TAXUS エクスプレス２ステント (以

下 ｢本件ステント｣ という｡) については, 併用される標準的な抗血小板療法に用いられる

薬剤として, アスピリン製剤およびチクロピジン塩酸塩製剤の使用が推奨されたところです｡

また, チクロピジン塩酸塩製剤については, 臨床試験等の結果から術後少なくとも６ヶ月間

の投与が推奨されたところです｡

今般, チクロピジン塩酸塩製剤の製造販売業者および本件ステントの製造販売業者に対し,

薬事法第77条の３第２項に基づく情報の収集および提供の徹底が指示されました｡

そこで, 医療機関においては同業者の行う患者情報の収集について, 理解と協力を求める

ものです｡ なお, ここでの患者情報の収集の際には, 患者の同意が必要となりますのでご留

意ください｡
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団体戦は上東医師会チームが優勝,
個人戦はＡクラス 奥田良樹氏(上東),

Ｂクラス 上羽 毅氏(上東) に栄冠

５月13日(日), 瑞穂ゴルフ倶楽部において第62回府医懇親ゴルフ大会が開催された｡

18地区62名の参加者のもと, 大会は地区毎の団体戦とハンディキャップを基にＡ (０～13)・

Ｂ (14～30) クラス分けした個人戦により行われた｡ 府医より森会長, 大藪理事が参加をした｡

当日は, 晴天に恵まれ, 新緑の豊かな美し

い自然の中での熱戦が展開され, 団体戦は,

上東チ－ムが優勝, 準優勝に中東・伏見・宇

久チーム, 第３位に乙訓チームが入賞, 個人

戦は, Ａクラス優勝が奥田良樹氏 (上東),

準優勝に清水浩幸氏 (中東), 第３位に水黒

知行氏 (乙訓)｡ Ｂクラス優勝が上羽 毅氏

(上東), 準優勝に松田健助氏 (伏見), 第３

位に波柴忠利氏 (下東) が入賞された｡

プレ－終了後, 大八木大会運営委員長の司

会で恒例の表彰式および懇親会が開催された｡

まず, 主催者を代表して森会長より挨拶,

続いて福知山医師会の�尾会長より挨拶のあ

と, 団体優勝チ－ムをはじめ上位入賞者へ森

会長より賞状と賞品の授与が行われた｡

引き続き, 福知山医師会�尾会長

から賞品の授与がされ, 受賞者より

喜びの言葉が述べられると会場は歓

声と拍手に包まれ, 和やかな懇親会

となった｡

また, 福知山医師会より第４位の

賞としてフランス製の磁器食器を,

瑞穂ゴルフ倶楽部より当日賞 (13位)

としてゴルフバックを賞品として提

供していただいた｡

次は, 秋 (９月23日 秋分の日) の

亀岡カントリ－倶楽部での楽しく,

かつ熱戦が繰り広げられることを期

して第62回府医懇親ゴルフ大会を無

事終了した｡

最後に, このゴルフ大会に大変なご尽力を

いただきました, 福知山医師会大八木大会委

員長, ゴルフ場の調整等をはじめ大変お世話

をお掛けいたしました柴田先生, 運営委員の

先生方に厚く御礼申しあげます｡

主な成績は以下の通り｡

◆◆ 団団体体戦戦
優 勝 上東チ－ム

(上羽 毅・奥田良樹・平野洋一

竹中 温)

準優勝 中東・伏見・宇治久世チ－ム

第３位 乙訓チ－ム

団体優勝 上東チ－ム
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◆◆ 個個人人戦戦
Ａクラス

優 勝 奥田良樹 (上東)

準優勝 清水浩幸 (中東)

第３位 水黒知行 (乙訓)

Ｂクラス

優 勝 上羽 毅 (上東)

準優勝 松田健助 (伏見)

第３位 波柴忠利 (下東)

ベストグロス賞

Ａクラス 鈴木 学 (山科)

Ｂクラス 波柴忠利 (下東) 個人Ｂ優勝 上羽 毅 (上東)個人Ａ優勝 奥田良樹 (上東)

若葉青葉の美しい季節になりました｡ 私

は１年のなかで４月５月が好きな季節です｡

今年も気候不順でしたが桜の花を長く楽

しむ事が出来ましたし, 先日花の寺巡りに

参加して藤, 躑躅, 牡丹の咲き競うのに出

合い心豊かになりました｡ 法話にも花の中

に仏を見つけてくださいと言われ牡丹の花

の絢爛さ, 藤, 山吹の花の清楚さに一瞬で

も人間社会の煩わしさを忘れる幸せを持ち

ました｡ 今月は会場の都合で出句のみとさ

せていただきました｡ 来月の句会を楽しみ

にしております｡ (当番 妃佐子)
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井上代志子
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上山 青柿
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小林 明子
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田村江津子

��)
*+,-�./0

福原 宏一
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西村妃佐子

５月例会

京都府医師会事務局の人事異動について

今般, ５月１日付けで府医事務局人事異動がありましたのでお知らせします｡

総務課課長：中川 昌男 (新規採用)
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第10回日本医師会主催 ｢指導医のための教育ワークショップ｣
参加希望者の募集について

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

までに府医学術生涯研修課 (TEL 075－315－5276) までお申し込みください｡

記

日 時 平成19年７月７日(土) ９：50～21：10

７月８日(日) ８：30～16：40

場 所 晴海グランドホテル

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

方 法 １泊２日の合宿形式によるワークショップ

定 員 28名

テーマ ｢研修医へのカリキュラム立案｣

チーフタスクフォース

福井 次矢 聖路加国際病院長, 日医生涯教育推進委員会委員長

タスクフォース (指導者)

櫻井 勇 日大名誉教授

中島 宏昭 昭和大学横浜市北部病院副院長, 日医生涯教育推進委員会委員

倉本 秋 高知大学医学部附属病院長

参加費 ３万円 (宿泊費含む), 旅費・交通費は別途本人負担

修了証および参加証

日本医師会長と厚生労働省医政局長連名の修了証書および日医生涯教育制度10単

位参加証が発行されます｡
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 群馬県医師会役員との勉強会の状況

３. 裁定委員会の状況

４. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

５. ４月度地域医療担当部会の状況

６. 京都府介護支援専門員協議会第１回理

事会の状況

７. 第５回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの状況

８. 第６回乳幼児保健委員会の状況

９. 第６回肺がん対策委員会の状況

10. 第９回スポーツ医学委員会の状況

11. 第３回学校検尿事業委員会の状況

12. 第５回医療安全対策委員会の状況

13. 第４回医療事故処理室の状況

14. 看護専門学校平成19年度入学式の状況

15. ｢特定健診・特定保健指導｣ のモデル

事業説明会の状況

【議 事】

16. 会員の入会・異動・退会31件を可決

17. 常任委員会の開催を可決

18. 大阪府医師会役員との勉強会の開催を

可決

19. 京都府医師会並びに京都府医師会看護

専門学校就業規則の一部改正を可決

20. 平成19年度 (財)日本体育協会公認ス

ポーツドクター養成講習会の受講者の推

薦を可決

21. 京都市障害者施策推進協議会委員の推

薦を可決

22. 第７回関西テコンドーオープントーナ

メントへの医師の派遣を可決

23. 京都市国民健康保険へき地診療に係る

京都市との委託契約締結を可決

24. 京都府介護サービス事業者等集団指導

への講師派遣を可決

25. 学校検尿にかかる私立学校との委託契

約を可決

26. 学校保健委員会委員の委嘱替えを可決

27. 京都市民健康づくり推進会議新設部会

への参加を可決

28. ＡＣＬＳ研修会の共催を可決

29. 第９回医業経済・融資斡旋委員会の休

会を可決

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. 看護専門学校平成19年度京都府看護教

員養成講習会受講者の推薦を可決

33. 第１回都道府県医師会特定健診・特定

保健指導連絡協議会 (指導者研修会) へ

の出席を可決

34. 第１回都道府県医師会 ｢公益法人制

度改革｣ 担当理事連絡協議会への出席

を可決

35. 京都府医療推進協議会の市民集会を

可決

36. 京都府社会福祉協議会評議員の就任を

可決

37. 京都市胃集検府医読影班の設置に係る

京都消化器医会との覚書を可決

38. ｢特定健診・特定保健指導｣ のモデル

事業実施に係る委託単価 (国保組合・医

療機関) の設定を可決

39. ｢特定健診・特定保健指導｣ のモデル

事業実施に係る説明会の開催を可決

第２回定例理事会 (４.12)
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【報 告】

１. 第５回情報企画委員会の状況

２. 第７回基本健康診査委員会の状況

３. 京都府環境審議会環境管理部会の状況

４. 第９回地域ケア委員会の状況

５. 第６回乳がん検診委員会の状況

６. 第４回医師確保対策特別委員会の状況

７. 府医学術講演会の状況

８. 平成19年度第１回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

９. 会員の入会・異動・退会21件を可決

10. 常任委員会の開催を可決

11. 第103回全日本剣道演武大会の役員就

任を可決

12. 平成19年度 (財)日本体育協会公認ス

ポーツドクター養成講習会の受講者の追

加推薦を可決

13. 第６回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの開催を可決

14. 基本健康診査委員会委員の委嘱替えを

可決

15. 学校心臓検診実施にかかる京都共栄

学園中学高等学校との委託契約の変更

を可決

16. 学校心臓検診実施に係る京都微生物研

究所との委託契約の締結を可決

17. 平成18年度高齢者対策事業委託料の支

払いを可決

18. 第17回京都府救急救命士会総会・研修

会の共催を可決

19. アスベスト救済法一般拠出金徴収に伴

う労働保険料算定プログラム変更の発注

を可決

20. 府医学術講演会の開催を可決

21. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

22. 臨床研修制度検討委員会委員の委嘱替

えを可決

23. 第１回都道府県医師会特定健診・特定

保健指導連絡協議会 (指導者研修会) へ

の追加出席を可決

第３回定例理事会 (４.19)

理
事
会
だ
よ
り

～ ６月度請求書 (５月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (日) 午後５時まで

△

国保 10日 (日) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されていま

す｡ (詳細は２月15日号および４月

15日号保険医療部通信参照)

△

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｡




