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山鉾巡行と占出山
古代, 人々のもっとも恐れたのは疫病と怨霊であり,

それを鎮めるために行われたのが御霊会, その代表格が
牛頭天皇を祀る祇園社の祇園祭で, 貞観11年 (869) また
は天禄元年 (970) に始まるとされる｡ 鉾には疫病神が吸
い込まれると信じられているが, 山鉾が現われるのは正
確にはわからない｡ 応仁の乱以前に58基が作られ隆盛を
極めた｡ 現在は32基｡ 応仁の乱により京都の町は荒廃し,
祇園祭は明応９年 (1500) まで中断を余儀なくされ, その
後幾多の変遷を重ね, 現在私達がみる祇園祭の形式は江
戸時代に完成した｡ 祇園祭は７月１日の吉符入から宵山・
山鉾巡行をへて31日の疫神社夏越祓まで続く｡ 安産の神・
神功皇后が御神体の占出山の巡行のクジ順が早いとその
年は女性のお産が軽いといわれている｡ 昭和31年巡行コー
スが松原通りから御池通りに変更となったが, 写真は船
鉾・占出山(上)と松原通りを巡行する山鉾(下)｡

奥沢康正 (西京)

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢クォンティフェロン
って何ですか？｣

国立病院機構南京都病院

倉澤 卓也 先生
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麻麻麻しししんんん等等等,,, 感感感染染染症症症対対対策策策でででははは京京京都都都かかかららら８８８項項項目目目ののの提提提言言言

平成19年度第１回都道府県医師会長協議会が６月19日(火), 日医会館において開催され, 総

合科の問題, 感染症対策, 医療費抑制政策への対応などについて協議が行われた｡

冒頭, 唐澤日医会長は, 年金問題に代表されるように, 政局は各分野で流動的な状況である

とし, ｢医療分野についてもへき地医療・救急医療・産科医療など, 課題が山積しており, 丁

寧な取り組みが必要｣ との考えを示した｡
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京都府 (森府医会長) からは, 平成18年

10月に, 18～19年度の検討事項として日医学

術推進会議に ｢かかりつけ医の質の担保につ

いて－日医認定かかりつけ医 (仮称)の検討｣

が諮問され, その後, 都道府県医師会長協議

会や代議員会でも 『かかりつけ医』 について

の議論がなされた経過を確認｡ その後, いつ

の間にか 『かかりつけ医』 が 『総合医』 や

『総合診療医』 という言葉に置き換えられし

きりに広報されるようになってきたが, 『総

合診療医』, 『総合医』 の使用にあたって,

｢内科, 小児科などの幅広い領域について総

合的かつ高度な診断能力を有する診療科｣ や

｢２つ以上の疾病を見ることができ, 心を診

ることのできる医師｣ など, 定義が不透明で

あると指摘した｡ また, ｢現在の開業医は高

齢者の患者など少なくとも２つ以上の疾病を

有する患者を診ているし, 家庭状況から住宅

環境まで把握した上で, 心も診ている｣ と主

張, ｢今回の議論は現在の開業医が実践して

いる医療を否定するのか｣ と問いただし, 現

在, 多くの会員が提供している医療との違い

を示すよう求めた｡

さらに, 本年３月16日に開催された都道府

県生涯教育担当理事連絡協議会において,

｢卒後臨床研修修了者にはさらに３年間の研

修を行い, 『日医総合医』 を育成, ５年ごと

の更新制, 単位制とする｣ との内容が示され

ていることを問題視し, 日医の見解を求めた｡

また, ４月８日の日本医学会総会のシンポ

ジウムで国が関与する制度とすることが発表

され, ５月21日の厚労省・医道審議会では,

当面は厚労省が 『総合医』 の認定をするとの

案を示しており, これに対し日医は ｢総合科

を標榜科目とするのは日医としては馴染まな

いという感じがする｣, ｢総合的な診療能力を

持つ医師養成を進めるべき｣ として反対して

いる｡ 森府医会長はこの点についても, ｢日

医の提唱する 『総合的な診断能力を持つ医師』

と厚労省や医道審議会分科会で議論されてい

る 『総合医』 とはどう異なるのか｣ と質問し,

その定義を明らかにすべきと訴えた｡

これに対し, 唐澤日医会長は, 『総合診療

医』 や 『総合医』 について, ｢厚労省が勝手

に言いだしたことであり, 日医は一切関知し

ていない｣ と弁明した上で, 歴代の日医生涯

��������	
���������
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教育委員会において, 日医の修了証を交付し

た会員に認定証も交付する方向で進んでいた

ことを説明, ｢同委員会の提言はこの認定証

を価値あるものにしたいというものであり,

この認定証を世間に知らしめたいというのが

私の本心である｣ との考えを明らかにした｡

その上で, ｢世間の人がはっきり評価するこ

とが第一の目的であり, 認定証を持っている

会員は地域のすばらしい医師だということを

厚労省が認めれば済むことだ｣ とし, 認定証

を持っている医師を正しく社会に周知するこ

とが厚労省の役割との認識を示した｡

これを受けて森府医会長は, ｢日医会長の

想いを実現するのに 『総合医』 という名称は

不要｣ とし, 会員の混乱を招かないためにも,

今後の使用については, 慎重な検討と執行部

の意思統一を求めた｡
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森府医会長は, 本年の麻しん流行に対す

る日医の対応を振り返り, ｢予防接種対象年

齢をすぎた場合にも予防接種の費用負担を国

に要望する｣ といった対応を国に働きかける

など, 日医独自の考え方や積極的な対応を求

めるべきでなかったかとし, 今回, 麻疹・風

疹混合ワクチンの１才未満児の接種者やＤＰＴ

ワクチンの３～８週の接種間隔について若干

の見直しがはかられたことは評価するとしつ

つも, 京都市における事例として, ＤＰＴに

かかる８週超の医師の判断について, 京都市

が厚労省に確認し ｢医師の証明が必要｣ との

回答があったことを報告, ｢京都市に対して

は府医から撤回を申し入れたが, 厚労省に問

い合わせると紋切り型の回答となり趣旨が生

かされないことが多く, そのあたりの調整を

日医にお願いしたい｣ と要望した｡

また, 本年の麻しんの流行は, 医療制度世

界一を謳っているわが国の感染症対策が, 世

界的には非常に劣っていると言わざるを得な

い現状を露呈したと述べるとともに, 日医の

感染症対策の理念が全く見えない現状に危惧

を示し, 以下の８項目について, 感染症対策

として国が実施するよう日医の働きかけを求

めた｡

【府医からの要望事項】

① 就学時に接種歴を確認し, 未接種者への

ワクチン接種を強く勧奨するとともに, 小

学校１年生の間に２回接種を必ずすませる

よう公費による接種と予防接種法による被

害救済制度の適応を行う｡

② ２回接種の対象となっていない, (昨年

度の対象者をも含む) ７～20歳までの人に

ついても, 予防接種を公費で行うか, 費用

の一部負担を行う｡

③ 麻疹・風疹混合ワクチンⅠ期の接種期間

である１～２歳を超えた子どもに対しても,

予防接種法の対象として公費によるワクチ

ン接種を認めること｡

④ 麻疹の発生については, 沖縄県のように

患者との接触者についての詳細な調査を行

い蔓延の防止に努めるとともに, 感染症の

流行に適宜対応できるよう, ワクチン, 検

査試薬の備蓄を国の責任で行うこと｡

⑤ 従前どおりの日本脳炎ワクチンの実施と,

この２年間の対象者に対する救済措置を講

じるとともに, そのために必要なワクチン

の生産, 確保を行うこと｡

⑥ 現在, 課長通達と, 自治体の感染症担当

課長会議での発言を踏まえた, 予防接種間

隔についての推奨期間に対する認識を従前

どおりに戻し, ７歳半までの接種が従来ど

おりに行えるようにするとともに, ７歳半

までの予防接種の健康被害については全て

予防接種法の対象とすること｡

⑦ 三混Ⅰ期の接種に, ジフテリア・破傷風

混合ワクチンの使用を, 三混Ⅱ期の接種に,

ジフテリア・破傷風・百日咳混合ワクチン

の使用を認める｡

⑧ 麻疹排除を始めとする積極的な取り組み

とキャンペーンの推進｡
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その他, ①医療費財源確保について ②医

師確保対策について ③へき地勤務等最近の

日医の提言について ④ノロウィルス検査の

保険適用について ⑤婚姻の解消または取り

消し後300日以内に生まれた子に対する医師

の ｢懐胎時期に関する証明書｣ について ⑥

控除対象外消費税問題に関する活動の進め方

について ⑦禁煙条例を制定する要望書の提

出について ⑧都道府県医師会の医事紛争処

理機関が弁護士会のＡＤＲに参画することに

ついて ⑨生命保険の書類の書式統一につい

て－など, 多岐にわたる課題について協議が

行われた｡

医療費財源の確保については, 医療保険に

かかる事業主負担の増加を求める声があげら

れたほか, 消費税のあり方や後期高齢者医療

制度の財源問題について議論を深めるべきと

の意見が示された｡

また, 茨城県は, 日医の ｢後期高齢者医療

制度における一部包括化｣ ｢総合医・総合診

療医｣ ｢９時から５時まで｣ ｢勤務医のへき地

医療研修｣ などの発言について, ｢厚労省に

逆手をとられ, とても受け入れがたい｣ と批

判し, へき地勤務に関する日医・地域医療対

策委員会の ｢へき地勤務の義務化｣ 中間答申

については ｢信じられない答申だ｣ と切り捨

てた｡ その上で, 日医がやるべきことは, 現

在のへき地における医療提供体制の不備を指

摘し, 環境整備・後方支援体制を整え, 意欲

ある医師が進んでへき地勤務ができる体制の

構築を政府に要望することであると訴えた｡

医療機関に
｢医療に係る安全管理のための指針｣
｢院内感染対策のための指針｣
｢医薬品の安全使用のための業務に関する手順書｣ の設置義務化
｢医療機器に係る安全管理のための体制確保｣

・・・・・・・ ������ ・・・・・・・

京都医報６月15日号 (№ 1863) でもお知らせいたしましたが, 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が本年４月１日より施行され, 病院,

診療所または助産所の管理者は厚生労働省令で定めるところにより医療の安全を確保する

ための措置を講じなければならないことから, 各医療機関において ｢医療に係る安全管理

のための指針｣ ｢院内感染対策のための指針｣ ｢医薬品の安全使用のための業務に関する手

順書｣ の策定および ｢医療機器に係る安全管理のための体制確保｣ が求められております｡

つきましては, 各指針等のモデルを本誌付録に掲載しておりますのでご活用ください｡

なお, ここで示されているモデルについては各施設の体制, 機能に応じた指針等を作成さ

れる際の参考にしていただきますようよろしくお願いいたします｡

また, 府医ホームページ (下記ＵＲＬ参照) でもご覧になれます｡

●京都府医師会 医師の皆様へ Ｔｏｐｉｃｓ

http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/index.htm

医療法改正にともなう指針等作成について
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平成19年６月21日に日本医師会において ｢平成19年度都道府県医師会地域医療担当理事連絡

協議会｣ が開催された｡

冒頭, 唐沢日医会長の挨拶に引き続き, 厚生労働省医政局・二川総務課長から今般の医療法

改正全般について, 医療機能情報の提供制度の創設や医師不足問題, ｢医療安全の確保｣ ｢医療

従事者の資質の向上｣, 新たな医療計画, 医療法人制度改革のポイントについて詳細な説明が

あった｡

また, 今後の地域医療のあり方等についても厚労省・二川総務課長から, ①医師不足問題に

ついて ②標榜診療科について ③終末期医療について ④診療行為に関連した死亡の死因救命

等のあり方についての４項目に関する説明があった｡

これに対して, 内田日医常任理事は医療法改正に係るこれまでの取り組みを説明, 医療制度

改革関連法案の審議に対する日医の立場, 姿勢として ｢国民皆保険, 現物給付, フリーアクセ

スによって成り立つ我が国の公的医療保険制度の堅持｣ や ｢医療は消費でなく投資であり, 安

定した基盤財源の確保｣ を強調した｡

｢総合医｣の拙速な推進に異論続出

都道府県医師会からは, ｢総合科｣ の新設

に対する厚労省・日医双方の考え方と対応に

ついての質問が続出した｡ 内田日医常任理

事は, ｢総合的な医師は国民のニーズもあり,

日医としてプライマリケア学会等と連携して

カリキュラムを検討しているが, 厚労省の

『総合医』 は大臣が許可するものとして提案

されており, 医師免許の二重指定のようなも

のであり, フリーアクセスの阻害, 人頭払い

への道につながる要因となり反対である｣ と

述べた｡ 厚労省・二川総務課長は, 総合科を

新設するには学会等において充分な議論が必

要であると前置きした上で, ｢総合医を目指

す医師を養成するにあたり, 公的な要素 (厚

労相の認定) を加えれば励みになり, 総合医

を目指す医師に報いたい気持ちから提案して

いる｣ とし, その仕組みについては ｢議論し

ていただきたい｣ と説明した｡

医師不足に係る医師の供給体制に関して,

厚労省が唱えている ｢マグネットホスピタル｣

について二川課長は, 大学を最大のマグネッ

トホスピタルと位置づけ, その他にも都道府

県立病院等, 地域の実情に合わせた形の ｢県

内版マグネットホスピタル｣ が必要であると
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し, それでも医師の供給が賄えない場合には

中央で対応することもあり得ると述べた｡ こ

れに対して内田常任理事は ｢１病院に金銭や

医師が集まり私的病院グループによる医師抱

え込みが起こるのではないか｣ との懸念を示

した｡

｢現在の医師不足問題の根源は新医師臨床

研修制度である｣ との意見に対して, 二川課

長は新医師臨床研修制度によって若手医師が

大学に集まらなくなったことが引き金である

としつつも, ｢制度を廃止したからといって

元に戻るとは考えられない｣ として, これま

でのように大学に頼り切るのではなく都道府

県行政の中で医師確保の体制を構築する必要

性を強調した｡

内田常任理事は ｢抜本的解決には医療分野

の財源確保しかない｣ と強調し, 会場からも

｢勤務医に十分な報酬を支払えるだけの診療

報酬確保を｣ ｢このまま急性期の包括を進め,

在院日数を圧縮していくと外科系病院は成り

立たない｣ ｢患者のためというが, 医療費削

減がまずありきで, 『患者のため』 はとって

つけたもの｣ など, 厳しい現状を訴える声が

相次いだ｡

��������	
��

�������������������
�
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６月２日(福知山・相楽), ３日(左京), ９日(伏見) に

京都府医療推進協議会が主催となり, 府内４地区で開催し

た ｢これからの医療・介護・福祉を守る府民集会｣ の動画

配信を府医ホームページ (下記ＵＲＬ参照) において開始

いたしました｡

是非, ご覧ください｡

http://www.kyoto.med.or.jp/gp/video.htm
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６月23日(土), 日本医師会館において, 地域医療における自殺予防研修会が開催された｡ 各

地域等における先進的自殺対策を参考に, 地域医師会における自殺予防に向けての取り組みを

促進し, また, かかりつけ医にうつ状態・うつ病についての正しい理解を促し, 早期の診断,

治療, 専門医への紹介により自殺者の減少に資することを目的に開催されたもの｡ 冒頭, 唐澤

日医会長からは ｢我が国の自殺者は９年連続で３万人を超え, 男性が70％で, 60歳以上が34％

を占めている｡ 今後, 特に団塊世代を地域で支えることが必要｡ 医療の立場から自殺予防の先

頭に立ちたい｣ とのあいさつがあり, 来賓あいさつでは高橋内閣府参事官が 『自殺総合対策大

綱』 について要点を紹介した｡

研修会は天本日医常任理事の司会で進行され, 午前中は｢自殺予防の基礎知識｣ ｢プライマリ・

ケアにおけるうつ病の診断と治療｣ の２題の講演があり, 午後は ｢それぞれの地域における自

殺予防の先駆的取り組みについて｣ と題したシンポジウム, その後活発な質疑応答があった｡

｢自殺予防の基礎知識｣

��������	
���

高橋祥友防衛医科大学校教授は始めに,

我が国が自殺高率国の１つであり, 自殺者数

は交通事故死の５倍に達していること, 未遂

者は30万人以上, 影響を受ける人が百数十万

人と推計されることなどを紹介した上で, 自

殺の危険因子として ｢自殺企図歴｣ ｢精神障

害の既往｣ ｢事故傾性(自殺に先行して起こ

る異常な言動)｣ 等があるが, 中でも ｢企図

歴｣ は最大の危険因子であり, 未遂歴のある

場合は確実に精神科を受診すべきであると強

調した｡

また, ＷＨＯの報告では自殺者の96％に精

神障害の既往があり, 中でもうつ病が多いが,

うつ病の症状としては身体症状を訴える人が

多く, それらの人が最初にかかる科は内科が

２／３を占め, 精神科は６％と非常に少なく,

かかりつけ医の初期対応が非常に重要である

と訴えた｡

さらに, 不幸にして自殺が起きてしまった

場合, 家族や周囲の遺された人々の中に持病

の悪化や最悪の場合, 遺族の自殺につながる

こともあり, 遺族への適切なケアが必要であ

ると注意を促した｡

｢プライマリ・ケア

におけるうつ病の診断と治療｣

��������������

樋口輝彦国立精神・神経センター総長は,

｢うつ病はプライマリ・ケアの病気と言って

も過言ではない｣ と, プライマリ・ケア医の

役割の重要性を訴え, 身体症状のみにとらわ

れず, 精神を含むからだ全体を診るよう心が

け, チーム治療を通した包括的医療を進める

ことを求めた｡

診断基準としてはＭ.Ｉ.Ｎ.Ｉ.が, スク

リーニングとしては ｢二質問紙法｣, また,

自己評価スケールとしては ｢ツングの自己評

価尺度｣ を紹介した上で, 問診での直接的な

質問だけではとらえきれないことも少なくな

いため, 間接的な質問, たとえば ｢食事の支
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度など日常的なことをするのが億劫ですか？｣

などが効果的であると示した｡

また, 治療については, ＳＳＲＩが比較的

副作用が少なく, 安全性も高いと紹介したが,

同時に①初期に嘔気が出現すること ②初期

に症状悪化と間違いかねない焦燥感など一過

性の activation が起こること ③突然中止する

と, ふらつき, 頭痛等が出現することに注意

が必要と述べた｡

最後に ｢専門医へ紹介した方がよい場合｣

として, ①診断に苦慮する場合 ②抗うつ剤

を投与しても症状改善のない場合 ③重症の

場合 ④産後うつ病 ⑤躁うつ病 ⑥自殺念慮

が強い場合を挙げた｡

��������	
��

シンポジウムでは始めに中島熊本県精神

保健福祉センター所長が ｢くまもと自殺予防

サポートネットワーク｣ を紹介し, 次に渡邉

青森県精神保健福祉センター所長が ｢傾聴ボ

ランティア｣ ｢こころのケアナース｣ 養成事

業等について紹介した｡

続いて渡辺大阪精神科診療所協会会長が,

大都市での自殺予防活動として, マスコミを

利用したキャンペーンが有効であることや,

一般医・精神科医ネットワーク (Ｇ・Ｐネッ

ト) について紹介した｡

次に徳永不知火病院院長は,ストレスケア

病棟での実践をもとに, 適切な入院治療が自

殺防止に有効であることを紹介するとともに,

うつ病予防対策として, 長時間労働・過重労

働のない組織論や, 高齢者特に退職後の男性

のメンタルヘルスが重要であると強調した｡

最後に斎藤日本いのちの電話連盟常務理

事から, 36年間の歴史を振り返り, かつて圧

倒的な比率を占めていた若年層からの相談が

激減し, 中高年中心に, また女性が減り男性

が増えている現状や, 今後もネット利用等新

たな試みが求められていることなどが報告さ

れた｡

質疑応答では, フロアから, かかりつけ医

の果たす役割が大きいことを踏まえた上で,

うつ病の診断・治療知識の普及の重要性を訴

える意見や, 職場のメンタルヘルスの重要性

を訴える意見があり, シンポジストから ｢か

かりつけ医が相談できる精神科医とのネット

ワークが必要｣ ｢医師の自殺についても危機

感が必要｣ などの回答があった｡

また, 秋田県からは ｢2001年からあらゆる

自殺予防対策を実施してきたが, 自殺者は増

加した｣ との相談もあり, 天本常任理事は

各地の情報を参考に, このような研修会を来

年も計画し, 自殺対策に資したいと結んだ｡

８月15日・16日は事務局休務

８月15日(水)・16日(木)はお盆休みとして事務局を休務とさせていただきますのでご了

承ください｡
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医療効率化プログラムの推進で社会保障歳出を削減

経済財政諮問会議は６月19日, ｢経済財政改革の基本方針2007｣ (基本方針2007) を安倍晋三

首相に答申｡ 政府は同日の臨時閣議でこれを閣議決定した｡

同方針では, ①成長力の強化, ②21世紀型行財政システムの構築, ③持続的で安心できる社

会の実現を図るとし, ｢医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム｣ (生活習慣病対策・

介護予防の推進, レセプトオンライン化, 後発医薬品の使用促進など) の推進, ｢緊急医師確

保対策｣ の取り組みなどを強調している｡ また, ｢財政健全化｣ に関しては, ｢基本方針2006｣

に示された, ｢2011年度には, 国・地方の基礎的財政収支を確実に黒字化させる｣ との目標に

沿って, 歳出・歳入一体改革を確実に実現すると謳っている｡ ただし, ４日の諮問会議で素案

が発表されて以後, ｢1.1兆円の削減目標｣ について, ｢機械的に５年間均等に歳出削減を行うこ

とを想定したものではない｣ との文言が追加されていることから, 来年度予算編成で社会保障

費の伸びを2,200億円縮減するとの明示はないが, 来年度の必要縮減額に対応するため, 年末ま

でにどのような ｢道筋｣ が示されるか予断を許さない状況である｡

なお, 本方針で示された社会保障分野における歳出改革の具体的内容については別掲 (医療・

介護のみ抜粋｡ 全文については経済財政諮問会議ホームページに掲載 http://www.keizai-shimon.

go.jp/cabinet/2007/decision0620.html) のとおり｡ これを受けて, ６月20日に記者会見した日本医

師会の唐澤会長は, ｢基本方針には医療を提供していくうえでの財源的な配慮など, 細かな部

分の記載がない｣ と指摘｡ その一方で, ｢記載がないということは, 日医の意見を組み入れる

余地が残されているということだ｣ と述べ, 今後も医療のあるべき姿を取り戻すために, 日医

が現実に見合った政策を考え, 公表していくことが大事になるとの考えを示した｡

経済財政改革の基本方針2007 (歳出・歳入一体改革の社会保障関係部分抜粋)

第３章 21世紀型行財政システムの構築

１. 歳出・歳入一体改革の実現

【具体的手段】

(２) 社会保障改革

①医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム

医療・介護サービスについて, 質の維持向上を図りつつ, 効率化等により供給コスト

の低減を図る｡ このため, 以下の取組を盛り込んだ平成20年度から24年度までの５年間

を基本とする ｢医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム｣ 等を推進する｡
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②同プログラムの強化と検証

同プログラムに定めた目標の実現に向けて, 実効性のある改革の取組を進め, 平成20

年度予算から順次反映させる｡ また, 厚生労働省は, 同プログラムの実施状況を検証し

た上で, 経済財政諮問会議に適宜報告する｡ これに基づき, 必要に応じてプログラムの

見直しを行い, ＰＤＣＡサイクルを貫徹する｡

③公立病院改革

総務省は, 平成19年内に各自治体に対しガイドラインを示し, 経営指標に関する数値

目標を設定した改革プランを策定するよう促す｡ なお, 上記のプログラムを踏まえ, 平

成19年内に ｢基本方針2006｣ を達成するための道筋を示す｡

(３) 公務員人件費改革 (略)

なお, ｢基本方針2006｣ に示されたとおり, 平成23年度までの５年間に実施すべき歳出

改革の内容は, 機械的に５年間均等に歳出削減を行うことを想定したものではない｡ それ

ぞれの分野が抱える特殊事情や既に決まっている制度改革時期とも連動させ, また, 歳入

改革もにらみながら, ５年間の間に必要な対応を行うという性格のものである｡

生活習慣病対策・介護予防の推進, 平均在院日数の短縮, 在宅医療・在宅介

護の推進と住宅政策との連携, 診療所と病院の役割の明確化, ＥＢＭの推進

と医療の標準化, 重複・不要検査の是正, 後発医薬品の使用促進, 不正な保

険医療機関や介護サービス事業者等への指導・監査の強化, 医師・看護師等

の医療従事者等の役割分担の見直し, 診療報酬・介護報酬の見直し, 包括払

いの促進, ＩＴ化の推進 (原則レセプト完全オンライン化, 健康ＩＴカード

(仮称)導入に向けた検討), 地域医療提供体制の整備, 医療情報の提供, 医

療・介護の安全体制の確保等
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従来の府医の情報伝達は京都医報が中心でありＦＡＸ情報, メールマガジン等を取り入れた

もののその方式は縦方向であり情報伝達遅延による会員の不利益は否めないものとなっていま

した｡ 今や医療崩壊が着実に進む中にあって私達は開業医のみでなく勤務医を含め医師全体が

患者である国民との情報を共有し, 意見交換することが喫緊の課題となっています｡ この中に

あって情報は会員同士の横にも, また縦にもすばやくかつ広く, また府市民にまで伝達される

とともに, ここで真摯な協議が必要な時代趨勢です｡ 府医情報企画委員会においてこれまで数々

協議を重ねた結果, 横方向として会員同士あるいは地区医師会同士の情報交換として府医・会

員メーリングリスト (以下ＭＬ) の活用, 縦方向の迅速な情報伝達あるいは府市民に向けた広

報手段としての府医ホームページの刷新の方向性を検討しております｡

今回, まず京都府医師会における会員のＭＬの試験運用を開始する運びとなりましたのでご

報告いたします｡

ＭＬは京都府医師会のすべての会員ならびに地区医師会名での利用が可能です｡ 勤務医のＢ

会員の先生方にも是非参加していただきたく, 病院管理者の先生方におかれましては府医へ入

会されているＢ会員の先生方への周知もお願いいたします｡ 基本的には府医事務局まで入会の

旨ご連絡いただき, 会員登録の後にご使用中のパソコンで指定のメールアドレスに送信してい

ただくことでＭＬに登録されたすべての会員や地区医師会にメールを送ることができます｡ 詳

細は 『ＭＬ利用規定』 ならびに 『ＭＬ運用ガイドライン』 をお読みいただき, これを遵守いた

だくようお願いいたします｡ 今後試験運用の結果により継続的な運用方向をめざしてゆきます

のでよろしくご協力を賜りますようお願い申し上げます｡

なお府医ホームページに関しましては, 府市民に向け府医活動を開かれた形で広報するため

会員専用ページならびに京都医報のオープン化に向けた方向で現在委員会において鋭意検討作

業を進行しています｡

【登録方法】
個人の場合は同封別紙登録用紙に記載の上, 京都府医師会総務課までＦＡＸ (075－314－

5042) をお願いします｡

地区医師会や病院単位でまとめてお届けいただいても結構です｡

この場合は所定用紙をご使用いただかなくても結構です｡

地区医師会名, 医療機関名, 会員のお名前, メールアドレスをご記載ください｡

なお登録いただいた会員のメールアドレスの公表はいたしません｡

ご登録いただいた会員の先生方は府医事務局においてお名前を府医・ＭＬサーバに設定し,

その後に確認メールで直接通知いたします｡
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京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約

平成19年７月１日 京都府医師会理事会制定

[名称ならびに運営方針]

第１条

京都府医師会・会員メーリングリスト (以下, 府医ＭＬ) は京都府医師会員の情報交換,

情報共有, 会員の円滑な交流を目的として運営する｡

[運営者]

第２条

府医ＭＬの運営は京都府医師会情報企画委員会がこれを担当する｡

[利用資格ならびに手続き]

第３条

希望する京都府医師会員すべてが府医ＭＬを利用する資格を有する｡ 地区医師会は団体

として登録することが出来る｡

第４条

利用希望者は京都府医師会事務局に会員のメールアドレスを書面にて届けるものとする｡

利用を停止する場合は同じく京都府医師会事務局に書面にて届けるものとする｡ 今後可能

となる京都府医師会ホームページ・医師の部屋 (仮称) 内において利用受付・停止を行っ

た場合は書面での手続きは不要とする｡

[投稿内容の禁止事項]

第５条

投稿者は所属する地区医師会ならびに氏名を投稿文に記載することとし, 匿名での投稿

は禁止する｡

第６条

府医ＭＬ内に投稿された文章を投稿者の承諾なくＭＬ外へ持ち出しすることを禁止する｡

第７条

会員として著しく品位を毀損する投稿, 著しく秩序を乱す投稿等があった場合は情報企

画委員会権限においてこれを審議の上, 理事会において裁定し, 投稿者に注意勧告あるい

はそれ以降の府医ＭＬの利用中止を裁定する｡

[その他]

第８条

本利用規約は理事会において改定する｡
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メーリングリスト (以下ＭＬ) は, これを登録したすべての府医会員に対して１回発信する

だけで全員にゆきわたるメールサービスで, 京都府医師会・情報企画委員会において運用して

います｡ 会員個人に対してのメール発信はできません (投稿者以外の会員の個々の個人のメー

ルアドレスは会員内では公開されません)｡ 多数の会員が同時性, 即時性, 双方向性をもって

伝達できる手段で, 会員同士の情報の共有がその目的です｡

【メールの発信】

発信したい場合はメールソフトを開け, ｢件名｣ にメールの内容が充分把握できるような簡

潔で適切なタイトルをお付けいただき, メール本文を書いたあとに ｢宛先｣ を指定の府医・会

員ＭＬのアドレスにして ｢送信｣ をクリックしてください｡

【メールの返信】

投稿されたメールに対して返信したい場合は, そのメールにある ｢返信ボタン｣ をクリック

すると返信メールが用意されます｡ 文章作成後に ｢送信ボタン｣ をクリックすると, これもす

べての会員に向かって発信されます｡ この場合, ｢宛先｣ や ｢件名｣ は自動で記入されます｡

｢件名｣ の内容を変更したい場合はその部分を修正してください｡

【所属・記名投稿】

このＭＬの気持ちよい環境作りのためメールの本文に必ず所属医師会と氏名をご記入く

ださい｡

【投稿内容について】

①読者には長文投稿は読みにくく要旨を簡潔にまとめた文章の方が読まれやすいものとな

ります｡

②多くの先生方にお読みいただくことになります｡ 出所不明の不確実な情報, 他人の誹謗中傷

等は避けていただき医師としての品位を傷つけないご発言をお願いします｡ また文字ベース

のやりとりは, 自分の気持ちや表現がうまく相手に伝わらず誤解を与えることがよくありま

す｡ 感情的にならず, 互いに相手を思いやって節度あるやりとりを心がけるようにしてくだ

さい｡

③投稿されたメールは各受信者が削除しない限り長期にわたって記録として残ります｡

④本ＭＬでの投稿内容を投稿者の承諾なくＭＬ外に持ち出すことはご遠慮ください｡

⑤時として議論が沸騰したり感情的になるケースが考えられます｡ 内容があまりに偏向あるい

は限られた一部の話題等の場合は情報企画委員会から注意勧告を発する, あるいは理事会に

おいて投稿者の府医ＭＬの利用中止を裁定する場合があります｡

【メール形式】

メール作成形式はリッチテキスト (HTML 形式) とテキスト形式があります｡ 前者はメール
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文字の色変更等の操作ができますが, 後者のテキスト形式の方がウイルス感染の可能性がない

という安全性やメール自体の容量が軽いこと, どのメールソフトでも確実に読める等の利点が

あり, メール社会の一般通念としてはこれが推奨されています｡ 本ＭＬではテキスト形式のメー

ルしか受け付けない設定となっています｡

(参考)

メールでのウイルス感染は添付ファイルを介するものがほとんどですが, 中にはメールの

HTML形式の中に仕込まれるスクリプトというプログラムを介する種類のものがあります｡

【メールのテキスト形式への変更方法】

◆Outlook Express

Outlook Express を起動し ｢メールの作成｣ をクリック｡

メッセージの作成ウインドウが開きます｡

この中で上部の ｢書式｣ をクリック｡

｢テキスト形式｣ になっておればそれで問題ありません｡

もし ｢リッチ テキスト(HTML)｣ になっておれば ｢テキスト形式｣ をクリックして変更し

てください｡

◆Mac OS

｢ Mail ｣ の ｢環境設定｣ を開く｡

｢作成アイコン｣ を選び, ｢フォーマット｣ を ｢標準テキスト｣ に設定｡

【添付ファイルについて】

本ＭＬでは安全のため添付ファイルは受け付けない設定になっています｡

【サーバのウイルスプロテクション・会員の抗ウイルスソフトやプロバイダのウイルスチェッ
クサービス】

本ＭＬのサーバはウイルスプロテクションが設定されており, 会員同報通知されるメールは

ウイルスチェックがかかります｡ ただ自らの安全のため, また知らぬ間に会員へウイルス配布

をしてしまわないためにもご自分で使用されるパソコンに必ず抗ウイルスソフトをインストー

ルされ日々の更新 (最近のものは自動的に連日更新されます) をお願いします｡ ご使用されて

いる回線プロバイダ側で前もってメールのウイルスチェックをしてくれるサービスもあります

のでこのご利用でも結構です｡

平成19年７月１日

京都府医師会 情報企画委員会
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学校運営委員会が６月５日(火) に開催され, 20年度学生募集要項が決定しました｡

特に, ３年課程で入試科目が一部変更されることになりました｡ 詳細については, ７月中旬

に発行予定の募集要項をご覧ください｡

20年度各課程の募集定員並びに入試日程等は次のとおりです｡

[募集定員]
３年課程 80名 一次推薦・学校指定校推薦・二次推薦・社会人入試で総定員の半数程度｡

一般入試で総定員の半数程度｡

２年課程 80名 学内推薦を含める｡

准看護科 80名

[入試日程]

���������	
���

第１回 平成19年７月21日(土) 10時～12時
※事前申込みが必要です｡

第２回 平成19年10月６日(土) 10時～12時

場所および問合せ

京都府医師会看護専門学校

京都市山科区椥辻西浦町１－13 (地下鉄東西線 ｢椥辻駅｣ 徒歩約７分)

電話 075 (502) 9500

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

222000年年年度度度 学学学生生生募募募集集集要要要項項項決決決まままるるる

願 書 受 付 入 学 試 験 合 格 発 表

３ 年 課 程
(一 次 推 薦)

(指定校推薦)

(二 次 推 薦)

(社 会 人)

(一 般)

19.11.８～19.11.14
同 上

19.12.19～19.12.26
同 上
同 上

19.11.17
同 上
20.１.８
同 上
20.１.９

19.11.26
同 上
20.１.18
同 上
同 上

２ 年 課 程 20.１.７～20.１.11 20.１.18 20.１.25

准 看 護 科 20.１.24～20.１.31 20.２.５～６ 20.２.15

�
�
�
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府医学術表彰制度には, 昭和52年に会員の生涯研修の充実と学術研鑽の奨励を目的に設けら

れた学術賞および学術研鑽賞と昭和60年に勤務医部会が京都医学会で発表された優秀な論文を

表彰することを目的に設けた勤務医部会学術奨励賞があります｡

しかし, 学術賞と勤務医部会学術奨励賞のそれぞれの位置づけや違いにつきまして, これま

で会員の皆様から不明な点があるなどのご指摘をいただいておりました｡ 今般, 府医学術表彰

制度をより活性化するための１つの方策として理事会において, 平成20年度からの学術賞と勤

務医部会学術奨励賞の統合および表彰規定の見直しを行い, 賞の目的や内容を整理・改定いた

しましたので, お知らせいたします｡

��������	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

１. 賞の種類：

①原著論文賞＝開業医, 勤務医全てが対象｡ 従来どおり原著論文の中から優秀な論文に与え

る賞です｡

②症例報告賞＝１～数例の報告論文が対象｡ 少ない症例報告でも優秀な論文に賞を与えるた

めに, 新たに設けられた賞です｡

③新 人 賞＝研修医・専攻医 (卒後５年以内) が対象｡ 若手の会員に賞を与えるために,

新たに設けられた賞です｡

２. 賞金総額：150万円

①原著論文分野＝ 100万円 (金・銀・銅賞)

②症例報告分野③新人賞分野＝②③合わせて50万円 (10万円×５名)

３. 対象論文：京都医学会雑誌に掲載された論文

著者は, 共同研究者も含め原則会員とする

４. 表 彰 式：京都医学会

５. そ の 他：同一会員・グループの連続受賞もありうる｡

京都医学会で未発表の受賞論文については, 要旨の口演発表を依頼する｡

※新たな学術賞は平成20年度からとなりますので, 対象となる論文は平成19年12月発刊の京都

医学会雑誌掲載論文からとなります｡ 今年度 (平成19年度) の学術賞および勤務医部会学術

奨励賞は従来どおりの規定で表彰を行います｡
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クォンティフェロンって何ですか？

国立病院機構南京都病院

�� ��

��������	
� ����������

���������������� !

結核免疫の主体は細胞性免疫であり, 初感

染からおよそ４～８週後に細胞性免疫が獲得

されます｡ この結核免疫の有無はツベルクリ

ン皮内反応 (ツ反) にて判定されてきました｡

現在使用されているツベルクリン液は結核菌

から精製された多価抗原性の蛋白質溶液

(PPD：purified protein derivative) で, BCG

を含む結核菌以外の抗酸菌由来の蛋白質とも

共通性も高く, BCG 接種者や非結核性抗酸

菌感染者の多くもツ反は陽性となります｡ こ

のため, BCG 接種が広く普及しているわが

国ではツ反陽性は結核既感染を必ずしも意味

しません, 即ち, ツ反の感度 (既感染者に占

めるツ反陽性者の割合) は90％以上と良好で

すが, その特異度 (未感染者に占めるツ反陰

性者の割合) は著しく低く, ツ反の臨床応用

は限定的なものでした｡ そこで, 結核感染の

有無を判定する新しい検査法として開発され

たのが QFT-2G です｡ QFT-2G は結核菌群

(他に, M. kansasii, M. marinum, M. szulgai,
M. flavescens, M. gastrii および M. leprae) が
産生し, 世界中の BCG ワクチン亜株やわが

国で最も多い非結核性抗酸菌症の原因菌であ

る M. avium,・M. intracellure (MAC) は産生
しない２種類の蛋白質 (ESAT-6と CFP-10)

を抗原として用いることにより, BCG 接種

やMAC 感染には影響されない検査法です｡

QFT-2G はわが国でも2005年４月に体外診

断用医薬品として承認され, 2006年１月より

保険適応も認められました｡ その適応は,

｢診療または画像診断等により結核感染が強

く疑われる｣ 場合とされています｡

"���������#$% !

QFT-2G は結核菌群等に特有の２種の蛋

白質：ESAT-6と CFT-10を抗原としてリン

パ球 (Th1) を刺激し, Th1より産生された

interferon -γ量を測定し, 結核感染の有無を

判定する検査法です｡

その詳細は省きますが, ①静脈血５ml を

ヘパリン採血, ②その１mlずつを培養プレー

トの４つのウェルに分注, ③各ウェルに,

ESAT-6, CFP-10, 陰性コントロールとして

の生食, 陽性コントロールとしてのマイトジェ

ン (PHA) を添加, よく混合後 (ここまでは

採血後12時間以内に行う), ④37℃加湿器付

孵卵器に静置し, 12～20時間 (18時間を推奨)

培養した後, ⑤各ウェル溶液中のγ-interferon

量を ELISA キットを用い測定します｡

判定は, ESAT-6または CFT-10の測定値

から陰性コントロールの測定値を引いた値の

いずれかが 0.35 IU/mL 以上の場合を陽性

(結核感染を疑う), 0.35未満～0.1 IU/mL を

判定保留 (感染リスクの度合を考慮し, 総合

的に判断する), 0.1 IU/mL 未満を陰性 (結

核感染していない), と判定する｡ ただし,

陽性コントロールと陰性コントロールの差が

0.5 IU/mL 未満の場合は判定不可とする, と

されています｡

&�������#��'(�)*+, -.
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現在結核菌感染を規定する絶対基準 (Gold

standard) は存在しません｡ 森 亨らは, 日

本人の排菌陽性患者を対象として QFT-2G

の感度を89.0％, BCG 既接種の看護学生を

対象として QFT-2G の特異度を98.1％, と

専門外講座
日常診療のための
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報告しています｡ その他の報告でも感度85

％以上, 特異度95％以上とするものが多く,

この検査は特異度が特に優れています｡

表は森らの成績を元に作成した既感染率

50％の集団 (①：わが国の65歳前後の既感染

率) と既感染率１％の集団 (②：わが国の20

歳前後の既感染率) の２×２表です｡ 既感染

率の高い集団では陽性者はほぼ既感染者と考

えられますが, 陰性者の約１割は既感染者と

なります｡ 一方, 既感染率が著しく低い集団

では, 陰性者は未感染者と考えて間違いない

のですが, 陽性者のうち真に結核菌に感染し

ているものはその１／３以下となります｡ 既

感染率が低い集団の場合, 感染の有無の判定

には排菌者との接触歴の有無など他の要因も

含めて総合的に判断しなければならない, と

いうことになります｡

では, QFT-2G 検査はどのような時にそ

の有用性を発揮するのでしょうか？

①接触者検診への応用：濃厚接触者を対象と

して実施し, 陽性率が高ければ, その周辺

へと順次拡大していく｡

②医療従事者の結核管理：まず, 採用時に実

施, 結核患者との接触が明らかになった際

に再検する｡

③ハイリスク者の化学予防：糖尿病患者や免

疫抑制剤・TNF-α受容体拮抗薬などの投

与前に化学予防の必要性を検討する｡

④結核の補助診断：排菌陰性者の補助診断や

MAC症との鑑別診断, 等｡

������

QFT-2G は結核診断のゴールドスタンダー

ドではない, あくまでも結核の補助診断法に

過ぎないことを銘記すべきです｡ 結核の診断

の基本が菌検査であることを決して忘れては

なりません｡

なお, この検査法の詳細は, 日本結核病学

会予防委員会より平成18年５月に, ｢クォン

ティフェロン TB-2G の使用指針｣ が報告さ

れ (結核81, 393-397, 2006), また, 同学

会のホームページ (http://www.kekkaku.gr.jp)

の委員会報告に掲載されておりますので, 是

非, ご参照ください｡

表 QFT-2G の解釈

①既感染率50％の集団の２×２表

(感度89％, 特異度98％)

陽性者の97.8％ (445 /454) は既感染者

陰性者の10.1％ (55 /545) は既感染者

②既感染率１％の集団の２×２表

(感度89％, 特異度98％)

陽性者の31.0％ (9/29) が真の既感染者

陰性者の0.1％ (1/971) が真の既感染者

既感染者 未感染者 計

陽性 445 10 455

陰性 55 490 545

計 500 500 1000

既感染者 未感染者 計

陽性 9 20 29

陰性 1 970 971

計 10 990 1000
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新臨床研修医制度と総合科標榜
大いなる過ち

新臨床研修医制度の骨格は厚労省の官僚

により構築された｡ しかしこれは, 卒後の

医師が細分化された現在の医療現場に初め

て臨むに際し多くの科に短期間のローテー

ションをかけて総合的に医療の現場を体験

させようという机上の論理であった｡ 約半

数の研修医たちは, 豊富なカリキュラムや

多くの症例数を有してこれを新研修医候補

者たちにネット等を使って有効に広報する

先進的大規模な市中民間病院に磁石のよう

に集中してゆく結果となった｡ これが最近

マグネット・ホスピタルと呼ばれている｡

ところが厚労省はこの語句をあえて誤った

使用をしており, 吸引力もなく崩壊しつつ

ある公的病院をマグネット・ホスピタルと

して地域基幹病院機能を持たすことに期待

するかの如き発言をしている｡ 即ち公的医

療機関でなくては国が医師の人事権を掌握

できないことがその理由と考えられる｡ 政

府与党も後期研修医を国家公務員として駒

の如く地域に派遣して地域の医師数を増や

し, とりあえず ｢数｣ の体裁を繕おうとし

ている｡ 臨床経験の未熟な医師が果たして

｢戦力｣ となりうるか｡ これでは今後, 地

域病院における医療訴訟数増加も懸念され

る｡ 医師のモティベーションを解せずただ

人参をぶら下げたこの手法は頓挫するであ

ろう｡ 本件はさておき, しかし前期研修を

終えた研修医たちはすぐに専門医をめざす

という最近の風潮の結果, 自らの進路を医

師というよりは, いわば高度医療専門技術

者に進路を決定する若き医師を, 大都市の

マグネット・ホスピタルが輩出し始めてい

るのが現状である｡ また一方では何割かの

研修医はモティベーションを失い, 精神科

指導医の支援が必要になるという由々しき

問題も生じている｡ また, 多数の研修医を

集めた勝ち組の民間病院が新たに医師の人

事権を握り, 系列病院の経営的理由のため

にこの力を発動する可能性も憂慮される｡

そしてこの動きを察知した厚労省は今度は

いったん広げた研修指定病院枠をまた減少

させることで総枠規制をかけてきており,

驚くべきことに日医もこれに賛同している｡

今度は新たに ｢研修医難民｣ が生まれる可

能性もあり, まさに泥縄式典型例である｡

今使用されているマグネット・ホスピタル

という言葉は本来米国で使用されている評

価基準とは根本が明らかに異なるように感

じている｡ 日本の研修医たちは医療の世界

に持ち込まれた市場原理主義の波に翻弄さ

れている｡

他方, 厚労省や日医は表向きその概念の

差異は主張するものの開業医に対して ｢総

合医｣ という名を提唱し, 厚労省は新たな

｢総合科｣ を診療所の標榜科に検討してい

る｡ 厚労省の定義は ｢狭い領域の専門では

なく, 内科, 小児科などの幅広い領域につ

いて, 総合的かつ高度な診断能力を有する

診療科｣ という｡ 即ち, 何でも診ます科で

ある｡ 一方で国民の眼から判りやすくする

ためとの理由で他の新たな標榜科の新設も

進めている｡ 医師が ｢内科｣ を標榜する限

りにおいてはその医師は多くの内科疾患の

鑑別と治療が当然の職責であると自分は理

解している｡ 目の前にいる患者の治療が自

分で可能なのか, あるいは, より専門性の

高い内科専門科あるいは内科以外の他科を

受診する必要があるかどうかを判断するの

が診療所の内科医の大きな使命である｡ 内

科と総合科がどのように異なるのか是非お

教えいただきたい｡ 高度分化し訴訟も多い

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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今の医療事情の中で, 軽装備の診療所にお

いてすべての領域をかつ高度な診断能力を

持ってひとりで診ることのできる医師とい

う存在が現実的にありうるのであろうか｡

医師が一人前になるには最低でも15年以上

の臨床経験が必要である｡ １～２年のロー

テーションをかけてすべての医療がわかる

わけはない｡ じっくり時間をかけて良い医

師を輩出すべきであり, これは国民のため,

また医師自身のためである｡ 医師は, 疾患

だけでなく患者としての人間の襞に触れる

職業である｡ 医師自身の年齢的な人間的成

育も必要な職種であって短時間では決して

育たない｡ 患者が医師を育てる｡ そして患

者が自分の意思で日頃の診療の中で人間と

しての ｢かかりつけ医｣ を選ぶのであって

その標榜科は耳鼻科医であってもかまわな

い｡ 少なくとも臨床医は患者の言葉に, ま

た経験を積んだ先輩医の教えに sensitive で

謙虚な素養が必要である｡ また今後は

evidence のみでなく narrative な, 患者の

story 展開を根拠として医療を実践できる

臨床医が望まれている｡

開業にあたっての ｢内科｣ 標榜に関して

は研修３～４年の後, 消化器, 循環器, 呼

吸器等の内科系の科において一般内科診療

を含む少なくとも７年間程度の臨床経験が

望まれる｡ これまで新規開業に際して安易

に内科標榜を認めてきた我々医師会自体の

責任も重い｡ 本件に関しては是非はあろう

が少なくともこのようなことは職能集団で

ある我々が決定すべきことであって決して

官僚が ｢総合科｣ を決めて認可すべき事柄

ではない｡ 厚労省そしてその裏にひかえる

財務省が我々の反対を押し切ってまで ｢総

合科｣ を認可制にしたい理由はただひとつ

しかない｡ ｢総合科｣ を標榜する医療機関

に定額制となった後期高齢者対象患者を登

録させて患者の他科への受診を抑制し外来

医療費を削減すること, また療養病床削減

政策の結果入院患者はあふれ出ることにな

るが, 家族事情で在宅での受け入れ態勢も

ない患者にまで総合科の医師による在宅終

末期医療を受けさせ入院医療費削減をはか

ることである｡ 加えて ｢総合科｣ 標榜も許

認可にすることでこの標榜診療所の数の制

御をはかり, 先の医師派遣の人事権掌握同

様, 自らの権益拡大をもくろんでいる｡ 思

惑は火を見るより明らかである｡

(情報企画委員会担当理事 藤井純司)

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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主 催 (社)日本医師会

日 時 平成19年８月26日(日) ９：30～16：30

会 場 日本医師会館 大講堂 (１階席および２階席：全席指定)

※お申込順により, ２階席になる場合もございますがご了承ください｡

住所：〒113－8621 東京都文京区本駒込２－28－16

電話：03－3946－2121 (代表) 03－3942－6491 (介護保険課直通)

テ ー マ ｢在宅医療を推進する諸形態｣

司会：�木 安雄 氏 (慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授)

大島 伸一 氏 (国立長寿医療センター総長)

黒岩 卓夫 氏 (医療法人社団萌気会萌気園浦佐診療所所長)

池上 直己 氏 (慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授)

白髭 豊 氏 (長崎市医師会理事, 医療法人白髭内科医院院長)

嶋田 丞 氏 (大分県医師会副会長, 医療法人博寿会嶋田循環器科内科院長)

安藤 高夫 氏 (社団法人全日本病院協会副会長, 医療法人社団永生会永生病院理事長)

全体ディスカッション

受講対象者 在宅医療に関心のある医師会員

※参加者は, ｢日本内科学会認定内科専門医の認定更新２単位｣ および

｢日本医師会生涯教育制度５単位｣ を取得できます｡

受 講 料 無料 ※旅費・宿泊費は自己負担, 当日の昼食弁当の販売なし

申 込 方 法 日医ホームページ・メンバーズルームの専用オンラインフォームにて個人申込

※電話・ＦＡＸ・郵送等でのお申込は受け付けておりませんのでご了承ください｡

申込開始：７月10日(火) 13：00 スタート (先着順)

申込締切：８月17日(金) (締切前でも定員に達し次第受付を終了します)

映 像 配 信 後日, 日医ホームページ・メンバーズルームにて映像配信予定

託児ルーム (小学校低学年まで)

ご希望の方は, ８月17日(金) までに下記メール宛にお申し出ください｡

日医介護保険課メールアドレス：kaigo@po.med.or.jp
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独立行政法人福祉医療機構は医療関係施設の整備を予定している方に対し, 種々の相談業務

を行っています｡ 今般医療貸付事業融資を希望する方のために, 下記のとおり個別融資相談会

が開催されます｡

主として, 平成19年度または20年度を目途に施設整備を実施する予定の方で, 計画する施設

規模・構造など事業計画や資金調達先の金融機関等の資金計画がかなり具体的になった段階や

検討を始めた段階での相談に最適です｡

この相談では独立行政法人福祉医療機構が対応できる場合の大まかな融資金額の算出を中心

に幅広いご融資の相談が可能です｡

また, ご計画が構想段階の方についても相談が可能です｡

と き ８月27日(月) 10：00～15：00

８月28日(火) 10：00～15：00

８月29日(水) 10：00～15：00

ところ 独立行政法人福祉医療機構大阪支店

大阪市中央区南本町３－６－14 TEL 06－6252－0218

参加ご希望の方はファックスによる事前申込が必要です｡ 申込書は府医 (学術生涯研修課

TEL 315－5276) へご連絡ください｡ なお, 独立行政法人福祉医療機構大阪支店ではこの日程

以外でも随時相談が可能です｡ 不明の点は直接お問い合わせください｡

独立行政法人福祉医療機構は特殊法人改革により, 社会福祉・医療事業団 (旧医療金融公庫)

の事業を継承して平成15年10月１日に設立された独立行政法人です｡

融資に関する詳細 (最新金利等) は下記ホームページにてご覧いただくこともできます｡

独立行政法人福祉医療機構ホームページ http://www.wam.go.jp/wam/
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北
山
杉

５月20日, 西本願寺の前をバスで通ったと

ころ, 親鸞上人誕生日の表札が建っていた｡

翌朝21日, 従弟から電話があって, 叔父が死

んだからよろしくとのこと｡ 不敢取すぐ出か

けた｡ 電車から見ると

水田や刈り残りたる麦の秋 青磁

ということになる｡

通夜は, 結局, 従弟達と徹夜を余儀なくさ

れ, いささか疲れた｡ 母の弟である｡

86歳ということで, 祖父が死んで39年間が

過ぎ, 自らの責任は全うした急死であった｡

うちの母も最近は唯一の同胞 (５人のうち

の１人) と電話で話すのがちょっとした楽し

みになっていたが, ついに身内は全てあの世

へ行ってしまい, 自分のことをリズムをつけ

て, ｢馬鹿てる, 馬鹿てる (母の名はてる)｣

と音痴で歌うので, 笑って相手をしなければ

ならなくなった｡ ｢皇太子殿下 (今上陛下の

こと) の結婚式の時は｣ などというので, 昨

平成18年は明治百三十九年に当たり, 昨７月

ぼくもそれに気付き, ご存知のように親王殿

下のご誕生があり, 知らないとも言えないの

で, まあ一昨年途中で放っておいた著作を文

化の日に出したが, 文化勲章, ノーベル賞は

ムリだった｡ 周囲, 数名に配った自費出版で

ある｡

そこに至るまで, 昨８月は１ヶ月きっちり

朝の説教を聞きに知恩院へ通い, お経をおぼ

えて, 葬式や通夜はそれでなんとか体裁をつ

くろったが, 来る平成23年の法然上人800年

大遠忌の活動に乗じて, なんとか叔父に恥を

かかせずに済み, 一応ほっとした｡

けれどもやっと65歳の医者の１年生になっ

て, ラッセル卿の ｢宗教と科学｣ の意味は現

代のキーワードであるとはっきり認識した｡

叔父は医師ではないし大学は出ているが,

文科系なので, 最近は百姓仕事をしていたと

思う｡ ラッセル卿とよく似た姿であるが, あ

かぬけてはいない｡

幼少の頃, 叔母達が稲刈小屋にぼくを待た

せ働いていたとき, 象徴的な意味で,

秋の田の刈穂の庵の苫をあらみ

わが衣手は露に濡れつつ 天智天皇

を今頃おもいだし, 祖父が近江神宮造営に必

死に働いたことに想いを馳せて, 従弟もまた

君がためはるの野に出でて若菜つむ

わが衣手に雪は降りつつ 光孝天皇

と象徴し, 更に亡父山本龍藏のことを孫悟空

的な荘子と考えて, 自分のことも

みかきもり衛士の焚く火の夜は燃えて

昼は消えつつものをこそおもえ

と考えられた｡

全て叔父石川善策のイメージとしてわが胸

によみがえってきて, 去る６月24日, 苫小牧

の植樹祭でのテレビの両陛下の姿と重なって,

さみしくはあるが, 勇気もいただいたこのご

ろである｡

真剣に冥福を祈りたいが常識は外せないの

で, 今後とも医師会の諸先生方, 地域の責任

ある方々のご鞭撻を切に願うものである｡

湖国
ふるさと

のいつもの山や麦の秋 青磁

����

中京西部 山本 政次
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新 労災保険の用語の解説

定価 2,500円(税込)
体裁 Ｂ５版・312頁・２色刷
発行 ＲＩＣ(財団法人労災保険情報センター)

本書は, 労災保険制度上用いられる法令用語を50音順に

配列｡ １つの用語について, 解説, 関係条文, 参照条文,

主な関係通達の４つの項目に分類し, わかりやすく解説し

ています｡

※お問い合わせは, (財)労災保険情報センター京都事務所

(TEL 075－211－3261) まで｡

� 新 刊 紹 介 �

■■■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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(１) ｢スキンサージャリーの基本手技｣

(細川 亙 著, 克誠堂, 2007.４, 13,800円)

本書は形成外科医によって書かれた, 外科手術で皮膚を扱う上で基

本となるテクニックを網羅した手技書である｡ 皮膚の切開, 剥離, 縫

合などの基本的手技を詳しく解説した上で, 皮弁形成術, 腫瘍切除術

などの応用編が記載されている｡ 文章は平易に書かれておりわかりや

すい｡ 写真もすべてカラー印刷であり理解しやすい｡ 応用編ではＺ形

成術, Ｗ形成術, ＶＹ形成術, 菱形皮弁, 回転皮弁などのテクニック

が理論的に説明されている｡ また形成外科では一般的となった tissue expander の技術も網羅さ

れている｡ 形成外科で基本となる手技を, 広く知るために本書は適切な本と考える｡ また形成

外科をめざすものだけでなく, 手術創をできるだけきれいにしてあげようという気持ちのある

外科系の医師にも推薦できる良書である｡ 欠点は…すこしばかり値が張ることだけである｡

(２) ｢フェイシャル フラクチャー｣

(菅原康志 著, 克誠堂, 2007.４, 9,000円)

手術が上手な人は一見したところ一つ一つの操作は決して早く見え

ないが, 結果として手術時間が短い人が多い｡ 無駄な時間がないので

あろう｡ よく観察していると, 術中に手が止ることがなく, 流れるよ

うに進行する｡ 日頃のトレーニングの賜物であろう｡ この本の前半で

は顔面骨骨折に対する日頃の取り組み方, 術前の準備, 術中の環境整

備,“技”はもちろんのこと,“気持ち”の維持の仕方, 切り替えにま

で言及されており, 著者の手術にかける情熱が伝わってくる本である｡ 豊富なイラストととも

に著者自信の言葉で書かれている｡ ｢整復はバキッといかず atraumatic にニジニジいく｣ など読

んでいて思わずニヤッとしてしまう個所が多い｡ もちろん, 解剖学的に重要なポイントはきちっ

と押さえられている｡ これから顔面骨骨折にチャレンジしようと思っている人には最高の入門

書であり, 今顔面骨骨折の手術が面白くてしようがない人には, なるほどそこがコツだったの

かというヒント満載の本である｡ こんな頼れる兄貴分が傍にいてくれたらどんなにか心強いだ

ろうと思わせる本である｡

(３) ｢乳房再建術｣

(岩平佳子 編, 南山堂, 2005.５, 18,000円)

現在日本では肺ガン, 大腸ガンと共に､ 乳ガンは増加の一途をたどっている｡ 以前は非定型

的乳房切除術が主流であったが, 現在ではセンチネルリンパ節生検, 皮下乳腺全摘術や乳房温

存術が増える傾向にある｡ また, 術後 QOL を考え再建術を受ける人が増えていること喜ばし

いことである｡ しかしながら, 外科医が思っている温存乳房の評価と患者が期待する温存乳房

����������	
��
���������
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との間にはギャップが存在することも事実であり, 修正のため形成外

科を訪れる患者も多い｡ 以前に私が出席した温存乳房の整容性評価に

ついてのシンポジウムでも外科医が excellent と評価したものが形成外

科医からみると poor としかいえないものもあった｡ もっとも, 形成

外科医も乳腺外科医の苦悩をもっと知るべきではあるが…｡ 本書は現

在日本における乳房再建術のスペシャリストが渾身の力で書いたもの

であり, 乳癌に係わる外科医ならびに再建にかかわる形成外科医にとっ

て常に傍において大いに参考にしていただきたい｡

(４) ｢外傷形成外科｣

(安瀬正紀 監修, 菅又 章 編, 2007.４, 克誠堂, 15,000円)

私も若い頃救命救急センターで研修を受けた経験があるが, 短時間

に的確な診断, 優先度の決定, 未熟な技術でそれを実行することの困

難さ, 知識, 経験不足から来る不安を毎日実感していたことを思い出

します｡ 研修初期の頃は全身状態の把握が最優先であることは頭では

理解していても, 外傷に遭遇するととかく出血しているところに目を

奪われがちです｡ この本では最初に外傷に対する総論が救急治療にお

ける現場の経験から簡潔に述べられ, 次に顔面外傷, 四肢の外傷, 熱

傷, 物理的化学的損傷などに対して診察のポイント, 陥りやすい pit fall, リハビリテーション

についても言及されている｡ 大学では経験する機会が少ない外傷について興味のある学生, 研

修医はもちろん, 救急医療に携わる全ての医師にお奨めしたい良書である｡

(京都府立医科大学形成外科病院教授 西野健一・同講師 沼尻敏明)

『平成19年10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10月１日発足の申請をされる方
は, 平成19年７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生涯研修課まで
ご連絡ください｡

平成19年10月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成19年７月27日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を



2007年(平成19年)７月15日 No.186526

乳がん検診精密検査実施医療機関の指定について

府医では, 乳がん検診にかかる精密検査実施医療機関の指定について, 検診方法 (視触

診のみ, 超音波併用, マンモグラフィ併用) に拘わらず, 下記の基準をすべて満たすこと

を条件としております｡

[乳がん検診の精密検査が実施可能な医療機関]

①マンモグラフィ撮影装置がある｡

②体表用超音波検査装置がある｡

③穿刺吸引細胞診を実施できる｡

④読影講習会を受けた医師がいる｡

⑤撮影技術講習会を受けた技師がいる｡

そこで毎年, 京都府内の医療機関を対象に乳がん検診の精密検査実施に関する調査を行

い, 上記の条件を確認した上で, 精密検査医療機関名簿の更新を行うことになりました｡

条件のいくつかを満たしていると思われる医療機関には, 別途調査票を直送しておりま

すが, 調査票の届いていない医療機関で, マンモグラフィ撮影装置の購入等により上記条

件を満たし, 精密検査を実施していただくことが可能となった医療機関がありましたら,

お手数ですが７月25日までに府医事務局 (担当：地域医療課乳がん検診係 075－315－5278)

までご連絡ください｡

救急蘇生訓練人形等の貸出について

府医では, 地区医師会・京都市消防局・京都府各消防本部の協力により, 救急蘇生訓練

の啓発を推進しております｡

さて, 下記の救急蘇生訓練人形等について, 医療機関内または地域での救急講習会等で

会員の皆様にご利用いただきたく存じますので, 貸し出しご希望の方は, 事前に府医地域

医療課救急係 (TEL 075－315－5274) までご連絡くださいますようご案内申し上げます｡

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ３体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルメーター付 [人工呼吸・心マッサージ可] １体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) ＡＣＬＳトレーニングシステム (コンピュータ付)

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体

・救急蘇生訓練人形 (小児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) [人工呼吸・心マッサージ・背部叩打法訓練可] ２体

・気道管理トレーナー １台

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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7医療界を巡る動き

平成19年４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

４. １ ｢がん対策基本法｣ 施行－｢がん対策推進基本

計画｣ 策定へ ｢がん対策推進協議会｣ 設置 (厚

労省)

４. １ 改正感染症法が施行－結核予防法を廃止し,

感染症法に統合

４. ５ がん対策推進協議会が初会合

４. ８ 新型インフルに共同対処－日韓中, 閣僚会合

で覚書

４. 15 療養病床の介護施設への転換に定員枠弾力化

を通知－厚労省, ３月30日付

４. 18 政府・新健康フロンティア戦略賢人会議が

｢新健康フロンティア戦略｣ を策定－数値目標

はなし

４. １ リハビリ逓減制導入, リハビリ医学管理料新

設－再改定で通知 (厚労省)

４. ３ 経済同友会, ｢活力ある経済社会を支える社

会保障制度改革｣ を発表－75歳以上の自己負担

を実質３割に

４. 12 厚労省, ｢医療費適正化基本方針案｣ を社保

審医療保険部会に提示－医療区分２の３割も老

健へ

４. 18 日医, 厚労省の方針に反論－医療区分２の３

割転換は ｢根拠ない｣

４. 18 07年度から後発医薬品の薬価収載頻度を年２

回へ－中医協総会

４. 20 医療保険リハビリ終了１ヶ月前から介護保険

リハビリとの併用認める－｢疑義解釈(その７)｣

を事務連絡 (厚労省)

４. １ 第５次医療法改正が施行－医療情報公表制

度, 医療計画の見直し, 医療法人制度改革

等盛り込む

４. １ 日医定例代議員会開催－国民医療費増加の必

要性を強調 (唐澤日医会長)

４. １ 厚労省, 医師資格確認検索システムの運用

開始

４. ２ 分娩時の助産行為について, 医師, 助産師,

看護師の役割明確化－厚労省通知にて看護師の

内診禁止を明記

４. ４ 唐澤日医会長と柳澤厚労相が会談－病院勤務

医の負担軽減, 開業医の役割など医師偏在問題

で意見交換

４. ６ 第27回日本医学会総会開催

４. ９ 厚労省 ｢終末期医療の決定プロセスのあり方

に関する検討会｣ が ｢終末期医療の決定プロセ

スに関するガイドライン｣ まとめる

４. 17 厚労省, ｢今後の医療政策の検討の方向性｣

を提示－医療構造改革に係る都道府県会議

４. 24 日医, 厚労省報告書 ｢医療政策の経緯, 現状

および今後の課題について｣ を批判－｢エビデ

ンスない｣ と指摘

４. 27 自民党, ｢政務調査会・緊急医師不足対策匿

名委員会｣ を設置
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2007年６月13日(水), ホテルグランヴィ

ア京都において, 元国境なき医師団の貫

戸朋子先生をお招きし講演会を開催いた

しました｡ 京都ご出身という事もあり,

開会前より多くの会員様が先生にお声が

けなさる姿が見受けられました｡

安田理事の司会のもと, 小柴会長のご

挨拶に続いて,“医療を通じての国際理解

とは”と題して語られたお話の中では,

次々と今の社会, 特に貧困に喘ぐ国だけ

でなく富める国の抱える大きな問題点を

提起されました｡

ネルソン・マンデラ氏の貢献により社

会に光明が差したアパルトヘイトの南ア

フリカ共和国は, まさに貧富の差が激し

く, エイズ感染している人の中でも治療

はお金のある人にしか施されないという｡

社会を構成する弱い立場の人々にはお薬

も回ってこないという現状を, 貫戸先生

は短期滞在の中で見て来られました｡ 軟

禁状態にある, アウン・サン・スー・チー

女史にも触れ, 自由と平和の大切さを,

そして, 医療が平等に受けられない貧困

による不公平は, 国家の責任だと断言さ

れました｡ 苦しんでいる人たちのもとへ

行くだけでなく, 大切なのはそこでどの

ように関わるのかという事だともおっしゃ

いました｡

現地に足を踏み入れ, 現状を目の当た

りにした人にしか許されない“戦争によっ

て得るものは何一つないのです”という

静かな語りのくり返しは, 私たち出席し

た全ての人の心に響く貴重なフレーズで

した｡ 貫戸先生の透き通った, お優しさ

に満ちたお人柄に接することのできた素

晴らしい講演会でした｡

講演会“医療を通じての国際理解とは”
貫戸朋子先生 (元国境なき医師団医師)

西 陣 佐々木真弓

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

堀居 雄二 Ａ 左京
左京区吉田下大路町45－２
永井医院

771－0154 内

内田 亮 Ａ 西京
西京区大枝西新林町６－15－８
内田医院

331－5200 内

西 加奈子 Ａ 伏見
伏見区深草稲荷御前町90 西クリニックビル１Ｆ
西眼科クリニック

646－1900 眼

西 俊希 Ａ 伏見
伏見区深草稲荷御前町90 西クリニックビル２Ｆ
西医院

641－6251 内・胃・児
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浅野 経市氏／伏見・桃山東・３月21日ご逝去・79歳
南 又一郎氏／西陣・衣・金・４月１日ご逝去・83歳
武藤 太郎氏／山科・第８・５月９日ご逝去・89歳
井上佳代子氏／京大・医学研・６月４日ご逝去・55歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

平岩 望 Ｂ 下西 佐藤 敦 Ｂ 西京 織田 祥史 Ｂ 西京

東野 正明 Ｂ 山科 洞井 和彦 Ｂ 下西 栗本 晃二 Ｂ 下西

田中太一郎 Ｂ 宇治 梅村 敦史 Ｃ 下西 星山 有宏 Ｃ 下西

柏木 光明 Ｄ 右京

会
員
消
息

理
事
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だ
よ
り

【報 告】

１. 会員の逝去

２. ５月度基金幹事会の状況

３. ５月度労災審査協議会の状況

４. 個別指導の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 第17回京都府救急救命士会総会・研修

会の状況

７. 平成19年度京都府防災会議の状況

８. 第７回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの状況

９. 第７回環境保全対策特別委員会の状況

10. 府医学術講演会の状況

11. 第10回学術・生涯教育委員会の状況

12. ５月度協会医賠処理室会提出件数

【議 事】

13. 会員の入会・異動・退会25件を可決

14. 常任委員会の開催を可決

15. 平成19年度京都府医師会費減免申請を

可決

16. 社会福祉法人京都府社会福祉事業団評

議員の推薦を可決

17. 京都府社会保険診療報酬支払基金審査

委員の推薦替えを可決

18. 新規個別指導の開催を可決

19. 京都府国民保護協議会委員等の推薦を

可決

20. 京都市立学校幼稚園要休養職員審査委

員会委員の推薦を可決

21. 京都府公立学校教員指導力審査委員会

委員の推薦を可決

22. ｢小・中学生アスリートの医科学サポー

ト事業｣ にかかる調査の実施を可決

23. 府医居宅介護支援事業所出張所連絡会

の開催を可決

24. 平成19年度薬物乱用防止教室講習会へ

の出席を可決

25. 第29回近畿学校保健連絡協議会への出

席を可決

26. 救急救命士指示医師傷害保険の契約更

新を可決

第８回定例理事会 (５.31)
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27. 府医学術講演会の開催を可決

28. 学術講演会の開催並びに ｢日本内科学

会認定内科専門医資格更新講座｣ の申請

を可決

29. 平成19年度同好会助成金の交付を可決

30. 平成19年度学校関係助成金の交付を

可決

31. 看護専門学校火災保険の契約を可決

32. 看護専門学校 ｢2008学校案内｣ の作成

を可決

33. 京都食育ネットワーク監事の推薦を

可決

34. 京都府医師派遣調整会議の委員の推薦

を可決

【報 告】

１. 平成19年６月１日現在の会員数

５月１日現在 4,215名

６月１日現在 4,233名 (＋18名)

２. 会員の逝去

３. 総務担当部会の状況

４. ６月度保険医療担当部会の状況

５. 第６回消化器がん検診委員会の状況

６. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

７. 第12回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

８. 京都市急病診療所第107回定例理事会

の状況

９. 麻しん対策に係る大学保健センター等

管理者研修会の状況

10. ６月度地域医療担当部会の状況

11. ｢きょうと食育ネットワーク｣ 結成総

会の状況

12. ６月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

13. 第９回図書室検討小委員会の状況

14. 看護専門学校第１回運営会議の状況

15. 日医総研創立10周年記念シンポジウム

の状況

【議 事】

16. 会員の入会・異動・退会32件を可決

17. 常任委員会の開催を可決

18. 京都府医師会役員の講師料等報酬を

可決

19. 平成19年度京都府医師会費減免申請を

可決

20. 平成19年度春秋叙勲候補者の推薦を

可決

21. 平成19年度公衆衛生事業功労者の厚生

労働大臣表彰候補者の推薦を可決

22. 平成19年度 ｢日本対がん協会・朝日が

ん大賞｣ 候補者の推薦を可決

23. 第10回手話劇コンクール京都大会への

後援を可決

24. 第20回循環器チャリティゴルフへの後

援を可決

25. 平成19年度救急医療功労者の推薦を

可決

26. ｢外国人のためのカウンセリング・ディ

2007｣ 後援を可決

27. 労災保険情報センター (RIC) 平成19

年度長期運転資金の貸付に係る意見具申

を可決

28. 第３回近医連保険担当理事連絡協議会

の出席を可決

第９回定例理事会 (６.７)
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29. ｢北部三療学術研修会｣ への講師派遣

を可決

30. ｢下京区南区認知症ケア地域連携協議

会｣ 第１回総会パネルディスカッション

助言者の派遣を可決

31. 第15回京都府老人保健施設大会への後

援並びに臨席を可決

32. 平成19年度京都府学校保健会第１回理

事会への出席を可決

33. 平成19年度特定健康診査等実施計画策

定研修会への出席を可決

34. 第８回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの開催を可決

35. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

36. ｢成人慢性気管支喘息の吸入ステロイ

ド処方における薬剤師の関与に関する調

査研究｣ への協力依頼を可決

37. 京都府医療推進協議会秋のイベントを

可決

38. 移動理事会の日程変更を可決

���������	
��

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, 学術生涯研修課までご連

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237号の速報について (日医常任理事)

｢１. ＵＨＦ帯ＲＦＩＤ機器および新方式携帯電話端末の心臓ペースメーカ等の植込み型

医療機器へ及ぼす影響について｣, ｢２. 重要な副作用等に関する情報｣ は, ｢ガドジアミド

水和物｣ ｢カベルゴリン｣ ｢メシル酸ペルゴリド｣ ｢リスペリドン｣ の情報, ｢３. 使用上の注

意の改訂について(その187)｣ では, ｢アンピロキシカム他(７件)｣ ｢人工心肺装置を構成す

る人工肺, 血液ポンプ, 血液回路等の医療機器｣ の情報, ｢４. 市販直後調査の対象品目一

覧｣ は ｢重篤副作用疾患別対応マニュアルについて｣ ｢人工心肺装置の標準的接続方法およ

びそれに応じた安全教育等に関するガイドライン｣ が掲載されています｡

なお, これらは日本医師会雑誌の平成19年８月号に掲載される予定です｡

～ ８月度請求書 (７月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (金) 午後５時まで

△

国保 10日 (金) 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 13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｡




