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解体修理された澤井家住宅
写真／池崎 稔 (綴喜)

澤井家住宅の建築は元文５年 (1740年) に建て替えた時
の普請文書が残っている｡ 建物は接客を重視した造りになっ
ており, その内容は入母屋造りをＬ字型に組み合わせた屋
根, 太い梁組を使った広い土間空間, 座敷に数寄屋風の意
匠を用いた点に特徴がある｡
今回の修理は解体修理で, 平成16年１月に始まり平成19

年３月に終わりました｡ 今回の工事では建築当初の形式を
基本として復原整備され耐震対策のための構造対策も行わ
れた｡
また, 大梁には平成16年台風23号の被害にあった天橋立

の松が利用されている｡
建物は国の重要文化財に指定されている｡

(京都府文化財保護課のホームページから)
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横田耕三元京都府医師会長 (享年74歳) が

７月12日急逝され, 故人の京都府医師会への

数々のご功績により, ｢社団法人京都府医師

会・医療法人今井会合同葬｣ (７月14日通夜,

７月15日葬儀) が粛々と行われた｡ 合同葬は

故横田元会長の在職中の会務運営方針を尊重

し, 約やかにとり行われたにもかかわらず,

医師会関係者のみならず, 政界, 官界, 関係

団体, 財界より多くの方々が参列し, 別れを

惜しんだ｡

����

昭和７(1932)年２月３日
愛媛県松山市にて生まれる

昭和34(1959)年３月
京都府立医科大学を卒業

昭和34(1959)年４月
京都第二赤十字病院インターン

昭和35(1960)年４月
京都府立医科大学産婦人科教室副手

昭和39(1964)年７月
医療法人足立病院 足立病院勤務

昭和47(1972)年10月
医療法人足立病院 第二足立病院院長

昭和55(1980)年２月
社団法人京都府医師会理事

昭和63(1988)年２月
社団法人京都府医師会副会長

平成６(1994)年２月
社団法人京都府医師会会長 (14年３月まで)

平成12(2000)年４月
社団法人日本医師会監事

平成13(2001)年６月
医療法人今井会 第二足立病院院長

平成13(2001)年６月
医療法人今井会理事長

平成14(2002)年４月
社団法人京都府医師会顧問 (16年３月まで)

平成19(2007)年７月12日 死去 享年74歳

���������

昭和63(1988)年11月
京都府医療審議会委員 (平成14年４月まで)

平成６(1994)年２月
京都府生涯学習審議会委員 (14年６月まで)

平成６(1994)年２月
京都市社会福祉審議会会長 (16年３月まで)

平成６(1994)年２月
京都市医療施設審議会委員 (14年３月まで)

平成６(1994)年２月
京都市特別職報酬等審議会委員(14年４月まで)

平成６(1994)年２月
京都府社会保険診療報酬支払基金幹事 (14年３月まで)
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平成19年７月12日の朝, 油谷府医顧問より

横田先生が倒れられたとの報を受け, まさか

の思いを胸にお見舞いにかけつけました｡ す

でに意識はなく, 一時小康状態を保っておら

れたようにお見受けしましたが, 数時間後に

逝去されるという事態にまさに驚天動地の思

いを多くの先生方がもたれたのではないでしょ

うか｡

ご承知のように, 先生は昭和７年12月愛媛

県松山市でお生まれになり, 戦中戦後の激動

の時期に少年時代を送られ, 旧制中学から松

山工業高校で土木建築を学ばれた後, 志し新

たに医師への道を選ばれ, 京都府立医科大学

に進学, 昭和34年３月にご卒業になりました｡

その後昭和35年４月から母校産婦人科学教室

でご研鑽を積まれ, 昭和35年７月に医療法人

足立病院にご勤務, 昭和42年４月から医療法

人足立病院九条診療所分院長を務められた後,

昭和47年９月から医療法人第二足立病院の院

長に就任されたのであります｡

ご卒業以来48年間の星霜を質実剛健を旨と

しながらも, 文字どおり温厚誠実なるお人柄

で日夜診療にいそしまれ, 地域住民の方々や

患者さんはもちろん, 医師会の多くの会員か

らも厚い信頼を得ておられ, そのお人柄に信

望も大変厚いものがございました｡ 昭和53年

の林田京都府知事の誕生を受け, 盟友の青木

先生, 西先生を始めとする多くの方々と総力

を挙げて戦われた昭和54年12月に行われた京

都府医師会会長選挙において 86票という僅

差で有馬執行部が誕生し, 歴史に残る勝利を

おさめられ, 先生の選挙における不敗神話が

誕生したのであります｡ その年に先生は最年

少理事として医師会の表舞台に登場され, 理

事を４期務められた後, 昭和63年２月から平

成６年１月まで副会長, 平成６年２月から平

成14年３月まで会長を務められ, 文字どおり

寝食を忘れ会務の執行に邁進されたのであり

��������	
�
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平成６(1994)年３月
京都府地方社会保険医療審議会委員 (14年６月まで)

平成６(1994)年３月
京都府個人情報保護推進懇話会委員 (７年３月まで)

平成６(1994)年８月
京都府新しい行政推進懇話会委員 (15年８月まで)

平成８(1996)年８月
京都市人権擁護委員会委員 (14年７月まで)

平成８(1996)年12月
京都府公安委員会委員 (16年10月まで)

平成16(2004)年10月
京都府公安委員会委員長 (17年12月まで)

平成18(2006)年５月
社会保険診療報酬支払基金監事

�����

平成６(1994)年２月
財団法人京都地域医療学際研究所理事長 (14年３月まで)

平成６(1994)年２月
財団法人京都がん協会会長 (14年３月まで)

平成６(1994)年２月
財団法人京都予防医学センター会長 (14年３月まで)

平成６(1994)年３月
社会福祉法人京都市社会福祉協議会評議員
(14年４月まで)

その他, 日本医師会の各種委員会委員を歴任｡

���	

平成10(1998)年11月
京都府知事表彰 (保健医療功労)

平成11(1999)年11月
日本医師会最高優功賞

平成11(1999)年11月
厚生大臣表彰 (公衆衛生事業功労)

平成15(2003)年４月
勲四等旭日小綬章 (保健衛生功労)
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ます｡

その後, 何よりも好きと仰っておられた選

挙活動は, 平成元年８月に行われた京都市長

選挙において, 非常に厳しい状況の中, 321

票という薄氷を踏む勝利ではありましたが田

辺京都市長を誕生させた事で大輪の花を咲か

せられました｡ この勝利により横田先生の政

治力が内外に高く認知され, 京都府医師会の

存在が対外的にも大きく評価されることにな

り現在に至っております｡ その後, 平成16年

４月には, 植松大阪府医会長を擁立し日医会

長選挙に勝利, 植松日医会長の誕生に大きく

貢献されるなど, 先生のご活躍には枚挙にい

とまがございません｡

先生は京都府医師会役員ご就任以来22年間

の長きにわたり地域医療部門を中心に, 京都

府内における周産期救急医療体制の整備, 災

害時救急医療体制の整備, 高齢者救急医療シ

ステム事業に取り組まれるなど, 数々のご功

績を残されております｡ また平成６年から平

成14年まで京都府医師会看護専門学校校長を

務められ, 特に平成７年７月には現在の山科

に校舎を移転され全国有数の看護専門学校に

発展させられるなど看護師養成事業にも先生

の医師会活動の情熱の相当な部分を注力して

こられました｡

このような多岐にわたるご活躍の故に平成

10年京都府知事表彰をはじめ平成11年には厚

生大臣表彰をご受賞になるなど数々の受賞を

され, 平成15年の春に勲四等旭日小綬賞の叙

勲の栄に浴されましたことは衆知のとおりで

ございます｡

一方, 平素の会務でのご活躍の傍ら, 学生

時代より国体選手として出場の実績がある軟

式テニスを日頃より楽しんでこられました｡

週末や休日の会合には, テニスを楽しまれて

からお出かけになられたり, どこへお出かけ

になるのも歩いてゆかれたりされていたこと

は多くの皆様がご承知のとおりであります｡

また60才半ばでしまなみ海道を自転車で四国

まで走破されたこともご自慢の１つであり,

お年を感じさせない体力と気力は我々後進の

役員を凌駕し, 病に倒れられるなどとは夢想

だにしておりませんでした｡ つい先日も看護

学校のＯＢ会である友愛会でお姿を拝見し多

くの先生方と楽しく歓談したところで, 今回

の訃報にはただただ驚くばかりでございます｡

私は, 先生の会長２期目に理事として就任

させていただきました｡ 就任早々にＯ－157

の集団発生事件があり, 右往左往している中

を先生にしっかりとご指導いただきました｡

さらに翌年京都府医師会創立50周年を迎える

にあたり記念誌の発刊をお任せいただくとと

もに, 昭和55年からの京都府医師会の歴史に

ついてしっかりとお教えいただきました｡ 時

には厳しく, 時には優しく, 先生の卓越した

識見と誠実なるお人柄は, 京都府医師会会員

の揺るぎなき道しるべとして後世まで語り継

がれるものと確信しております｡ ご経験豊富

な先生には, 後進の指導をはじめ今後ますま

すのご活躍をご期待いたしておりましたが,

突然の訃報に接し, このたびの幽明境を異に

される事態に立ち至り哀惜の念これにすぐる

ものはございません｡

今ではご長男和昭先生も立派な医師として

ご活躍中であり後顧の憂いなきとは申せ, 先

生のご尊容に接する機会を永遠に失いました

ことは寂寞の感一入でございます｡ また, 全

ての情熱を注いでこられた京都府医師会には,

まだまだ熱い思いと後輩へのご懸念がおあり

かと存じますが, 役員一同今日までいただい

て参りました先生のご薫陶を胸に, 国民の健

康と生命, 日本の医療のさらなる充実発展を

目指し, 京都府医師会のさらなる発展と強い

日本医師会の確立に向けて全力を挙げて邁進

することをお誓い申しあげます｡

ありし日の先生の面影を偲びつつ長年医療・

福祉そして医師会会務運営に全霊を傾注され

ましたご労苦に深甚の感謝を捧げ泉下のご平

安を心から祈念いたしましてお別れの言葉と

いたします｡

合 掌
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元日本医師会監事 元日本医師会代議員 故横田耕三先生のご霊前に謹んでお別れの言
葉を申し上げます｡
先生は昭和34年３月京都府立医科大学をご卒業の後, 大学及び民間病院で産科婦人科

のご研鑽を積まれ, 昭和45年４月医療法人第二足立病院院長にご就任され, 平成17年４
月には医療法人今井会理事長にご就任されるなど, 47年の永きにわたり, 産婦人科医師
として地域住民の疾病治療, 公衆衛生の普及啓発に身を挺してご尽力なされました｡
国政では社会保険診療報酬支払基金監事を務めるなど, 大変重要な支払基金業務を監

査され その向上発展に全力を注がれました｡
日本医師会では平成12年４月から４年間監事, 昭和63年から12年間にわたり, 日本医

師会代議員に就任され, 日本医師会の進むべき基本方針の舵をとられるなど, 卓越した
指導力を発揮されたご功績は誠に大きなものがございました｡
委員会におきましては, 医療政策会議, 生命倫理懇談会, 学術推進会議など主要な委

員会に数多くご参画いただき, 日本医師会の発展に対して広範なご支援を賜ったことに
心より感謝申し上げます｡
医師賠償責任保険制度検討委員会, 医事法関係検討委員会にも永きにわたりお務めい

ただき, 日本医師会の医賠責事業の向上に計り知れないご貢献をなされました｡
先生の高度な専門知識に基づいた論理的かつ辛口のご発言は, 公正無私な会務運営を

もたらし, 我々後輩会員にとり多くの影響を与えて下さいました｡
本格的な少子高齢社会を迎え, ゆるぎない社会保障制度の構築が望まれる現在, 横田

先生というかけがえのない方を失いましたことは, 医師会にとりまして, 誠に大きな損
失であり痛恨の極みといわざるを得ません｡
医療の発展に献身された先生のご功績とご遺徳を偲びながら, 心より哀悼の誠を捧げ,
ご冥福をお祈り申し上げお別れの言葉とさせていただきます｡
先生 どうぞ安らかにお眠り下さい｡

合 掌

平成19年７月15日
日 本 医 師 会
会長 唐 澤 � 人
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森府医会長は, 冒頭の挨拶で先の６月９日

に伏見医師会主導で開催されたイベント ｢こ

れからの医療・保健・福祉を守る府民集会｣

への多大な協力に謝意を示すとともに, 市内

２地区, 市外２地区で総員2,000名以上の動

員を得たことによって府民・市民に対し医療・

介護・福祉の問題点についての啓発活動が出

来たとした上で, 府医の活動としては京都府

議会・市会へ日本の医療を守るための請願を

行ったことを紹介した｡

また, 平成20年から開始される特定健診・

特定保健指導については医師国保と歩調を合

わせ, モデル事業を展開していることを明ら

かにするとともに, 合わせて来年４月の診療

報酬改定について触れ, 医療を取り巻く環境

が激動する１年になると見通した｡ さらに森

府医会長は７月12日に告示される参議院議員

通常選挙への協力要請を行うとともに, 新京

都府医師会館建設や在宅医療支援センター等

現在府医において取り組んでいる重点事業に

ついて説明, 出席者に対し忌憚のない意見を

求めた｡

特定健診・特定保健指導について

まず, 地区から特定健診・特定保健指導に

かかる問題点として, 府医基本健康診査委員

会では安価な価格を設定していると前置きし

た上で, ｢第６回保険者による健診・保健指

導の円滑な実施方策に関する検討会｣ におい

て動機付け支援10,000円程度, 積極的支援が

30,000円程度とされていることを示し, 積極

的支援の金額設定が低くなるようでは地区で

の運営が困難との見解が示された｡ また, 特

定保健指導の形態について, 府医サービス部

において基準に従い階層化し, 各医療機関に

結果を送付するという府医案での運営は困難

であるとの見方を示した上で, 個別医療機関

の負担を減らすために動機付け支援や積極的

支援等の特定保健指導を一括して行う伏見医

師会主導の伏医センター構想が示された｡

福州府医理事は, はじめにこれまでの基本

健康診査と平成20年から実施される特定健診・

特定保健指導の違いや特定健診・特定保健指

伏見医師会と府医執行部との懇談会が７月９日(月), 伏見医師会館で開催され, 地区から27

名, 府医から９名が出席, 吉田昭和伏見医師会副会長司会のもと, ｢特定健診｣ ｢府医在宅医療

推進センター｣ ｢新医師会館｣ ｢府医・近医連と中央との関係｣ について, 約１時間半にわたり

意見交換が繰り広げられた｡

冒頭, 岸田進伏見医師会長の挨拶に続き, 森府医会長が挨拶に立ち, ６月９日に伏見医師会

の主導のもとで行われたイベント ｢これからの医療・保健・福祉を守る府民集会｣ や特定健診・

特定保健指導のモデル事業, ７月12日に告示される参議院議員通常選挙等について説明した｡

伏伏 見見
医師会との懇談会

特定健診・特定保健指導, 府医センター構想・伏医センター構想で意見交換

伏見医師会との懇談会 (７.９ 伏見医師会館)
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導の概要を説明した上で地区の質問の回答に

応じた｡ 金額面については, モデル事業では

あえて費用を高く設定せず, 保険者が参加し

やすい環境作りをねらいとしていることを明

らかにするとともに, 健診・保健指導の円滑

な実施方策に関する検討会での一定程度の金

額設定については, 実際に特定健診・特定保

健指導が稼働し始めれば業者によるダンピン

グの発生が予想されるとしながらも, 医療機

関に迷惑がかからないような金額設定を目指

すとの意気込みを示した｡ また, 伏医センター

構想案については, 伏見医師会のような力の

ある地区医師会では可能としつつも, 府医構

想の利点として, 個別の健診の場合には, か

かりつけ医の医療機関において健診と保健指

導が完結することを示す一方, 伏医センター

構想では, 伏見医師会センターにおいて特定

健診・特定保健指導を受診した場合, 動機付

け支援や積極的支援までも伏見医師会センター

において行わなければならないことや, 個別

では１名当たり約20分程度の時間の設定に対

し, グループ支援では１名当たり約80分もの

時間がかかってしまうことを問題点として指

摘した｡

府医在宅医療支援センターについて

北川府医理事は, 在宅医療支援センター

(仮称) について府医の考え方を示した｡ 施

設から在宅への流れについて, 厚労省は患者

や地域住民のＱＯＬ向上と在宅希望の尊重を

根拠としているが, 真の目的は医療費抑制で

あるとし, 住み慣れた在宅や地域での生活は

誰もが望むところではあるものの現状はそれ

を阻害する要因が非常に多く, 患者や家族の

意向を無視した施設から在宅への拙速な誘導

は, かえって患者や家族のＱＯＬを低下させ

るおそれがあるとの見解を示した｡ また, 北

川府医理事は, 新たな高齢者医療制度の創設

を機に年齢を理由に在宅での医療を強制され,

または病床不足により入院が出来ないなどと

いった適切な医療へのアクセスが阻害され,

ＱＯＬ向上の機会を奪われることはあっては

ならないとの見解を示す一方, 患者や家族が

在宅での医療を希望しているにもかかわらず,

在宅医療に関しての情報がない, 在宅医療を

行う医療機関が見つけられない, 在宅医療の

質が低いなど在宅医療の整備不足が原因で在

宅や地域での生活をあきらめなければならな

いという事態はあってはならないとし, 患者

と長年かかわってきた地域の医師が患者の安

心や医療の継続の観点から在宅医療を提供す

ることが求められているとの見方を示した｡

しかしながら, 入院や外来医療に比べて在宅

医療はより多くの労力を要することにより実

践は容易ではないとの見解を示し, 在宅医療

の環境整備と会員支援の観点から府医在宅医

療支援センターの創設に至った経緯を説明し

た｡ 次に府医在宅医療支援センターの概要に

ついて触れ, 住民・患者・家族支援として相

談窓口の創設等を挙げるとともに在宅医療提

供体制の構築として主治医紹介システム構想

案や在宅医師チーム構想案を示した｡

地区から, 府医在宅医療支援センター構想

があたかも完成したかのようにマスコミに取

り上げられたことについて指摘され, 北川府

医理事は ｢本センター構想は今後作り上げて

いくシステム｣ と前置きした上で, 記者会見

では来年度の実施事項として情報発信と相談

窓口の設置を行うこと, 将来的な構想として

主治医紹介システムや在宅医師チームが必要

になってくることを述べたとし, 本システム

の構築には地区医師会と府医の共同関係が鍵

となるとの見解を示し, 協力を求めた｡

新京都府医師会館について

久山府医副会長は, これまでの新京都府医

師会館建設にかかる経緯として, 油谷前執行

部が掲げた開かれた医師会を実現する足がか

りとして, ＪＲ二条駅前の土地を取得, 会館

建設検討特別委員会の検討事項の一部を紹介



2007年(平成19年)８月１日 No.1866 7

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

し, これまでの経緯を説明した｡ 新医師会館

の機能としてはメディカルセンター・エデュ

ケーショナルセンター・インフォメーション

センター機能構想を示すとともに今後の見通

しとして, 来年早々には基本設計に取りかか

り, 平成20年の６月から３ヶ月程度の間に建

築業者の選定に移りたいとして着工は平成20

年の秋頃までとの見通しを示した｡

地区から, 現会館の利用方法, 新京都府医

師会館の建設費用, 入所する団体等について

の質問があった｡ 森府医会長は, 現会館の売

却は行政機関を優先的に考えているとし, 建

設費用については, 100％断言は出来ないと

した上で, 土地の売却分等でのプラス分があ

れば追加会費の徴収を免れる可能性はあると

見通した｡

府医・近医連と中央
との関係について

森府医会長は, 昨年４月の日本医師会の会

長選挙に国会議員が大きく介入したことによっ

て現在の府医連の選挙事情になっており, 府

医連として日医連への協力は一切行わないこ

とを示す一方で, 我々は日本医師会会員であ

ることや都道府県医師会を任される者として,

医政活動以外に関する日本医師会の活動につ

いては, 是々非々のスタンスで関係を保って

いくとした｡ また, 近医連においても同様の

スタンスであることを示し, 府医をはじめ近

畿各府県から多数が日医委員会に参画してい

ることを説明した｡

新潟県中越沖地震被害に係る義援金の受付について

この度, 新潟県中越一帯を襲った大規模地震により, 当該地域の多くの方が被害に遭わ

れました｡ そこで, 京都府医師会では, 標記義援金を下記のとおり受け付けいたします｡

会員各位におかれましては, ご協力の程宜しくお願い申し上げます｡

１. 義援金の振込先

振込銀行 京都銀行本店

口座番号 普通口座 4066032

口座名義 社団法人京都府医師会 京都府医師会長 森 洋一

２. 義援金の受付期間

平成19年８月１日から平成19年８月31日まで

※税務上の控除対象とはなりません｡

３. 問い合わせ先

京都府医師会総務課 TEL：075－315－5273
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森府医会長は, 冒頭の挨拶で, 日本の医療

のあり方および現状の厳しさに触れ, 医療費

は年々増加しているが, 医療の進歩とともに

医療費は増大するものであり, それを経済の

成長と結びつけて経済の成長の範囲内に医療

費を削減することは医療の崩壊につながると

述べるとともに, 医療費の適正な増加につい

ては国民の理解を得られるよう努力していか

なければならないことを強調した｡

また, 特定健診・特定保健指導については,

保険者が実施することになるが, その費用を

保険料で賄うとすれば当然医療費が削減され

ないと保険者が破綻してしまうことになる｡

現実には生活習慣病対策に取り組んでもほと

んど医療費の抑制効果は期待できず, 医療費

の削減にはならないというのが, おおかたの

専門家の見方ではあるが, 法律で決まってし

まっている以上, 会員へ負担とならないよう

取り組んでいかなければならないことであり,

来年４月１日からの本格実施に向けて, 現在

京都府医師国保を始め12国保組合のご協力を

得てモデル事業を行っていることを紹介｡ 地

区での理解と協力を求めた｡

さらに在宅医療について, 国の言うとおり

推進するつもりはないが, 在宅医療を希望さ

れる患者さんがおられる限り府医として在宅

医療支援センター (仮称) を設置し, 地区医

師会と連携しながら在宅医療に取り組んでい

きたいと述べた｡

特定健診・特定保健指導について

福州府医理事は, はじめにこれまでの基本

健康診査と平成20年から実施される特定健診・

特定保健指導の違いや概要を説明した上で地

区からの質問に応じた｡

地区から主な質問として, これまでの健診

とは違いメタボリックシンドローム対策に重

点をおいているため, 一部の肥満の方に特化

してしまい, 実際の対象者が１～２割程度に

なると思われるが, それに該当しない方の健

診はどうするのかとの質問に対して, 各保険

者がオプションで検査項目を出来ることになっ

ているため, 今まで行ってきたことから後退

しないよう各保険者と話を進めていきたいと

回答した｡

また, 健診と指導は同じ医療機関で行うの

かとの質問に対しては, 原則として同じ機関

宇治久世医師会と府医執行部との懇談会が７月11日(水), うじ安心館３階で開催され, 地区

から22名, 府医から８名が出席, 礒部弘子宇治久世医師会庶務担当理事司会の下, ｢特定健診・

特定保健指導｣ ｢総合医制度｣ について, 約１時間半にわたり意見交換が繰り広げられた｡

冒頭, �橋権也宇治久世医師会長の挨拶に引き続き, 森京都府医師会長が挨拶に立ち, 医療

を取り巻く環境や特定健診・特定保健指導のモデル事業等について説明した｡

宇宇治治久久世世
医師会との懇談会

総合医や特定健診・特定保健指導について熱い議論

宇治久世医師会との懇談会 (７.11 うじ安心館)
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で行っていただくのが望ましいとした上で,

地区で集団指導の形態を取ってもらうことは

可能であるが, あくまでも受診者の意向を尊

重してほしいと付け加えた｡

総合医制度に対する
府医の考え方について

上原府医副会長は, 総合医に対する議論が

生まれた背景について, ｢大病院への患者の

集中による勤務医の疲弊が原因により医師不

足が生じている｡ もう一度大病院から診療所

へ患者を呼び戻す必要があるという考え方が

根本にある｣ と説明｡

厚労省と日医は総合医が必要であるという

ことについては考えが一致しているが, 厚労

省は大臣が許可するという考え方を示してお

り, これに対し日医は, 医師免許の二重指定

であると同時に人頭払い制にもつながると強

く反対し, 日医が認定する方法を日本プライ

マリケア学会などの３学会と検討中であると

いう中央の現状を伝えた｡

府医としては, 地域医療部会で検討を重ね

ている段階であり, トータルな考え方は示せ

ていないとした上で, 上原府医副会長の私見

として, ｢厚労省や日医の考え方には反対で

ある｡ たとえ日医の認定であっても 『認定医』

は厚労省同様, 人頭払い制につながる危険が

ある｡ また, 総合医だけで在宅医療が成り立

つはずもない｡ 早期に退院してくる患者には,

総合的に診る医者だけではなく専門的知識が

ある開業医も必要であるから, いかに連携を

保ちながらやっていくかが大切であって,

｢認定医｣ にこだわる必要はない｣ との認

識を示した｡

また, それに関連して, 低医療費政策につ

いて, これまで医療費亡国論を主張してきた

新聞数社が低医療政策を批判し始め, 少しフォ

ローの風が吹き始めた｡ それを利用するため

にも府内４地区で行われた医療推進協議会等

で確実に国民に訴えていく必要があると強調

した｡

久山府医副会長は, 総合医が医療の全分野

に精通しなければならないとしている厚労省

の新聞コラムを引用し, 各分野のいわばプロ

が改めて認定をもらったところで ｢絵に描い

た餅｣ になることは必至であり, 結局は医師

免許の更新性につなげるものだと述べた｡

地区からは, ｢在宅をやっていく上で看護

師をはじめ看護関連の職員の絶対数が不足し

ている｡ また, やればやるほど赤字が出るこ

の体制を何とかしなければならないと思って

いる｡ 地区だけでなく, 医師だけでなく, 京

都府医師会と一緒に要望していく必要がある｣

と訴えが示された｡

最後に森府医会長は, ｢介護, 福祉, 自立

支援法関連分野は低い報酬で酷使され極限状

態にあり, これ以上頑張れと言われても, と

ても無理な話である｡ 町医者を復権させるだ

けで全てが上手くいくはずがない｡ 総合医と

いう言葉を使うなら, 言葉の遊びはやめて,

本質をしっかり議論してほしい｡ そうでなけ

れば厚労省に主導権を握られてしまう｡ 他職

種の待遇も含め在宅医療をしっかりとしたも

のにしていくにはどうあるべきかを議論しな

がら進めていきたい｣ と述べて締めくくった｡

�������

引き続き行われた保険医療懇談会では, 地

区から最近の審査並びに診療報酬の請求につ

いて, 次のような質問が上がった｡

手書きレセプト提出医療機関である会員か

ら ｢政府管掌の保険者より記号の文字が間違っ

ているとのことで返戻されてきたが, 確認す

ると間違ってなかった｡ なぜ, このような誤

りが発生するのか｣ との質問に対して, 森府

医会長は ｢審査支払機関ではレセプトを画像

に取り込んで保険者に送付しているため, 文

字が化けている可能性がある｡ 保険者には注

意を喚起する必要がある｣ と説明｡ 続いて最
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近の審査について, 地区から ｢５月審査分ま

では通っていた内容が６月審査分で減点され

ている事例や, 支払基金と国保連合会の審査

上の見解の差異が見受けられるのはどうして

か｣ との質問に対して, 西村府医理事は ｢基

金・国保審査委員会連絡会で審査の意見統一

を図っている｡ 減点に対して納得できない場

合は再審査請求をお願いしたい｣ と回答｡ さ

らに, 『減点通知に対して再審査請求を提出

したが, ｢原審どおり｣ の回答のみで理由が

記載されていない｡ 減点理由を記載してもら

えないのか』 との質問に対して, 上原府医副

会長は ｢再審査請求に対しての回答は, 理由

を記載することになっている｡ 審査支払機関

に確認願いたい｣ と説明した｡

その他, 西村府医理事から医業類似行為に

関する医師の同意書について, 不適切な傷病

名や往療の必要性のない傷病名など不備が散

見している実例を挙げて, 注意を喚起した｡

医療廃棄物の適正処理について

京都市環境局循環型社会推進部循環企画課から, 京都市北部リサイクルセンターにおい

て一般ゴミに注射針の混入があったとの報告を受けました｡ (※写真参照) おそらくイン

シュリンの自己注射の注射針とのことです｡

使用済みの注射針は感染性廃棄物であり特別

管理産業廃棄物であることから, 深刻な健康

被害を招く要因になるため, 医療機関の責任

は重大なものであると考えられます｡ (自己

注射の場合でも患者に処方した注射針は必ず

回収してください｡)

会員各位におかれましては, 感染性廃棄物

(特別管理産業廃棄物) の適正な処理を遂行

していただきますようお願い申し上げます｡

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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京都府医師会では５月24日(木), 国民皆保険制度の堅持を旨とする, 地方自治法第99条の規

定に基づく意見書の提出についての請願を自民党府議団に対し行いました｡ これを受けて自民

党府議団は議員提出議案として, ７月３日(火) 開催の京都府議会に提出し, 全会一致で可決

され, 下記の意見書は, 京都府議会議長名をもって, 衆・参両院議長, 内閣総理大臣, 財務大

臣, 厚生労働大臣宛に提出されましたのでお知らせします｡

なお, 下記の意見書は市会にも提出済であることを申し添えます｡

記

国民皆保険制度等に関する意見書

わが国の医療保険制度は, 全ての国民が公的な医療制度に加入し, ｢いつでも・どこでも・誰

でも｣ 質の高い医療を, 安心して受けることができる国民皆保険制度が採用されている｡ この

ことにより, 世界トップレベルの長寿社会を達成・維持することができ, 他国に誇るべき制度

として, 高い評価を得ている｡

しかしながら, 医療技術の進歩や急速に進む高齢社会の中で, 医療費の増加は避けられず,

国を挙げての医療制度改革に, 現在取り組まれているところである｡

このような中にあって, 高齢者医療制度における自己負担の見直しや療養病床の再編等の施

策が進められる一方, 地方の医療機関や小児科, 産婦人科等の医師不足が顕在化するなど, 多

くの国民は, 将来において, 安定的で, 質の高い医療を享受することに不安を抱いている状況

にある｡

よって, 国におかれては, 全ての国民が, 安全で安心のできる医療サービスを引き続き受け

ることができるようにするため, 次の措置を講じられるよう強く要望する｡

１ 国民皆保険制度を堅持すること｡

２ 平成20年度からスタートする後期高齢者医療制度については, 高齢者の誰もが安心して医

療が受けられるような制度となるよう財政措置を含め必要な措置を講じること｡

３ 地域や特定の診療科の医師不足を解消し, 地域間医療格差の是正のための実効ある措置を

講じること｡

以上, 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する｡

平成19年７月３日

衆議院議長 河野洋平殿

参議院議長 扇 千景殿

内閣総理大臣 安倍晋三殿

財務大臣 尾身幸次殿

厚生労働大臣 柳澤伯夫殿 京都府議会議長 家元丈夫
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京大病院は各臓器がんの専門医を数多く擁

しているとともに, 病理, 画像診断という診

断から, 外来化学療法, 放射線治療, デイ・

サージャリーなど治療まで, がん診療の基盤

を支える部門が全国的に見て最も整備された

状況にあります｡ これらの基盤の上に, 京大

病院がんセンターを設立することが昨年12月

に決定されました｡ この構想は, ２年前か

ら実務者レベルで検討されていたものであ

ります｡

集学的治療, チーム医療の実現により, 患

者を中心とした新たな診療体制を構築し, 患

者のニーズに合った医療を提供することが本

センター設立の目的です｡ また, 本センター

における実践教育を通して, 臨床腫瘍学を基

盤としたがん医療専門医並びにがん専門看護

師, 薬剤師および医学物理士などの医療専門

職を育成することも重要な使命と考えていま

す｡ 更には, 多様な臨床研究を展開して新た

な標準治療の確立, 先進医療の開発を先導す

ることも大きな役割であります｡

がんセンターは ｢外来がん診療部｣ ｢入院

がん診療部｣ ｢がん診療支援部｣ からなりま

す｡ 本年４月から, 外来がん診療部とがん診

療支援部が活動を開始しました｡ 外来がん診

療部は, 関連する診療科・部が参画する集学

的外来 (診療ユニット) を創設し, そこで患

者中心のチーム医療を行うものであります｡

すでに稼働している前立腺がんユニット, 脳

腫瘍ユニットに加えて, 乳がん, 食道がん,

肺がんおよび膵がんの各ユニットが開設され,

今後, 大腸がんユニットの開設も予定されて

います｡ 図１に各ユニットが診療している曜

日を示します｡

各ユニットにおいては横断的に複数の医師

や各種医療スタッフが同一の外来で患者を診

療することによって, １)公平で客観的な情

報を提供できるため患者さんが安心して治療

方針を選択できる, ２)医師がお互いの知識

を共有できるため治療の質が高まり, 治療方

針も迅速に決定される, ３)チーム医療の教

育の場として活用できるなど大きな効果が期

待できます｡

がん診療支援部の部長には横出正之教授が

就任し, 地域ネットワーク医療部とともに地

域医療機関との連携と緩和医療の推進を図っ

ています｡

また, 本がんセンターの司令塔の役割を果

たすべく, 寄付講座として本年４月に集学的

がん診療学講座が発足しました｡ 責任者であ

る三尾直士准教授は, 外来がん診療部長を務

めています｡

入院がん診療部は, 任天堂相談役の山内

溥氏の寄附を原資に建設される新病棟 (積

貞棟) において, 2010年から本格的な稼働を

開始します｡ １階には外来化学療法部門とが

ん診療支援部, ２階には集学的がん診療病棟,

３階には血液・腫瘍内科, などが設置され,

外来診療部門以外の多くの診療機能が新病棟

に集約される予定です｡

２人に１名が罹患し, ３人に１名が命を落

とすという文字どおりの国民病といえるがん

の克服に行政, 病院, 医師会と連携しながら,

少しでも寄与したいと考えています｡
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図１
がん診療部門 (診療ユニット)週間予定

曜 日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午 前 乳がん
前立腺がん
食道がん

肺がん
膵がん
乳がん

午 後 脳腫瘍
乳がん
脳腫瘍

前立腺がん
食道がん

肺がん
膵がん
乳がん
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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, 学術生涯研修課までご連

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

①｢使用上の注意の改訂｣ について (日医常任理事)

【対象医薬品名】
｢アルテプラーゼ(遺伝子組換え)｣ ｢メロペネム三水和物｣ ｢塩酸オキシコドン水和物｣ ｢アモ
バルビタール, バルビタール, フェノバルビタール(経口剤), ブロムワレリル尿素, ペント
バルビタールカルシウム, 抱水クロラール(経口剤)｣ ｢エスタゾラム, ニトラゼパム, ニメ
タゼパム, ハロキサゾラム, 塩酸フルラゼパム, ロルメタゼパム｣ ｢クアゼパム, フルニト
ラゼパム(経口剤), ブロチゾラム, 塩酸リルマザホン｣ ｢塩酸アンブロキソール｣ ｢プロピオ
ン酸フルチカゾン(吸入剤)｣ ｢インフリキシマブ(遺伝子組換え)｣ ｢エタネルセプト(遺伝子
組換え)｣ ｢リバビリン(錠剤), ペグインターフェロンアルファー２ａ(遺伝子組換え)｣

なお, ｢使用上の注意の改訂情報｣ については医薬品医療機器情報提供ホームページ (http:
//www.info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html) にも掲載されています｡

②｢重篤副作用疾患別対応マニュアル｣ について (日医常任理事)

厚生労働省が平成17年度から実施している重篤副作用総合対策事業において, 医薬品の使
用により発生する下記の副作用疾患を対象として, 今般, ｢重篤副作用疾患別対応マニュア
ル｣ を作成し, 厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/tp1122-1.html)
および医薬品医療機器情報提供ホームページ(http://www.info.pmda.go.jp/juutoku/juutoku_index.
html) に掲載しましたので, お知らせします｡

薬剤性過敏症症候群, 急性腎不全, 間質性腎炎 (尿細管間質性腎炎), 再生不良性貧血 (汎
血球減少症), 薬剤性貧血 (溶血性貧血, メトヘモグロビン血症, 赤芽球ろう, 鉄芽球性貧
血, 巨赤芽球性貧血), 出血傾向, 無顆粒球症 (顆粒球減少症, 好中球減少症), 血小板減少
症, 血栓症 (血栓塞栓症, 塞栓症, 梗塞), 播種性血管内凝固 (全身性凝固亢進障害, 消費
性凝固障害)
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今般の医療法改正に伴い, 法人医療機関を対象とした医療法人制度改正説明会を京都府の担

当者を講師にお招きして開催することになりました｡

つきましては, 下記のとおり開催いたしますので, 多数ご出席いただきますようよろしくお

願いいたします｡

記

１. 日 時 平成19年８月23日(木) 午後２時30分から

２. 場 所 京都府医師会館

３. 内 容 医療法人制度改正に伴う手続きについて

※当日は, 駐車場の混雑が予想されますので公共の交通機関をご利用ください｡

お問い合わせ：府医総務課

(TEL 075－312－3671・FAX 075－314－5042)

������������������ 

先般, 京都府医師会館において, 講演会等が複数開催されたことにより, 駐車場が大変混雑

し, 当日急病人が発生したにも関わらず, 緊急車両および救急隊が現場まで進入しにくいとい

う異常な事態が生じました｡

このような事態を受けて, 災害が起こった場合の対応として, 緊急車両が円滑に進入できる

通路の確保および救助活動が出来る場所を確保する必要があることから, 今後は, 駐車枠を超

える駐車は原則として認めず, 満車になり次第, 駐車場への進入を制限することとなりました｡

(ただし, タクシー, 緊急車両は除く)

会員各位のご理解, ご協力をよろしくお願いいたします｡

また, 路上に駐車する方も散見されたことから一時的に渋滞を引き起こしましたので, 近隣

に迷惑をかけるような行為はご遠慮いただきますようお願いします｡

併せて, 講演会等の際は公共の交通機関でご来館いただきますようお願いいたします｡

府医事務局総務課
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――― ８８８月月月１１１日日日よよよりりり試試試験験験運運運用用用開開開始始始 ―――

府医では, ８月１日 (予定) より, ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, ＭＬ) の試験運

用を開始いたします｡

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｡

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・

ＭＬ登録の旨ご連絡いただき, ＭＬ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｡

詳細は京都医報７月15日号 (No. 1865) に掲載しております 『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｡

【登録方法】
●個人の場合は京都医報７月15日号 (No. 1865) に同封いたしました, 申込用紙に地区医師会

名, 医療機関名, 会員のお名前, メールアドレスを記載の上, 府医総務課までＦＡＸ (075－

314－5042) をお願いします｡

申込用紙を紛失された場合は, 府医総務課 (TEL：075－315－5273) までご連絡ください｡

なお, ご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｡

●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｡

●お申し込みいただいた会員の先生方には, 府医事務局においてアドレスを府医・ＭＬサーバ

に登録し, その後に確認メールで８月１日以降, 順次, 直接通知いたします｡
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介護予防

介護保険制度に介護予防とよばれる事業

が導入されて１年余りになりました｡

発足当初は高齢者に対して筋力トレーニ

ング等を施して要支援状態に陥る事を予防

する制度として注目を集めました｡

マスコミにも取り上げられて我々も大い

に関心を抱いていたものです｡

対象は特定高齢者 (要支援, 要介護にな

るおそれのある高齢者, 基本チェックリス

トで生活機能低下に該当する人) を中心に

事業展開をする予定でした｡

ところが特定高齢者の選定は90％以上が

基本健診と同時に行われる基本チェックリ

ストをもとに行われています｡ 基本健診会

場もしくは委託された医療機関へ徒歩で行

く事が出来る人から特定高齢者を選ぶわけ

ですから, 該当する人は非常に少なかった

のです｡ 従ってこの事業は成果をあげる事

なく１年が経ってしまいました｡ そうした

わけでこの４月から生活機能の低下の基準

を大幅に甘くして多くの特定高齢者を選び

出そうとする試みがなされました｡ しかし

ながら, 選択母体は変化しないのですから

事業が軌道に乗るかは不明です｡ 実効性の

あるものにするには, この事業の啓蒙と他

の窓口を用意する事が必須と考えます｡ 医

療機関, 保健所, 包括支援センター等にア

クセスすれば手続きが出来るようにする等,

考慮の余地はあるように思います｡ もうひ

とつの問題点は基本チェックリストの記載

から実行 (包括支援センターに対象者のリ

ストが届いてプラン対象者に連絡する) ま

で, 考えられないほど時間がかかっていま

す(１年以上)｡ 従って包括支援センター

が対象者に連絡を入れた時点では状態がか

なり変化していて, 既に死亡されていたケー

スもあります｡ 介護予防自体は良いアイデ

アですが, 実体のあるものにしないともっ

たいないと思っています｡

(情報企画委員会委員長・伏見 岡本英四郎)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

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

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 広報課

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡
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東山医師会は今年の春で創立60周年を迎えま

した｡ ３月末現在会員数165名 (Ａ会員約60名)

で, 新規開業が少なく, ご高齢の先生方の閉院

などの影響で, ２年前に比べＡ会員の数が減少

しております｡ 区民の高齢化率が高く, 人口も

徐々に減少している (現在約41,000人) 地区と

しては致し方ないことかもしれません｡ 今年の

４月から大本一夫先生が新しく会長になられま

した｡ 御尊父の大本 巌先生も以前会長をされ

ており, 一夫先生ご自身も長年執行部としてご

活躍でありましたので, 各会員とのコミュニケー

ションも良く, 当医師会の伝統であるファミリー

な雰囲気はしっかりと継承されています｡

�������������

東山区には京都第一赤十字病院, 東山武田病

院の２つの大きな病院があり, これに原田病院,

久野病院を加えた４病院と医師会の医院, 診療

所との間の病診・病病連携も活発かつ円滑に行

われており, 毎年９月には病診合同学術集談会

を東山医師会主催で開催し, 診療面だけでなく,

学術面での交流も行っております｡ また, 東山

武田病院に続き, 京都第一赤十字病院も開放病

床を開始され, 活発に利用されています｡ その

開放病床の利用状況は当医師会の月１回発行の

広報誌に掲載し, 会員へ報告されています｡

また京都第一赤十字病院の研修医に対して,

新臨床研修医制度に基づいた地域医療実習の一

環として, 例年約８ヶ所の医院・診療所が研修

医を受け入れ, 約１週間の開業医での実習 (残

念ながら見学がほとんどです) を行っています｡

開業医の立場といたしましては, 若い先生方に

医学以外でも苦労している我々の姿を多少なり

ともお見せできればと思っております｡

������

在宅・介護にかかわるスタッフとの意見交換,

交流の場として, 以前からホテルで開催し, 講

演会を主にしていましたコメディカル懇親・懇

談会は, 昨年から模様替えし, 医師会事務所で

コメディカル連絡協議会として, 開催回数を年

２－３回に増やし, 医師とコメディカルスタッ

フがより近い距離で要望を伝えたり, 意見交換

を行ったりできるようになりました｡

� !

東山医師会といえば京都においては市民検診

ゆかりの地であると自負しておりますが, 経済

を重視するあまり, 医療・福祉・介護を切り捨

てる政策の煽りで, 来年度から方式が大きく変

わろうとしています｡ 確かに受診者は年々減少

していますし, 受診されるメンバーもほぼ固定

しており, 新たな病気の発見という意味合いは

薄いかもしれませんが, 区民に対して健康管理

をアピールする役割は多少なりとも果たしてお

り, 無理やり動員をかけるどこぞのタウンミー

ティングよりずっと世の中のためになっている

のではないかと考えます｡ ましてや来年度から

の検診の実施主体が代わることや, 高齢者が検

診 (保健指導) から切り捨てられることが, 区

民にほとんど周知されていない現状ですので,

来春の混乱が危惧されます｡ 我々としても機会

があるごとに区民にお知らせしていく必要があ

ると考えています｡

このほか他団体との関係としては, 山科・伏

見医師会と合同で年１回学術集談会を開催した

り, 山科医師会とは年１回 (連敗続きですが)

ゴルフの対抗戦を行ったり, 歯科医師会東山支

部とも懇談会や諸行事で連絡を密にとっており

ます｡ また東山保健所の健康教室にも講師とし

て参加するほか, 年１回の健康ウォーキングを

保健所の方々の協力を得て開催しています｡

東山医師会

広報担当 安住 有史
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第38回 医師会コンサート
京都医家芸術クラブ会長 井本 伍平 (右京)

第38回医師会コンサートが６月10日(日)

開催されました｡ 今年は医師会行事の関係で

会館のホールが使えず, 会場が西京の京都市

西文化会館ウエスティに変更されました｡ さ

すがにこの会場は舞台が広く音響効果も優れ

ていて, いつもとは違った雰囲気で音楽を楽

しめました｡ 慣れない場所だけにいささか気

掛かりでしたが, 例年以上の参加が見られ盛

会でした｡ 今回の演目は16組, 医師の出演は

９名でした｡ 当日の状況を出演順に紹介し

ます｡

午後１時, すっかりお馴染みになった司会

の鈴鹿隆之先生 (左京) の開会宣言と府医理

事, 武田隆司先生の開会挨拶で開幕しました｡

オープニングは昨年同様, 細田泰子先生 (武

田病院), 健斗君 (小学３年) と初参加の惠

利香さん (中学１年) のピアノ連弾に続き,

子供さん２人のピアノ独奏｡ 暖かいホームコ

ンサートの雰囲気でした｡ 松村武男先生 (北

区) のご子息湧太君 (京都市立音楽高校ピア

ノ専攻２年) の尺八とピアノ独奏も初参加,

すでに幾つかの入賞経験があり, 和洋に挑戦

する力強い演奏は, 今流行の王子様の風格で

した｡

内藤惠理先生 (左京) も初参加, ショパン

の曲をピアノ独奏で｡ 小さい頃からピアノを

習っておられ, 今は子供と一緒に習うのが楽

しいとか｡ 今後の連弾が楽しみです｡ 小谷道

子さんのピアノ独奏はもう20年以上になりま

す｡ 年齢を感じさせない演奏は長年の努力の

賜物でしょうか｡

平井 博先生 (伏見) のテノール｡ 松下宣

雄先生 (伏見) のフルート｡ 高橋浩昭先生

(北)の独唱｡ この３人は５～６年前からの

出演で, 練習はもとより選曲に至るまで気を

抜くことなく, 常に意欲的にこの会を盛り上

げてこられました｡

聖ヨゼフ整肢園の森下晉伍先生のフルート

は10回目｡ 吉田菜穂子先生のピアノは, ７年

前整肢園に来られてから練習を再開され７回

目の出演｡ 忙しい中で練習がままならないそ

うですが, 毎回美しい二重奏を聴かせていた

だいています｡

女性三部合唱は, コーラスグループ (コー

ラスピコット) の５回目の出演｡ 森 一樹先

生 (市立病院) 夫人の森 惠里子さんのピア

ノ, 弟さん松岡達郎さんのバイオリン伴奏に

よる, ゴールドエイジ70人に及ぶ大合唱は広

い舞台を埋め尽くし, 素晴らしい迫力でした｡

森 惠里子さんはピアノが専攻で, 早くか

らこの会に出演されていますが, ピアノ以外

の音楽にも取り組んでおられます｡ 今回は作

曲を手掛け, 二重唱と弟さんのバイオリンに

自分はピアノで新作を披露されました｡

相馬病院音楽部の演奏は５回目｡ 上林政司

先生 (バイオリン)｡ 喜多豊志先生 (フルー

ト) と事務長や看護師ら音楽の得意な職員８

名によるアンサンブルは, 気の合った愉快な

熱演で, 歌も見事でした｡ 最近ブームになっ

た曲 ｢千の風になって｣ が今回のコンサート
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では４組のエントリーがありました (平井先

生のテノール, 森下先生のフルート, 女性合

唱, 相馬病院音楽部のアンサンブル)｡ 同じ

曲でも演奏のジャンルによって味も変わりま

す｡ 観客は同時に４つのメロディーを聞き分

け, 楽しめたことでしょう｡

鈴鹿先生のピアノ, シンセサイザー, アコー

ディオンをうまく組み合わせた巧みな技のワ

ンマンショーは, 皆が期待している演目の１

つです｡ これがないとおさまらないとばかり,

爆笑と拍手が絶えませんでした｡ 最後に森

一樹先生のお母さま, 森 冨美子さんの元気

な指揮に, 鈴鹿先生のシンセサイザーの伴奏

でコーラスピコットや観客が一緒になり, 文

部省唱歌 ｢故郷｣ を唱いました｡ この大合唱

は, この芸術性の高い伝統あるコンサートを

いつまでも存続させようと祈る歌声でもあり

ました｡

戸籍および住民票に記載のない児童への
定期の予防接種の実施取り扱いについて

このたび, 厚生労働省より, 出生届がなされない等の事情により戸籍・住民票に記載が

ない児童に対する定期予防接種の実施に関して, ｢予防接種法においては, 市町村の区域

内に居住する者を予防接種の対象と規定していることから, 戸籍または住民票に記載のな

い児童においても, 親権を行う者および予防接種実施主体である当該市町村に居住してい

ることが明らかな場合であれば, 当該者の同意を得た上で定期予防接種の対象とすること

は差し支えないものとする｣ という通知がありましたので, お知らせします｡

京都府医師会 南部学術講演会

● ● ● ● ��������	
������ ● ● ● ●

と き ９月22日(土) 午後２時～３時30分

ところ 私のしごと館 (京都府相楽郡精華町精華台 TEL 0774－98－6131)

講 師 総合病院衣笠病院 顧問 南 信明 氏

参加費 無 料
※会員外の方の参加も歓迎します｡

※京都市内・北部地域の皆様も是非ご参加ください｡

共 催 (予定) 京都府医師会, 相楽医師会, 乙訓医師会, 宇治久世医師会, 綴喜医師会
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京医発第246号

平成19年７月10日

右京・綾部地区選挙人 各位

京都府医師会長 森 洋一

地区選挙管理委員の辞任・就任について (公示)

このほど次のとおり地区選挙管理委員の異動がありましたので公示します｡

◇右京地区予備選挙管理委員の宮下善行氏が辞任, 渡辺全夫氏が就任｡

◇綾部地区選挙管理委員長の畑 芳樹氏が辞任, 野間俊二氏が委員長に就任｡

京医選管発第３号

平成19年８月11日

上京東部・西陣・左京・右京

東山・山科・伏見・宇治久世

綾部地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

府医代議員・予備代議員補欠選挙の実施について (予告)

このほど上京東部・西陣・左京・右京・東山・山科・伏見・宇治久世・綾部地区におき

まして, 代議員・予備代議員の辞任がありました｡ 府医選挙規定第37条により, 次のとお

り代議員・予備代議員の補欠選挙を実施いたしますので予告します｡

＜告 示 日＞ 平成19年８月21日(火)

＜立候補締切＞ 平成19年８月23日(木) 午後４時

＜投 票 日＞ 平成19年９月10日(月) 午後２時～５時

＜定 数＞ 上京東部 代議員１・予備代議員３

西 陣 代議員５・予備代議員５

左 京 代議員２・予備代議員２

右 京 代議員１・予備代議員３

東 山 代議員２・予備代議員１

山 科 予備代議員１

伏 見 代議員１

宇治久世 代議員１

綾 部 代議員１・予備代議員１
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｢詩集 漁師｣ (北丹医師会 谷口 謙氏よりご寄贈)

(19年５月, 谷口 謙著 (土曜美術社出版販売), 153ページ)

｢町医者のまなざしから－健康を診る 病を知る｣
(中京東部医師会 泉 孝英氏よりご寄贈)

(19年６月, 泉 孝英著 (ミネルヴァ書房), 265ページ)

｢滋賀医科大学睡眠学講座2004～2006年度活動報告｣

(19年４月, 滋賀医科大学睡眠学講座 宮崎総一郎編集, 69ページ)

｢睡眠教育ハンドブック 睡眠教育のための生活指針
－健やかな体をつくる睡眠６ケ条｣

(18年２月, 滋賀医科大学睡眠学講座・滋賀大学教育学部保健体育講座編集, 22ページ)

｢かかりつけ医機能ハンドブック2007 －地域ケアを支える総合医をめざして｣

(19年３月, 社団法人東京都医師会発行, 437ページ)

｢認知症の予防と治療｣

(19年３月, 財団法人長寿科学振興財団発行, 304ページ)

室室室 だ図図図 書 よよよ り

７月になりますと, 東山は新緑に包まれ

て, 間近く見えるようになりました｡ 鴨川

には川床が出来ますし, 祇園祭の鉾も立ち

ました｡ 祇園囃子が聞えるのは, 京都らし

い懐かしい情調であります｡ 頑張って良い

句を作りたいと思っている次第であります｡

(当番 青柿)

��������	
�

井上代志子

��������������

小林 明子

�������� !"#�$

田村江津子

%�&'��()�*+,

西村妃佐子

-./012�34.�5

福原 宏一

6�789:�;�<=>

上山 青柿

７月例会



2007年
(平
成
19年
)８
月
１
日
N
o.1866

2
2

医療界を巡る動き

平成19年５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

５. ９ ｢介護支援ボランティア｣ 制度を導入－ボラ
ンティアで介護保険料を軽減 (厚労省)

５. 11 日医, ｢都道府県医師会医療問題担当理事連
絡協議会｣ 開催

５. 17 東京都が麻しん流行で小中高対象にワクチン
対策

５. 21 麻しん流行で厚労省がワクチンの適正接種を
通知

５. 24 麻しん流行で近畿２府４県がワクチン安定供
給を厚労省に要望

５. 30 厚労省がん対策推進協議会が ｢がん対策推進
基本計画案｣ を了承

５. 15 柳澤厚労相が経済財政諮問会議で ｢医療・介
護サービスの質向上・効率化プログラム｣ を提
示

５. 16 中医協総会で支払い側が ｢原則, 後発品処方｣
を提案－日医は反論

５. 16 財務省, ｢医療制度の現状と課題｣ を提示－
すべて後発品に切り替えで1.3兆円の削減を試
算 (財政制度等審議会)

５. 16 日医, ｢医療・介護サービスの質向上・効率
化プログラム｣ の問題点を指摘 (日医定例記者
会見・中川常任理事)

５. ６ 仏大統領選挙でニコラ・サルコジ氏が当選
５. ９ ｢総合科｣ の創設に反対姿勢を強調 (日医定

例記者会見・中川常任理事)
５. ９ 日医が厚労省報告書 ｢医療政策の経緯, 現状

および今後の課題について｣ に反論
５. 10 新潟県で観測開始以来初の光化学スモッグ被

害
５. 10 熊本市の慈恵病院が国内初の ｢赤ちゃんポス

ト｣ 運用開始－初日に３歳の男の子が保護
５. 14 国民投票法が参院で可決・成立

５. 18 政府・与党 ｢医師確保対策に関する政府・与
党協議会｣ 初会合

５. 18 2007年版ＷＨＯ ｢世界保健報告｣ －日本, 男
性長寿２位に, 女性は１位

５. 18 国民医療推進協議会 ｢国民医療を守る全国大
会｣ を開催－医療関係者や国会議員など1,208
人が参加

５. 20 平成19年度近医連定時委員総会開催
５. 21 ｢医道審議会医道分科会診療科名標榜部会｣

で ｢総合科｣ 新設と標榜科目の表記方法の見直
し議論開始

５. 28 内閣府, ｢骨太の方針2007｣ 骨子案を経済財
政諮問会議に提示

５. 28 松岡利勝農水相が自殺
５. 30 政府・規制改革会議が第１次答申まとめる

５. 31 医師確保対策に関する政府・与党協議会が
｢緊急医師確保対策｣ を決定－医師臨時派遣シ
ステムの構築が柱
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恒例の京都府医師会懇親ゴルフ大会を下記の

とおり開催いたしますので, 奮ってご参加いた

だきますようご案内申し上げます｡

８月25日(金) までに地区福祉担当理事まで

お申込みください｡ なお, 先着120名にて締切

らせていただきますのでご了承ください｡

記

と き 平成19年９月23日(日・秋分の日)

受付各自スタート時間の30分前

スタート 午前８時予定

(アウト・インの第１組のスタート時間)

と こ ろ 亀岡カントリークラブ

亀岡市東別院町神原

℡ 0771－27－2326

会 費 １名 4,000円

参加資格 京都府医師会会員

試合方法 (予定)

★個人戦 ダブルペリア方式・同ネットの場

合はハンディキャップ・年令優先

★団体戦 １チームを６名とし, 上位４名の

合計グロスで順位決定｡ ただし, １地区,

１病院より出場は２チームまでといたし

ます｡ なお, 地区, 病院より個人戦へ参

加される方の人数制限はございません｡

賞 品 ★参加賞 (全員)

★個人戦 １位～20位まで以下５位

毎に飛び賞, ＢＢ, ＢＧ

★団体戦 １位

※１. 試合方法, 賞品は変更する場合があります｡

※２. スタート表等, 詳細は後日出席者宛ご連

絡いたします｡

第第第第第第666666333333回回回回回回

京京京京京京都都都都都都府府府府府府医医医医医医師師師師師師会会会会会会懇懇懇懇懇懇親親親親親親ゴゴゴゴゴゴルルルルルルフフフフフフ大大大大大大会会会会会会参参参参参参加加加加加加者者者者者者募募募募募募集集集集集集

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

堀尾 武 Ａ 左京
左京区聖護院山王町33 レゾン聖護院１号
聖護院皮膚科クリニック

762－1311 皮・アレ

大崎 健夫 Ｂ 下西
下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608－９ 日生三哲ビル２Ｆ
冨士森形成外科医院

341－2160 形外

矢間 博善 Ｂ 右京
右京区嵯峨天竜寺竜門町18－１
酒井診療所

861－0177 内

山田 誠 Ｂ 下西
下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841－５
武田病院

361－1351 脳外

河野 義雄 Ｂ 東山
東山区本町15丁目749
京都第一赤十字病院

561－1121 循

一瀬増太郎 Ｂ 伏見
伏見区石田森南町28－１
医仁会武田総合病院

572－6331 呼外
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＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

上田 聖 Ｂ→Ａ
中西→
京都北

北区鷹峯土天井町54
介護老人保健施設がくさい

494－0318

菅原 圭悟 Ｂ→Ａ
乙訓→
乙訓

長岡京市今里５丁目１－１
西山病院

955－2211 精・神

宮原 忠夫 Ｂ→Ａ
下西→
下西

下京区七条御所ノ内西町68
老健施設ぬくもりの里

321－0295 内

川合 一良 Ａ→Ｂ
下西→
下西

下京区七条御所ノ内西町68
老健施設ぬくもりの里

321－0295 内

池上 佳典 Ａ→Ｂ
右京→
亀岡

亀岡市下矢田町君塚８
ムツミ病院

(0771)
23－1231

内

望月 直美 Ｂ→Ｂ
中西→
上東

上京区釜座丸太町上ル
京都第二赤十字病院

231－5171 消

譽田 芳孝 Ｂ→Ｂ
東山→
左京

左京区北白川山ノ元町47
日本バプテスト病院

781－5191 消内

会
員
消
息
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事
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だ
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り

※Ｄ会員は住所・電話番号はご自宅となるため, 掲載しておりません｡

＜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

中島 健二 Ａ 京都北 張 煕日 Ａ 下東 蓑和田 有 Ａ 乙訓

箕輪 哲也 Ｂ 下西 内山 葉子 Ｂ 下西 藤井 博之 Ｂ 宇治

中井 準 Ｂ 下西 伊藤 雅夫 Ｂ 宇治 土居 進 Ｂ 亀岡

久原 良躬 Ｂ 亀岡 高宮 充孝 Ｃ 府医大

訃 報

舩渡 四郎氏／伏見・稲荷・平成18年８月４日ご逝去・90歳
山本 均氏／福知山・中部・６月14日ご逝去・78歳

【報 告】

１. 第２回会館建設小委員会の状況

２. 府議会議員との勉強会の状況

３. 平成19年度第１回京都市国保運営協議

会の状況

４. 市会議員との勉強会の状況

５. 京都府介護保険審査会の状況

６. 平成19年度京都府学校保健会第１回理

事・評議員会の状況

７. 第９回基本健康診査委員会の状況

８. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

９. 第７回乳幼児保健委員会の状況

10. 第７回肺がん対策委員会の状況

11. ｢第34回くらしと健康展｣ 第２回実行

第10回定例理事会 (６.14)
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委員会の状況

12. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会部会の

状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 第38回医師会コンサートの状況

15. 第６回医療安全対策委員会の状況

16. 第５回医療事故処理室の状況

17. 第７回京都医学会小委員会の状況

18. 看護学校助産師課程開設検討特別委員

会の状況

19. 第５回日医社会保険診療報酬検討委員

会の状況

20. 第６回日医ＩＴ化推進検討委員会の

状況

21. 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｣ の状況

22. 平成19年度京都府警察医会春期総会の

状況

【議 事】

23. 会員の入会・異動・退会11件を可決

24. 常任委員会の開催を可決

25. 地区医師会との懇談会を可決

26. 第９回府医選挙管理委員会の開催を

可決

27. 京都府医師会職員給与規定の改正を

可決

28. 平成19年度救急医療功労者厚生労働大

臣表彰の推薦変更を可決

29. 平成19年度京都府医師会費減免申請を

可決

30. 京都市医療施設審議会委員の推薦を

可決

31. 京都市立病院整備運営事業提案審査委

員会委員の推薦を可決

32. 第９回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

33. 大阪府医師会労災部会設立20周年記念

式典の出席を可決

34. 財団法人京都市体育協会理事への就任

を可決

35. 財団法人京都府体育協会理事候補者の

推薦を可決

36. 平成19年度京都府立学校総括安全衛生

委員会委員の推薦を可決

37. 各市町村 (組合) 立学校教職員結核審

査委員会委員の推薦を可決

38. 第16回てんかん医学連続講座の後援を

可決

39. 産業医研修会の共催を可決

40. 第13回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

41. 京都府糖尿病対策推進講習会の開催を

可決

42. ｢第34回くらしと健康展｣ 第３回実行

委員会の開催を可決

43. 第10回医業経済・融資斡旋委員会の休

会を可決

44. 府医学術講演会の開催を可決

45. 看護専門学校平成20年度学生募集要項

の作成を可決

46. 看護専門学校教職員用パソコン等購入

を可決
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【報 告】

１. 会員の逝去の状況

２. 第６回情報企画委員会の状況

３. 京都府医師会メーリングリストにつ

いて

４. 第10回社会保険研究委員会の状況

５. 平成19年度京都府・京都市生活保護連

絡協議会の状況

６. 産業医研修会の状況

７. (社)京都労働基準連合会平成19年度通

常総会並びに50周年記念式典の状況

８. 日医認定産業医基礎前期研修会の状況

９. 特定健診・特定保健指導モデル事業説

明会の状況

10. 京都府立学校児童生徒結核対策委員会

の状況

11. 平成19年度学校保健連絡会議の状況

12. 学校医部会第２回幹事会の状況

13. 第７回乳がん検診委員会の状況

14. 第13回救急委員会の状況

15. 熱傷問題懇談会の状況

16. 京都市救急救命士懇話会の状況

17. 第５回がん登録事業委員会の状況

18. 京都府リハビリテーション協議会第８

回作業部会の状況

19. 京都ＳＫＹセンター第37回理事会の

状況

20. 京都市食育推進協議会の状況

21. 京都市急病診療所第182回運営委員会

の状況

22. 京都市結核発生動向調査委員会の状況

23. 府医学術講演会の状況

24. 平成19年度第１回都道府県医師会長協

議会の状況

25. 平成19年度第３回近医連常任委員会の

状況

26. 平成19年度関西医師会連合常任委員会

の状況

27. 審査委員協議会の状況

28. 国民健康保険診療報酬審査委員会審査

委員委嘱状交付式の状況

【議 事】

29. 会員の入会・異動・退会15件を可決

30. 常任委員会の開催を可決

31. 京都府医師会諸会費の免除を可決

32. 平成18年度法人事業税等の申告納付を

可決

33. 京都府公務災害補償等審査会・地方公

務員災害補償基金京都府支部審査会の委

員の推薦を可決

34. 京都介護・福祉サービス第三者評価等

支援機構の役員の推薦を可決

35. 京都市介護認定審査会委員の追加委嘱

を可決

36. 肺がん対策委員会委員の委嘱換えを

可決

37. 第26回近畿ブロックスポーツ少年団サッ

カー交流大会における救急医療体制への

協力を可決

38. 第29回産業保健活動推進全国会議への

出席を可決

39. 第８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合同開催を可決

40. 平成19年度近医連学校医研究協議会第

１回理事会への出席を可決

41. 特定健診・特定保健指導対応ソフト使

用のためのハード一式の発注を可決

42. 特定健診・特定保健指導モデル事業説

明会の開催を可決

43. 第８回日本呼吸器学会近畿支部 ｢肺の

日｣ 記念市民公開講座への後援を可決

第11回定例理事会 (６.21)
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44. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

45. 府医学術講演会の開催を可決

46. 勤務医部会正副幹事長会議の開催を

可決

47. 第３回看護専門学校助産師課程開設検

討特別委員会の開催を可決

～ 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｡

■■■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｡

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 (総務課) 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｡


