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赤ちゃん達が泣いている
写真／曽我 洋士 (宇治久世)

産科の現場が厳しい｡ 産科医が不足, 絶滅の危機に｡ 助
産師, 看護師が不足, 多忙に｡ 搬送先に断られ続けた末,
母体死亡の事故に｡ 些細なことで, 大きな医療紛争に｡ つ
いには, 行政・刑事の監査, 休診, 閉院｡
医局の若い産科医が減少｡ 大病院・診療所の分娩取り扱

い制限・停止｡ 現役の産科医療従事者が 『きたない』・『き
けん』・『きつい』(３Ｋ)の状態の中で,戦々恐々の毎日です｡
夜中｡ 母体大出血に新生児仮死｡ 神様の力を借りたい,

泣きそうな産科医師｡ 車で１, ２時間かかってやっと辿り
つく出産難民｡ ２, ３時間かかって待合室で待ちくたびれ
た, 泣きたくなる妊婦達｡ そして去年１年, 全国108万余,
京都府下22,464名, 赤ちゃんが誕生している｡
産科従事者, 妊婦達のみならず, 赤ちゃん達も, 泣いて

いる｡
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森府医会長は, 今回の選挙結果の総括につ

いては８月15日号の京都医報に掲載 (８月15

日号Ｐ.１～２ ｢第21回参議院選挙の結果を

どう生かす｣ 参照) すると報告｡ 民主党の勝

利は事前の予想通りであり, 今後, 民主党が

参議院第一党として, 参議院不要論, テロ特

措法問題等にどう対応していくかが, 政権与

党になれるかどうかの試金石になるであろう

との見解を述べた｡ また, 府医の基本方針は

従来より政権与党支持であるが, 民主党とも

医療政策についての勉強会や議論は行ってき

た｡ 参議院選挙後もすでに民主党から勉強会

の申し入れがあり, 医療制度の危機的状況を

党派を超えて知ってもらい意識改革してもら

うことが肝要であるとし, 各地区においても

府会・市会各議員へ積極的な働きかけを要請

した｡

また, 新聞報道された, ｢保険医登録, 保

険医療機関の取消し問題｣ に触れ, 昨今の医

療の危機的状況が影響し, マスコミも好意的

な論調になってきた矢先であり, こうした問

題は非常に大きなダメージになるとの懸念を

示し, 地区での各会員に対する指導など日頃

の地道な活動を強く訴えた｡ 続いて ｢ＡＬＳ

患者に対する延命措置｣ に関する新聞報道に

も触れ, 事態が一段落した時点で府医として

の対応を考えていきたいとし, 府医の見解に

ついては京都医報８月15日号に掲載 (８月15

日号Ｐ.３ ｢医の信頼なくして医療制度は守

れない｣ 参照) すると述べた｡

後期高齢者医療制度に
おける開業医の役割

西村府医理事は後期高齢者医療制度の診療

報酬体系は未だ確定していないとした上で,

課題はいくつかあるが, ①包括医療が導入さ

れるかどうか ②総合医の問題がどう影響す

るか－が最重要課題であるとの見解を示した

後, 資料に基づいて ｢後期高齢者医療制度の

概要｣, ｢国民健康保険中央会, 健康保険組合

連合会の考え方｣, ｢社会保障審議会の特別部

会の動向｣ について説明した｡ 特別部会が策

定した ｢基本的考え方｣ の中で ｢後期高齢者

綴喜地区医師会と府医執行部との懇談会が８月４日(土), 京田辺市商工会 (ＣＩＫビル) で

開催され, 地区から16名, 府医から11名が出席, 有田 裕綴喜医師会庶務担当理事司会のもと,

｢後期高齢者医療制度｣ ｢在宅医療｣ ｢特定健診｣ ｢会館建設問題｣ などをテーマに, 約２時間半

にわたり活発な意見交換が行われた｡

澤井公和綴喜医師会長の挨拶に続き, 府医執行部の自己紹介の後, 森京都府医師会長が挨拶

を兼ねて, 参議院選挙結果, 保険医登録取消し問題, ＡＬＳ患者延命措置問題などについて述

べた｡

綴綴 喜喜
医師会との懇談会
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綴喜医師会との懇談会 (８.４ 京田辺市商工会(ＣＩＫビル))
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が受ける医療は, 74歳までとの連続性が必要

である｡｣ と明記されており, このように医

療体系は変えないということを前提としてい

る点を今後注視していかなければならないと

強調した｡ 最後に府医としては ①包括化の

導入 ②総合医の創設について－は近医連を

通じて日医に対し断固反対である姿勢を表明

しており, 今日まで開業医が粛々と積み重ね

てきた医療体系を引き継いで行かなければな

らないと強く訴えた｡ 地区からは府医の方針

で是非頑張ってもらいたい, また, 従来から

開業医は専門分野以外の科目についても熱心

に勉強しており, 日本の開業医のレベルは高

いと認識しているので, その点を強調しても

らいたいとの要望が出された｡

安達副会長からは後期高齢者医療制度創設

のタイムスケジュールの説明があり, 最終的

には中医協で後期高齢者医療の診療報酬体系

の基本的ラインは出てくるであろうとの見通

しを述べるとともに, 我々が一番警戒しなけ

ればならないのは, 国保中央会が提言してい

る ｢フリーアクセスの阻害で医療費削減を意

図する, かかりつけ医による人頭割りの登録

型システムである｣ とし, これは厚労省の方

針でもあり, 絶対に阻止すべく日医に強く働

きかけていかなけらばならないとの決意を述

べた｡

森府医会長は総合医問題に触れ, 日医執行

部は厚労省の認定医には反対だが, 日医の考

えている総合医制度創設は唐澤日医会長の公

約としており, こうした矛盾した方針は受け

入れがたく取り下げるよう強行に日医に働き

かけていくとの意欲を示した｡

京都府での在宅医療推進について

北川府医理事は, 現在の極端な低医療費政

策, また現在の日本で在宅医療を拙速に推進

することは実情にそぐわないとの認識を示し

た上で, 前期から ｢在宅医療推進について｣

を検討している府医地域ケア委員会の中間答

申に沿って具体的な府医の取り組みについて

説明した｡ 在宅医療においては, 行政から押

しつけられるのではなく, 地区医師会との共

同作業で, 自発的に地域に応じたシステムを

構築することが重要であるとし, ほとんどの

開業医はすでにそうした取り組みを実践され

ているが, 個別対応には限界があり, 医師会

による取り組みの必要性を訴えた｡ また, 在

宅医療を自ら推進する中で, 厚労省や日医に

対して提言していくことが重要であるとの考

え方を示した｡ 最後に在宅医療を推進するに

は, データベースの収集が必要不可欠であり,

近々実施する会員向けアンケートへの協力を

求めるとともに, 病院向けアンケート, 関係

団体との協議も合わせて進めていくとの方針

も示した｡

地区からは, 全ての医師が365日24時間対

応するのは不可能である, 在宅の受け皿は在

宅療養支援診療所の役割ではないのか, こう

した動きに日医はどう対応しているのかとの

質問があり, 安達府医副会長から開業医なら

誰しも自分の患者が発生した時は24時間対応

しており, 府医が提言しているのは個別対応

で困難な例, 専門的な知識を持った医師のチー

ムが必要なケースへの対応であり, こうした

システムは人口が少ない中小都市でスタート

しかけているが, 政令指定都市で取り組もう

としているのは京都くらいであると強調した

上で, 改めて理解と協力を求めた｡ また, 在

宅療養支援診療所については算定基準のハー

ドルが高すぎて実際稼働していないのが実情

であると述べる一方, 日医においては在宅療

養支援診療所に登録しなくても日常診療で同

じ診療が提供されているにもかかわらず, こ

れが一律になっていることを問題とし, 全体

の在宅支援の時間外等の評価を上げ, 全体の

レベルを保ちつつ, しかも医師が疲弊しない

システムの構築を検討している, また在宅療

養においては特に高齢者の場合, 後方支援の

病院が必要であり, 療養病床の削減の替わり

に高齢者の急性期のための空きベッドの点数
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設定を強く要望していると報告した｡

特定健診・特定保健指導について

福州府医理事はすでに開催されている地区

懇でも説明している内容と重複することを前

置きした上で, 平成20年から実施される特定

健診・特定保健指導の概要, 府医の対応, 現

在実施しているモデル事業の状況を報告｡ 今

後の対応としては, 問題点もいろいろあるが,

府医としては府民市民の健康を守るという立

場からできるだけ関与していきたいとの意向

を示すとともに, 行政との契約については,

京都市以外の市町村についても, 地区医師会

の意向を確認の上, 府医が窓口になって対応

する方向で検討していると述べた｡ また, 現

在モデル事業を実施している医師国保等の団

体とは引き続き府医と直接契約を結ぶことが

予想されるため, 地区の事情で直接契約され

る場合であっても, 医療機関については府医

の協力医療機関としても登録していただくよ

う協力を要請した｡

会館建設問題について

地区から京都市急病診療所の運営形態, ま

た京都市内で医師が不足した場合, 京都市以

外の医師が出務するという事態が起こりうる

のかとの質問が出された｡ 安達府医副会長は

京都市内の急病診療所の現状を報告した上で,

新会館の取得にあたっては, 公共的役割を担

うということが大きな条件となっており, 府

医としては京都市急病診療所の今後のあり方

について前向きに取り組んでいるとの姿勢を

示す一方, まだ現時点では京都市と協議中で

あり, 最終決定ではないと説明した｡ 今後の

対応としては, 京都市が要望する診療科, 診

療時間を確認した上で, 具体的な折衝が必要

になるであろうとの見通しを述べるとともに,

出務医師の問題については, あくまでも手上

げ方式を原則としており, 義務的出務体制は

考えていないと強調した｡

続いて, 地区から保険医協会の新会館への

入館問題について質問が出された｡ 安達府医

副会長は, 会館建設検討特別委員会の協議内

容を報告した上で, まだ, 新会館に入館され

る団体についての議論には入っていないとの

実情を述べるとともに, 執行部としてはこの

件に関しては全く予断を持っておらず, 今

後の議論に委ねて決定していきたいとの見

解を示した｡

�������

引き続き行われた保険医療懇談会では, 在

宅患者訪問点滴注射管理指導料における材料

費の算定等, 保険請求に関する質疑応答が行

われた｡

他に地区からは, 保険医・保険医療機関の

指定取り消しに関する報道に触れた上で,

｢府医から厳しく指導する考えはあるのか｣

という質問があり, 安達府医副会長は ｢会員

同志で注意しながら, この懇談会のように保

険診療についての話を聞いていただき, 理解

を深めていただく機会を増やしていきたい｣

との意気込みを示した｡ さらに上原府医副会

長は不当請求と不正請求の差異について説明

した｡

内田府医理事からは, 医療類似行為への同

意書記載にかかる留意点について説明, 注意

を喚起した (詳細は６月15日号付録・保険医

療部通信参照)｡
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介護保険の要介護認定を初めて申請される被保険者に対する認定調査については, 平成18年

４月の制度改正により, 原則として市町村が直接実施するか, 都道府県知事の指定を受けた指

定市町村事務受託法人に委託して実施することとされました｡ この実施に際し, 平成20年３月

までの経過措置が設けられており, 京都市ではこれを適用し, 新規申請に係る認定調査につい

ても従来どおり地域包括支援センター, 指定居宅介護支援事業者, 介護保険施設に委託してき

たところです｡

今般, 経過措置の終了に向け, 新規申請に係る認定調査については, 一部をすでに指定市町

村事務受託法人に委託しており, 今後順次, 全てを指定市町村事務受託法人への委託等へ切り

替えていくことになります｡ 具体的には, 現在は下記２に該当する新規申請については, 下記

１の事務受託法人に認定調査を委託し, 下記２に該当しない, つまり指定居宅介護支援事業者,

介護保険施設により申請代行された新規申請は, その指定居宅介護支援事業者, 介護保険施設

が認定調査を行いますが, 指定居宅介護支援事業者, 介護保険施設への委託を徐々に減らし,

最終的には平成20年３月までに全て指定事務受託法人への委託へと切り替えていくことになり

ます｡

なお, 要介護・要支援認定の申請手続については, 従来どおり (区役所・支所, 京北出張所

の窓口で申請していただくか, 地域包括支援センター, 指定居宅介護支援事業者, 介護保険施

設などに申請を代行してもらう｡) 変更はありません｡

記

１ 平成19年８月１日時点の本市の指定市町村事務受託法人

(１) 社会福祉法人京都福祉サービス協会

(２) 特定非営利活動法人京都市老人福祉施設協議会事業センター

２ 現在の指定市町村事務受託法人の調査対象となる新規申請

(１) 地域包括支援センターにより申請代行された新規申請

(２) 本人または家族が区・支所・京北出張所窓口に直接来所して受理された新規申請

要介護認定の新規申請をされる被保険者に対する認定調査について
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平平平成成成111999年年年度度度全全全国国国労労労働働働衛衛衛生生生週週週間間間 (((111000月月月１１１日日日～～～111000月月月７７７日日日)))

～～～こここここころろろにににゆゆゆとととりりり かかからららだだだににに余余余裕裕裕 みみみんんんなななでででつつつくくくるるる 健健健康康康職職職場場場～～～

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, 国民の労働衛生意識の高揚および産業界における自主的な労働衛生管理活

動の促進を図るため, 毎年全国労働衛生週間を主唱しています｡

本年度は ｢こころにゆとり からだに余裕 みんなでつくる 健康職場｣ をスローガンとし,

10月１日から10月７日 (準備期間：９月１日から９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者の健康の確保, 増進が図られるよう, 平成18

年４月施行の改正労働安全衛生法の着実な実施に事業者, 労働者で取り組んでください｡

広広広告告告ががが可可可能能能ななな医医医師師師ののの専専専門門門性性性ににに関関関すすするるる資資資格格格名名名等等等にににつつついいいててて

一定の条件の下で医療機関が常時診療に従事する医師について広告することができる, いわ

ゆる ｢専門医資格｣ について, 今般, 新たに, 日本大腸肛門病学会, 日本婦人科腫瘍学会およ

び日本ペインクリニック学会からの届出が厚生労働大臣に受理されておりますのでお知らせい

たします｡

なお, これらの専門医資格について広告する際には, ｢○○学会認定｣ という文言を資格名

の前に付けることとされております｡ 会員各位におかれましてもご注意くださいますようお願

いいたします｡

◇今回届出が受理された学会

※今回までに届出が受理された学会につきましては､ 京都医報 (平成19年４月15日号) をご参照ください｡

団 体 名 資 格 名 広告できる
資格者 届出受理年月日 連 絡 先

有限責任中間法人日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医 医師 平成19年８月２日 (03) 3762－4151

特定非営利活動法人 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 医師 平成19年８月２日 (03) 3288－1033

有限責任中間法人 日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 医師 平成19年８月２日 (03) 5282－8808
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日本語を母語としない方が京都で健康に暮らしていくことを願い, (財)京都市国際交流協会

ではＮＰＯ法人多文化共生センターきょうとおよび京都市とともに, 医療機関での受付, 診療・

検査, 文書の取り交わし, 告知対応等を行う通訳者を市内４医療機関に派遣しています｡ (2006

年度派遣実績：1,276件, 対応言語：中国語, 英語, 韓国・朝鮮語)

医療関係者・患者, いずれの立場の方も安心して利用できるこの制度については, 派遣日の

拡大や対応時間の延長, また緊急対応への要望などが寄せられています｡ しかしながら, 現在

のこの制度では, 通訳者の数の不足や経費の関係で, 緊急・初診対応はできないものとなって

います｡

そこで, 今回協会では, 日本語が十分でない方が来院された場合の, 最初のコミュニケーショ

ンツールとしてご利用いただける, 多言語質問票を作成しました｡

言語は, 中国語, 英語, 韓国・朝鮮語, ルビ付き日本語の４種類で, 診療科は14科および救

急２科を用意しました｡ 診療科名につきましては, 各医療機関で異なる場合もありますが, 内

容を選択してご利用いただけるものと考えています｡

今後ますます増加が予想される外国人観光客や, 外国籍市民の方々が京都で安心して医療サー

ビスを受けられるような体制を整えることは重要です｡ そしてその体制を支えるには医療機関・

医療関係者のご協力とご理解が不可欠であると考えています｡ ぜひ, その一環として質問票を

ご利用いただき, ご意見を賜りますようご案内いたします｡

����

①外科 ⑨産婦人科

②脳神経外科 ⑩皮膚科

③泌尿器科 ⑪歯科

④内科 ⑫精神神経科

⑤小児科 ⑬整形外科

⑥耳鼻咽喉科 ⑭乳腺疾患

⑦眼科 ⑮救急来院 内科・外科

⑧呼吸器 内科・外科 ⑯救急来院 小児科

����	
��

(財)京都市国際交流協会

〒606－8536 京都市左京区粟田口鳥井町２－１

TEL：075－752－3511 FAX：075－752－3510

http://www.kcif.or.jp/
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インフルエンザ様疾患罹患等の異常行動情報収集に
関する研究に対する協力のお願いについて

今般, 厚生労働省から, 標記について協力依頼がありました｡ 本研究は, 平成19年度厚生労

働科学特別研究事業において, 厚生労働省の指定に基づき行われるものです｡ 当該研究にかか

る調査について, 下記の ｢調査の概要｣ および ｢報告基準｣ をご参照いただき, ご報告いただ

きますようお願いいたします｡ なお, 感染症発生動向調査事業に係る定点医療機関に対しまし

ては, 京都府および京都市より直接通知されます｡

記

＜インフルエンザに伴う異常な行動に関する調査のお願い＞
[インフルエンザ定点以外の医療機関用]

今日, インフルエンザ様疾患罹患時および抗インフルエンザ薬使用時に見られた異常な行動

が, 医学的にも社会的にも問題になっております｡

厚生労働省ではその背景に関する実態把握のため, 国立感染症研究所により特別研究を行う

こととしておりますので, 以下のとおり, 当該研究にかかる調査へのご協力をお願いします｡

[調査の概要]

重度の異常な行動に関する調査 (重度調査)

＜調査依頼対象＞：すべての医療機関

＜報告対象＞：インフルエンザ様疾患と診断され,かつ,重度の異常な行動※を示した患者

※飛び降り,急に走り出すなど,制止しなければ生命に影響が及ぶ可能性のある行動
(裏面 (報告基準) 参照)

＜報告対象期間等＞：

①前のシーズン (平成18年９月～平成19年７月) に経験された報告対象症例

2007年９月30日までに, 報告してください｡

②今度のシーズン (平成19年８月～平成20年３月)

2007年８月１日以降今度のシーズン中に, 報告対象症例を診察されるごとに, 随時,

報告してください｡

＜報告方法＞：インターネット (下記ＵＲＬから入力)

またはＦＡＸ (別紙付録＝コピーしてください＝により報告)

ＵＲＬ：http://953862.net/

ＩＤ：ご自身のメールアドレスを入れてください

初期パスワード：kansenken
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[インフルエンザに伴う異常な行動に関する報告基準(報告基準)]

(重度調査) インフルエンザ様疾患と診断され, かつ, 重度の異常な行動を示した患者につき,

ご報告ください｡

インフルエンザ様疾患

臨床的特徴 (上気道炎症状に加えて, 突然の高熱, 全身倦怠感, 頭痛, 筋肉痛を伴うこと)

を有しており, 症状や所見からインフルエンザと疑われる者のうち, 次のいずれかに該当す

る者

重度の異常な行動

※この調査において報告をお願いする ｢患者さんに関する異常な行動に関する情報｣ は, 個人

情報の保護に関する法律で定められた 『個人情報』 には該当いたしません｡

なお, 報告いただいた内容 (症状や使用薬剤等) に関して, 後日, 照会を行う場合があるた

め, ｢医療機関名｣ および ｢報告医師名｣ について記載いただくこととしておりますが, こ

れらの情報につきましては, 調査研究報告書作成後, 直ちに廃棄する予定です｡

※調査報告に関する疑義・お問い合わせにつきましては, 国立感染症研究所感染症情報センター

(連絡先 大日 (おおくさ) TEL：0120－577－372 FAX：03－5285－1129 e -mail：ohkusa

@nih.go.jp) まで, お願いします｡

●次のすべての症状を満たす者

①突然の発症, ②高熱 (38℃以上), ③上気道炎症状, ④全身倦怠感等の全身症状

●迅速診断キットで陽性であった者

●突然走り出す

●飛び降り

●その他,予期できない行動であって, 制止しなければ生命に影響が及ぶ可能性のある行動

潜在性結核感染症の取り扱いについて
このたび, 厚生労働省より標記取り扱いについて通知がありましたのでお知らせします｡

これまで, 結核予防法に基づく結核対策においては, 一定の基準を満たす者を初感染結

核として定め, 治療を受けるために必要な費用を公費負担としてきました｡ 今般, 結核予

防法が感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に統合され初感染結核

の取り扱いが廃止されたことにより, 結核の医療の必要のある潜在性結核感染症を法第12

条第１項に基づく届出の対象とし, 法における結核患者として取り扱うことになりました｡

ついては, 届出のあった結核患者から法第37条の２の規定に基づき公費負担の申請があっ

た場合, 法第24条による感染症の診査に関する協議会の審議の結果, 負担することが適当

と認められた者に対しては, 公費負担の規定が適用となりますのでご留意ください｡
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京医選管発第５号

平成19年８月23日

当該地区選挙人 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における候補者について (告示)

平成19年９月10日投票の標記選挙において, 府医選挙規定第29条により, 候補者を次のとお

り告示します｡

＜代 議 員＞

上京東部 (１) 黄 俊清

西 陣 (５) 臼井 健雄 大西 勉 木原 裕次 依岡 省三

坂本 眞一

左 京 (２) 山際 哲夫 東道伸二郎

右 京 (１) 國枝 恒治

東 山 (２) 名和 正訓 魚住 玄通

伏 見 (１) 中山 治樹

宇治久世 (１) 関 浩

綾 部 (１) 安村 忠樹

＜予備代議員＞

上京東部 (３) 竹上 徹 豊田 浩昭 菅野 達也

西 陣 (５) 杉原みどり 禹 満 平田 俊幸 林 誠

八田 隆志

左 京 (２) 坂口 佳司 藤原 正隆

右 京 (３) 小松 建次 大塚 弘友 柏木 知宏

東 山 (１) 岩� 淳

山 科 (１) 高瀬 年人

綾 部 (１) 畑 芳樹

京医選管発第６号

平成19年８月23日

当該地区選挙人 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における当選人について (告示)

標記選挙における京医選管発第５号にて告示した候補者について, 上京東部, 西陣, 左京,

右京, 東山, 山科, 伏見, 宇治久世, 綾部地区については, 当該選挙の定数を超えなかったた

め, 府医選挙規定第31条により投票を行わず, 候補者をもって当選人と定めましたので告示し

ます｡
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ＣｏＭｅｔに関しましては, 今まで何度か

取り上げられご存知の方も多いと思われます｡

昨年４月より, 山科医師会では従来の通報印

刷を廃止し, 山科医師会間の医療情報ネット

ワークシステム ＣｏＭｅｔ (コメット) に

よる配信に切り替えました｡ 長年にわたり印

刷会社を経由し, 体裁を整えてきた冊子の発

行を中止した最大の要因は, 来年度からの基

本健診業務の変更により, 今後予想される医

師会収入の減少に対する歳出削減でありまし

た｡ 前山科医師会会長服部康夫先生のご決断

でした｡

ちょうど４月に広報担当理事を引き継いだ

ばかりの私は, 通報発行業務そのものに不慣

れであり, 不満足な通報を配信していました

ところ, 会員の先生からネット上に匿名で批

判が打ち出されました｡ 実は現在も一つの問

題点でありますが, ＣｏＭｅｔへのアクセス

率はまだそれほど高くはありません｡ 元来

ＣｏＭｅｔが, 診療情報などの厳密な管理を

必要とする情報の伝達を目的に設置されてお

り, ＶＰＮを使った回線への接続手間, 実際

の診療の上であえてパソコンの必要性がない

などが要因となっていると思われます｡ その

一件では, 匿名欄に多数の意見が寄せられ,

活況を呈しアクセス率も上昇いたしました｡

それらの批判の後, 編集委員会が組織され,

表紙写真の復活, Ｂ５からＡ４版への移行な

ど多くの点で改良がなされました｡ ネットで

こその意見交換が行われたように思います｡

現実として, 印刷物を一気にすべてを廃止

することはなかなか困難を伴いました｡

ＣｏＭｅｔに参加されていない会員の先生方,

各地区医師会およびこれまで送付していた機

関には, ネット配信後も医師会の事務員さん

に作成してもらった冊子を送ってまいりまし

た｡ 医師会事務所には高性能のプリンターが

あるわけでもなく, 事務員さんが時間と労力

をかけてなんとか体裁を繕い送ってまいりま

した｡ そして本年４月からは, 鈴木現会長の

指示のもと, それらの冊子も廃止し, ＣＤに

よる送付に切り替えました｡ ＣＤ送付に切り

替えることにより事務員の印刷, 郵送手間,

さらにそれらに要するコストも格段に抑える

ことができました｡

もちろん伝統ある通報を廃止することには,

医師会の多くの先生方にもとまどいがありま

した｡ 印刷物に慣れた世代にとって, どこで

でもいつでも読むことができたものを“画面

で読む”ことに当然違和感を覚え, またもっ

とご高齢の会員にはあまりに唐突ではないか

との危惧でした｡ 現在の通報電子版は, まだ

印刷を前提とした体裁でありますが, 印刷を

完全に廃止した以上, さらなる発展を遂げる

よう改訂されていくものと思います｡ 電子カ

ルテが, 人件費削減の有力な手段となったよ

うに, 通報ネット配信も医療のＩＴ化の中の,

経費削減だけではない, 小さいけれど一つの

試みであると思います｡

山科医師会

広報部理事 牧野 弘之
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突然ですが問題です｡ 有病率第１位の生活

習慣病は何でしょう？

……… ここは, 考える時間です｡ ………

それは, ｢歯周病｣ です｡ 30歳以上の方の

約８割に歯周疾患が見られるというデータも

あります｡

私の専門は消化器内科で, 診察や内視鏡検

査などで口の中を視る機会が多いのですが,

以前より歯科口腔衛生について関心を持って

視てきました｡ 口腔, 特に歯は, 消化器官の

一部であり, 消化器内科医師としても, はず

せないものです｡ 例えば重度のペリオ (歯周

疾患) や放置したカリエス (う蝕) など, 素

人目にも明らかな異常を見つけた場合, 私に

はそれを見過ごすことはできません｡ ｢歯医

者に行ったほうがいいですよ｣ と歯科受診を

促します｡ 反対に, ほめることも忘れません｡

全く虫歯がない (カリエス・フリー) の方や,

年齢のわりに歯牙の欠損がほとんどない方に

は, 賛辞を惜しみません｡

そのように, 歯や口腔衛生のことをお話し

していると, ｢医者に歯のことを言われたの

は初めて…｣ という反応をされる受診者さん

がほとんどです｡ 実際, 少なくとも私の周り

に, そんなことを言っている医師は, 他にい

ません｡ 周りの先生方に聞いてみても, 関心

は低く, 診察で患者さんの口の中を診たとし

ても, 口腔衛生や歯科疾患を意識することは

少ないということです｡

受診者さん側の意識も, 必ずしも高いとは

言い難いです｡ 特に高齢者では, ｢医者には

行くけれど, 歯医者には行かない｣ という人

が少なくなく, 有病率のわりに受診率が低い

ようです｡ 歯肉がやせてくるのは ｢年のせい｣

と考え, 歯周疾患であるという認識がない方

もいます｡ 歯科領域には ｢歯科医師｣ という

専門家がいるのは確かですが, 歯科疾患のス

クリーニングに関しては, 口の中を視ること

が多いわれわれ医師も, 積極的に関与すべき

ではないかと思います｡

実際, 京都市をはじめ, 多くの自治体で,

2006年４月の介護保険法の改定に合わせて,

65歳以上の住民の基本健康診査に, (１)物

を噛むときの痛みの有無の問診, (２)口腔

内視診, (３)反復唾液嚥下テスト──といっ

た項目が盛り込まれました｡ 突然の内容の追

加に戸惑いを感じられた先生もおられたので

はないでしょうか｡ 同様の目的で, ある自治

体では, 歯科介護予防事業として, 自治体と

地域の歯科医師会が共同で事業展開している

と聞きます｡ ｢いつまでも, おいしく食べな

がら, 誤嚥性肺炎を予防する事業｣ と位置付

けており, 医科と無関係ではありません｡

通常の医師の診察でも, 糖尿病患者・担癌

患者・高齢者・喘息のため吸入ステロイド剤

使用中の方など, 患者さんの背景因子によっ

ては, 積極的に担当医師から歯科医療の必要

性を伝え, 歯科受診に結びつける必要があり

ます｡

日本糖尿病学会では, 糖尿病合併症大規模

前向き研究調査の一環で, 日本歯周病学会の

協力のもとに, 歯周病調査を開始しました｡

歯周疾患の, 糖尿病合併症としての実態が明

らかになり, 個々の患者さんにとっての意識

付けの機会になることが期待されます｡

高齢者において, １日15分の口腔ケアによ

り, 肺炎による死亡率が半減したという研究

データもあります｡ これは, 総義歯の方にお

いても同様ということ｡ 咀嚼能力・嚥下能力

の向上, 口腔刺激による唾液分泌増加なども

関係しているようです｡

日本において, 若年者のゼロ・カリエス率

(う蝕なしの方の比率) や高齢者における残

存歯牙本数は, 年々向上が見られます｡ しか

医師も歯科受診を
勧めてみませんか

下 西 細田 正則
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し, さらなる改善の余地があります｡ 残存歯

牙の本数と, その方の健康関連ＱＯＬの間に

は, 相関があるということは想像するに足り

ます｡ 高齢者では, 残存歯牙が多いほど医療

費が少ないという調査結果があるそうです

(兵庫県歯科医師会の調査)｡ 残存歯牙を維持

する上では, 大きな歯科的問題が生じてから

では遅いことが多く, 定期的にメンテナンス

を受けることの重要性は明らかです｡ 歯科医

院には通院していなくても, 健診機関や, 医

院・病院に受診されている方は少なくありま

せん｡ 医師には, 歯科受診動機付けの機会が

ありあます｡

今後は, 歯科の分野でも, 歯科と全身疾患

の関係を重視した予防歯科医療が, ますます

重要になるように思います｡ 歯科疾患予防の

みにとどまらない, ヘルス・プロモーション

としての価値が期待されています｡

医師が歯科口腔衛生意識の向上や歯科受診

の動機付けになることの重要性は, はかり知

れません｡

OECDが世界の30ヶ国の医療を分析してい

ます｡ チェコとかポーランド等やっと追いつ

いた国も含まれています｡

こういうことこそ, 重要で報道する価値が

あるのですが, 日本のマスコミには分析能力

はないのでしょう｡

医療費の対ＧＤＰ比は, 世界の平均では９

％です｡ これには, チェコやスロベニアなど,

低開発国に近い状態からやっと抜け出た国も

含まれています｡ 日本は８％ではるか平均以

下の21番目で, 世界最高寿命を達成していま

す｡ ちなみに, フランスは11.1％です｡ それ

でも医師の不満は大きい国です｡ フランス

では医師や看護師のストライキは珍しくあ

りません｡

マスコミどもは, 以前は盛んにアメリカと

比べて日本の医療が遅れているような論調で

したが, アメリカは対ＧＤＰ比15.3％と日本

の倍ほども使っているのに, 寿命はずっと短

いです｡

人口当たりの医療費も平均よりはずっと下

で, 2358ドルです｡ 平均は2759ドル, アメリ

カははるか倍以上の6401ドルも使い, 平均寿

命は日本に遠く及びません｡ ノルウェーも

4364ドルも使って, 福祉国家を運営していま

す｡ スウェーデンは OECD から距離を置く

のか, 含まれていません｡ いかに日本医療が

効率的で優秀か, 事実が論駁しています｡ マ

スコミを信じるのは愚か者のすることです｡

2000年から2004年にかけて, OECD全平均

で4.3％医療費が増加したのですが, この間

の日本の医療費の伸びは2.1％にしか過ぎな

いとOECDは主張しています｡ 日本の医師・

医療がどれだけ過酷な状況に置かれつつある

かということです｡ 厚生労働省の無駄遣い等

の報道誘導はうそばかりです｡ 公的保険のカ

バー率は OECD 平均72.5％ですが, 日本は

優秀で81.7％もカバーしています｡

働く医師の数は1000人当たり３人の医師数

が平均ですが, 日本は２医師にしか過ぎませ

ん｡ 平均の３分の２の人員で世界最高の平均

寿命を達成しているのです｡ いかに, 日本の

医師が過酷な労働環境であるのかが理解でき

ます｡ ギリシャ・ベルギーは４人で, ２人以

下はトルコ・韓国・メキシコくらいしかあり

ません｡ 日本はビリから４番目ということで

す｡ それで, 世界一の長寿です｡ マスコミの

医療非効率攻撃など根拠を示していただきた

いものです｡

重要なのは, 団塊の世代が引退することに

OECDの分析する
日本の医療

東 山 河合 尚樹
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より, 患者数が増加してくることです｡ この

ため, 多くの国で医師不足が起き, 外国人医

師に頼らなくてはならない国が増加すると

OECDが警告しています｡ 厚生労働省やマス

コミの言ってきたことと正反対の事態が進行

しています｡ 世界中で医師不足が進行してい

るのです｡ 日本も例外ではありえませんし,

現状維持でも世界的には最低レベルの医師数

で運営されているのです｡ 先見性のないマス

コミや役人のおかげです｡ もう, 間に合わな

いかもしれません｡

｢夜間医療の充実｣・｢救急医療の充実｣ そ

んなものは大嘘です｡ 日本には必要な数の医

師はいません｡ 世界の平均にするだけでも,

医師数を1.5倍にしなければならないのです｡

膝等の手術なら半年以上待ち, １年待ちも珍

しくないイギリスでさえ, 日本より20％も人

口当たりの医師数が多いのです｡

原因は政府の医師数抑制策であるとOECD

も述べています｡ 厚生労働省の ｢医師過剰｣

｢医療費で財政破綻｣, マスコミどもの ｢医師

儲けすぎ｣ ｢医療費無駄遣い｣ など, 数字が

そのうそを暴いています｡ こんなに効率的医

療の国はほかにないのです｡

ＣＴやＭＲＩの数は日本では欧米の４倍も

あるそうです｡ 非効率かもしれません｡ しか

し, ＣＴの検査代などアメリカの５分の１か

ら10分の１位ですから, 国民が手軽に検査で

きるのは悪いことではないと思います｡

アメリカの肥満率は32.5％, 日本は3.5％,

心臓病が少ないのが日本医療の利点だそう

です｡

最悪なのがひとつだけ指摘されています｡

喫煙率の高さです｡ OECDの２倍だそうです｡

数字を丁寧に追っていけば, マスコミや厚

生労働省の主張は砂上の楼閣に過ぎません｡

待っている未来は, 団塊の世代を世話する

だけで精一杯の大量医師不足です｡ 地方の妊

婦や子供などは医師不足で死亡が予想されま

す｡ 世界的視野に立てば, 再編しても, 適正

配置しても日本の医師不足に解決法はありま

せん｡ 医師以外の個人としての対策は, 医療

施設の充実した大都会へ移住するくらいしか

ありません｡ これが, マスコミの医療攻撃,

厚生労働省と財務省の言ってきた医療財政破

綻論の当然の帰結です｡

京都市基本健康診査の実施 (個別医療機関方式)に
関する協力医療機関へのお願い

京都市基本健康診査 (個別医療機関方式, 集団実施方式, 保健所実施方式の３方式で実

施) は, 40歳以上 (１～12月に40歳になる方を含む) の京都市に在住する方で, 事業所の

健康診断や保険者の行う本診査に相当する健診 (例：事業所健診や人間ドック) を受診す

る機会がない方が, 年度内にいずれかの方式により, １回に限り受診することができます｡

しかし, 京都市より, 基本健康診査を同一年度内に ｢集団実施方式と個別医療機関方式

を両方受診｣ ｢複数の協力医療機関で受診｣ する方等, ２回以上受診している事例および

保険者の行う人間ドックを受診後, 基本健康診査を受診している事例が多く見られるとの

指摘がありました｡

つきましては, 協力医療機関の窓口で, 基本健康診査の受診を希望された方に対して

｢京都市基本健康診査は, 他の健診を受ける機会のない方で１年 (年度) に１回のみ受診

できる｣ 旨周知していただきますようお願いします｡
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この世の中 ｢騙し｣ ばかり｡ あの社会保険

庁のひどいこと！ 無茶苦茶な無道は ｢国家

による騙し｣ である｡ 善良な国民は国がウソ

をつくはずがないと思いこんでいる｡ 虚偽が

ばれても国の誰もが責任をとることはない｡

国連で毎年 ｢核兵器使用禁止決議｣ が出さ

れるが, 日本はいつも ｢棄権｣ する｡ もちろ

ん, 日米安保条約の遠慮なのだが, 自分こそ

一番の被害者なのに, 核抑止政策で, いざと

いうときにはアメリカが守ってくれるものと

思いこんでいるのだから, 日本人は相当のお

人好し｡ すべて思い込みは一番危ない｡

国際司法裁判所ＩＣＪが96年に少し情けな

い勧告的意見を採択した｡ ｢核兵器は国際法

に違反する｡ しかし国家の極限的自衛状況で

は合法が違法か明らかに決められない｣ とい

うもの｡ しかし, すくなくともヒロシマ, ナ

ガサキ, それにブッシュの先制攻撃は明らか

に国際法違反といえるはずである｡

ＮＵＣＬＥＡＲという英語は日本では原子

力 (開発) だが北朝鮮に対しては ｢核開発｣

といっている｡ しかしこれは全く同じもので

ある｡ 日本政府は法令１本で原爆をいくつで

も作れるようにこの40年間準備してきた｡ 世

界, 特にアジアでは日本を隠れた核大国と恐

れている｡

さて, 今度の柏崎刈羽原発の震災について,

東電は ｢安全です｣ ｢環境への影響はありま

せん｣ とまたもや言い続けている｡ ただし住

民団体の建設前の指摘は正確に当たっている｡

軟弱地盤の上で, また断層の直上に７基の原

発が建っている｡ 国の想定外の2.5倍の地震

が現実に起こった｡ 日本は世界一の地震国で,

いま警告されている東海地震や南海地震はＭ

８からＭ8.5でヒロシマ原爆1,000発から5,000

発に相当する｡ この東海地震の想定震源域の

真只中に静岡県浜岡原発がある｡ 大体, 日本

には地盤の安定した土地なぞないことが神代

の昔から歴史に明記されている｡ 学者は警告

し放しであるのに, 安全だと言っているのは

商売上の電力会社と国策上 (本当は法律でも

何でもない, 国威宣揚と原子爆弾の下準備)

の政府がグルになっている｡ 甚大かつ悲劇的

な僻地の被害には目をつぶっているというの

が真相である｡ 電力は３割を原子力で苦心し

て供給しているというが, 電力会社は国民に

電気を使いまくるオール電化のような商策を

しむけている｡

問題になっている六ヶ所村の再処理工場は

フランス, イギリスで環境汚染公害が国民に

隠しきれなくなって, 国の金儲けをあきらめ

て閉鎖し, フランスの技術が六ヶ所村に移さ

れたのである｡ 工場に11兆, 後始末のバック

エンド費用に30兆円かかるそうだ｡ しかも,

工場からは平常運転でも煙突から放射能を吹

き出し, 太平洋の海には３キロメートル先に

排水管を延ばしている｡ その中の放射能は海

流に乗り関東地域まで流れつき, 何万倍以上

にも生物濃縮されて人間の中に入ってくると

いう構図である｡ これはすでに現実である｡

国は電力会社と核のために国民の健康を無視

している｡

国はなぜこのような放射能の危険や巨額の

投資 (税金) を敢えてすすめるのか｡ それは

電源三法に守られた巨大原子力産業の儲けと

核武装への国家の意図である｡ それに日本で

売れなくなった原発はアジア諸国へ売ればカ

ネになるので原子力産業の歯車はどうにも止

まらない｡ エネルギー開発のための国の研究

資金の配分も原子力一辺倒を自然エネルギー

等に配分を大きく変えていくべきである｡

さて以上をふまえて考えていただきたい｡

原発震災では東電は想定外と言うし, 経産省

の原子力安全保安院は ｢結果的に着工前に見

つけられなかったが当時はキチンと調査した

��������	

下 西 足立 明
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か断層があるとかないとかより, それが実際

に実害を来すかどうかが問題である｣ と｡ こ

れでは国の審査はやってもやらなくても同じ

ということになる｡ 国民を積極的に守る責任

と気概はどこにあるのか｡ 何度も騙されま

いぞ｡

����������		
�

昨年末, レセコンの買い替えを迫られた

時, 開業している友人が ｢電子カルテを買

うで｣ というのを聞いて, 考えた挙句, 電

子カルテの導入を決めました｡ ADSL,

LAN の工事・幾度の講習会を経て, ８月

１日めでたく本格稼動を開始しました｡ 使

い始めてまだ９日目ですが, なかなか良い

ものだと思いました｡

最大の長所は患者さんの情報が一元化で

きることです｡ 過去の処方歴・血液検査・

内視鏡画像・超音波画像など, カルテ棚を

ひっくり返さなくてもすぐに出せます｡ そ

れから綺麗な字で入力されます (あたりま

えですが) し, 患者さんにも見えるのでよ

り正確な記載を心がけるようになりました｡

もちろん医療事務の省力化が図れ, その分

スタッフが患者さんに向き合う余裕もでき

たと思います｡ 今までペンを持ってカルテ

に向かっていた分は画面に向かうことにな

りますが, 決してそれ以上, ｢診察中画面

ばかり見ている｣ ｢会話が弾まない｣ とい

うことはありません｡ 患者さんは僕の書い

ているカルテを見ながら診察も続きます｡

もちろん全てが順風満帆だったわけでは

ありません｡ 複数の患者さんのカルテが開

けにくかったり, 画面を間違えたために,

全てを入力しなおしたり, 患者さんの会計

処理が上手くいかなくて待ち時間が長くなっ

たり…｡ この辺は慣れと工夫で何とかなり

そうです｡ また, ペーパーレスどころか必

ずしも ｢紙｣ は減らないこと｡ 処方内容を

印刷して調剤に回すと, それだけで多数の

紙が必要となります｡ 当院は調剤室に液晶

モニターを置くスペースはないので, 定期

処方を印刷した処置箋を連用するなど何ら

かの工夫が必要です｡ そして, 診療情報提

供のためのサマリーは電子カルテにするだ

けでできるというものではありません｡ 一

人一人地道に作っていくしかないと思いま

す｡ もちろん, 停電などのことを思うと,

一抹の不安はよぎります｡

しかし, 電子カルテ, なかなか良いよ｡

９日で言うのもおこがましいですが, あえ

て申します｡ ｢電子カルテは嫌い！｣ と決

めつけずに, 展示会などで一度自分の手で

触れてみることをお勧めします｡ ただ, 診

療所向けに, もうちょっとシンプルで安価

なものができることを期待します｡

どうです｡ 再検討されてはいかがです？

｢買うで｣ と言ってまだ検討中の○○先

生！

(情報企画委員会委員・乙訓 角水 正道)

� � � �
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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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医薬品・医療機器等安全性情報第239号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重要な副作用等に関する情報｣ は ｢アルテプラーゼ (遺伝子組換え)｣ ｢塩酸オキシコ

ドン水和物｣ ｢メロペネム三水和物｣ の情報, ｢２. 使用上の注意の改訂について｣ では,

｢アモバルビタール他 (７件)｣ の情報, ｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載されてい

ます｡

なお, これらは日本医師会雑誌の平成19年10月号に掲載される予定です｡

②｢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】

｢乾燥甲状腺, レボチロキシンナトリウム水和物｣ ｢シクロフェニル｣ ｢シロドシン｣ ｢ジスル

フィラム｣ ｢エンテカビル水和物｣ ｢組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン (酵母由来)｣ ｢乾燥弱毒生

麻しん風しん混合ワクチン｣

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｡

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

府医では, ８月１日より ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, ＭＬ) の試験運用を開始しました｡
登録方法は下記のとおりですが, 基本的には, 府医事務局までＭＬ登録の旨ご連絡いただき, 登録

が完了しますと ｢Welcome to kyoto -med mailing list｣ という件名で登録完了をお知らせするメール
が送信されます｡ その後, 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自動的にメールが送られることになります｡ 詳細は,
下記をご参照ください｡

【登録方法】
��������	
���������

●①地区医師会名 ②医療機関名 ③氏名 ④メールアドレスを記載の上, ＦＡＸまたはＥメールで府
医事務局総務課まで送信してください｡
＜宛 先＞ ＦＡＸ：075－314－5042 メール：kma26@kyoto.med.or.jp
●お申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登録し, 確認メール (件名：
｢Welcome to kyoto-med mailing list｣) にて, 順次, 直接通知いたします｡
●『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-kiyaku.pdf
●『京都府医師会・会員メーリングリスト運用ガイドライン』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-unyougaido.pdf
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府医図書室所蔵の下記ビデオテープをご希望の方にお譲りいたしますので, 本紙をコピーし

てご希望のビデオに○印を付け, ご住所・ご氏名明記の上, ＦＡＸ (075－314－5042) にてお

申し込みください｡ なお, 同一ビデオへのご希望が多数の場合は, 抽選とさせていただきます

のでご了承ください｡ 今後, お譲りするビデオ一覧表を順次掲載します｡

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

427
－第39回社会保険指導者講習会－
老年期痴呆の対応・総合討論

総合司会 聖マリアンナ医大学長
長谷川和夫氏

Ｈ７.11 １

429 アルツハイマー病の対応
聖マリアンナ医大学長

長谷川和夫氏
Ｈ７.12 １

431 ヘリコバクター・ピロリの臨床検査
信州大中央検査部教授

勝山 務氏
Ｈ７.12 ２

432 より小さい胃癌の診断をめざして
朝日大村上記念病院内科教授

井田 和徳氏
Ｈ７.12 ２

433 新しい循環器疾患の治療薬
東大第二内科教授

豊岡 照彦氏
Ｈ７.12 ２

434 大腸がん発生の遺伝的要因
府医大衛生学教室教授

阿部 達生氏
Ｈ８.１ ２

435

アレルギー性疾患の病態
①アレルギー性鼻炎の病態
②気管支喘息の病態と治療
③アトピー性皮膚炎の病態

府医大耳鼻咽喉科助教授
竹中 洋氏

京大大学院医学研究科発生発達医学・
発達小児科助教授

眞弓 光文氏
京都第一赤十字病院皮膚科部長

加賀美 潔氏

Ｈ８.２ ２

437 喘息の治療～最近の動向
京大胸部疾患研究所環境呼吸器病学
教授

泉 孝英氏
Ｈ８.２ ２

438 ウイルス研究の歴史と現状
前京大ウイルス研究所長
塩野義医科学研究所長

畑中 正一氏
Ｈ８.３ ２

439 胃炎・潰瘍－萎縮－胃癌
順天堂大内科教授

佐藤 信紘氏
Ｈ８.３ ２

440 ウイルス肝炎～最近の話題
大阪大第一内科教授
(次期日本内科学会会頭)

鎌田 武信氏
Ｈ８.３ ３

441 ヘリコバクター・ピロリが形成する疾患
京大消化器内科教授

千葉 勉氏
Ｈ８.４ ２

442
Ｂ型及びＣ型慢性肝炎, 治療の実際と
問題点
～ウイルスの変異を考慮して～

府医大第三内科助教授
岡上 武氏 Ｈ８.４ ２

443
肝癌に対する治療
進行肝癌に対する外科的挑戦～

京大器官外科学消化器外科教授
山岡 義生氏

Ｈ８.４ ２

444
腹部超音波による肝胆膵腎癌早期発見
のコツ

日赤熊本健康管理センター健診部長
三原 修一氏

Ｈ８.５ ２

445 医療技術, その周辺を廻る最新の話題
鈴鹿医療科学技術大学長
(東大名誉教授)

渥美 和彦氏
Ｈ８.５ １



2007年(平成19年)９月１日 No.1868 19

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

446
ウイルス肝炎のトピックス (Ａ型から
Ｇ型まで)

府医大第三内科助教授
岡上 武氏

Ｈ８.６ １

447
糖尿病治療・最近の話題
～病診連携の具体的な方法について～

京大病態代謝栄養学講座教授
清野 裕氏

Ｈ８.６ ２

448 内視鏡による早期胃癌治療の適応と限界
癌研究会附属病院内視鏡部部長

竹腰 隆男氏
Ｈ８.７ ２

449 外用副腎皮質ホルモン剤と皮膚
帝京大医学部附属溝口病院皮膚科
客員教授 久木田 淳氏

Ｈ８.７ ２

450 老年者神経疾患・診かたのコツ
広島大医学部第三内科教授

中村 重信氏
Ｈ８.７ ２

451 Ｏ－157感染症の京都症例について
洛和会丸太町病院院長

千丸 博司氏
Ｈ８.８ ２

452 膵炎の診断と治療
産業医大第三内科教授

大槻 眞氏
Ｈ８.８ ２

453 薬剤性間質性肺炎の診断と治療
京大胸部疾患研究所助教授

長井 苑子氏
Ｈ８.８ ２

454 漢方製剤による間質性肺炎を防ぐには
西神戸医療センター内科副医長

冨岡 洋海氏
Ｈ８.８ ２

455 大腸癌と遺伝
国立がんセンター中央病院
放射線診断部部長

牛尾 恭輔氏
Ｈ８.９ ２

456
狭心症の治療に関する最近の知見
～外来における狭心症の病態からみた
治療法の選択～

金沢医大循環器内科教授
竹越 襄氏 Ｈ８.９ ２

457
21世紀のがん治療
～泌尿器がんよりみて～

京大医学部附属病院院長
吉田 修氏

Ｈ８.９ ２

458
シンポジウム
がん検診事業の現状と今後のあり方

総括者 京都府医師会副会長
山� 昇氏

Ｈ８.９ ２

459 肝移植をめぐって
京大移植免疫医学講座教授

田中 紘一氏
Ｈ８.10 ２

460 NSAID 潰瘍の臨床
帝京大附属市原病院第三内科教授

中村 孝司氏
Ｈ８.10 ２

461 心不全の最近の治療
京大器官病態学循環病態学教授

篠山 重威氏
Ｈ８.10 ２

462
内科領域における在宅医療の意義
－とくに栄養療法を中心に－

国立国際医療センター第一消化器
科医長 松枝 啓氏

Ｈ８.11 ２

463 骨粗鬆症の診断と薬物療法
滋賀医大放射線科教授

森田 陸司氏
Ｈ８.11 ２

464 消化管の機能性疾患
京大大学院消化器病態学教授

千葉 勉氏
Ｈ８.11 ２

465 在宅酸素療法の実際
大阪府立羽曳野病院呼吸器科部長

木村謙太郎氏
Ｈ８.11

466
薬の正しい使い方
①外来診療における薬の使い方

京大医学部総合診療部教授
福井 次矢氏

Ｈ８.12 ２

467
②高血圧症における薬の使い方
～腎障害を伴った高血圧の薬剤治療を
中心に～

東北大医学部第二内科教授
阿部 圭志氏 Ｈ８.12 ２

468
炎症性腸炎疾患の新しい治療法
～白血球除去療法について～

兵庫医科大第四内科教授
下山 孝氏

Ｈ８.12 ２

469
臨床医のための心不全の知識
～レニン・アンジオテンシン系と病態
を中心に～

滋賀医大第一内科教授
木之下正彦氏 Ｈ８.12 ２
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と き 10月７日(日)

午前９：00 スタート

ところ 向島西テニスコート

(TEL 075－612－3988)

会 費 3,000円 (昼食・飲物代含む)

懇親会 実費

◇申し込みおよび詳細については, 平杉嘉昭 (TEL 075－332－1198, FAX 075－332－

6503) までご連絡ください｡

※ご家族・ご友人・従業員のご参加を歓迎します｡

親親親善善善テテテニニニススス大大大会会会のののごごご案案案内内内
京都府立医科大学と京都大学
医学部との交流テニス大会

と き 10月21日(日)

午前９：00 スタート

と こ ろ 向島西テニスコート

(TEL 075－612－3988)

試合形式 ダブルス

会 費 3,000円 (昼食, 飲物代)

◇大会終了後, 懇親会を予定しており

ます(実費)｡ 申し込みおよび詳細に

ついては, 冨井紘久 (TEL 075－371－

0663)・平杉嘉昭 (TEL 075－332－

1198) までご連絡ください｡

※ご家族・ご友人・従業員のご参加を

歓迎します｡

兵庫県医師会との
親善テニス大会のご案内

第第第第第第222222 999999回回回回回回

府府府府府府医医医医医医懇懇懇懇懇懇親親親親親親シシシシシシニニニニニニアアアアアア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 出出出出出出場場場場場場者者者者者者募募募募募募集集集集集集

と き 10月８日≪(月)体育の日≫ 受付 各自スタート時間の30分前

午前10時スタート (予定)

と こ ろ 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース

北区上賀茂本山 TEL 075－791－2161

定 員 10組 40名

参 加 費 １人 4,000円 (プレー費, 昼食代, 飲み物代は別)

競 技 18ホールズ, ストロークプレー, ノータッチ, ダブルペリア方式

※大会当日60歳以上の会員およびご夫人 (年齢は問いません) の多数のご参加を

お待ちしております｡

参加ご希望の方は９月13日(木) までに地区福祉担当理事あてにお申し込みく

ださい｡
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 大阪府医師会役員との勉強会の状況

３. 第９回府医選挙管理委員会の状況

４. 地区医師会との懇談会の状況

５. 第３回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

６. 平成19年度京都安全衛生・快適職場推

進大会の状況

７. 第２回市民すこやかフェア実行委員会

の状況

８. ７月度地域医療担当部会の状況

９. 第８回脳卒中登録事業委員会の状況

10. 第８回健康日本21対策委員会の状況

11. 府医学術講演会の状況

【議 事】

12. 会員の入会・異動・退会10件を可決

13. 常任委員会の開催を可決

14. 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｣ 動画配

信費用の支出を可決

15. 京都府地域・職域連携推進会議委員の

推薦を可決

16. 平成19年度学校保健表彰 (文部科学大

臣表彰) に関する被表彰候補者の推薦を

可決

17. 平成19年度介護支援専門員実務研修受

講試験対策講座の開催を可決

18. 平成19年度老人保健法関係の地区医師

会事業助成金の交付を可決

19. 乳がん検診精密検査医療機関調査を

可決

20. 京都整形外科医会主催 ｢市民向け公開

講座｣ への共催を可決

21. 平成19年度京都府・京都市総合防災訓

練への医療救護班派遣を可決

22. 平成19年度南部学術講演会の開催を

可決

23. 京都府准看護師試験委員の推薦を可決

第14回定例理事会 (７.12)

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 故横田耕三先生合同葬儀の状況

３. 地区医師会との懇談会の状況

４. 監査の状況

５. 第９回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

６. 第11回社会保険研究委員会の状況

７. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

８. ｢運動器の10年｣ 日本委員会：学校に

おける運動器検診体制の整備・充実モデ

ル事業, 平成19年度第１回研究協議会・

学校保健委員会合同会議の状況

９. 平成19年度薬物乱用防止教室講習会の

状況

10. 第５回運動器学校検診モデル事業小委

員会の状況

11. 産業医研修会の状況

12. 第６回産業医部会正副幹事長会の状況

13. 第10回基本健康診査委員会の状況

第15回定例理事会 (７.19)
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14. 第13回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

15. 第１回京都市民健康づくり推進会議中

間評価等検討部会の状況

16. ｢第34回くらしと健康展｣ 第３回実行

委員会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 平成19年度京都府ナースセンター運営

会議の状況

19. 第３回看護専門学校助産師課程開設検

討特別委員会の状況

【議 事】

20. 会員の入会・異動・退会８件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 第３回会館建設小委員会の開催を可決

23. 新潟県中越沖地震にかかる義援金の受

付を可決

24. 第10回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

25. 京都市子ども保健医療相談・事故防止

センター運営委員会委員の推薦を可決

26. 京都府救急医療情報システム運営懇談

会委員の推薦を可決

27. 社会福祉法人セヴァ子ども学園創立30

周年記念企画への後援を可決

28. 第７回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

29. 市内地区介護保険担当理事連絡協議会

の開催を可決

30. 平成19年度学校医部会耳鼻咽喉科研修

会の共催を可決

31. ｢第34回くらしと健康展｣の開催を可決

32. ｢第14回京都府医師会健康講座｣ の開

催を可決

33. ｢第34回くらしと健康展｣ 第４回実行

委員会の開催を可決

34. 平成19年度 医療安全講演会の開催を

可決

35. 府医学術講演会の開催を可決

36. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

～ ９月度請求書 (８月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (月) 午後５時まで

△

国保 10日 (月) 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 (水) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡

京都府医師会ホームページ
���������		
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※会員向けページにアクセスするには
パスワードが必要です｡
府医事務局：総務課までお問い合わせ
ください｡

� TEL：315-5276�
� FAX：314-5042�

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｡




