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石庭幻影
写真／尾崎 良直 (乙訓)

デジカメ全盛時代となり, 昔, 暗室内であれほど苦労を
重ねたモンタージュ, ソラリゼーション, サバチェ効果等
が画像を見ながらマウスをクリックするだけで, 易とも簡
単に出来るのは写真界の進歩というより革命である｡ しか
し変わらないのはシャッター以前の感性と, シャッターを
押す決定的瞬間であることは先人の言葉に誤りはない｡
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森府医会長は, 北部の医師不足に関して昨

年の懇談会での当地区からの要望を受けて,

京都府に対処を要望したところ, 京都府地域

医療対策協議会で積極的な議論が行われ, 結

果として６億円を超える予算が手当された｡

このうち奨学金制度については当初15人分の

予算が確保されたが, 35名の応募があったた

め, 補正予算でさらに確保されたことを報告｡

また, 産科医不足については, 産科医の負担

が軽減できるよう特別委員会を設置し, 府医

看護専門学校での助産師養成を検討, 先日答

申が提出されたことを報告, 前向きに取り組

んでいる姿勢を示した｡

また, 参議院選挙の結果を受けて, 国も少

し医療や社会保障に目を向けてくれるとの期

待を示すとともに, 舛添厚労大臣の誕生で今

後どのような対応がなされ, それに対して日

医がどう対応するのか注視していかなくては

ならない, さらに, マスコミでも医師不足を

契機に医療危機が取り上げられ, 少し追い風

が出てきたとはいえ, これ以上の医療費削減

は, 日本の医療を完全に崩壊に導く｡ 襟を

正して真摯に議論に取り組まなければ全面

的な国民の信頼を得るのは難しいとの見解

を示した｡

さらに今年保険医・保険医療機関の取り消

しが２件あったことにふれ, このような事が

続くと足下から国民の信頼が揺らぐので, 今

後このようなことがないよう日頃から地区医

師会でも指導いただくよう依頼した｡

医療法改正について

橋本府医理事は, 医療法改正の概要につい

て説明, 医療の安全に関する事項において,

指針の作成や医療に係る安全のための職員研

修が義務付けられていることを示し, 府医主

催の医療安全の講習会等に出席いただくか講

習会のビデオ等を見ることで研修として認め

られるため, 医療安全講習会への参加を呼び

かけた｡ 加えて安達府医副会長は, 指針等の

義務付けのベースは, 平成15年３月に医療の

質と安全を図ることが閣議決定されたことで

あるとし, この閣議決定に対して反論はない

が, 本来義務付けるのであれば, 個人負担

ではなく診療報酬の手当として負担のかか

らないようにしなければならないとの見解

を示した｡

与謝・北丹医師会と府医執行部との懇談会が９月８日(土), 吉翠苑で開催され, 地区から13

名, 府医から５名が出席, 斉藤治人北丹医師会副会長の司会のもと, ｢医療法改正｣ ｢在宅医療｣

｢後期高齢者医療制度｣ について, 約１時間半にわたり活発な意見交換が繰り広げられた｡

笹野 満北丹医師会会長の挨拶に続き, 森府医会長が挨拶に立ち, 参議院選挙の結果につい

て述べるとともに産科医不足に対する取り組みについて報告した｡

与与謝謝・・北北丹丹
医師会との懇談会

��������	
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与謝・北丹医師会との懇談会 (９.８ 吉翠苑)
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在宅医療について

地区から府医の在宅医療への取り組みを評

価した上で, 開業医が少ない北部では在宅医

療の推進率は高い現状が示され, 各地区への

府医の取り組みの説明と, 北部においてはス

ムーズに進めていくための取り組みについて,

府医の意図することを地区で説明いただきた

いとの要望に対し安達府医副会長は, 地区の

状況に応じたもので強制するものではないと

し, 在宅に移行しようにも支える家族がいな

いことや, 退院しても何かあったときにすぐ

に入院できるという保証がないため退院を渋

ることもあることから, 療養病床削減の反論

として高齢者の再入院の受け皿としての待機

ベッドの点数設定が必要であると主張してい

くと述べた｡ さらに, 在宅療養支援診療所の

高い点数設定は, 療養病床が削減される中で

地域全体を病棟のように使うイメージとして

は条件に不備があるとし, 在宅を地域全体で

受けるのであれば, 在宅療養支援診療所だけ

でなく在宅や夜間の点数を引き上げるべきで

あるとの見解を述べた｡ 最後に左京でモデル

事業を行うことを説明, モデル事業終了時に

は問題点等を示し, 京都全体に広げていきた

いとの意向を示した｡ また, 森府医会長は府

医としては, 地域の実情に合わせたネットワー

クを作成していきたいとの意向を示し, 国全

体で１つのやり方でのネットワークを進めて

いくことは不可能であることを提言していく

との見解を示した｡ さらに, 現在各医療機関

に在宅に関するアンケートを実施しているこ

とを報告｡ 結果をフィードバックして検討し

ながら在宅推進を行っていきたいとの考えを

示した｡

後期高齢者医療制度について

久山府医副会長は, 後期高齢者医療制度は

医療費抑制政策の目玉の一つであるとした上

で, 後期高齢者医療制度の概要について説明｡

具体的な診療報酬体系は決定されていないと

した｡ また, 前期高齢者医療制度の個人負担

について, 70歳～74歳の者は負担が現行の１

割から２割に増加することから, 受診抑制が

考えられるとの見解を示した｡ さらに, 国保

中央会や健康保険組合連合会・社会保障審議

会 ｢後期高齢者医療制度の在り方に関する特

別部会｣ の基本的な考え方について説明した

上で, 総合医に係るシステムが完成すれば受

診抑制が進むことに危惧を示した｡ 最後に外

総診の形で総合医が位置付けられることに危

惧を示すとともに, フリーアクセスが阻害さ

れることで管理しやすい医療になるのではな

いかとの見解を示した｡ さらに, 安達府医会

長は, 後期高齢者医療制度創設のタイムスケ

ジュール・特別部会のまとめを説明｡ 後期高

齢者医療制度の診療報酬体系については, 外

総診・入院高齢者ＤＰＣが入る可能性がある

とした｡

地区から, 京丹後市では病院の医師不足以

上にそれを支える開業医が少ないことが問題

であり, 外来診療の主は病院であるので, 後

期高齢者医療制度における外来医療は現実的

でないとの意見に対し, 安達府医副会長は

｢病院医師が絶対にだめということはないが,

主治医は地域の開業医を想定している｣ と厚

生労働省保険局の原医療課長が述べているこ

とから, 実情が分かって述べているとし, 森

府医会長は以前では地域医療の実情は配慮さ

れていなかったが, 今回の厚労省の人事で少

し理解を示す方が入っていると思われるため,

今後は日医がどれだけ理解いただくよう働き

かけるかが重要であるとした｡

地区から高齢者は病院にかからない傾向に

あるので, 後期高齢者医療制度が開始され,

これ以上負担がかかると, 人頭割りでは画一

的な医療しかできないのではないかとの意見

に対し, 安達府医副会長は ｢人頭割りについ

ては, 基本的に反対である｡ 高齢者の医療に

ついては開業医の多い都市と少ない都市のそ
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れぞれに対応したものがいる｣ との考えを示

した｡ また地区からの広域連合についての質

問に対し, 安達府医副会長は広域連合ごとに

保険料を決定するため, 同じ診療行為で報酬

を変えることは可能であることを示し, これ

では格差を生み皆保険制度を崩壊させてしま

うので, 点数までも関わることには賛成でき

ないとし, 格差を是正するためにも広域連合

間の調整が必要であるとの見解を示した｡

冒頭森府医会長は, 安倍内閣改造後初めて

の国会スタートについて触れ, いかに社会保

障に焦点を当てるかが課題としたうえで, 舛

添厚生労働大臣の就任と厚労省の人事異動に

より医療への関心が高まるのではないかとの

見通しを示しつつも財務省出身の与謝野氏が

官房長官に就任したことから予断を許さない

状況は続くとの見解を述べた｡ また, 参議院

で第一党となった民主党については, 従来か

ら京都選出の民主党国会議員との懇談の場を

持つなどコンタクトを取っているとし, 今回

民主党のマニフェストには ｢医療費増加｣ の

文言が盛り込まれていることを説明したもの

の, どの程度まで具体的に取り組まれるかが

問題との見方を示した｡

後期高齢者医療制度については中医協での

議論が佳境にさしかかっているとし, 外総診

と同じような内容になるのではないかと見通

した上で, 日医の診療報酬検討委員会におい

ても安達府医副会長が参画して後期高齢者医

療に係る議論を進めている現状を示した｡ ま

た, 日経新聞誌上において ｢医療・介護負担

合計に上限｣ として厚労省が医療と介護保険

を利用する世帯の自己負担が重くなりすぎな

いよう合計額に上限を設ける新制度の詳細を

まとめたとの記事が掲載されていることを示

し, 患者負担が軽減されるかも知れないが,

財源の問題等課題が山積しているとの見解を

示した｡

新医師会館建設については, 会館建設特別

右京医師会と府医執行部との懇談会が９月11日(火), 右京医師会館で開催され, 地区から16

名, 府医から６名が出席, 岩田征良右京医師会理事司会の下, ｢次年度以降の特定健診 (集団

健診)｣ ｢レセプトオンラインシステム｣ ｢医系議員に対する働きかけ｣ 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, 村上 堯右京医師会長の挨拶に続き, 森京都府医師会長が挨拶に立ち, 参議院改選後

の初めての国会がスタートしたことに触れ, 今後の中央情勢の見通しを述べるとともに後期高

齢者医療制度, 新会館建設について説明した｡

右右 京京
医師会との懇談会

�����������	
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右京医師会との懇談会 (９.11 右京医師会館)
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委員会での議論の進捗状況を説明, 大まかな

基本構想を示すとともに今後の建設に係るス

ケジュールを報告した｡

特定健診・特定保健指導
(集団健診) について

森府医会長は, 特定健診・特定保健指導に

ついて, これまでの健診・保健指導とこれか

らの健診・特定保健指導との相違点を説明,

健診と保健指導のあり方が根本的に変わるこ

とを示した上で, いかに生活習慣病予防を講

じても糖尿病対策を除いて医療費の減少は見

込めないとの見解を示した｡ さらに, 府医の

対応イメージとして, 特定健康診査の検査項

目, 各受診者の検査結果等に応じて個別に保

健指導用資材等を用意し協力医療機関に送付,

保健指導対象者は原則健診を行った協力医療

機関で保健指導を行うという一連のシステム

を示した｡ ただ, 本事業では保険者による保

健指導の方法の指定や事務の代行業者の介入

が見込まれ, 多少の変化はあると思われるが,

いずれにしても保健指導等で協力医療機関に

かかる負担をできるだけ軽減するよう考えて

いるとの見解を示した｡ 府医では, 京都府の

12国保組合の組合員44,000人を対象に, 500

の協力医療機関においてモデル事業を実施し,

現在約700名程度を対象としてモデル事業を

実施, 検診結果判定数等の実施結果を示した｡

集団健診については, ｢現在, 京都市国保と

折衝中であり確定的なことは示せない｣ とし

つつも, 京都市国保としても受診率向上のた

めには, 集団健診を残したいとの意向はあり

前向きに検討出来るよう交渉していることを

明らかにした｡ さまざまな問題点があるもの

の国民の健康を守るという視点から医師会と

して関与していく必要があり, 地区医師会の

積極的な協力を呼びかけた｡

地区から, 保健所は介入しないのかとの質

問があり, 森府医会長は ｢介入しないことに

なった｣ と回答｡ また, 地区から ｢地区医師

会が京都市国保と契約するというのは困難｣

との見解が示され, 森会長は地区医師会のス

タンスによるとし, 伏見医師会ではデータ処

理も含めて伏見医師会内でしっかり行うとし

ていることを示した上で, 京都府の半分以上

の人口がある京都市分を府医で行わなければ

高い受診率は確保出来なくなると述べた｡ さ

らに, 特定健診・特定保健指導が医療費削減

にとても有効な手段とは思えず, 検診費用を

保険料で賄うため受診率が上がれば上がるほ

ど医療保険に回す財源が逼迫することから保

険者の収支にどのように影響してくるかを検

証する必要があるとした｡

レセプトオンラインシステムについて

久山府医副会長からレセプトオンライン請

求についてこれまでの経緯が説明された｡ 今

年の４月10日に厚労省がレセプトオンライン

化に係る省令を改正, 第１の目標がレセプト

100％オンライン化であるとし平成23年４月

１日から原則として全てのレセプトがオンラ

インでのみ提出・受領とし, これに対応でき

ない場合は診療報酬支払いの遅延等のペナル

ティを設ける考えであることを明らかにした｡

今後の具体的なスケジュールについて, 診療

所では平成22年４月１日からレセプトオンラ

イン請求に対応する必要があることから, 平

成21年の後半から準備をする必要があると述

べた｡ また, レセプトオンライン請求に対応

するにはレセプト電算処理システムが必要と

して, 傷病名・診療報酬点数コードが厚労省

で定められた統一コードを使用すること, 費

用については20万円から50万円程度発生する

上に専門のＰＣの購入等でさらなる費用の派

生を懸念しつつもＯＲＣＡについては最初か

らレセプト電算処理システムを標準装備して

いることを報告するとともに京都府でのレセ

電算の普及率は13.6％であることを示した｡

さらに中川日医常任理事の見解として ｢今後

手書きレセ提出の医療機関が診療できないよ
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うな事態あるいはこれによってペナルティを

与えられるようなことは絶対させない｣ とし

ていることを示した上で, 日医府医のレセプ

トオンライン化に対する考え方について説明,

レセプトオンライン請求は医療機関による電

算化処理ではなくその先に集められた国民医

療情報データベースの国による一括管理にあ

るとし, 医療費削減に使用することが明白で

あり, 個人情報の目的外使用にも当たるとの

見解を示すとともに, 保険者による特定健診

のデータとレセプトとの突合が予見されると

危惧した｡ 森府医会長は厚労省の統一コード

について, 日本の場合ＩＣＤ10の約５倍の病

名があることから整合性のあるソフトで明確

に変換するのは不可能とするとともに健診デー

タと保険病名が付いているレセプトとの突合

は医学的に見ても困難との見方を示した｡ ま

た, レセプトオンラインシステムでの請求が

不可能な医療機関に対して何らかの施策が取

られるよう尽力していきたいとした｡

地区から, 2011年に実施となっても時間的

にも金銭的にも困難であるとの指摘があり,

森府医会長は電子化加算が現在３点であるこ

とから, とても賄える状況ではないとして弱

小医療機関への強制には強く反対をしていく

とした｡

医系議員に対する
府医の考え方について

東府医理事から, 勤務医の視点から見た医

政活動について説明があった｡ まず, 医政活

動の概念として ｢医政とは広く行政や国民と

ふれ合う機会を持ち, 現状の諸問題を訴え,

解決への理解を得ていく地道な作業をも意味

し, その活動のことである｣ とし, 医療を取

り巻く諸問題, とりわけ医療事故と安全対策,

医師の地域・診療科偏在, 勤務医の過重労働

等先送りされてきた問題解決を行うために勤

務医一人ひとりが汗をかく必要があるとして,

医政活動の重要さを訴えた｡ また, 勤務医の

果たす役割として日常会話や診療の場におい

て諸問題に関する話題を提供し家族, 医療従

事者, 患者に関心を持たせることや医政活動

を通じて開業医と志を一つにし, 医師会の存

在意義を高めること等を示した｡

森府医会長は, 先の参議院選挙について触

れ, 参議院において民主党が第一党と躍進し

たが民主党の大きな問題として右派から左派

まで幅広い思想を持っている議員がいること

を指摘, 我々の医療に対する思いを説明して

もそのまま取り上げられないケースがあるこ

とを示した｡ 今後, 二大政党になった場合に

は慎重な見極めと日常的に各議員と医療政策

についてしっかり議論を交わす必要があると

した｡ また, 今回の参議院議員選挙に係る武

見氏の落選については, 日本医師会会長選挙

への武見氏の介入に触れ, 片方の候補につけ

ば落選した候補は必ず反対を向くということ

を度外視しての介入であったため武見氏の推

薦をしないという方針になったとの経緯を説

明した｡

地区から, 現在上映されている映画 ｢sicko｣

の活用を提案され, 森府医会長は ｢ジョンＱ｣

と同じような使用をしていきたいとした｡

�������

引き続き行われた保険医療懇談会では, 大

藪府医理事から最近の審査に見られる誤請求

事例等, 診療報酬請求上の留意点として, 返

戻レセプトの取り扱い, 長期にわたる疑い病

名, 適応外投与, 過量投与について, 具体的

な事例を紹介し, 説明した｡ また, 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, 記載上の留

意点等を説明し, 注意を喚起した｡ (詳細は

６月15日号京都医報付録 保険医療部通信

参照)
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今春の麻しん流行に伴い, 指定医療機関からの定点報告により把握しておりました麻しんの

発生数を京都府内の全医療機関にご協力をいただき, ５月25日から全件把握に努めてまいりま

した｡ 全医療機関を対象とした麻しん (成人を含む) の報告数を府医ホームページ (会員の皆

様へ) に掲載しております｡ 流行のピークは過ぎたと思われますが, 会員各位におかれまして

は, 引き続き全数報告にご協力いただきますようお願いいたします｡

なお, 標記報告のＦＡＸ送付をご希望される会員各位は, 地域医療課 (TEL 075－315－5274)

までご連絡ください｡

平成19年度救急医療功労者表彰で

社会保険京都病院が厚生労働大臣表彰受賞

平成19年度の救急医療功労者表彰が救急医療週間期間中の９月10日に厚

生労働省で行われ, 京都府からは社会保険京都病院 (上東・能見伸八郎院

長) が団体として受賞されました｡

受賞された社会保険京都病院に心からお祝い申し上げ, 今後とも救急医

療に貢献されることを祈念いたします｡
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９月15日(土)・16日(日) の両日, パルスプラザにおいて ｢第34回くらしと健康展｣ を開催

した｡ 今年は併催の ｢ＳＫＹふれあいフェスティバル｣ の規模が縮小されたことが影響したの

か, 昨年と比べると来場者は減少したが, それでも4,000名以上もの府市民が, 自身の健康をチェッ

クしようと本展を訪れた｡

今年は ｢知って防ごう！ メタボリックシンドローム｣ をメインテーマに, 各ブースともメ

タボリックシンドロームの予防と対策に重点を置いた催しが行われ, 来場者の減少とは裏腹に

各ブースでは例年同様の賑わいをみせた｡

��������	
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京都府医師会は ｢健康相談コーナー｣ と ｢イベントコーナー｣ を担当｡ ｢健康相談コーナー｣

では各専門医会などの協力のもと, 内科, 整形外科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻科, 心の悩み, 婦人

科, 糖尿病, 栄養相談の９つの相談コーナーを設け, 来場者の健康相談に応じた｡ ２日間での

相談件数は930名であった｡

また, ｢イベントコーナー｣ では今

年も血管年齢測定を担当｡ 両日で1,700

名以上もの来場者があった｡ その他,

毎年好評の ｢骨密度測定｣ (京都予防

医学センター協力) では, 今年も多

くの方が測定に訪れた｡

������

京都府医師会・京都府糖尿病協会・

京都府看護協会・京都府栄養士会・

京都府臨床検査技師会・京都府放射

線技師会・京都禁煙推進研究会・京

都府・京都市

��������������������

��������������������					
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看護専門学校助産師課程開設検討特別委員会〈答申〉

委�員�会�だ�よ�り�

＜京都府医師会看護専門学校助産師課程開設検討特別委員会＞

委 員 長 宮田 健 (宮田医院院長)
副 委 員 長 田中 正明 (産科婦人科田中医院院長)
委 員 近藤 俊吾 (宮津武田病院婦人科医長)

中嶋 文子 (京都大学医学部附属病院看護師長)
オブザーバ 東中 真美 (京都府健康・医療総括室医療室副室長)

丹羽 芳恵 (京都府健康・医療総括室医療室技師)
役 員 久山 元 (京都府医師会副会長)

岩� 武輝 (京都府医師会理事)
東 義人 (京都府医師会理事)

府医では, 産科医や助産師等の不足により,

閉鎖する施設があるなど産科医療現場が深刻

な状況にあること, ならびに京都産婦人科医

会からの, ｢府医看護専門学校への助産師養

成コースの併設｣ についての要望をふまえ,

平成19年５月14日に ｢看護専門学校助産師課

程開設検討特別委員会｣ を設置し検討して

きた｡

このたび, ８月29日(水) に宮田 健委員

長から森 洋一府医会長へ答申が提出された｡

答申では, 助産師課程を開設することによ

り, ①助産師の人材確保に貢献できるととも

に社会のニーズに対応することで専門学校と

しての評価が得られる, ②地域の助産師不足

の改善, 周産期医療および母子医療にも貢献

することが期待できる－などとして, 京都府

医師会に助産師課程の開設に向けた取り組み

を求めている｡

森府医会長に答申を手渡す宮田委員長

��������	
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はじめに

京都府内においても産科医の不足のみなら

ず, 助産師不足が深刻な問題であり, 分娩を

取りやめる病院, 診療所が続出している｡ こ

の状況に対処するため, 京都府医師会に看護

専門学校助産師課程開設検討特別委員会が設

置され, 森 洋一京都府医師会会長より京都

府医師会看護専門学校に助産師課程を開設す

ることについて諮問された｡

平成19年５月14日に第１回委員会を開催し,
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計４回委員会を開催して, 看護専門学校助産

師課程開設について, 調査, 検討を行った｡

その結果, 助産師課程の新設に向けて次のと

おり答申する｡

１. 看護専門学校助産師課程開設における検

討経過

昨今の産科医療を取り巻く情勢は, 産科医,

助産師の不足問題にとどまらず, 分娩取り扱

い施設が急減しきわめて憂慮すべき事態を招

いている｡ かかる状況下において, 産科医不

足対策の一助として緊急課題である助産師の

人材確保のため, 昨秋, 京都産婦人科医会広

崎彰良会長より京都府医師会森 洋一会長に

京都府医師会看護専門学校での助産師課程新

設の要望書が提出された｡ 京都府医師会は京

都における助産師不足解消対策の必要性から,

本年５月に看護専門学校助産師課程開設検討

特別委員会を設置した｡

そこで当委員会は平成21年４月助産師課程

新設に向けて, ４回の検討を重ねた｡

検討内容は多岐にわたったが, 主な点は,

下記の通りである｡

(１) 助産師課程開設の意義について

(２) 現校舎内にて可能であるか

(３) 学生の確保について

(４) 実習施設の確保について

(５) 開設および運営にかかる経費について

(６) 助産師課程専任教員の確保について

(７) 申請書提出までのスケジュールについて

２. 検討内容

(１) 助産師課程開設の意義について

現在分娩を取り扱っている府医師会会

員の施設においても, 助産師の不足を認

め, 分娩取り扱いを継続していくために

も, 助産師養成は緊急に必要であり, ま

た長期にわたって養成を継続する必要性

がある｡

(２) 現校舎内にて可能であるか

京都府医師会看護専門学校には助産師

課程開設のための, 教室, 実習室を作る

余地があり, 現校舎にて対応できる｡

(３) 学生の確保について

看護系委員, 看護専門学校教員より

｢助産師希望者はおり, 学生は確保でき

るだろう｣ との意見があった｡ 近隣の学

校について調査した結果, 良質な学生を

確保することが, 助産師課程新設の成功

と, 今後の順調な発展に大きく関連する

と考えられる｡ 実績のない本校と他校の

比較を行う受験者にとって, 入学時納付

金は学校選択の動機の一つとして大きく

影響すると考えられる｡ 助産師養成は本

来国が責任を負う仕事であり, 現状も国,

地方自治体による養成所が大半である｡

ここに至って医師会に養成をゆだねるに

あたっては, 国は充分支援をするべきで

あり, 京都府医師会としては補助金確保

に努力し, 学生の納付金の縮小に努めて

ほしい｡

(４) 実習施設の確保について

助産師養成のためには, 実習施設の確

保が京都府医師会看護専門学校としては,

最重要課題である｡ 京都府内分娩取り扱

い医療施設へ京都府医師会森 洋一会長,

京都産婦人科医会森治彦会長, 当委員会

委員長連名にて京都府医師会看護専門学

校学生の分娩実習受け入れ可否を主体と

するアンケート調査を実施した｡ 調査結

果は下記の通りである｡

調査医療施設66施設 (34病院, 32診療

所), 回収医療施設45施設 (27病院, 18

診療所) 分娩実習受け入れ可能医療施設

22施設 (14病院, ８診療所)

回収率68.2％であり, 受け入れ可能施

設が約30％ (病院41.2％, 診療所25.0％)

という, 多くの受け入れ可能な施設があ
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るという結果が得られた｡

分娩件数, 他養成所学生をすでに受け

入れているか等を含めて, 検討を重ねた｡

受け入れ可能施設のうち, 市内の多くの

病院はすでに他の養成所 (京都大学, 京

都府立医科大学, 国立病院機構京都医療

センター, 橘大学などのいずれか) の学

生を受け入れており, 新規に京都府医師

会看護専門学校学生の分娩実習受け入れ

は難しいと考えられる｡

そのため比較的正常分娩が多く, 他の

養成所学生の受け入れがない京都府北部

の病院を中心に, 実習効率を考え, 学生

２～４名のグループを編成し, 一定期間

滞在型の実習であれば, 実習施設の確保

は可能である, との結論を得た｡

(５) 開設および運営にかかる経費について

事業費の概算を助産師課程開設準備期

および開設後について検討した｡

開設準備期 (平成20年度) 施設整備に

かかる事業費については, 助産師課程開

設の指定基準に沿った実習室, 機械器具,

標本, 模型, および図書の整備が必要で

あるが, 看護師養成所に併設する場合は

共用も可能である｡

その財源は厚生労働省の養成所初年度

設備整備事業ならびに施設整備事業によ

る国庫補助が適用されるが, 補助率２分

の１の交付額となるため, 指定基準の分

娩台 (２台), 診察台 (２台) などは医

師会会員に寄贈などの協力を得るととも

に, 実習室の改修についても最小限の範

囲で, 対応を図り, 節減に努める必要が

ある｡

さらに京都府医師会は京都府に府内の

助産師を確保し, 府の少子化を阻止する,

また府内の母子の健康を守る重要な事業

であることを認識し, 京都府の援助を強

く求めるよう努力していただきたい｡

次に, 開設後の運営費は, 入学金, 授

業料, 実習費, 施設整備費など150万円

前後の学生納付金と厚生労働省の助産師

養成所運営費補助金を収入源として, 経

常経費を節減することで運営は可能と思

われる｡ しかし前述したとおり, 助産師

課程の順調な発足と将来の発展のために

は良質の学生の確保が最重要であり, そ

のため納付金の圧縮と奨学金制度の確立

に格段の配慮が必要と考える｡

(６) 助産師課程専任教員の確保について

助産師養成所において学生定員20名の

養成には, 臨床経験５年以上の助産師資

格教員３名の確保が必要である｡ 現在京

都府医師会看護専門学校には助産師の資

格を持つ教員が, ４名在籍していること

もあり, 確保は可能と考える｡

(７) 申請書提出までのスケジュールについて

平成21年４月開設には, 厚生労働省に

対し, 以下の手続きが必要である｡

平成19年９月

実習施設依頼など設置計画書準備

平成19年12月初旬

京都府に設置計画書提出

平成20年１月

近畿厚生局に設置計画書提出

平成20年２月

近畿厚生局ヒアリング

平成20年３月

近畿厚生局より指導通知

平成20年７月

京都府経由, 近畿厚生局に指定申請書

提出

平成20年８～10月

近畿厚生局の実地調査

平成20年12月

指定承認予定

３. 京都府医師会への提言

(１) 京都府医師会は京都府医師会看護専門

学校に助産師課程を開設することにより,

緊急課題である助産師の人材確保に貢献
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できる｡

(２) 京都府医師会看護専門学校の設立理念

であるところの, 地域医療を支えるとい

う基本路線に沿って, 社会の多様なニー

ズに対応した助産師, 看護師を養成する

稀少な専門学校としての評価が得られる｡

(３) 京都府北部に実習施設を確保すること

により, 京都府北部の助産師不足の改善,

北部の周産期医療, 母子医療に貢献が期

待できる｡

以上のことから, 実習施設の確保, 事業費

予算, 教員体制等々の検討の結果, 看護専門

学校に助産師課程を開設することは必要であ

り, また可能と結論した｡ 平成21年４月開設

に向けて, 京都府医師会が取り組みを始めら

れるよう提言する｡

平成19年８月22日

京医発第422号

平成19年10月１日

京都府医師会員 各位

京都府医師会第91回定時総会の開催について (告示)

標記定時総会を次のとおり開催します｡ 会員各位にはお繰り合わせご出席いただきます

ようお知らせします｡

記

と き 10月27日(土) 午後４時45分 (予定)

ところ 京都府医師会館

次 第 Ⅰ 開 会

Ⅱ 報 告 (１) 庶務および会計について

(２) 事業について

(３) 代議員会における決議事項について

(４) その他

Ⅲ 協 議

Ⅳ 閉 会

京都府医師会第175回定時代議員会の開催について

と き 10月27日(土) 午後２時30分

ところ 京都府医師会館
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テーマ ｢えっ, 本当！？ 他科に学ぶ事故事例～日常外来診療で注意すべき疾患～｣

と き 平成19年10月13日(土) 午後２時30分～４時30分

ところ 医師会館大ホール

講演内容

１. 京都内科医会

｢心窩部痛と嘔吐を主訴とし診断が遅延した急性心筋梗塞の１例｣

京都第一赤十字病院循環器科 副部長 島 孝友氏

２. 京都小児科医会

｢当初, 急性虫垂炎を疑ったが, 最終的に家族性地中海熱と診断した症例｣

京都第一赤十字病院小児科 瀬川 藍氏

｢ふらつきを主訴として母親と救急車にて来院したが

検査所見上異常を認めなかった２歳女児の症例｣

京都桂病院小児科 許澤 知代氏

３. 京都産婦人科医会

｢妊娠を確認せずにレントゲン撮影をして患者が堕胎に至った症例｣

貫戸産婦人科医院 院長 貫戸 幸彦氏

４. 京都府耳鼻咽喉科専門医会

｢急性喉頭蓋炎｣

耳鼻咽喉科豊田医院 院長 豊田弥八郎氏

５. 京都消化器医会

｢閉鎖孔ヘルニア－高齢者で見逃しやすい腹部疾患－｣

国立病院機構京都医療センター消化器科 遠藤 文司氏

｢糖尿病患者に軽度のトランスアミラーゼ異常を認める症例｣

国立病院機構京都医療センター消化器科 医長 勝島 慎二氏

６. 京都整形外科医会

｢リハビリ中に脳梗塞が再発した症例｣

澤村整形外科医院 院長 澤村 弘治氏

７. 京都糖尿病医会

｢他の病気と間違われやすい糖尿病ケトアシドーシス｣

｢当初脳血管障害を疑われた薬剤性低血糖症例｣

京都桂病院内分泌・糖尿内科 部長 山本 泰三氏

８. 京都脳神経外科医会

｢歩いて受診するくも膜下出血の症例｣

大原記念病院 院長 垣田 清人氏
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対 象 者 会員および会員医療機関の職員

※本年４月の医療法改正に伴い, 無床診療所においても医療に係る安全管理のため

の職員研修の実施が義務付けられました｡

今回の講演会は, 外部研修の一環として開催され, 受講された方には修了証が交

付されます｡

参 加 料 無 料

申 込 受講を希望される場合は, 任意の様式に医療機関名・参加人数・担当者・連絡先

を明記し, 10月５日(金) (必着) までに府医事務局学術生涯研修課へＦＡＸ (075－

314－5042) にてお送りください｡

※先着順で申し込みを受け付けます｡ 定員になり次第申し込みを締め切りますので,

あらかじめご了承ください｡ なお当日は医師会館の駐車場の混雑が予想されます

ので, 公共交通機関のご利用をよろしくお願いいたします｡

主 催 京都府医師会

��������	
�����

平成19年度 医療安全講演会を受講された方には, 本年４月１日から無床診療所に義

務付けられた医療安全管理のための研修において, 外部研修を受講した証明として修了

証を交付します｡ ただし, 全職員が受講されてない場合は, 後日診療所内で報告会の実

施をお願いいたします｡

院長は研修に関する記録 (開催日時, 出席者, 研修項目, 修了証) を, ２年間保管い

ただくようお願いいたします｡

注 病院および有床診療所においてはあらかじめ医療安全管理委員会において作成した研修

計画に従い, １年に２回程度全職員を対象とした医療安全管理のための研修の実施が必

要です｡ 従いまして, 今回の医療安全講演会を職員が受講することで, 研修を実施した

ことにはなりませんのでご注意願います｡ ただし医療安全講演会の内容を, 院内で全職

員に対する報告会として活用してもらうことは差し支えありません｡
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と き 10月20日(土) 午後４時～５時30分 (予定)

ところ 京都府医師会館 会議室 (中京区壬生東高田町１－９ TEL 075－312－3671)

講 演 ｢研修医も身につけておくべき医療現場のリスク＆コンフリクトマネジメント｣
・

講 師 中村・平井・田邉法律事務所

医療法人今心会田辺皮膚科外科院長 田邉 昇先生

参加費 無 料

※学生, コメディカルの方の参加も歓迎します｡

近年, 医療事故は頻繁に報道され, 医療事故訴訟も増加の一途をたどってい

ます｡ 医師として一番大切なことは安全で安心な質の高い医療を提供すること

であり, さらに大切なことは, 患者さんとともに医療に取り組むという姿勢で

す｡ 特に医療安全, 医事紛争を考えるとき, 患者と医師とのコミュニケーショ

ンがいかに重要であるかということは, 医師があらためて認識しなければなら

ない課題です｡

今回, 名古屋大学医学部を卒業後, 厚生省 (当時) を経て, 開業医をしなが

ら東大法学部, 京都大学大学院法学研究科, 神戸大学大学院経営学研究科を卒

業され, その間に司法試験に合格｡ 現在は開業医兼弁護士として活躍されてい

る田邉先生を大阪よりお招きして, 研修医も身につけておくべき医療現場のリ

スク, さらに訴訟ではなく, 対話による解決を目指す ｢コンフリクトマネジメ

ント｣ について教えていただく機会を得ました｡

皆様のご来聴をお待ちしています｡

● 医業継承事業について ●

府医では医業経営事業の一環として, 後継者のいない医療機関に医師を斡旋する ｢医業

継承事業｣ を行ってきましたが, 今回, 下記の案件について照会 (医療機関の売却) があ

りましたので, ご希望の先生がおられましたら, 下記までご連絡ください｡

○医療機関所在地：京都市中京区木屋町通四条上ル

○１棟５階建てビル

連絡先：075－252－1990 (小石)
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平成19年度 ｢子どもの健康週間 (日本小児科学会)｣ 行事

日 時 10月13日(土) 午後２時～４時

場 所 京 (みやこ) あんしんこども館１Ｆ研修室

(中京区釜座通丸太町上る TEL 075－231－8002)

共 催 京都府医師会・京都小児科医会・日本小児科学会京都地方会

後 援 京都府・京都市・京都府小児保健研究会・京都府保育協会・京都府私立幼稚園

連盟・京都市私立幼稚園協会・京都市日本保育協会・京都市保育協会

対象者 子育て支援職 (小児科医・保育士・幼稚園教諭など), 子育て中の保護者

定 員 約80名

講 演 ｢子育てと事故防止～子どもの事故を防ごう！～｣

講 師 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター

京 (みやこ) あんしんこども館センター長 澤田 淳氏

※お問い合せは, 府医地域医療課 (TEL 075－315－5274) までお願いします｡

※駐車場はありませんので, 当日は公共交通機関でお越しください｡

第14回京都府医師会健康講座

開催日 11月10日(土) 午後２時～３時30分

会 場 京都府医師会館２階大ホール

講 演 ｢感染症のお話

－インフルエンザ・ノロウイルスを中心に－｣

京都府南丹保健所長・府医健康日本21対策委員会委員

横田 昇平氏

対象者 一般府・市民

参加費 無料

����������	����
����

京都府・市民を対象に毎年開催しております ｢京都府医師会

健康講座｣ を, 下記のとおり開催いたしますので, 本号に同封

の折り込み 『ポスター』 を待合室など, 患者さんの目につくと

ころにぜひご掲示いただきますようお願い申し上げます｡
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伏見区は面積61.62平方㎞で京都市の約10

分の１, 人口は約28万８千人で京都市の約５

分の１を占めており, 優に地方都市に匹敵す

る規模を持っています｡ 当然医師会の規模も

大きく, 現在Ａ会員約230名, Ｂ会員約400名

を数える大所帯です｡ 他地区と同様, 会員の

高齢化は進んでいますが, 年に数件の新規開

業もあり, 活力ある医師会となっています｡
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そんな伏見医師会の様々な活動の拠点となっ

ているのが４年半前に新築された伏見医師会

館です｡ 大きなホールや会議室を備えた本館

と, 在宅事業部門が集約された別館が, 日本

式の庭園を囲むように配置されています｡ 屋

根には10kw の太陽光発電装置も設置され環

境や省エネにも配慮した建物です｡

����	�����

その本館ではしばしば会員を集めて講演会

などが行われます｡ ２年程前からはランチョ

ンセミナーと称して, 昼食を共にしながら日

常的な話題を気楽に聞ける会を開いており,

好評を博しています｡ もちろん従来型の学術

講演会も行っていますが, その場合でも演題

を工夫したり, 会員の中から講師を出すなど

して, なるべく会員が興味を持って参加でき

るように努力しています｡

����������

医師会として早くから訪問看護ステーショ

ンを設立し, また介護保険に伴って居宅介護

支援事業所や地域包括支援センターを運営し

ています｡ 別館を拠点として現在常勤・非常

勤合わせて13名のスタッフががんばってくれ

ています｡ 厚労省の方針のもと, 今後在宅医

療はますます重要視されてくるでしょうから,

私たちとしても出来るだけの体制は整えてい

かなければなりません｡ 昨年度は病院からの

紹介時に便利なように, 診療所機能検索プロ

グラムを稼働させたり, 定期的に病院の地域

医療連携室との懇談を持つなどしています｡

�� !"#$�

来年度より基本健康診査が廃止され特定健

診に移行します｡ 特定健診自体は非常に問題

が多く, その実効性も甚だ疑問ではあります

が, 始まる事に決まっている以上それなりの

対応はしておかなければならないとの認識で,

特に健診後の保健指導において伏見独自の方

式を模索しています｡

%�&'()�*+

現在医師会の理事は会長・副会長を合わせ

て19名が医師会の世話役をやらせてもらって

います｡ そこには様々な問題が発生してきま

すが, 何と言っても会員あっての医師会です

から, 決して執行部の独りよがりにならない

よう, 十分な情報公開と意見収集に努めるよ

うにしています｡

伏見医師会

副会長 吉田 昭和
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高校の頃, 漢文に魅せられた私は, 更に現代

中国文学にも興味をもつようになりました｡

その時魯迅
ルーシュン

は別格としてその後の２人, 郭
クオ

沫
モ

若
ロウ

と老舎
ラオシャ

に魅かれたのです｡ 今度久々に河出書

房版・現代中国文学全集を書架最上段から取り

出して埃を払いました｡ 第一巻 ｢魯迅｣・昭和

29年２月刊285円です｡ 第二巻 ｢郭沫若｣, 第

四～六巻 ｢老舎｣ となっております｡

郭沫若 (1892.11.６～1978.６.12) は四川省

の地主の家に生まれ, 日本に留学し九大医学部

を卒業していますが, 医師としては立たず政治

運動文芸著作家として華やかな一生を送りまし

た｡ 1927年８月南昌蜂起に参加, 28年２月日本

に亡命, この頃中国古代史の研究に没頭, 多く

の著作があります｡ 新中国において確かな地位

を得, その最晩年には全国政協副主席に選出さ

れています｡ 昭和29年頃かと思うのですが, 立

命館大学での講演会に行き, 来日した彼の風貌

を間近に見ました｡ 当時の私にとってはたいへ

ん眩しい人であったのです｡

老舎 (1899.２.３～1966.８.25) は貧窮の中

で少年時代を過ごしています｡ 叔父に当たる僧

の助けにより教育を受けることが出来, 1924年

～29年までイギリスに渡り School of Oriental

Studies の中国語の講師をしています｡ 36年よ

り著述に専念, しかし37年からは抗日統一組織

の中心となり筆を銃とする一兵卒に徹し無私の

働きをつづけたそうです｡ 46年アメリカ国務省

の招きにより渡米, 49年革命なった新中国から

の呼びかけにより帰国｡ 北京に生まれ北京を愛

し, 北京を離れて生きなければならない時も常

に北京を想っていた人でありました｡

さて, 話はここからです｡ このお盆休みに３

泊で北京へ行きました｡ 最終日の自由行動のと

き有能で親切なガイドさんを得て夢にまで見た,

老舎と郭沫若の故居を訪ねたのです｡ 老舎の故

居は紫禁城の東, さほど遠くないところ如何に

も北京の街中という風情の残っている場所です｡

宿の北京飯店からも歩いて行ける距離です｡ ガ

イドさんが２, ３度尋ねてすぐわかりました｡

表の通りに面して狭い小さい書店らしい看板,

その横の狭い路地を入ったら左手に小さな四合

院造りの門があります｡ まだ９時前なのですが

少し扉があいています｡ そっと推して入り左手

の受付らしき所を覗くと中年の女性がいて親切

に微笑をうかべながら拝観を許してくれました｡

百坪足らずのほんとうに小さい可愛らしく清々

しい建物です｡ 小さな庭を囲んでまわりに平屋

の建物があります｡ 作品資料の展示室, 画家で

あった夫人の部屋 , 先生の仕事部屋 ,

｢駱駝祥子
ラオトウシャンツ

｣ や ｢四世同堂
シースートンタン

｣ の数多くの版本,

｢茶館｣ の舞台模型などゆっくり１人静かに拝

見しました｡

1966年８月文革のとき紅衛兵に吊し上げられ,

暴行を加えられても自己批判は書かず殺されま

す｡ 公式には自殺したということになっていま

すけれど｡

庭に出て, 先生が植えられた柿の木に手で触

れた途端ぐっと込み上げて来るものがありまし

た｡ 他に誰も人がいなかったこともあり, また

年老いて脳血管が細くなっていることもあるの

でしょう｡ 危うく鳴咽しそうになりました｡

郭沫若は1966.４.14, 文革の直前全人代常務

委員会拡大会議の席上 『今日の基準からいえば,

私が以前書いたものはいささかの価値もない｡

すべて焼き尽くすべきものである』 と自己批判

し生き延びます｡

老舎の故居は300㎡｡ 郭沫若の故居は7000㎡｡

紫禁城の北側高級住宅街にあります｡

２人の生き方について, どちらがいいわるい

なんて言えませんし, 言いたくもありません｡

しかし, 人の世はうれしいことも多いけれど,

深い深い哀しみがあるのですね｡ うれしさの高

さより哀しみの深さの方が深いことを強く感じ

ました｡ ともかく, 長い間の夢, 老舎先生の立っ

ておられた所へ立てたことは感慨深いものがあ

りました｡

��
����

��	
�

左 京 加藤 静允
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・最優秀賞 １点：30万円

・優 秀 賞 ３点：10万円

・入 選 ５点：５万円

・佳 作 20点：図書カード５千円分

�����

・応募作品は, 本人が撮影した未発表作品に限り

ます｡

・サイズは, キャビネ判 (または２Ｌ) とします｡

・１人３点までに限ります｡

・二重応募や類似作品の応募は禁じます｡

・肖像権やプライバシーの侵害には十分ご注意く

ださい｡ 主催者では責任を負いかねます｡

・作品は返却いたしません｡

・入賞作品の著作・使用権は１年間, 主催者に帰

属します｡

・上記規定に違反した場合は, 受賞を取り消します｡

���	


平成19年11月16日(金) 必着

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

�����

平成20年２月中旬の読売新聞紙上

����������

〒104－8325 東京都中央区京橋２－９－２

読売新聞東京本社 事業開発部 ｢フォトコン｣係 TEL 03－5159－5886

※応募作品の裏に, タイトル, 撮影年月日, 住所, 氏名, 年齢 (生年月日), 職業または学

校名, 電話番号を明記した紙を貼ってください｡

※ご記入いただいた個人情報は, 受賞した場合の連絡, 作品に関する問い合わせ, 取材のみ

に使用し, それ以外の目的での使用や, 第三者に譲渡することはありません｡

����������� !"#
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今は, 京都北部では, 稲刈り真最中であ

る｡ 私が子供の頃は, 稲刈りは10月に行わ

れていたが, 今は９月に入るとすぐに始ま

る｡ この時期の田舎は, まさに日本の原風

景である｡ 刈り取られた田んぼと, 黄金色

の稲穂がたわわに実る田んぼがパッチワー

クのように配列し実に美しい｡

ところで, この日本の原風景を日々守っ

ている人達がいる｡ それが農村の老人たち

である｡ 彼らは, 70を大きく越える歳であ

りながら, 変形性腰椎症や, 変形性膝関節

症の痛みに耐えながら田畑を耕し, 野山を

荒れ果てないように手入れしているのであ

る｡ 我々田舎の医療者は, 彼らの体をメン

テナンスし, 農作業を１日でも１年でも長

く続けられるように, 日々仕事をしている｡

今, その, 地方の医療提供体制が崩壊して

いる｡

政府の官僚は, 老人はコストのかかるお

荷物と考えているようだが, 国土をメンテ

ナンスし, 保全しているのはその老人たち

なのだ｡ 彼らの健康を守るシステムが, 医

療改悪で真先に破壊されているのだ｡ わず

かな年金と彼らの医療にかかるお金が国土

保全のコストだとしたら, 大変に安い費用

だと思うのだが…｡

このような政策を続けていたら, 強力な

逆風は吹き続け, 地方の反乱は止むことは

ないだろう｡ 今すぐ政策変更をしないと

“美しい日本”どころか無残に荒廃した山

河が残るだけとなる｡

改革という名の破壊はもうたくさんだ｡

(府医情報企画委員会委員・福知山 冨士原 正人)

� � � �
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2008年版 ｢医師日記｣ あっせん

例年どおり日本医師会発行の下記 ｢2008年版医師日記 (手帳)｣ をあっせんします｡ ご希望

の方は代金を添えて府医事務局総務課 (TEL 075－315－5273) までお申し込みください｡

記

◇体 裁 ①表紙羊皮スウェード (ダークオリーブ・グリーン色)

透明カバー付き｡

②医師日記の大きさは2007年度版と同じ, 縦16.5cm×横9.25cm

◇価 格 1,600円

◇申込締切日 10月12日(金)

(現品は12月上旬にお送りします)
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���������������� 参加者募集

と き 12月２日(日) 午前９時半

と こ ろ 京都府医師会館

△

実施要領 ①地区医師会単位で３名, 同一地区で複数チームも可｡

(メンバー不足での申込も可｡この場合府医で他地区と合同のチームを編

成します)

②参加資格＝京都府医師会員

③参加費＝１名 4,000円 (昼食代を含む)

△

申込方法 地区医師会を通じてお申し込みください｡

地区から府医への申込締切が10月31日(水) 必着となっております｡

お問い合わせは,各地区または府医事務局学術生涯研修課(� 315－5276)まで｡

※ なお, 京都府医師会館は全館禁煙となっておりますので, ご承知おきください｡

(屋外に喫煙コーナーは設けております)

[主催] 京都府医師会

『平成20年１月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20年１月発足の申請をされる方は,
平成19年10月30日(火) 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
各申請書式はデータでお渡しします｡ 府
医師会事務局総務課までご連絡ください｡
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 2 0 年 １ 月
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成19年10月30日(火) までに ｢事前概要書｣の提出を
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1医療界を巡る動き

平成19年８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

８. １ 日医, ｢小児保健法検討委員会｣ を設置
８. １ ｢麻しん排除計画(案)｣ まとまる － 厚労省

｢予防接種に関する検討会｣
８. １ 日医 ｢私立病院等における地球温暖化対策自

主行動計画策定プロジェクト委員会｣ を設置
８. １ 厚労省, ｢潜在性結核感染症｣ にも公費負担

を適用

８. 27 コムスンの居住系サービス事業, ニチイ学館
に譲渡

８. ３ 社会保障費, 08年度も2200億円削減を要請－
08年度予算概算要求基準で財務省

８. ８ 厚労省が中医協に08年度診療報酬改定の検討
項目案を提示

８. ８ 06年度の概算医療費は32.4兆円－前年度比0.1
％増

８. 10 08年度予算概算要求基準を閣議了承－社会保
障費を2200億円圧縮し, 21.0兆円に

８. 10 政管健保の06年度単年度収支決算が1079億円
の黒字－４年連続の黒字決算

８. 24 05年度国民医療費, 3.2％増の33兆1289億円－
国民所得比9.01％

８. ２ 延命措置説明なく女性死亡－京都府長岡京市
の医師, ＡＬＳの義母に

８. ２ 大腸肛門病専門医, 婦人科腫瘍専門医が広告
可能に－厚労省通知

８. ７ 全国知事会,要望書｢2008年度国の施策並びに
予算に関する提案・要望(厚労省関係)を厚労
相に提出－深刻な医師不足への取り組みを要請

８. ８ 人事院, 国家公務員給与で６年ぶりの引き上
げ勧告

８. 15 ｢白い恋人｣ の石屋製菓, 大腸菌検出を隠蔽,
賞味期限も偽装

８. 15 各地で熱中症の被害が相次ぎ３人が死亡－酷
暑, 救急搬相次ぐ

８. 16 岐阜県多治見市, 埼玉県熊谷市で国内最高気
温更新40.9度－熱中症, 全国で12人死亡

８. 22 日医・第10次生命倫理懇談会が ｢終末期医療
に関するガイドライン｣ 中間答申を公表

８. 24 内閣官房, 社会保障ＩＴ化で ｢暮らしの電子
情報サービス推進室｣ 設置－｢電子私書箱｣ (仮
称)や ｢社会保障カード｣ (同) の導入検討

８. 24 ｢国の借金｣, 過去最大836兆5213億円－財務
省発表

８. 24 熱中症の搬送数, 過去最多に
８. 25 次期日医会長選に独自候補擁立を表明－植松

前日医会長
８. 27 安倍改造内閣発足－厚労相に舛添氏が初入閣
８. 29 日医, ｢グランドデザイン2007－国民が安心

できる最善の医療を目指して－各論｣ を発表
８. 29 奈良県で妊婦を乗せた救急車が病院受け入れ

を断られ, 妊婦が流産－打診10カ所, 119番か
ら３時間

８. 31 05年度老人医療費, 16年連続で長野が最低
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今年の夏は格別の暑さでした｡ はざくら

句会は８月は休会しましたが, そのかたわ

ら甲子園の高校野球をはじめ, 京の風物詩

をつぎつぎと味わうことが出来ました｡

朝夕漸く秋の訪れを感じるようになった

今日この頃, ９月９日(日) には少人数な

がらも久しぶりに元気な顔を合わせ, 楽し

い句会を開くことが出来て, 語らいのひと

ときをもちました｡

(当番 代志子)

��������	
��

上山 青柿

�������������

小林 明子

��	������ �!"

田村江津子

#$	%&'()*+,�-

西村妃佐子

./�0	123�!"

福原 宏一

��456	%7�89( �:

井上代志子

９月例会

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

飯田 �樹 Ａ 京都北
北区上賀茂神山６
洛北病院

701－0151 内・循

松村 康史 Ｂ 中西
中京区壬生東高田町１－２
京都市立病院

311－5311 内

清水 恒広 Ｂ 中西
中京区壬生東高田町１－２
京都市立病院

311－5311 児

岩井 尊司 Ｂ 伏見
伏見区下油掛町895
京都大橋総合病院

621－1111 神内

伊藤 恵一 Ｂ 伏見
伏見区下油掛町895
京都大橋総合病院

621－1111 消

大橋 一悌 Ｂ 伏見
伏見区下油掛町895
京都大橋総合病院

621－1111 外

矢田 裕一 Ｂ 伏見
伏見区下油掛町895
京都大橋総合病院

621－1111 外

大西 一嘉 Ｂ 宇治
宇治市五ヶ庄芝ノ東54－２
宇治病院

(0774)
32－6000

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

高橋 康廣 Ｂ→Ａ
左京→
左京

左京区花脊別所町878
はなせ診療所

705－5003 内・児

藤原 仁史 Ｂ→Ａ
乙訓→
乙訓

長岡京市開田２丁目14－26
千春会病院

954－2175 内

豊田 寛 Ａ→Ｂ
京都北→
京都北

北区上賀茂神山６
洛北病院

701－0151 内

柏原まこと Ｂ→Ｂ
宇治→
伏見

伏見区深草フチ町14－２
弘田医院

641－1730 内

奥田 知宏 Ｂ→Ｂ
与謝→
福知山

福知山市厚中町231
市立福知山市民病院

(0773)
22－2101

産婦

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

訃 報

鴨井 康雄氏／上東・室町・８月６日ご逝去・88歳
西田 三郎氏／下東・第２・８月６日ご逝去・84歳
谷村 實氏／綴喜・京田辺・８月19日ご逝去・83歳
村田 眞司氏／西京・桂西部・８月22日ご逝去・64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

高橋 牧子 Ａ 左京 原田 昇 Ａ 乙訓 平田 剛秀 Ｂ 上東

鈴木 尚子 Ｂ 宇治 長谷川 新 Ｂ 相楽 川上 佳秀 Ｂ 山科

谷田 正一 Ｄ 左京

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. 監査中断後の再開の状況

４. 京都市福祉事務所嘱託医会議の状況

５. ８月度保険医療担当部会の状況

６. 平成19年度近医連学校医研究協議会第

１回理事会の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 平成19年度第１回中丹地区病院群輪番

制度運営委員会の状況

９. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会部会の

状況

10. ８月度地域医療担当部会の状況

11. 市内介護保険担当理事連絡協議会の

状況

12. 第８回乳幼児保健委員会の状況

13. リハビリテーション連絡協議会作業部

会・クリニカルパス打合せの状況

14. 第８回肺がん対策委員会の状況

第18回定例理事会 (８.９)
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15. 京都市若者自立支援ネットワーク会議

の状況

16. ８月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

17. 府医学術講演会の状況

【議 事】

18. 会員の入会・退会13件を可決

19. 常任委員会の開催を可決

20. 第10回府医選挙管理委員会の開催を

可決

21. 第175回定時代議員会議案書・平成18

年度会務報告の作成を可決

22. 京都府後期高齢者医療協議会 (仮称)

委員の推薦を可決

23. 平成19年度集団的個別指導の開催を

可決

24. 第４回近医連保険担当理事連絡協議会

の出席を可決

25. ｢平成19年度スモンの集い｣ の後援を

可決

26. リハビリテーション連絡協議会・急性

期病院との懇談会の開催を可決

27. リハビリテーション連絡協議会・リハ

ビリテーション懇談会の開催を可決

28. Be Well ｢脳卒中にならないために｣

の作成を可決

29. 産業医研修会の共催を可決

30. 第38回全国学校保健・学校医大会への

参加を可決

31. 北部学校医研修会の開催を可決

32. 公開シンポジウム ｢脳卒中の予防と社

会復帰のために｣ への後援を可決

33. 十四大都市医師会災害時相互支援対策

協議会への出席を可決

34. 第11回医業経済・融資斡旋委員会の休

会を可決

35. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

36. 府医学術講演会の開催を可決

37. 日本医療マネジメント学会第５回京滋

地方会への後援名義貸与を可決

38. 平成19年度都道府県医師会広報担当理

事連絡協議会への出席を可決

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 参与会の状況

３. 第７回情報企画委員会の状況

４. 中期的な医療費の推移に関する計画

(仮称) 策定懇話会の状況

５. 基金合審の状況

６. 新規指定前講習会の状況

７. 国保合審の状況

８. きょうと健康長寿日本一プラン政策検

討会 (医療審議会ＷＧ) の状況

９. 京都府介護支援専門員協議会第５回理

事会の状況

10. ｢安心救急ネット京都｣ 設立準備委員

会の状況

11. 第11回基本健康診査委員会の状況

12. 京都府リハビリテーション協議会・地

域連携パス検討会の状況

13. 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状況

14. 第８回京都医学会小委員会の状況

15. 第４回看護専門学校助産師課程開設検

第19回定例理事会 (８.23)
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理
事
会
だ
よ
り

討特別委員会の状況

【議 事】

16. 会員の入会・異動・退会11件を可決

17. 常任委員会の開催を可決

18. 地区医師会との懇談会の開催を可決

19. 事務職員の試用採用を可決

20. 故横田耕三元京都府医師会長合同葬の

支出を可決

21. 京都府スポーツ振興審議会 ｢子ども

の体力向上検討小委員会｣ 委員の委嘱

を可決

22. 府医情報企画委員会・地区広報・情報

担当理事合同連絡協議会の開催を可決

23. 府医ホームページのリニューアルを可決

24. 京都市国保運営協議会委員の推薦を可決

25. 新規個別指導の開催を可決

26. レセプト出張受付の実施を可決

27. 平成19年度子ども健康週間行事に係る

子育て支援行事の開催を可決

28. シックハウス症候群に関する ｢シック

ハウス公開講座(Ⅷ)｣ への後援を可決

29. 産業医研修会の共催を可決

30. 認知症サポート医養成研修への参加を

可決

31. ｢介護支援専門員基本テキスト対応ポ

イント集｣ の増刷を可決

32. 京都市学校医会創立100周年記念式典・

祝賀会への出席を可決

33. 乳がん検診症例検討会の開催を可決

34. 第10回京都マンモグラフィ講習会の開

催を可決

35. 第51回京都府学校保健研究大会への出

席を可決

36. 第14回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

37. 第９回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの開催を可決

38. 平成19年度 ｢結核の予防とがんを考え

るつどい｣ への共催を可決

39. 救急救命士養成事業傷害保険料の契約

を可決

40. 第３回勤務医部会幹事会の開催を可決

41. 平成19年度全国医師会勤務医部会連絡

協議会への出席を可決

42. 府医学術講演会の開催を可決

43. 転倒予防医学研究会 ｢市民公開講座｣

への後援名義貸与を可決

44. 第117回日本医師会臨時代議員会への

出席を可決

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｡

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 総務課
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～ 10月度請求書 (９月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (水) 午後５時まで

△

国保 10日 (水) 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 (金) 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：総務課までご連絡ください｡


