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仲源寺目疾 (めやみ) 地蔵
四条通り大和大路東入に仲源寺がある｡ 治安２年(1022)年四

条橋東北の畦に仏師定朝が地蔵菩薩像を祀ったことに由来する｡
安貞２年(1228)年防鴨河使勢多判官中原為兼が, 鴨川の氾濫に
馬を躍らせ四条河原までくると, 溺れた人々が助けをまってい
る｡ ふと見るとそばの小堂に地蔵菩薩が座しており, 稚児が現
れ ｢汝早く地蔵尊を念じ云々｣ と告げた｡ 中原が地蔵尊を念じ
ると水はひき, 溺れた人々は救われた｡ そのため, 地蔵菩薩は
雨止 (あめやみ) 地蔵と称され, 小堂は中原に人と水の偏を添
えて仲源寺となった｡ その後にこの地蔵を信仰する宗円・妙昌
という老夫婦がいたが, 夫が眼疾を患い盲目となる｡ 夢に地蔵
菩薩が現れ ｢我汝が眼病に代り優苦を救うべし｡ 仲源寺に詣で
閼伽水を汲み帰りて, 此に浸し濯ふべし｣ と告げた｡ 妻が翌日
閼伽水を汲み帰り, 目を洗うと宗円の目に光が戻ってきた｡ 妙
昌は喜び仲源寺に詣で, 本尊を拝み観ると, 右の目から涙が落
ちて目の中は朱色になっていた｡ これ以来雨止地蔵は目疾地蔵
と呼ばれるようになり, 眼病治療に霊験があると今も参詣の人
の跡がたたない｡ 天正３年(1585)年秀吉の命により現在の地に
移されたと言われている｡
写真：仲源寺目疾地蔵尊

奥沢 康正 (西京)

＜お知らせ＞

・府医監事・裁定委員選挙における候補者
・府医監事・裁定委員選挙における当選人
・食品による薬物中毒への対応
・医療法人の定款または寄附行為の変更承認申請
・診療行為に伴う院内感染事例の発生および安全
管理体制の徹底
・｢院内保育所を含む医師就労支援の現況に関す
る調査｣
・新任学校医研修会の参加申込み

＜付 録＞

●学術講演会のお知らせ

●保険だより

●京都市 (乙訓２市１町)

病院群輪番編成表

●地域医療部通信
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新会館に, 従来からの生涯学習のみならず,

医師としての技術を向上させるためのエデュケー

ションセンター設立を検討している｡ その中心

となる設備が ｢シミュレーション・ラボ｣ であ

る｡ 注射の手技という基礎的なものからショッ

ク状態の患者の診断・治療をするという高度な

ものまで, 実際の機器を使って人形で体験しよ

うという設備である｡

新しい技術や未経験の手技は, 本で読んだり

先輩医師がするのを横で見て習得してきたもの

であるが, 今や初めての経験を患者で行うこと

は許されない時代となっている｡ 従来から, 手

術に関しては脳神経外科領域で顕微鏡に慣れる

ための訓練や, 最近では鏡視下手術で結紮等の

基本的な手技の習熟に, 机上でのトレーニング

用機器がある｡ しかし, ここで言うシミュレー

ション・ラボはもっと実際的な人形を使用した

トレーニング機器をイメージしていただきたい｡

医師会館に備えるものであることから, 各医

療機関が持つにはコストやスペースの問題で所

有できないものを, より広く利用者を募り, 使

用したい時に会員であれば誰でも使用できるも

のを安価に提供できればと考えている｡

具体的には, 中心静脈栄養のカテーテルの挿

入や消化管の内視鏡検査等の研修医を対象とし

たものから, レスピレーターの使用・管理や

ＰＥＧの設置と管理等の在宅医療で必要な技術

の習得のための機器を準備予定であるが, ごく

一部の医師しか使用しないが複数の医療機関

(大学のような医育機関を含め) で要請がある

ようなものも今後は要望に併せて設置を検討し

ていくことになる｡

更には, 市民・府民や学校を対象に, ＡＥＤ

や心マッサージの体験学習をいつでもできるよ

うな住民サービスを行い, 医師会がより身近な

存在となるよう努めたいと考えている｡

｢シミュレーション・ラボ｣ を設置するにあ

たり, 最も懸念されることは作ったものの利用

が僅かで閑古鳥が鳴く状態になることである｡

ラボを運営していくには専属の職員が必要であ

りトレーニングに必要なディスポ製品など消耗

品部分があるため, それなりの経費が必要であ

る｡ 事前に十分過ぎる程の検討と周到な計画を

立てないと無用の長物となってしまうので, 最

初から膨大な資金を投入するのではなく, 必要

な部分から設置を行い, 利用の進展とともに拡

大していく予定である｡ その他に, パソコンを

使った疾患への対応などのケーススタディーな

どが行えるようなシステムや超音波検査の反復

トレーニングなどもニーズに合わせて検討をし

ていく予定である｡
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理 事 橋本 京三

平成20年度 ｢京都府医師会会費減免申請｣ 受付中
��������	
�������

京都府医師会Ａ会員の会費賦課徴収額については, 一定の条件を満たす会員の自己申告に

よる会費減免制度を設けております｡

減額を希望される場合は, 早急に手続きくださいますようご案内いたします｡

※会費減免申請に関する詳細は, 京都医報１月15日号をご覧ください｡

また, 質問等ございましたら, 京都府医師会経理課 (075－315－5277) まで, ご連絡お願

い申し上げます｡
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鈴木 学山科医師会会長の挨拶に引き続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 平成20年度診療報

酬改定の現状等について述べた｡

森府医会長は冒頭の挨拶で, 平成20年度診

療報酬改定について, 医科本体は0.42％のプ

ラスとなったものの, 薬価等で1.2％のマイ

ナスとなり, 結果的に全体としてマイナス改

定となったことを報告した上で, 本体のプラ

ス分を勤務医対策に充当することに異論はな

いが, それが十分でないことを理由に診療所

再診料の引き下げが再燃していることに疑問

を投げかけた｡ また, 小泉内閣以降継続され

ている社会保障費の削減や診療報酬マイナス

改定等の医療費抑制策が, 日本の医療・介護

の崩壊を招く最大の要因であると強調した上

で, 安達府医副会長が日医社会保険診療報酬

検討委員会委員長として, 逐次日医執行部に

働きかけている状況を紹介し, 会員各位の理

解を求めた｡

また森府医会長は, ４月からの２期目の森

執行部の発足について述べ, 特定健診・特定

保健指導や在宅医療推進等課題が山積してい

る現状を示し, とりわけ新会館建設に関して

は現在５社に設計コンペを依頼しており, 我々

のコンセプトを反映できる業者を選定した上

で, 会館の規模や建設費用等について３月の

代議員会に上程することを示し, 詳細につい

ては平成20年度中頃から検討していくとの見

通しを示した｡

また, 診療行為に関連した死亡の死因究明

等のあり方をめぐる問題を契機に全国で勤務

医が全国医師連盟を設立する動きがあるとし,

全国的な動きの中でどれだけ勤務医と共に行

動できるかが我々の方針の一つとなるため,

会務運営をどのように生かしていくか, また

次期執行部には勤務医にも理事に就任いただ

き, 日本の医療を守るためにともに活動した

いとの考えを示した｡

特定健診・特定保健指導について

中野府医理事は, １月15日号医報に掲載さ

れた京都市国保特定健診等実施医療機関の募

集概要について説明｡ 実施要件として特定保

健指導は患者の希望を除いては, 原則, 健診

実施医療機関で実施することが府医で健診を

実施するメリットであるとし, 40～64歳まで

の健診の選択項目である心電図検査の対象者

の選定方法や自己負担等の未確定事項につい

ては, 決まり次第改めて通知するとした｡ ま

山科医師会と府医執行部との懇談会が１月19日(土), 琵琶湖ホテルで開催され, 地区から26

名, 府医から８名が出席, 藤原康典山科医師会副会長の司会のもと, ｢特定健診・特定保健指

導｣ ｢後期高齢者医療制度｣ ｢診療報酬改定｣ ｢新医師会館｣ の４つのテーマについて, 約２時

間半にわたり活発な意見交換が繰り広げられた｡

山山 科科
医師会との懇談会

�����������	
���������
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山科医師会との懇談会 (１.19 琵琶湖ホテル)
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た, 国が定める受診勧奨判定値は, モデル事

業を行った際に受診者の約半分が要医療となっ

たことを鑑みて, 判定値を緩和する方向で検

討することを示した｡

なお, １月末日と２月初旬に実施説明会を

開催する旨を紹介し, 多数の参加を呼びか

けた｡

地区からの ｢集団健診の実施方法について｣

の質問に対し, 中野府医理事は京都市国保に

ついては府医が受託する方向で協議を進めて

いる状況を報告した上で, 受診者数は被用者

保険の被扶養者分が未定であるので, ２～３

割減少する可能性があるとの見解を示し, 集

団健診受診者の特定保健指導については, 府

医が受託して実施する方向にはなっていない

ことを示した｡ 加えて森府医会長は, 京都市

国保も受診率をあげるためにも集団健診実施

の意向があるので, スムーズに行えるよう詳

細を詰めていきたいとした｡ 保険者との個別

契約により特定健診を行う医療機関に関して

は年間使用料が80万円かかるソフトが出回る

と言われているとし, 府医で受託する特定健

診については, ソフト開発, 機材導入や代行

入力等で人件費がかかるため手数料をいただ

かないと運営が成り立たないことに理解を求

めた｡ また, 受診率を上げるために受診券を

医療機関が手に入れられるのかとの質問に対

し, 森府医会長は保険者から直接被保険者に

送付されるため医療機関が手に入れることは

できないが, 逆に直接送付されることで, 受

診率が上がるかもしれないとの見通しを示

した｡

後期高齢者医療制度について

西村府医理事から, 後期高齢者医療制度の

概要を説明｡

保険料については, 施行日から６年以内は

不均一保険料が認められるため, 京都府北部

の一定程度以上医療費が低い地域では, 保険

料が低額に設定される可能性があることを紹

介した｡ また, 被用者保険の被扶養者からの

保険料徴収が４月から半年間凍結され, さら

に10月からの半年間は９割が軽減されること

を説明し, 70～74歳の患者負担については１

割から２割への引き上げが１年間凍結された

ことを紹介した｡

各団体の考え方については, 厚労省の総合

科構想, 国保中央会の定額払い制および健保

連の包括払い制等の主張に対して強い危機感

を示した上で, 日医の動向も踏まえた今後の

状況に注意を喚起した｡

また, 診療報酬については, 初診料の引き

上げ, 再診料の引き下げを提案した厚労省の

見解に対し, 継続的な管理が必要となる高齢

者の診療を担うためには, むしろ再診料は引

き上げるべきとする日医の考え方に同調する

意見を示した｡

さらに, 安達府医副会長が日医社会保険診

療報酬検討委員会委員長として取材を受けた

日本医事新報の記事を紹介｡ 後期高齢者医療

制度に主治医制を導入することが人頭割りに

つながり, 診療報酬の中で何らかの資格付け

をして評価の条件とする考え方は認められな

いとする主張が府医の総意であることを説明

した｡

加えて, 安達府医副会長は, 厚労省に設置

された ｢後期高齢者医療のあり方に関する特

別部会｣ に医療側委員として参加している野

中前日医常任理事の尽力により, 日医の意見

が反映された結果, 後期高齢者医療の診療報

酬体系の骨子に ｢医療の基本的な内容は, 74

歳以下の者に対する医療と連続しているもの

で, 75歳以上であることをもってその内容が

大きく変わるものではない｣ とする文言が明

記されたことを評価した｡

また, 現在, 産業医資格認定を有している

日医が総合医を認定し対価の対象とすべきと

する東京都医の考え方については, ｢総合医

は診療報酬全体に関わることであり, 産業医

認定と同列に語ることができないことは明白

で, 人頭割りにつながる総合医の認定制度は
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断じて認められない｣ との見解を示した｡

４月からの診療報酬改定について

安達府医副会長は, 経済財政諮問会議の基

本方針において示された社会保障費2,200億

円の圧縮を平成20年度も行うとされた閣議決

定の経緯について触れ, 参議院選挙の結果を

踏まえれば, 社会保障費2,200億円の削減を

見直すことがもっとも最優先されるべき施策

であると主張した上で, プラス改定の財源と

して, 生活保護や自立支援医療等, 社会保障

費全般について削減しているにもかかわらず,

その原資に政府支出が全くないことに強い憤

りを表した｡

また現在, 中医協で最大の争点となってい

る ｢診療所再診料の引き下げ｣ の議論が再燃

していることについては, 医療経済実態調査

の統計の取り方に問題意識を持っており, 日

医が提出したＴＫＣ全国会の分析に謝意まで

表明した支払側が, 政管健保の国庫負担削減

の協力金を捻出したことを理由に強気の姿勢

を見せていることに対して, 改めて実調の問

題点を説明｡ 開業医と勤務医の収入格差につ

いて, 開業医は経営者であり, 収入に差がつ

くのは当然であるとした上で, 再診料の引き

下げが行われると開業医でさえ損益分岐点比

率が95％を越えることを紹介し, 強い危機感

を示した｡

加えて, 前回改定により導入された７対１

入院基本料については, 大学病院等の青田買

いや病床を減らしてでも７対１入院基本料を

届け出る病院が出てきていることを報告した

上で, 地方の基幹病院が圧迫されている状況

を紹介｡ 私見として, 今回の改定において,

要看護度状態の報告および一定程度以上の要

看護度患者の受け入れが要件とされる可能性

を示唆した｡

新医師会館建設について

安達府医副会長は, 府民・市民に対して開

かれた医師会であることを基本的なコンセプ

トとして, 現在, 会館建設・会費検討特別委

員会で検討されている状況を報告｡ 公的な役

割を担うことを条件として, 行政から小児科

の休日診療体制等の充実が求められている現

状を紹介し, 地区からの協力を要請した｡ ま

た, 従事する医師に関しては義務化ではなく

公募することになるとの見通しを示した｡ ま

た, エデュケーションセンター機能の目玉と

して, 会員だけでなく, 今後会員になる可能

性のある学生や研修医等の技術習得の場を提

供できるシュミレーション・ラボを設置した

いとの意向を示し, 併せて, 勤務医と開業医

の隙間を埋める施策を講じて, 府医への入会

促進環境を整備する意向を示した｡

�������

施術同意書の取り扱いおよび診療報酬請求
上の留意点を紹介

引き続き行われた保険医療懇談会では, 西

村府医理事から医業類似行為に関する医師の

同意について, 施術対象疾患のない同意書,

病名から判断して妥当とは認めがたい施術の

部位および往療の指示等実例を挙げて記載上

の留意点を解説し, ｢保険医及び保険医療養

担当規則｣ を紹介した上で, 安易な同意を与

えることに注意を喚起した｡ また, 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等

について説明した｡
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冒頭, 岸本良博舞鶴医師会長は挨拶の中で

医療費削減政策, とりわけ後期高齢者医療制

度, 特定健診・特定保健指導の創設等につい

て触れ, 医療経営にダメージを与える大きな

問題との見解を示すとともに, 舞鶴地域を含

む京都府北部の特化した医師不足, 医師の偏

在等を問題点として列挙し, 地域の医療環境

の深刻化に一層拍車をかけている現状に憂慮

しているとした上で, 特に産科, 小児科, 整

形外科, 脳外科医が不足している状況を示し

た｡ また, 舞鶴医師会の取り組みとしては,

舞鶴市民病院の再建を含め, 地域医療全体に

目を向けた ｢地域医療あり方検討委員会｣ に

おいて約７ヶ月間にわたり討議し, 舞鶴市内

の ｢公的病院の再編が必要｣ との結論に達し

たことを明らかにするほか, 舞鶴市民病院を

間借りし, 内科, 小児科系の一次救急を担う

休日診療所の運営等の事業を紹介した｡

続いて, 森府医会長が挨拶に立ち, 中医協

の状況や平成20年度診療報酬改定, 後期高齢

者医療制度等について説明するとともに舞鶴

地区における医師不足についての見解を示

した｡

森府医会長は, 挨拶の中で医療は危機的状

況に置かれているとの前置きをした上で, 中

医協では健保側からでさえも ｢物価・賃金動

向の上昇傾向に見合った診療報酬引き上げが

必要ではないか｣ との意見が出るほど, 厳し

い状況下に置かれていることが一般的にも認

知されつつあるとの見解を示す一方で, 医師

不足, 診療科間の医師の偏在がメインとなっ

ていることから, 診療所の開業医に対する一

般市民の目が十分に向いていないことも現実

であるとした｡ 診療報酬改定については, 診

療報酬本体は0.38％の増との結果を示しつつ

も, 0.38％であてがわれる金額は約1000億円

程度であるとした上で, 国民医療費総額32兆

円の中で, どれだけ勤務医に対して手厚い施

策がとれるかが疑問との見方を示した｡ また,

厚労省が診療所の再診料を引き下げることに

よって病院間の格差を是正し, 病院勤務医の

過重労働対策の原資にしようとしているとし,

安達府医副会長が委員長として参画している

日医社会保険診療報酬検討委員会から日医の

担当理事に対し ｢断固反対の姿勢の構えを貫

くべき｣ との提言をしていることを明らかに

した｡

４月から創設される後期高齢者医療制度に

ついては, 再診料の引き下げの他にも総合的

な診療能力を身につけた医師による ｢外来主

舞鶴医師会と府医執行部との懇談会が１月26日(土), 舞鶴メディカルセンターで開催され,

地区から16名, 府医から３名が出席, 曽我哲司舞鶴医師会庶務担当理事司会の下, ｢特定健診・

特定保健指導や後期高齢者医療制度への対応｣ について, 約１時間30分にわたり意見交換が繰

り広げられた｡

舞舞 鶴鶴
医師会との懇談会

�����������	
��������������������

舞鶴医師会との懇談会 (１.26 舞鶴メディカルセンター)
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治医｣ の導入が取りざたされていると述べ,

４日間の研修を受けた医師が後期高齢患者の

主治医として管理料が算定できるとの仕組み

を示した上で, 現状では制度として確立され

る可能性は低いとしつつも, いったん認めら

れれば人頭割に繋がり患者のアクセスの制限

にまで波及することから, 府医としても関係

各方面に対し断固反対の立場で提言をしてい

きたいと強調した｡

舞鶴地区における医師不足問題については,

京都府地域医療対策協議会等での協議を重ね

てきたことを示し, 現状では約６億3,000万

円の予算が下りたものの, 早急に抜本的な対

策を講じて医師不足の解消ができる訳ではな

いとし, 今後も継続して働きかけていきたい

との意向を示すとともに, 昨年の代議員会で

医師バンク創設の承認が得られたことを報告,

地道な事業を積み重ねることで改善を図りた

いとした｡

特定健診・特定保健指導について

松井府医理事は, 特定健診・特定保健指導

についての概要を説明するとともに, これま

での健診・保健指導とこれからの特定健診・

特定保健指導についての変更点を示した上で,

目標が設定されたことや実施主体である保険

者に対してペナルティが課せられていること

等が特徴とした｡ また, 特定健診の必須項目

の内容を示すとともに, いかに効果的な疾病

予防が行えるかが重要との見解を示し, 腹囲

を測定しリスクを判定するステップ１, 血糖,

脂質, 血圧等の検査を行うステップ２, ステッ

プ１・２から保健指導対象者のグループ分け

を行うステップ３, 服薬中の者は特定保健指

導の対象としないことや前期高齢者は積極的

支援の対象者となった場合でも動機付け支援

の対象とするステップ４までの内容を詳細に

説明した｡ さらに情報提供や動機づけ支援,

積極的支援の内容について解説, 今回初めて

定められた努力目標の内容については, ７年

後の2015年に糖尿病をはじめとする生活習慣

病患者を25％削減することと受診対象者40歳

以上65歳未満の中での受診率を80％以上, ま

た, 受診者の指導率を45％以上にすることが

保険者に課せられており, 全て達成できない

場合には保険者に対しペナルティが課せられ

ていることを明らかにした｡ また, 府医の対

応としては, 協力会員の負担を簡素化するた

めに講じた ｢特定健診・特定保健指導への対

応イメージ｣ の資料を基に図解し, 京都府医

師国民健康保険組合をはじめ京都府国民健康

保険組合協議会の12組合の協力を得て昨年７

月に行ったモデル事業の結果を報告するとと

もに, １月15日号の京都医報に掲載した特定

健診・特定保健指導の実施医療機関の募集記

事を紹介した｡

地区から, 府医の事務手数料を含めた料金

のやり取りがあることから個々の医療機関に

おいての事務量が増えるとされ, 請求・支払

も含めて府医での対応を要望する声が挙がっ

た｡ これに対して森府医会長は, 府医から各

医療機関の健診結果をとりまとめ請求をする

業務は行うが, 府医から各医療機関に対して

健診費用を分配して支払うことについては不

可能とした｡ また, 府医での対応はデジタル

化と階層化の手間を簡素化することであると

し, デジタル化についてはそれぞれの医療機

関で対応可能としつつも, そのためのソフト

は基本項目のデジタル化しかできない上に

ＮＴＴに代行入力を依頼すれば１件当たり500

円の費用がかかるとした｡

また, 地区から75歳以上の場合や服薬中の

患者は対象外となることについての質問につ

いて, 森府医会長は75歳以上の保険者は京都

府後期高齢者医療広域連合となると述べ, ど

ういう内容で実施するかは未定であるとし,

今後継続して交渉していくとの意向を示した｡
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後期高齢者医療制度について

松井府医理事は, 後期高齢者医療制度の概

要について説明｡ 都道府県の区域ごとに広域

連合を設立して運営することや保険給付, 費

用の負担割合等について詳細な解説をした｡

とりわけ後期高齢者医療制度の財源構成とし

ては保険料１割, 現役世代からの支援金４割,

公費５割であることを示すとともに, 保険料

については, 与党のプロジェクトチームが平

成20年４月から９月までの半年間を凍結, 10

月以降の半年間は９割を軽減する構えである

との現状を説明した｡

また, 後期高齢者医療制度に関する各団体

の考え方を説明, 国保中央会では後期高齢者

は原則として診療所の中からかかりつけ医を

選ぶとしていることや登録された後期高齢者

の人数に応じた定額払い報酬を導入するとし

ているとし, ｢フリーアクセスの中の 『どこ

でも』 を制限することで病診機能が明確とな

り効率的な医療が提供される｣ とのスタンス

であることを紹介, 効率的であるのは経済面

だけとの見方を示した｡ また, 健康保険組合

連合会の考え方としては, 総合診療医の必要

性を主張しているとし, 算定基準については

｢老人慢性疾患外来総合診療料｣ 等の問題点

を踏まえるべきとしていることを示した｡ 日

本医師会の考え方としては, 75歳以上を対象

に保障原理で対応することや財源は段階的に

公費割合を引き上げること, 保険料の応能負

担等８項目について説明, 取りざたされてい

る ｢かかりつけ医｣ や ｢外来総合診療医｣ に

ついては厚労省が思い描く ｢総合科医構想｣

では初期診療を総合科医に限定するもので患

者からのフリーアクセスの権利を奪うことに

なるとして全く異質であり認められないとの

スタンスであることを説明した｡

地区から, ｢かかりつけ医｣ は診療所の医

師が対象となることから病院に従事する医師

にはなれないのかという質問があり, 松井府

医理事は病院の規模にかかわらず一定の条件

をクリアしなければ ｢かかりつけ医｣ になれ

ないとされていると説明｡ 森府医会長は ｢医

学管理料｣ の算定ができないだけで, 実際に

診療することは可能とした上で, ｢総合的に

診療する医師｣ を打ち出していることで医療

の内容の充実を求めておきながら４日間の研

修をクリアすれさえすれば良いとするのは甚

だ疑問との見解を付け加えた｡

また, 地区から勤務医の過重労働ばかり取

りざたされている現状について, 実際に開業

医も診療の合間を縫って地域医療活動に尽力

していることから, 勤務医より激務を強いら

れている面もあるとの声が挙がった｡ これに

対し森府医会長は, ｢日医総研のデータでも,

12時間以上の労働をしている開業医が多いと

されている｣ と述べ, 勤務医ばかりが注目さ

れる中でマスコミが開業医を取り上げてくれ

ない現状を示した｡ また, 地区からの意見の

中で勤務医と開業医の業務の違いについて指

摘, ｢開業医には従業員への手当や医療機器

の管理等, 多額の費用がかかる上に多種多様

な業務をこなす必要もある｣ とされ, 切実な

状況が社会的に全く知られていないと憂慮す

る声が挙がった｡ 森府医会長は日医総研の戦

略会議でも議論されていたとした上で, 日医

総研に対して平均的な診療所の医師と勤務医

の平均給料を比較したデータの提出や先進国

の勤務医の平均給料と日本の平均給料を比較

したデータを採るよう提言したことで明確に

主張できる体制が整備されると見通した｡
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平成19年度第３回都道府県医師会長協議会が１月22日(火), 日本医師会で開催され, 京都府医師

会からは森府医会長が出席した｡

冒頭, 竹嶋日医会長代行は, １月４日に小脳出血を発症し手術した唐澤日医会長の病状について,

｢術後の経過は極めて良好で２月初めには退院し自宅療養が可能と判断している｣ とし, 会務への復

帰も近いとの見解を示した｡ また, 診療報酬改定に関する議論についても言及し, ｢世論が勤務医に

手厚くという方向に傾き, 診療所再診料の引き下げ問題が浮上しているが, 今後も断固反対してい

く｣ との決意を述べた｡

引き続き, 協議では, 各都道府県医師会から特定健診・特定保健指導への対応, 勤務医対策, 診

療行為に係る死因究明制度などに対する日医の見解を問う質問や要望が出され, 日医担当役員が回

答した｡
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特定健診・特定保健指導について大阪府医か

ら①電子化への対応 ②フリーソフトの問題－

について質問があげられた｡ ①について内田日

医常任理事は, ＮＴＴデータ等の民間業者によ

る代行入力事業を中央レベルで検討していると

し, ｢一部の国保を除き手数料負担はあるもの

の, 当該サービスを活用するなどして, 電子化

に対応してほしい｣ と要望した｡ また, 電子化

への対応の義務化については, ４月１日からの

実施に向けて, 準備が進んでいない医療機関,

医師会が多いことから, 延期するよう働きかけ

ていると説明した｡ ②については, 厚労省が直

接無償配布するとしていたが困難な状況となり,

研究班等が作成・配布することになっていると

説明するとともに, 電子化への対応については,

日医ホームページ上で情報提供等を行っている

ので参考にしてほしいと理解を求めた｡

民間業者による代行入力事業について森府医

会長は, ｢ＮＴＴデータが全国的に独占して実

施するが, 保険者の要望である結果通知までの

２週間をクリアできるかは疑問である｣ と発言

し, 電子化については体制が整うまで延期すべ

きと主張するとともに ｢医療機関が費用を負担

して電子化するデータを国や保険者に都合良く

利用されることのないよう, 社会保障カード同

様, 留意してほしい｣ と要望した｡

このほか, 石川県医からは, いわゆる上乗せ健

診など, 特定健診等における住民間不平等の解消

を要望する声があがるなど, 事業の全容が確定し

ないまま実施時期を迎えようとしている現状に各

都道府県が困惑している様子が伺われた｡
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佐賀県医より, 日医の組織強化に向けた勤務

医対策として, 日医代議員会に勤務医枠をもう

けてはどうかとの提案がなされ, 羽生田日医常

任理事は, ｢医療を取り巻く状況がますます厳

しくなる今日においては, 開業医や勤務医といっ

た立場の違いを超えて, 医療界が一丸となって

協働していくことが重要｣ との認識を示した｡

その上で, ｢平成20年12月から実施される新公

第３回都道府県医師会長協議会

�����������	
�������
��������������� !�
"#$%&

平 成
19年度
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益法人制度下で, 代議員に勤務医枠を設けるこ

とが認められるのかという問題もあり, 今後検

討させてほしい｣ と述べ, 理解を求めた｡ また,

勤務医への対応として, ｢25万会員プロジェクト

会議｣ を立ち上げ, 検討を開始するとともに,

｢日医定款・諸規定検討委員会｣ で代議員会の改

善 (定年制・女性医師の登用・若手勤務医の登用)

などについて審議していることを報告した｡
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山口県医より混合診療全面解禁の動きに対す

る日医の見解が問われた｡ 中川日医常任理事は,

公的保険給付の範囲が縮小される恐れがあるな

ど, 混合診療全面解禁の問題点を改めて説明し,

今後については, ①現行の保険外併用療養費制

度における評価療養を客観的かつ迅速に検証し

ていくことで, 公的保険を充実させる ②混合

診療の問題点について国民への啓発活動を行う

③法的根拠の整備を図り, 明確に禁止するよう

国に働きかける－との意向を示した｡
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三重県医より, ｢総合科｣ の標榜と ｢総合医｣

の問題について日医の姿勢が問われた｡ これに

対し内田日医常任理事は, 日医の ｢学術推進会

議｣ および ｢生涯教育推進委員会｣ で検討して

いる ｢総合医｣ は生涯教育における認定制度で

あるとし, 医療費を抑制するため, 初期診療の

担い手を限定することにより, 医療へのアクセ

スを国の統制下に置くことを目的とする厚労省

の ｢総合科｣ とは全く異なる概念であり, 決し

てリンクするものではないと説明した｡ ｢学術

推進会議｣ および ｢生涯教育推進委員会｣ の答

申は今年度中にまとまる予定となっているが,

森府医会長は, ｢総合医｣ と ｢総合科｣ につい

て, 世間に出たときに国民はその峻別がつかな

いとし, ｢内容を生涯教育の充実に絞った方が

国民にも分かりやすく, 厚労省にも利用されな

いので, 『総合』 という言葉は使わずに, 基本的

な骨子のみ作成していただきたい｣ と要望した｡

��!"�#$%&'(	')*+
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診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり

方についての厚労省試案および自民党案に関し

て, 神奈川・徳島両県医から質問が出された｡

木下日医常任理事は, ｢十分な情報を伝達して

いなかったことは反省している｣ と述べた上で,

｢医療安全調査委員会 (仮称：以下, 委員会)｣

設立を考えた理由を, ｢医療事故が発生すると,

医師法第21条による警察への届出の結果, 直ち

に犯罪捜査が始まるという現状を打開するため

のもので, 懲罰的色彩を排除するためのもので

ある｣ と説明するとともに, ｢決着を延ばせと

いう意見もあるが, 今を逃すと医師法第21条は

永続し, 刑事訴追は続く｣ と述べ, 日医の取り

組みに理解を求めた｡

また, ＡＤＲ (裁判外紛争処理) 機関につい

ては, 改めてその有用性を否定した上で, 日医

の方針として, ①診療関連死を委員会に届け出

た場合は, ｢医師法第21条に基づく異常死の届

出との重複を避ける｣ と明言されていることか

ら, 医師法第21条を死文化させる ②刑事手続

きとの関係について, 委員会から捜査機関へ通

知する事案を ｢故意・重大な過失｣ ｢リピーター｣

｢事故後のカルテ改ざん｣ ｢社会的悪質事案｣ な

どに限定する－とし, ｢委員会が警察へのトン

ネル機関になるという心配は当たらない｣ と主

張するとともに, 建設的な意見・提案を求めた｡

当日の協議会では上記のほか, ｢小児のメタ

ボリック対策｣ ｢医療保険者からの被扶養者健

診データ収集システムの構築｣ ｢厚労省が医療

法人に特養設置を求める方針を白紙撤回したこ

とに対する日医の見解｣ ｢医療費適正化計画｣

などについて, 意見・要望が出され, 協議が行

われた｡
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１月12日(土), 府医, 日本損害保険協会, 損害保険料率算出機構の共催で, 自賠責研修会が

府医会館にて開催された｡ 当日は小雨にも関わらず, 医療関係者160名, 行政および消防関係

者16名の合計176名が参加した｡

冒頭, 司会に立った中野府医理事は, 本研

修会が自賠責運用益拠出事業の一環で2001年

度から医療費支払適正化対策の一事業として

行われてること, 自賠責保険制度の成立から

具体的な医療費請求方法についての知識を習

得することを通じて, 円滑な医療費請求の定

着と自動車事故被害者への良質な医療の提供

を目的としていることを説明｡

開会挨拶では, 安達府医副会長から参加者

への御礼と自賠責新基準導入の歴史的背景,

京都府における新基準採用の経緯とメリット

等を説明した上で, 新基準の採用に努められ

るよう協力を促した｡

最初に ｢自賠責保険講習｣ が行われ, 損害

保険料率算出機構京都自賠責損害調査事務所

長眞部信一氏から ｢自賠責保険制度と医療費

の請求について｣ と題して, 自賠法の概要,

支払限度額と請求範囲, 自賠責保険から支払

われない具体例等を紹介｡ また新基準につい

ては, 導入の経緯や労災診療費算定基準を基

本とする算定方法が説明された｡

続いて行われた ｢学術講習｣ では, ｢交通

外傷の治療について｣ というテーマで濱島医

院院長濱島高志氏 (元第一日赤救急部副部長)

より①交通外傷の種類, ②腹部の外傷, ③わ

が国の外傷診療の現状, ④病院前の救護・診

療, ⑤病院での診療についてそれぞれ説明が

あった｡ また, 交通事故による死亡の中には

｢防ぎえた外傷死＝ＰＴＤ (Preventable Trauma

Death)｣ が少なくないことを問題提起し,

ＰＴＤへの取組に対しては米国より20年近く

遅れをとっていること, 2001年時点ではその

数すら把握していなかったこと, 受傷から１

時間以内の対応が救命率に大きく作用するこ

と, 陥りやすい診断の落とし穴の具体的事例

の紹介, ＰＴＤを回避するために外傷初療の

標準化が必要であること, 外傷の初療マニュ

アルＡＴＬＳ (Advanced Trauma Life Support)

が世界中で普及していること, 生命維持のメ

カニズムと外傷初期治療のＡＢＣＤＥを確認

すること等に関する講義がスライドや動画ファ

イルを使用しながら行われた｡

最後に, 日本損害保険協会近畿支部山城部

会長から, 府医と損保協会および損害保険料

率算出機構の連携を強化し, 自賠責保険の円

滑な運営を進めていくようご協力いただきた

いと閉会の挨拶があった｡

(※) 研修会当日にご質問いただいた事例につ

いては, 次号付録 ｢保険だより｣ にて掲載

の予定です｡

自賠責研修会開催される

｢交通外傷の治療について ｣ を紹介
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１月26日(土), 27日(日), 府医会館において

｢日本医師会初級パソコンセミナー｣ を開催し,

両日あわせて27名の会員にご参加いただいた｡

現在, インターネットや電子メールの普及に

より, 多くの会員の先生方がパソコンによって

最新の医療情報等を得られているほか, 京都府

医師会においても昨年８月から ｢京都府医師会・

会員メーリングリスト (府医会員ＭＬ)｣ (＊１)

を立ち上げ, すでに多くの先生方にご活用をい

ただいている｡ ご自宅にインターネットの回線

とパソコンがあれば, これらはさほど難しい作

業を要せず利用いただくことができるが, 今まで意欲はあっても機会を逸されておられた会員

の先生方にもこういった情報等を共有・活用いただこうと, 今回の ｢日本医師会初級パソコン

セミナー｣ を開催した｡

セミナーでは, ｢インターネット・電子メール｣ が３クラス, ｢PowerPoint2003基礎｣ が１ク

ラス設けられ, ２～３名の受講者に１名の講師がつくなど, ほぼマンツーマンでの講習となり,

ご参加いただいた会員からは別掲のアンケートのごとく評価をいただいた｡

府医では, 来年度以降も同様のセミナーを開催し, 会員間のデジタルデバイド (情報技術格

差) の解消に資するべく尽力していく所存である｡

＊１：メーリングリスト (ＭＬ) とは, 電子メールを利用して複数の会員同士で意見交換や情報交換を行う
システム｡ あらかじめ決められた電子メールアドレスにメッセージを送信すると, 送信した内容がメー
リングリストに参加している全ての会員に配信される｡

【日医初級パソコンセミナー 受講者数】

１月26日(土) 13：00～15：00

｢初級パソコンセミナー (インターネット・電子メール等) ４名

〃 15：30～17：30

｢初級パソコンセミナー (インターネット・電子メール等) ７名

１月27日(日) 10：00～12：00

｢PowerPoint2003基礎｣ ７名

〃 13：00～15：00

｢初級パソコンセミナー (インターネット・電子メール等) ９名

��������	
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インターネット・電子メールなどで講習
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【受講後アンケート】
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そ う 思 う
５ ４ ３ ２ １

初級パソコンセミナー 15名 ５名 ０名 ０名 ０名
PowerPoint2003 ６名 １名 ０名 ０名 ０名

初級パソコンセミナー
そ う 思 う

５ ４ ３ ２ １
①全般的にご理解いただけましたか？ 13名 ７名 ０名 ０名 ０名

②インターネットの検索方法はご理解
いただけましたか？ 13名 ５名 ２名 ０名 ０名

③メールの送受信の方法はご理解いた
だけましたか？ 11名 ６名 ２名 １名 ０名

③今後, 自宅や職場にあるパソコンを
利用しようと思いますか？ 18名 ２名 ０名 ０名 ０名

PowerPoint2003
そ う 思 う

５ ４ ３ ２ １
①全般 ６名 ０名 １名 ０名 ０名

②プレゼンテーションの作成 ６名 ０名 １名 ０名 ０名

③プレゼンテーションの実行 ６名 ０名 １名 ０名 ０名

④配布資料の作成 ６名 ０名 １名 ０名 ０名

③今後, PowerPoint2003を利用しよう
と思いますか？ ４名 ０名 ２名 ０名 １名

そ う 思 う
５ ４ ３ ２ １

初級パソコンセミナー 17名 ３名 ０名 ０名 ０名
PowerPoint2003 ６名 １名 ０名 ０名 ０名

そ う 思 う
無記入

５ ４ ３ ２ １
初級パソコンセミナー 15名 ３名 １名 ０名 ０名 １名
PowerPoint2003 ７名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名

人 数
初級パソコンセミナー PowerPoint2003 計

医師 19名 ７名 26名
医師以外 １名 ０名 １名
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・大変良く準備していただけました｡ 感謝しております｡

・時々またお願いします｡

・初心者に丁寧に教えていただきありがとうございます｡

・何度かセミナーを開いてほしい｡

・もう少し時間がほしいです｡

・親切に教えていただきました｡

=EFGHIEFJKLMNNO��D

・以前, 富士通の会社で受けた講師１名のセミナーよりもマンツーマンに近くて分かりやす

かったです｡

・従業員のパソコン担当者も受講させたい｡

P�QR,��)ST�!@ABC�UVW�����45!6�	�
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・Excel (７名)

・PowerPoint (３名)

・Word (２名)

・インターネット (１名)

=EFGHIEFJKLMNNO��D

・Excel (３名)

・Word (２名)

そ う 思 う
５ ４ ３ ２ １

初級パソコンセミナー 16名 ４名 ０名 ０名 ０名
PowerPoint2003 ６名 ０名 １名 ０名 ０名

そ う 思 う
５ ４ ３ ２ １

初級パソコンセミナー 16名 ４名 ０名 ０名 ０名
PowerPoint2003 ５名 １名 １名 ０名 ０名

そ う 思 う
５ ４ ３ ２ １

初級パソコンセミナー 18名 ２名 ０名 ０名 ０名
PowerPoint2003 ６名 １名 ０名 ０名 ０名
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米国発のサブプライムローン問題で世界

は大混乱に陥っている｡ これは返済能力の

ない人にまで将来の住宅の値上がりを見込

んで貸し出したローンをリスクを分散させ

るために証券化し世界中にばらまいたので

あるが, 住宅価格の上昇が止まればとたん

に返済が滞る｡ かつて日本のバブル景気が

弾けたのと同様のことが世界中で起こって

るといえる｡

米国型の市場経済主義がもたらした弊害

であろう｡ そんな中で米国の大統領選が行

われている｡ 民主党のクリントン氏の評判

が高いようであるがかなりの保護主義とい

われており, 米国での皆保険導入を目指し

ているとされているが果たして経済の混迷

をうけてどれだけの改革が出来るのかじっ

くり見てみたい｡

一方日本での政治の混迷は参院のねじれ

現象以上にゆゆしき状態であると思われる｡

個人的にはガソリン税の暫定税率は即時廃

止をと思うのであるが, なかなか道路族の

反対にあってうまくいかないようである｡

過疎地に高速道路が必要なのであろうかと

不思議な気持ちになるのだが｡

この国は医療, 福祉を切り捨てて米国型

の市場経済主義を模倣してきた｡ その結果

グローバルな企業は過去最高の利益を上げ

るところも出てきたが, いかんせんその労

働力は低賃金化を促進し, 年金や医療の保

険料を支払う事が出来ないほどに疲弊させ

てしまった｡ その結果, 国内の消費は縮小

し国民の生活はより困窮したものとなった｡

国民を豊かにするには, 福祉・医療を充

実させてそこに国家予算を大きく投入しな

ければならない｡ きれいな道路で国民を支

える時代は過ぎ去ったのである｡ 高齢化・

少子化を踏まえて元気な老人にはどんどん

働いてもらい, 収入を得るような社会にし

なければならない｡ 収入があるから消費が

生まれるし, 互助システムである年金や各

種公的保険が維持できるのである｡

今政府が行うべきは医療・福祉の切り捨

てではなく, 手厚い充実こそが望まれる時

代なのである｡

(情報・企画・広報委員会委員, 左京 池田 正隆)

� � � �
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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

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, 原稿は府医総務課

｢京都医報｣ 係までお届けください｡
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全情報について, 最新情報を

掲載いたします｡

詳細をご希望の先生には, 資料のコピーをお送りいたしますので, 府医学術生涯研修課まで

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

①医薬品・医療機器等安全性情報第243号の送付について (日医常任理事)

｢１. 使用上の注意の改訂について(その193)｣ は ｢フルルビプロフェン(経口剤)他(６件)｣

の情報, ｢２. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載されています｡

なお, これらの内容は厚生労働省 (医薬品・医療機器等安全性情報に関するページ http://

www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou.html) に掲載されています｡ また, 日

本医師会雑誌の平成20年３月号に掲載される予定です｡

②気管切開チューブに装着する器具に関する取り扱いについて (日医常任理事)

｢孔無し気管切開チューブ｣ または ｢孔無しインナーカニューレ｣ に, ｢キャップ｣ または

｢スピーチバルブ｣ を誤接続した結果, 気道閉塞の状態となり, 患者が呼吸困難のため死亡

に至りました｡ ついては, 気管切開チューブに装着する器具の使用に際して, 同種の事例の

発生を防止されるよう医療関係者に求めるものです｡ また, 当該製品の製造販売業者に対し

ては, 構造的な改良等を速やかに実施するよう指示がされました｡ なお, すでに誤接続でき

ない構造の器具も販売されていることもあわせて周知されています｡

治療薬ハンドブック2008 薬剤選択と処方のポイント

監 修：自治医科大学学長・日本医学会会長 高久 史麿
発 行：じほう 2008年１月刊
体 裁：Ｂ６変形判／1,300頁
定 価：4,410円 (本体4,200円)

日本医薬品集を発行するじほうから120名を超える臨床経験豊

富な医師・薬剤師の執筆陣によるハンディサイズの医薬品集が

刊行された｡ 多忙な医療現場で即応できるよう添付文書の基本

情報に加え, ｢処方のポイント｣ ｢腎機能低下, 透析患者への投

薬｣ ｢調剤・薬学管理のポイント｣ ｢粉砕情報｣ など現場に役立つ臨床情報をコンパクト

に収載｡ 薬効別の解説編, 付録の薬効別医薬品比較一覧表なども充実している｡

お問合せ, お申込みは, ㈱じほう大阪支局 (電話 06－6231－7061 FAX 0120－189－

015) まで｡

� 新 刊 紹 介 �
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｢研修医のための最小限かつ簡単な
乳児の発達のみかたのエッセンス(改訂第２版)｣

吉岡 博著, 診断と治療社, 1,680円

乳児の発達について書かれた本は分厚く, 調べるためには適してい

ても最初から終わりまで通して読んで学ぶには気が進まないものが多

い｡ 本書は, 豊富な臨床経験だけでなく著者が長年医学生や若手医師

を教育してきた経験が随所に生かされており, 乳児健診をするにあたっ

ての ｢最小限かつ簡単な｣ 知識が短時間で身につくように工夫された

実践書である｡

｢研修医のため｣ だけでなくベテランの医師にとっても多いに役に立つはずである｡

(京都市立病院小児科 岡野 創造)

｢よく理解できる子どものがん診療を深めるための最新の知識とケア｣

別所 文雄・横森 欣司編集, 永井書店, 8,925円

小児のがんについて, まとめられた著書は今までからも多数存在す

るが, どうしても疾患ごとの治療の実際を詳説するものが大半であっ

た｡ しかし本書は, 総論に重点が置かれ, がんの発生や再発の問題の

理解に役立つ分子生物学の知識や, 分子標的療法や遺伝子療法などの

新規治療法の現状と今後の展望に加え, 看護の実際, 長期生存者の晩

期障害, 治癒が望めなくなった患児の終末期医療, 患児およびその家

族の社会的サポート, さらには小児がん経験者からのメッセージまで,

幅広い観点からまとめられている｡ もちろん, 各論もその分野の専門

家の手になるものであり, 内容も充実してまとまっている｡ 小児がん

の診療に携わる人々の診療の質を深めるために一読していただきたい良書であると考える｡

(京都市立病院小児科 黒田 啓史)

｢症例写真でよくわかる外来でみる子どもの皮膚疾患｣

馬場 直子著, 診断と治療社

子どもの皮膚疾患は母斑などの先天性皮膚疾患, とびひ, みずいぼ,

あせものような小児特有の疾患, アトピー性皮膚炎など多岐にわたる｡

また目に見えるだけに本人や家族の不安は大きく, 臨床経過や治療方

針のインフォームドコンセントは重要となる｡ 本書は小児にみられる

皮膚疾患について臨床写真を多く載せ, また臨床経過や治療のポイン

ト, 家族への説明の注意点などを簡潔にまとめてあり, 日常臨床に有

用と思われる｡

(京都市立病院小児科 天谷 英理子)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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京京京都都都府府府医医医師師師会会会ボボボウウウリリリンンングググ大大大会会会
参参参加加加者者者募募募集集集

と き ３月16日(日) 午後０時30分 (時間厳守)

と こ ろ しょうざんボウル〔北区衣笠鏡石町47, TEL 075－491－5101〕

参 加 費 １名 6,000円 (ゲーム料, 貸靴料, 懇親会費含む)

参加対象 会員・家族(高校生以上)・従業員
(原則として１地区に京都府医師会員が１名以上入っていること｡)

競 技 ３ゲームトータル制 (ハンディあり)

表 彰 団体賞・個人賞

＊参加ご希望の方は, 地区医師会の事務所もしくは福祉担当の方までお申し込みください｡

１月26日(土) にウェスティン都ホテル

｢山城の間｣ にて, 80名以上の皆様が集い,

2008年京都府医師婦人会新年会が開かれ

ました｡ 小柴 通会長の挨拶に引き続き

｢新春花活けパフォーマンスとフルートの

コラボ｣ と題して, フルートの音色と共

に華道 ｢未生流笹岡｣ 次期家元笹岡隆甫

氏とのコラボレーションを楽しんでいた

だきました｡ 日本の和の華道と西洋の楽

器であるフルートのコラボも見事に映え

あい, 素晴らしいステージとなりました｡

引き続き笹岡隆甫氏が, 海外で始められ

た活け花パフォーマンスのお話や, 活け

花の背後にある陰陽思想, そして花を活

けられる先生の考え方など和やかな雰囲

気の中でお話を進めてくださり, 興味深

く拝聴することができました｡ 新年会の

会場がお花により一層華やかになったと

ころで, 辻 玲子前会長に乾杯のご発声を

していただき, ホテル心づくしのお料理

をいただきました｡ 食事が進むにつれ各

テーブルの方々も久しぶりにお目にかかっ

た他のテーブルの会員の方とも歓談を交

わされ, 楽しい時間を皆様と共有するこ

とができました｡ 今年の医師婦人会新年

会は優雅な幕開けとなりました｡ これか

らも多くの会員の方が参加していただけ

る企画を考え, 皆様とお会い出来ますこ

とを願っています｡

平成20年京都府医師婦人会

新 年 会
左 京 山本 知美
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京医選管発第47号

平成20年１月29日

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

府医監事・裁定委員選挙における候補者について (告示)

２月16日執行の標記選挙における候補者は次のとおりにつき, 府医選挙規定第29条第３

項により告示します｡

記

監事候補者 (定数２名)

立入 克敏 (西 京) 早川 道雄 (山 科)

以上２名

裁定委員候補者 (定数15名)

西村 幸隆 (上京東部) 永原 宏道 (西 陣) 早川 征生 (中京東部)

波柴 忠利 (下京東部) 山本 昭郎 (下京西部) 藤田 宗 (左 京)

小室 光 (右 京) 野原 幸清 (西 京) 馬場 満男 (東 山)

宮田 健 (山 科) 清益 英雄 (伏 見) 七岡 聖魏 (乙 訓)

赤松 春義 (宇治久世) 吉川 純弘 (相 楽) 松山 均 (福 知 山)

以上15名

京医選管発第48号

平成20年１月29日

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

府医監事・裁定委員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47号にて告示した候補者については, いずれも当該選

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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マスコミ報道等ですでにご承知のように, 兵庫県や千葉県において食品による有機リン中毒

が発生しました｡ 京都においても, 今回回収対象となった冷凍食品が原因とみられる体調不良

を訴えたのが２月５日現在, 府内で244名確認されています｡ その中で, 有機リン中毒と確定

した者はいないものの, 中毒の疑いはあったが他の疾病と判明して受診13名, 検査等の結果疑

いが否定された者34名となっています (その他は相談のみ)｡ この件につき, 厚生労働省から

日本医師会を通じて, また京都府からも本会に下記のとおり周知, 協力方依頼がありました｡

つきましては, 被害拡大を防止する観点から, 有機リン中毒の疑いのある患者を診断した場

合は, 速やかに保健所に通報していただくようご協力方よろしくお願い申し上げます｡

記

１. 有機リン中毒について

①症状：悪心, 嘔吐, 唾液分泌過剰, 縮瞳 (まれに散瞳もあり), 重症になると呼吸困難,

昏睡に至り死亡する場合もあり

②治療：胃洗浄, 脱水是正, 硫酸アトロピン注射, ヨウ化プラリドキシム(ＰＡＭ)注射など

＊参考：｢病態を解く 有機リン中毒｣ エーザイ株式会社ホームページに掲載

http://www2.eisai.co.jp/phar/hospha/disnote/dis_13.pdf

２. 病院給食について

当該食品については回収等の措置がとられているが, この度の事例を踏まえ, 病院給食用

食品の安全性の確保に万全の注意を払い, 給食における衛生管理の一層の徹底に努めていた

だきたい｡

◇担当：京都府医師会地域医療課救急係

TEL 075－315－5274 FAX 075－315－5290

食品による薬物中毒への対応について (お願い)

医療法の一部改正に伴う, 医療法人の定款または寄附行為の変更認可申請につきましては,

変更認可の申請期限 (平成20年３月31日) が迫っておりますので, 業務ご多忙とは思いますが,

定款または寄附行為の変更認可申請を行っていただきますよう, よろしくお願いいたします｡

なお, 不明な点がありましたら, 下記の問い合わせ先までご連絡願います｡

＜提出先および問い合わせ先＞

■法人事務所が京都市内にある場合：京都府保健福祉部 医療室 医務・看護担当

電話 075－414－6190

■法人事務所が京都市外にある場合：所轄の保健所企画調整室

医療法人の定款または寄附行為の変更承認申請について
(お知らせ)
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昨年, 神奈川県内の医療機関において, 心臓カテーテル検査・治療を受けた複数の患者がＣ

型肝炎を発症するという院内感染が疑われる事例が発生し, 感染原因等の調査過程において,

本来, 患者ごとに交換されるべき単回使用医療機器が交換されずに複数の患者間で使用されて

いたことが判明しました｡

つきましては, 厚生労働省および京都府並びに日本医師会から安全管理体制の徹底について

通知がありましたので, 引き続き適正な安全管理体制の取り組みを進めていただきますようお

願いいたします｡

診療行為に伴う院内感染事例の発生
および安全管理体制の徹底について

我が国における医師国家試験合格者に占める女性の割合は30％を超えて推移し, 今後もその

割合は増加することが予測されておりますが, その一方で, 出産・育児を契機に多くの女性医

師が離職を余儀なくされているのが現状です｡

このような環境下におきまして, 女性医師の就労継続を支援していくことは医師全体の勤務

環境の改善にも関連する重要な課題であるとの観点から, 日本医師会では院内保育所・託児施

設の設置状況を含めた女性医師就業支援の状況に係る基礎データを収集し, 今後の具体的支援

策を検討するため, 国内全病院を対象に標記調査を実施しております｡

すでに調査の協力依頼が日本医師会より直接, 各病院に届いているかと存じますが, 本調査

の趣旨をご理解いただき, ご協力賜りますようお願いいたします｡

なお, 本調査におけるお問い合わせにつきましては日本医師会 総務部企画課 調査担当

(TEL 03－3946－2121) までお願いします｡

日本医師会が実施する
｢院内保育所を含む医師就労支援の現況に関する調査｣

調 査 に ご 協 力 を
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府医学校医部会では, 学校保健の活性化のためには, 社会環境の変化に伴って変容する学校

保健に十分対応できる学校医の存在が第一であると考え, 従来より学校医としての基本的知識

を習得していただくため ｢新任学校医研修会｣ を開催いたしております｡

つきましては, 平成20年度に新たに学校医となられる先生方を対象に下記のとおり研修会を

開催いたしますので, 是非ご参加いただきますようご案内申し上げます｡

なお, 本研修会は ｢府医指定学校医｣ 指定のための必須研修会となっております｡ また同指

定更新のための１単位認定講座となっておりますので, 新任学校医以外の先生方も多数ご出席

ください｡

記

と き ３月22日(土) 午後３時～４時30分

と こ ろ 京都府医師会館

内 容 １. 学校教育の課題と学校保健

２. 学校医の職務

３. 健診について

４. 学校における安全衛生法 等

主 催 京都府医師会学校医部会

後援予定 京都府教育委員会

※参加ご希望の方は, ３月７日(金) までに, 氏名および医療機関所在地, 電話番号

を明記の上, ＦＡＸにて京都府医師会地域医療課 (FAX：075－315－5290) までお

申し込みください｡

(平成20年度) 新任学校医研修会の参加申込みについて
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【報 告】

１. 第２回医療法人制度改正説明会の状況

２. 北海道医師会並びに札幌市医師会との

懇談の状況

３. 個別指導の状況

４. 個別指導の状況

５. 新規個別指導の状況

６. 平成19年度府内市町村国保運営協議会

委員連絡会の状況

７. 12月度基金幹事会の状況

８. 12月度労災審査協議会の状況

９. 京都市国民保護協議会の状況

10. 第18回救急委員会の状況

11. 産業医研修会の状況

12. 京都介護・福祉サービス第三者評価等

支援機構第３回理事会の状況

13. 男子第58回・女子第19回全国高校駅伝

競走大会の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. 日医地域医療対策委員会の状況

16. 第３回日医裁定委員会の状況

17. 第２回都道府県医師会特定健診・特定

保健指導連絡協議会の状況

18. 会員の逝去

【議 事】

19. 会員の異動・退会２件を可決

20. 常任委員会の開催を可決

21. 第17回府医選挙管理委員会の開催を

可決

22. 第９回情報企画委員会の延期を可決

23. 新規個別指導の開催を可決

24. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

25. 国立病院機構宇多野病院関西脳神経筋

センター第１回公開講座への後援 (名義

使用) を可決

26. 麻疹対策準備調整会議の開催を可決

27. 第19回全国車いす駅伝競走大会への協

力を可決

28. 第25回記念視覚障害者京都マラソン大

会への協力を可決

29. 第15回京都シティハーフマラソンへの

協力を可決

30. 地区 (京都市以外) 基本健康診査担当

理事連絡協議会の開催を可決

31. 地区 (京都市内) 基本健康診査担当理

事連絡協議会の開催を可決

32. 特定健診・特定保健指導対応ソフト

(プログラム開発), ハード一式の発注を

可決

33. 平成19年度第２期 ｢健康教室｣ の認定

を可決

34. 第46回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の開催を可決

35. 府医学術講演会の開催を可決

第36回定例理事会 (12.27)

理
事
会
だ
よ
り
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【報 告】

１. 平成20年１月１日現在の会員数

平成19年12月１日現在 4,251名

平成20年１月１日現在 4,247名(－４名)

２. 会員の逝去

３. 総務担当部会の状況

４. １月度保険医療担当部会の状況

５. 第７回運動器学校検診モデル事業小委

員会の状況

６. 京都府立学校総括安全衛生委員会の

状況

７. 第11回脳卒中登録事業委員会の状況

８. 第９回感染症対策委員会の状況

９. １月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

10.第12回図書室検討小委員会の状況

【議 事】

11. 会員の入会・異動・退会13件を可決

12. 常任委員会の開催を可決

13. 京都府犯罪被害者支援サポートチーム

への協力を可決

14. 桂都丸のサークルタウン 『みんなの健

康きょうと』 コーナーの継続を可決

15. 第６回近医連保険担当理事連絡協議会

の出席を可決

16. 平成19年度医療政策シンポジウムの出

席を可決

17. きょうと健康長寿推進府民会議役員の

推薦を可決

18. 京都府発達障害者支援センター連絡協

議会委員の推薦を可決

19. 主治医意見書記載マニュアルの増刷を

可決

20. 第８回運動器学校検診モデル事業小委

員会の開催を可決

21. 特定健診等実施説明会の開催を可決

22. 第８回心肺蘇生法講習会の開催を可決

23. 平成19年度臨床検査精度管理事業委託

契約の締結を可決

24. 府医学術講演会の開催を可決

25. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

26. 第14回日本死の臨床研究会近畿支部研

究会への後援を可決

27. 平成19年度都道府県医師会廃棄物担当

理事連絡協議会への出席を可決

第37回定例理事会 (１.10)

～ ３月度請求書 (２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｡




