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はしか絵
最近また麻疹 (はしか) が流行している｡ 2007年には多くの高校・
大学が休校となった｡ 伝染力が強く厄介な病気であり, 昔は ｢疱瘡
は器量定め, 麻疹は命定め｣ といわれ一命に関わる病気であった｡
文久２年 (1862) に麻疹が大流行したとき, 麻疹について多くの錦
絵が刊行された｡ それらは ｢はしか絵｣ と分類され, 当時の風俗を
理解する貴重な資料となっている｡ その種類は100を超えるといわれ
るが, 宗田文庫目録には ｢麻疹心得之図画｣, ｢麻疹禁忌｣ など20枚
近くの ｢はしか絵｣ が収載されている｡ ｢麻疹流行年数｣ には慶安３
年から文久２年までの麻疹流行年が書かれているが, 平均すると31
年周期で流行していることがわかる｡ ｢麻疹心得之図画｣ には麻疹の
症状, 養生法, 禁物, 食禁などが書かれ, ｢麻疹禁忌｣ には風, 寒さ
をさくるるは第一なりとし, 禁物, 宜品 (よろしきしな) が列記さ
れ, 神農の掛け軸にお供えをしているところと鐘馗が描かれている｡
その他の ｢はしか絵｣ にも, 予防, 養生法, 麻疹除けの呪文, 麻疹
から守ってくれる諸神, 薬効, 世相などが描かれており, 当時の民
衆の生活と思考がよく分かる｡
写真：歌川房種 ｢麻疹心得之図画｣ 文久２年, 歌川芳藤 ｢麻疹禁忌｣ 文久２年
参考文献：宗田文庫目録 解題 錦絵 藤井裕之執筆

奥沢 康正 (西京)

＜お知らせ＞

・府医代議員・予備代議員補欠選挙の実施
・市営保育所・民営保育所(園)嘱託医研修会
・｢特別管理産業廃棄物管理責任者｣ 資格取得講
習会
・裁判員制度説明会
・義援金協力についてのご報告とお礼
・消費税の実態調査
・京都市健康づくりファイル
・｢京の子育て応援宣言企業｣ 募集
・改正最低賃金法

＜付 録＞

●第11回京都マンモグラフィ

講習会開催のお知らせ

●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

●介護保険ニュース
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日本医師会は, 今期より新たなプロジェクト委員会として, ｢医師の団結を目指す委員

会｣ ｢基本診療料のあり方に関するプロジェクト委員会｣ ｢勤務医の健康支援に関するプロ

ジェクト委員会｣ ｢国際保健検討委員会｣ を設置, 京都府からは, ｢医師の団結を目指す委

員会｣ に森 洋一府医会長 (日医監事), ｢基本診療料のあり方に関するプロジェクト委員

会｣ に安達秀樹府医副会長が委員として選出された｡

内田日医常任理事は, ６月25日, 記者会見

を行い, 日医会内に１年間のプロジェクト委

員会として, ｢医師の団結を目指す委員会｣

を新設することを明らかにした｡

委員会は, 日医勤務医委員会, 日本医学会,

都道府県医師会役員, 四病院団体協議会, 全

国医学部長病院長会議, 全国大学医師会連絡

協議会, 女性医師で構成｡ (１) 勤務医, 女

性医師の意見が反映される体制作りや, 医学

部生, 研修医との有機的な関係の構築に向け

た具体的方策, (２) 今後目指すべき医師会

のあり方－について検討を行い, 報告書をま

とめることにしている｡ 本委員会委員として,

森府医会長 (日医監事) も選出された｡

内田日医常任理事は, ｢日医は医療界全体

を見渡す立場にある｡ 各団体と協力し, 医師

の団結を目指すうえで, まずは, 医師会の組

織強化を進めたい｣ との考えを明示｡ また,

今後については, 幅広い立場の人たちの意見

を取り入れるため, 勤務医や研修医にも委員

として参加してもらいながら, 年度内に６回

程度, 委員会を開催する予定であることを説

明した｡ (日医白クマ通信940に一部追記)

森 洋一委員(府医会長・日医監事)のコメント
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【医師の団結を目指す委員会構成】

(平成20年６月30日現在)

①日医勤務医委員会：※委員長

②日本医学会：

北村 惣一郎 �U�]N���B��������

③都道府県医師会役員：

森 洋一 �� ����
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｢医師の団結を目指す委員会｣
－日医が組織強化を目的に

日本医師会が会内に新たなプロジェクト委員会を設置
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④四病院団体協議会：

佐藤 眞杉 ��������

長瀬 輝諠 ���	
�������

⑤全国医学部長病院長会議：

小川 彰 ������
����

⑥全国大学医師会連絡協議会：

河村 満 �������	��
��

⑦女性医師：

道永 麻里 ���� ��� (敬称略)

日医は, 会内に ｢基本診療料のあり方に関

するプロジェクト委員会｣ を設置することを

決定した｡

平成20年度診療報酬改定に当たって, 中医

協では, 厚生労働大臣への ｢答申書｣ に附帯

意見を８項目付け, その第１番目には ｢初・

再診料, 外来管理加算, 入院基本料等の基本

診療料については, 水準を含め, その在り方

について検討を行い, その結果を今後の診療

報酬改定に反映させること｣ と記載された｡

答申書の取りまとめに当たっては, 支払側

が, 診療所の再診料の引き下げを強く主張｡

この主張を含め, ｢後期高齢者の初診料の引

き上げ｣ ｢再診料の引き下げ｣ などは, 診療・

支払両側の合意が得られず, 公益側の裁定に

委ねられ, 結果的に, 再診料については (１)

200床未満病院の再診料の引き上げ (２) 外

来管理加算について意義付けの見直し, 時間

要件の導入, 病診格差の是正 (老人分) (３)

再診料への軽微な処置の包括－等が実施され

ることとなった｡ このように, 平成20年度の

改定では, 診療所の再診料の引き下げは行わ

れなかったものの, そもそも, 初診料, 再診

料は, 病院・診療所, 若人・老人でどうある

べきか, その役割などについて, 次回改定の

際に検討することとなった経緯がある｡

これを受けて, ６月４日に開催された中医

協診療報酬基本問題小委員会において, ｢基

本診療料のあり方｣ についての議論が開始さ

れたところである｡

日医でも, この中医協での議論に合わせて,

大所高所から ｢基本診療料のあり方｣ につい

て検討を行うため, 今回, 委員会を新たに設

置することになった｡ 委員会は, ５名の委員

と日医の保険担当役員で構成され, 日医診療

報酬検討委員会委員も務める安達秀樹府医副

会長も委員として選出された｡ 今後, 次期改

定に向けて精力的に議論が行われることとな

る｡ (日医ニュースNo.1124に一部追記)

安達秀樹委員(府医副会長・日医診療報酬検

討委員会委員)のコメント
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【基本診療料のあり方に関する

プロジェクト委員会構成】

(平成20年６月30日現在)

安達 秀樹 ��h����

井原 裕宣 ���ijkl�mnop�

富長 将人 qrs����

難波 俊司 �th����

野中 博 u���v��

(敬称略, 五十音順)

日医, ｢基本診療料のあり方に関
するプロジェクト委員会｣ を立ち
上げ
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平成20年度第１回目の病院長会議が６月17日, 京都府医師会館で開催され, 京都私立病

院協会から５名, 京都府病院協会から８名, 京都精神病院協会から２名, 京都府医師会か

ら12名が参加した｡ 会議では, 森府医会長の挨拶に続き, 中野府医理事の司会のもと, ｢診

療報酬改定の影響について｣ をテーマに, 約２時間にわたり活発な意見交換が行われた｡

森府医会長は冒頭の挨拶で, 今回の診療報酬

改定について触れ, ｢混迷を極める後期高齢者

医療制度については, 75歳を境にしたこの制度

の是非について大きく問われている｡ 日医もこ

れに対して全国紙に意見広告を出しているが,

姥捨て山制度という声も強くなってきている｣

と述べ, 今後どのように取り扱われるかが大き

な問題であるとの認識を示した｡

また, 後期高齢者医療制度の陰に隠れている

診療報酬の問題では, ｢プラス0.38％分を勤務

医対策に使うということであったが, 実際には,

大きな病院はアップになっているものの, 診療

所や中小病院にはかなり厳しいマイナス改定に

なっている｣ との認識を示した｡ 療養病床削減

の問題についても, ｢10月から後期高齢者で90

日超の入院患者のうち, 脳卒中後遺症, 認知症

の方については, 病院での受け入れが厳しい状

況となる｡ 療養病床の削減も相俟って, 受け皿

整備が喫緊の問題になると思われるが, 府医で

は在宅医療サポートセンターを設置して入院患

者がスムーズに在宅へ移行できるよう病診連携

を深めていきたい｣ との意気込みを示した｡

それに関連して, 現在ある府医会員メーリン

グリストとは別に, 医療連携メーリングリスト

(仮称) を検討していることを報告｡ 具体的に

は, ｢病院または診療所の双方からいろいろな

情報のやり取りが出来るよう, 会員に限定する

ものではなく病院の勤務医にも参加していただ

ける形にしたい｡ 今後, いろいろな形で病診連

携を図りたいと思っている｡｣ と, 現在検討中

の事項を明らかにした｡

また, 現在, 話題になっている微量採血用穿

刺器具の問題に触れ, 対象器具が追加される等

この問題はまだ続くように思われるとの認識を

示した上で, ｢調査の集計が出るには１か月以

上かかると思うが, 針を交換せずに再使用した

ような事例以外は公表すべきでない｣ と日医の

理事会の場で役員に意見したことを報告した｡

併せて, 真空採血管ホルダーの問題について

も, ｢感染の危険性は極めて低いということで,

今後これに対する調査は行わないということを

厚労省から確認を取っているので, 早々に終結

する見込みである｣ と付け加えた｡

最後に, 本会議において, テーマである診療

報酬改定の影響について, 現状をお聞かせいた

だきたいので, ぜひとも活発な意見交換をお願

いしたいと挨拶を締めくくった｡

西村府医理事は, ｢平成20年度診療報酬改定

の問題点｣ というテーマで, 近医連でまとめた

アンケート結果について説明を行った｡

特に, 病院に関連する ｢今回プラス改定によ

る病院の状況｣ という質問項目について, 近畿

平成20年度 第１回病院長会議開催

診療報酬改定の影響について
－厳しい現実が明らかに－
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６府県全てで ｢全体的に病院勤務医の負担軽減

策というメッセージにはほど遠いものである｡｣

という共通した回答であったことを報告, また

｢今次改定の目玉である 『入院時医学管理加算』

は, 算定要件, 施設基準のハードルが高くなり,

算定可能な病院が限られ, 地域医療体制を維持

するためのものではなかった｣, ｢産科・小児科

を始めとした病院の勤務医対策については, セ

ンター的な機能・役割を担う大きな一部の病院

への手当てであり, 地域における産科・小児科

への救済にはほど遠いものである｣ など否定的

な意見が相次いだことを報告した｡

併せて日本医師会が行った４月診療分に対す

る緊急レセプト調査の概要を報告｡ 厚労省が主

張するように自然増が３～４％あるのであれば,

今回の改定により診療所で前年比＋1.6％～2.6

％, 病院で＋2.4％～3.4％になるはずでであっ

たが, 実際は診療所が－3.04％, 病院で＋1.65

％, 全体で－0.52％であり, 非常に厳しい改定

であったことが明らかになったと報告を締めく

くった｡

清水 紘・京都私立病院協会長は, 近医連ア

ンケートでの ｢療養病棟入院基本料の見直し｣

に関して, 近畿６府県全てで ｢医療区分１につ

いて, 入院医療を必要としない政策的判断のも

と, コストに見合わない点数が設定されている｡

よって行き場のない患者が増えることにより,

あらためて療養病床の役割を見直すべきである｣

という回答であったことを受けて, ｢入院医療

を必要としない｣ と国が示した根拠として,

｢医師の指示の頻度を問うた調査の中の 『医師

の指示の見直しは療養病床ではどの程度か』 と

いうアンケートを, 厚労省は 『医師の直接医療

提供の頻度』 ということに置き換えた｡ すなわ

ち24時間体制で医療を提供しているかというこ

とにすり替えた｡ 療養病床において, 24時間つ

きっきりで医療を提供するということは常識で

は考えられずＩＣＵ以外にない｡ 私立病院協会

会員アンケートでは, ８割が医師または看護師

による直接医療を提供しているということが明

らかで, 入院医療を必要としないという根拠は

全くのデタラメである｣ という見解を示した｡

今回の改定で, 医療区分１のＡＤＬ区分３以

外は全て点数が下げられた｡ それについて中医

協の委員が据え置いたことを評価してほしいと

社会保障審議会介護給付費分科会で発言してい

るが, 一番低いに等しい点数を残して, 評価し

てほしいといわれても無理な話で, この点数で

は医療療養病床の経営は不可能であり, 廃院す

るか老健施設に転換するか診療所になるしか選

択肢がないことを報告するとともに, 厚労省が

意図する転換型老健は, 試算によると20％も収

入がダウンする｡ それだけでなく, 夜間におい

て現在認められている看護師以外の配置が認め

られず, 収入がダウンするうえに, 看護師の基

準まで厳しくなると述べるなど, 療養病床を取

り巻く厳しい状況を報告した｡

また, 障害者施設等入院基本料について, 今

年の10月から脳卒中後遺症の患者, 認知症の患

者が算定対象から除外されることになった｡ 京

都では約40施設が障害者施設等入院基本料を算

定していると見られ, その病床数は約3,000床

にもなるが, 10月以降は対象外となる患者の多

くが入院継続困難となり, 多くの患者が医療難

民, 介護難民になるとの危惧が示された｡

同じく一般病床においても後期高齢者医療制

度の創設に伴い, 脳卒中後遺症の患者, 認知症

の患者に対する90日超の特例が除外され, 診療

報酬が大幅に減額されるため同様のケースが起

こると報告された｡

続いて, 真鍋克次郎・京都私立病院協会副会

長からは, 私立病院協会が行った影響調査の結

果について, 一般病棟, 療養病棟, 精神病棟お

よび外来分の全ての分野において前年比を下回っ

ている現状報告が行われた｡

・地方の医療に対する配慮がない｡ 都市の大病

院しか見ていない｡

・診療報酬を考える場合, ３割負担という高額

診療報酬改定の影響について
－各病院長からの現状報告－
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な自己負担を考えれば, 患者の立場に立って

検討することも必要｡ 例えば, ７対１と13対

１看護では患者の満足度はどうなのか｡ 負担

額に見合った満足は得られているのかなどを

調査する必要がある｡

・今回の改定は, 医師不足対策, 勤務医対策がひ

とつの目玉となっていたが, 実際には全く反映

されていない｡ 施設基準を全て満たしてやっと

プラスになる点数設定がされている｡ クリアで

きている病院は１割にも満たないのではないか｡

今回の改定の理念が全くおかしい｡

・助産師, 看護師不足で７対１看護が出来ていな

いし, お産も出来ていない｡ 外来, 入院とも今

までにないほど患者が大幅に減ってきている｡

・昨年と比べても全くの減収で, やはり入院時

医学管理加算の施設基準をクリアしないと昨

年と同じレベルにならない｡ まじめにやって

もある程度収入が得られるようになる制度が

必要である｡

・稼働率を下げて７対１を維持しているが, 平

均在院日数も非常に短くなり, 質を担保する

のが大変で, 医師も看護師も疲弊している｡

４月以降は何も良いことはない｡

・昨年12月に公立病院改革ガイドラインが出さ

れて, 今年度中に改革プランを提出しなけれ

ばならないことになっている｡ 今回の改定の

状況を見ていると多くの公立病院を潰してし

まおうとする厚労省の意図が見え隠れする｡

公立病院の再編が狙いではないかと感じる｡

・厚労省は10年前から医療費削減のためベッド

を減らして在宅への誘導をしている｡ この基

本的な流れを変えなければならないが, それ

には政権を変えるしかない｡

・精神病院にとっては, 今回の改定がプラスに

なっていることはない｡ 長期入院患者を退院

させれば色々な支援加算等がつくが, 社会の

受入れ態勢が整っていない中でそれを実践す

るにはベッド数を減らすしかない｡ 民間病院

を運営するにはそれなりの収入は必要であっ

て, とてもジレンマを感じる｡

・日本の医療政策を考えるのは医師会である｡

病院団体から中医協の委員を出すと病院の経

営のことを考えてしまうからだ｡ ただ, 現状

の日本医師会ではそれを代弁できていないの

ではないか｡ ぜひ日医改革をやってほしい｡

病院長からの様々な意見を受けて, 安達府医

副会長は, 中医協での議論の経過や詳細を報告

した｡ また, 昨年まではあまり期待できなかっ

た日医の常任理事についても, ｢今年はかなり

期待できると思っていただいたらいい｣ とし,

府医としても社会保障の構築が日医の仕事であ

るという認識は持っているので,｢徹底的にお尻

をひっぱたく覚悟だ｣ と強い意気込みを示した｡

また, 11月１日(土) に, 李 啓充氏 (文筆家)

と田中 滋氏 (慶応大大学院教授) をお招きし

てシルクホールにおいてシンポジウムを開催す

る予定で, 日本の医療の将来について真剣に議

論したいとの考えを述べるとともに, それに先

立ち今年も10月19日(日) に医療推進協議会の

イベントを ｢みやこめっせ｣ において開催する

ことを報告し, ｢府民と個別にお話をする機会

を作りたいと考えている｡ どちらも協力なくし

て成功はない｣ として絶大な支援を依頼した｡

最後に, 久山府医副会長が閉会の挨拶に立ち,

今回の診療報酬改定は現場を知らない厚労省の

役人が糸を引いて, 医療を知らない中医協の公

益委員が中心となって議論をされたのが最大の

問題であったと述べ, ｢そういったことを改善

するには近医連を通じて日医に働きかけるだけ

でなく, 選挙的な活動も必要だ｣ という見解を

示した｡

また, 先日の近医連定時委員総会の特別講演

において, 尾辻元厚生労働大臣から ｢社会保障

費2,200億円削減を停止しなければ日本の医療

は成り立たなくなる｣ との発言があったことを

報告｡ ｢まさにその通りで, 日本の医療を守っ

ていくには医療費の拡大しかない｡ まずは2,200

億円削減の撤廃に向けて我々も努力するので, 今

後, 各病院の先生方にもぜひご協力をお願いしな

ければならない｣ と述べ, 挨拶を締めくくった｡
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第１回肺がん対策委員会が６月11日に開催された｡

本委員会は11名で構成され, 今期委員会は委員長に繁田正子氏, 副委員長に下山恵司氏が選

出された｡ 今期１回目の委員会に際し, 安達府医副会長より ｢肺がん検診の受診率の問題, 胸

部正面間接撮影１枚での読影の状況においても検診の精度管理への努力をお願いしたい｡ また

肺がんのハイリスク患者の減少のためにも禁煙・防煙対策を進めていただきたい｣ とのあいさ

つがあった｡

続いて昨年度の検診の状況について報告が行われ, 京都市では約46,000名, 京都市以外の市

町村では合わせて約54,000名が受診し, 計42件の肺がんが発見されたことなどが報告された｡

また平成20年度事業計画, 平成20年度防煙授業計画書の検討につづき平成20年度肺がん検診予

定・精密検査医療機関, 肺がん検診研修会のテーマなど取り組みの内容について検討した｡

��������
	
��

委�員�会�だ�よ�り�

＜肺がん対策委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

田中 善紹 (中西) ◎繁田 正子 (府医大) 武田 貞夫 (乙訓)
故倉 恵 (宇治久世) ○下山 恵司 (福知山) 佐藤 篤彦 (中西)
船津 武志 (学識経験者) 榎堀 徹 (山科) 谷口 隆司 (伏見)
三尾 直士 (京大) 池崎 稔 (綴喜)

担当副会長 上原 春男 担当理事 藤井 純司・畑 雅之

11号 老人性白内障とその手術

12号 高齢者のドライスキン

13号 腰痛の知識

15号 女性の尿失禁

17号 薬の正しい使い方

18号 がん検診を受けよう

20号 学校と伝染病

23号 骨粗鬆症の知識

24号 知ってほしいタバコの害

25号 ストレスとうつ病

27号 脳卒中の予防とリハビリ

テーション

28号 子どもの発熱

29号 命を救う心肺蘇生法

31号 肝炎ウイルス検診を受け

ましょう！

32号 ＣＯＰＤとは何？

33号 ＳＡＲＳの基礎知識

35号 糖尿病にならないために

36号 子どもをタバコから守ろう

37号 前立腺に関する病気

38号 エイズ患者・ＨＩＶ感染者

今のままでは増え続けます

39号 春の花粉症治療のアドバ

イス

41号 食育－生涯を通して, 健

康で豊かな生活を送るた

めに－

42号 男性の更年期障害

44号 気管支ぜん息

45号 脳卒中にならないために

46号 成人麻疹

47号 一酸化炭素中毒

広報誌 『Be Well』 のバックナンバー紹介

ご好評をいただいております府医発行の府市民向け広報誌 『Be Well』 につきましては現在

47号まで発行しております｡ 下記のバックナンバーにつきましては在庫がございますので必要

な方は府医総務課 (�315－5273) までご連絡ください｡
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と き 平成20年９月28日(日) 午前９時～午後３時30分

ところ 京都府医師会館

午前：応募演題 (ポスター, ビデオ発表を含む)

午後：特別講演 ｢メタボリックシンドロームと脂肪細胞｣

講 師 松澤 佑次 先生 (財団法人住友病院院長・大阪大学名誉教授)

シンポジウム ｢メタボリックシンドロームの予防を目指して｣

～地域医療と産業衛生の立場から～

総 括 者 横出 正之 先生 (京都大学医学部附属病院探索医療センター探索医療臨床部教授)

シンポジスト 船橋 徹 先生 (大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学准教授(病院教授))

多田 紀夫 先生 (東京慈恵会医科大学大学院医学研究科代謝・栄養内科学教授)

福州 修 先生 (京都府医師会理事)

◆口演演題の発表は全てＰＣ (パソコン)によるプレゼンテーションとなります｡
◆演題の応募締め切りを８月１日(金) まで延長しました｡

第第第333444回回回京京京都都都医医医学学学会会会ののの演演演題題題募募募集集集にににつつついいいててて
統統統一一一テテテーーーマママははは ｢｢｢メメメタタタボボボリリリッッックククシシシンンンドドドロロローーームムム｣｣｣

��������	
���������
� ����

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

与える賞です｡

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

るために, 新たに設けた賞です｡

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

に, 新たに設けた賞です｡

� ���	
����

①原 著 論 文 100万円 (１位, ２位, ３位)

②症例報告賞 ③新人賞 合わせて50万円 (10万円×５名)

� ����

京都医学会雑誌に掲載された論文｡

著者は, 共同研究者も含め原則会員とする｡

� ���

京都医学会

� ���

同一会員・グループの連続受賞もありえます｡

京都医学会で未発表の受賞論文については, 要旨の口演発表を依頼します｡
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2012年達成目標の麻しん排除計画のもと, 各医療機関の先生方におかれましては麻しん

対策にご理解, ご協力いただいていることと存じます｡ 麻しん排除計画の大きな柱といた

しまして ①予防接種の充実 (感受性対策) ②発生動向調査の実施 (全数報告) ③麻しん

発生時の迅速な対応がございます｡ 感受性対策としましては, 麻しん風しんワクチンの定

期接種率95％以上が麻しん排除に必要とされております｡

一昨年より開始されました２期のＭＲワクチン接種率は, 平成18年度は初年度でもあり

京都府全体は約70％と全国46位に低迷しておりましたが, 関係各位のご努力, ご協力のも

と昨年度は, 88.8％とほぼ全国平均まで上昇いたしております｡ しかしまだまだ目標の95

％以上に至っておりませんので, 各方面でのますますの啓発, 周知のほどよろしくお願い

申し上げます｡

またご承知のとおり, 今年度４月より５年間, 第３期 (中学１年生相当年齢者) 第４期

(高校３年生相当年齢者) ＭＲワクチン定期接種が開始されております｡

現在の京都市での第３期, 第４期接種率は, 約10％程度と非常に低い状況であります｡

現在, 府, 市ならびに教育委員会, 学校医会等と連携して接種率向上を目指しており, ま

た夏休み等を利用して該当者に接種を受けるよう関係者に強く働きかけておりますので各

医療機関の先生方や学校医の先生方におかれましては, ますますのご理解, ご協力よろし

くお願いいたします｡

以前にもお願いしておりましたが, 京都市内では接種されました学生に対しまして予診

票右隅にございます提出用半券を在学校に提出するようご指示くださいますよう重ねてお

願い申し上げます｡ また予防接種実施医療機関リスト以外の府医会員の先生方につきまし

ては (原則) 事前に府医地域医療課に連絡いただければ, 実施医療機関としての公費扱い

可能ですのでご協力よろしくお願いいたします｡

麻麻麻しししんんん風風風しししんんんワワワクククチチチンンン定定定期期期接接接種種種ののの状状状況況況にににつつついいいててて



2008年(平成20年)７月15日 No.1889 9

麻
し
ん
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
定
期
接
種
の
状
況

平成19年度定期予防接種 (第２期麻しん風しん)実施状況調査 市町村集計表

平成20年３月31日現在

平成19年度分 (平成18年度分)

No. 市町村名 対象者 ＭＲ 単抗原 接種率
(％) 市町村名 対象者 ＭＲ 単抗原 接種率

(％)

1 京都市 11,855 10,018 14 84.6 京都市 12,062 8,018 22 66.7％

2 向日市 565 547 0 96.8 向日市 545 472 2 87.0％

3 長岡京市 753 730 1 97.0 長岡京市 770 689 1 89.6％

4 大山崎町 129 114 0 88.3 大山崎町 135 93 0 68.9％

5 宇治市 1,866 1,745 3 93.6 宇治市 2,666 1,501 2 56.4％

6 城陽市 695 638 1 91.9 城陽市 706 611 0 86.5％

7 久御山町 182 149 0 81.8 久御山町 160 106 0 66.3％

8 八幡市 696 653 1 93.9 八幡市 693 499 1 72.2％

9 京田辺市 647 582 3 90.4 京田辺市 620 414 1 66.9％

10 井手町 64 55 0 85.9 井手町 68 43 0 63.2％

11 宇治田原町 112 102 0 91.0 宇治田原町 98 74 1 76.5％

12 木津川市 781 718 0 91.9 木津川市 647 437 0 67.5％

13 笠置町 12 12 0 100.0 笠置町 11 10 0 90.9％

14 和束町 30 29 0 96.6 和束町 28 20 0 71.4％

15 精華町 480 424 1 88.5 精華町 453 367 1 81.2％

16 南山城村 19 18 0 94.7 南山城村 25 23 0 92.0％

17 亀岡市 921 894 0 97.0 亀岡市 894 784 3 88.0％

18 南丹市 277 265 0 95.6 南丹市 279 201 0 72.0％

19 京丹波町 129 116 0 89.9 京丹波町 130 93 1 72.3％

20 綾部市 327 315 0 96.3 綾部市 355 320 0 90.1％

21 舞鶴市 902 831 1 92.2 舞鶴市 963 703 1 73.1％

22 福知山市 857 762 1 89.0 福知山市 770 601 0 78.1％

23 宮津市 152 142 0 93.4 宮津市 173 139 1 80.9％

24 京丹後市 575 541 1 94.2 京丹後市 642 564 0 87.9％

25 与謝野町 199 195 2 98.9 与謝野町 285 264 1 93.0％

26 伊根町 11 11 0 100.0 伊根町 13 13 0 100.0％

合 計 23,236 20,606 29 88.8 合 計 24,191 17,059 38 70.7％
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昨年５月に名古屋地区で始まったタクシー

全面禁煙化の潮流は, 次々と連鎖反応を引き

起こし, 今年１月からは東京都でも全面禁煙

化が実施され, タクシー全面禁煙化の流れは

もはや押しとどめることのできないものになっ

た｡ ５月末現在, 東日本では禁煙がほぼ実施

されており, 近畿地方でも５月31日に滋賀県,

奈良県が禁煙となり, 全国で半数以上の都府

県が禁煙となった｡ 禁煙化の検討がされてい

ないのは京都, 大阪を含め数えるほどである｡

タクシー車内での喫煙は, タバコの臭いや

残留化学物質が不快感や気分不良, 咽頭痛な

どを引き起こし, さらに喘息や心臓発作を起

こす可能性もある｡ 乗務員の受動喫煙被害は

さらに深刻である｡ 受動喫煙は一瞬でも気管

支喘息発作, 狭心症, 脳卒中などの重大な病

気を惹き起こす恐れがあり, タバコの煙に含

まれる発がん物質には閾値 (許容値) が存在

しない｡ ＷＨＯ (世界保健機構) は受動喫煙

に安全なレベルはないと言明している｡ 特に

タクシーのような狭い閉鎖空間での受動喫煙

の被害はより重大であり, 受動喫煙による乗

務員の健康上の危険が明らかになっている｡

乗務員の受動喫煙は労働災害といえよう｡ ま

た, タバコの煙が運転の安全性に重大な影響

を及ぼすことも確かめられている｡

健康増進法第25条の受動喫煙を防止するた

めに必要な措置を講ずべき施設にはタクシー

も含まれる｡ また, タクシー訴訟判決 (東京

地裁) でも ｢乗客の喫煙による乗務員の健康

への影響は看過しがたく, タクシーの全面禁

煙化が望ましい｣ と指摘されている｡

さらに, 日本も批准しているタバコ規制枠

組み条約 (FCTC) で, 政府は受動喫煙から

人々を保護するため, 公共的な場所における

積極的な取り組みを義務づけられている｡ 昨

年６月にバンコクで開催された第２回締約国

会議 (COP２) では, FCTCの第８条 (受動

喫煙の防止) を実行するためのガイドライン

が日本を含む全会一致で採択された｡ ガイド

ラインには, ｢タクシーを含むすべての公衆

のための交通機関を完全禁煙として｣ 受動喫

煙から保護する義務があることが明記されて

いる｡

タクシーは公共交通機関であり, 特にタバ

コの煙に弱く, 受動喫煙による健康被害をよ

り受けやすい高齢者, 病弱者, 障害者, 妊婦,

子どもなど健康弱者が利用する乗り物である｡

海外では, イギリス, アメリカ, フランス,

カナダ, オーストラリア, イタリア, 中国,

台湾, 韓国, タイなど多くの国がタクシー車

内での喫煙を禁じている｡

乗客の安全・安心を保障しタクシー乗務員

の生命と健康を守るために, 京都でもタクシー

全面禁煙化を早急に実現する必要がある｡ そ

のためにはまず人々の健康を守る立場の医療

従事者が声をあげるべきだ｡ 京都府医師会に

はぜひタクシー業界に全面禁煙化を勧告して

いただきたい｡ 医療機関もタクシーを利用す

る際は禁煙タクシーのみを利用するようにし

たいものである｡

京都でもタクシー
全面禁煙化を！

京都北 栗岡 成人
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ガソリンの高騰でエコカーが売れている

そうである｡ 近い将来は電気自動車が発売

されガソリンの10分の１以下の燃費で走れ

ると言われている｡ しかしよく考えてみる

と, 自動車そのものに使われる鐵鋼やプラ

スチックもまた二酸化炭素を排出しながら

作られるものであり, ハイブリッド車とい

えども１キロ走るのに100グラムの二酸化

炭素を排出することを鑑みると, 近場の移

動は歩行もしくは自転車が優れている｡ し

たがって, 往診や訪問診療は優先順位とし

て 歩行＞自転車＞車 がより環境に配慮し

た使い方といえる｡

診療所内に目を向けると意外とエコな医

療器械はあまりなく, どちらかというとそ

の目的から性能優先になっている｡ しかし

ながらこれだけ技術が進歩したのであるか

ら, 十分環境に配慮した製品が出てきても

おかしくないと思われる｡

自然光の取り入れ, 断熱などに配慮をす

れば電力消費を押さえることが出来る｡ 節

減方法として LEDライトの導入があるが,
まだまだコストが高く, 今しばらく待たざ

るを得ない状況である｡

一方, 電力を作るといった方法の一つと

して太陽光発電が普及しつつある｡ 太陽光

発電はそのシステムが旨くできていて, 余っ

た電気は電力会社が買い取ってくれる｡ し

たがって診療時間外で発電した分を診療時

間での使用に擬似的にシフトできる点で優

れている｡ 初期投資が必要であるが, 使用

電力のかなりの部分を太陽光発電で補える

可能性もあり検討に値するものと思われる｡

医療機関を利用する人にとってもエコで

あるか否かは今後より重要な選択の要素と

なっていくであろう｡ そういった配慮が出

来る医療機関はもっと大切なことをより配

慮していると見なされるからである｡

もちろん適切で的確な診療が大切である

ことは言うまでもないが, それに慢心する

時代でもないのである｡

(情報・企画・広報委員会委員・左京 池田 正隆)

� � � �
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

救急蘇生訓練人形等の貸出について

府医では, 地区医師会・京都市消防局・京都府各消防本部の協力により, 救急蘇生訓練
の啓発を推進しております｡
さて, 下記の救急蘇生訓練人形等について, 医療機関内または地域での救急講習会等で

会員の皆様にご利用いただきたく存じますので, 貸し出しご希望の方は, 事前に府医地域
医療課救急係 (TEL 075－315－5344) までご連絡くださいますようご案内申し上げます｡

・救急蘇生訓練人形 (成人用) [人工呼吸・心マッサージ可] ４体
・救急蘇生訓練人形 (成人用) ＡＣＬＳトレーニングシステム (コンピュータ付)

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体
・救急蘇生訓練人形 (小児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体
・救急蘇生訓練人形 (乳児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体
・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体
・気道管理トレーナー １台
・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体
・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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第39回医師会コンサートが６月15日(日), 昨

年好評だった京都市西文化会館ウエスティで開

催されました｡ 午後１時, 府医理事, 武田隆司

先生の開会挨拶に続き, 司会の鈴鹿隆之先生

(左京) の開会宣言で開幕しました｡

今回の演目は18組で, 出演者総数27名｡ その

うち, 医師は11名でした (10回以上の出演者３

名, ５回以上５名, ２回１名, 初参加２名)｡

医師の種目は声楽, フルート, ピアノ, バイオ

リン, アンサンブルなどで, 指導者に付いて常

はレッスンを受け, 当日に伴奏してもらうパター

ンが多く, ソロや仲間同士の合奏もありました｡

医師の本業は医療で, 練習に制約されながらも,

どなたも真面目な楽しい演奏で, まさに医師会

コンサートの名に相応しいものでした｡

家族の出演者は小学生２名, 高校生２名 (１名

は音楽系の高３生) に音楽を専攻される３名で,

さすがに演奏のジャンルも幅広く, 内容も豊かで

客席に感動を与えました｡ 一般の参加者は９名で,

伴奏者やアンサンブルの一員, 華麗な衣装で二重

唱の相手と, その貢献は大きかった｡

今回もオープニングは昨年に続き小学生の細

田健斗君のピアノ｡ エンディングは例年どおり

鈴鹿先生の器楽演奏で, 午後５時, 盛会裏に終

了しました｡ 鈴鹿先生には32回より長時間に及

ぶ司会と, 会の最後にはピアノ・シンセサイザー・

アコーデオンなどの巧みな演奏でフィナーレを

飾っていただき, 感謝しています｡

このコンサートも来年は40回目を迎えます｡

30周年記念には京都交響楽団の奏者をお招きし,

会が盛り上がりました｡ 40周年にも何か趣向を

凝らし, 記念になる会にしたいと考えています｡

演奏者はもとより観客の皆様からもご協力を期

待しています｡ 何か良きアイデアがありました

らご教示ください｡

京都医家芸術クラブは, 40年前に医師とその

家族で結成されました｡ 当時は音楽や美術工芸

品などを発表する機会も少なく, 海外旅行もま

まならない時代でした｡ クラブが企画する音楽

会, 陶芸・絵画・写真などを展示する医家芸術

展, 歴史的建造物の臨地講演会, 海外旅行, 仏

像彫刻などに多くの会員が興味を持ち喜んで参

加しました｡ しかし最近は時代の変遷や趣味の

多様化, 会員の高齢化などでしょうか, クラブ

への参加意欲が漸減し始めました｡ 最後まで続

けてきた３本柱の一つだった臨地講演会も, 希

望者の減少で一昨年より休会が続き, 音楽会と

医家芸術展だけが会員の熱意で毎年継続してい

ます｡ 41回医家芸術展は７月11日より３日間,

文化芸術会館で開催されました｡ この伝統ある

文化的な行事は今後も続けたいものです｡

最後に当日出演された先生方の氏名と種目を

掲載します｡ (詳細は６月１日発行の京都医報

別刷に掲載)

井本雅美(ピアノ), 上林政司(声楽・バイオリ

ン), 鈴鹿隆之(器楽演奏), 高橋浩昭(独唱),

内藤惠理(ピアノ), 中村泰三(フルート), 平

井 博(独唱), 松下宜雄(フルート), 森下晉伍

(フルート), 山内英子(バイオリン), 吉田菜

穂子(ピアノ) 敬称略

皆様どうもありがとうございました｡ 次回も

よろしくお願いします｡
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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｢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】

｢塩酸イリノテカン｣

｢使用上の注意の改訂指示｣ 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｡

平成20年６月26日(木), ホテルグラン

ヴィア京都 ｢源氏の間｣ にて, 煎茶美風

流四世家元中谷美風氏の講演会が開催さ

れました｡

折しも, サミット外相会合と重なり,

警備強化の影響を心配しておりましたが,

100余名もの皆様が集い滞りなく会が進み

ましたことをご報告いたします｡

その昔, 中国で行われた科挙という試

験に合格したエリート達が, 禅や老荘思

想のもとに楽しんだ趣味の書や墨, 香,

詩, 絵などの格調高い芸術についてのお

話の後, 会場に香を漂わせながら, 一つ

の漢詩からイメージされる景色を簡素な

墨彩でふすまに細い一本の筆のみで表現

していただきました｡

皆様のご参加, ご協力のもと, 辻玲子

会長はじめ新理事で企画いたしました第

１回の行事が無事終了しましたことを厚

く御礼申し上げます｡ 今後も多くの会員

の方が参加し楽しんでいただける企画を

考えていきたいと思います｡

講演会“文人趣味への
誘い”を終えて

西 陣 林 美保
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平成20年６月15日(日) 京都府医師テニス

協会が主管となり, 向島テニスコートにおい

て, 京都府下のテニス愛好者クラブとの交流

テニス大会が盛大に開催された｡

梅雨の中休みとなり, 雲が多少あるが涼し

く, かつ無風の好条件に恵まれた｡ 京都府医

師会からは医師・家族等14名が参加した｡ 他

クラブについては冨井紘久会員所属の洛南ク

ラブから12名, 横山晴一会員所属の桂のバル

ブラッシュテニスクラブから５名, 玉置公一

会員所属の向日市西の丘ローンテニスクラブ

から10名, 平杉嘉昭会員の友人である京都外

大テニス同好会のメンバー６名の総勢47名の

大会となった｡

日頃各会員の先生が練習相手となってもらっ

たり, 試合を楽しんだりと親しくおつきあい

いただいているテニス仲間を募って, 初対面

の他クラブとの親好を深めるとともに, テニ

ス技量の向上や仲間作りのよき機会となるこ

とを願って企画したものである｡ 京都府選手

権や京都市長杯等での優勝経験者あり, また

全国レディース大会出場経験者あり等, まこ

とに技量・マナーを学ぶにはもってこいの楽

しい大会となった｡

各団体を６名１チーム (３ペア) に区分し

て, 団体戦形式で時間の許すかぎり全員が４

～５試合出来るようにと運営された｡ 参加者

には50歳代～60歳代の方も多く, 私達医師テ

ニス会員も, まだまだこの先生涯スポーツと

してテニスを楽しむことが出来るとの自信を

得ることが出来た｡ 初対面のペアと新鮮な気

持ちでテニス試合をすることで自身の技量の

再確認をしたり, また相手の技量を参考にし

たりすることが出来, 大変有意義な一日であっ

た｡ 各試合のスコア経過は紙面の都合上省か

せていただくが, それぞれが十分に力を出し

切っての熱戦, 接戦がくりひろげられた｡ 今

後ともこのような機会を企画して, 医師テニ

スの発展と愛好者の増加につなげていければ

と願っている｡ ご参加いただいた皆様, 大変

ありがとうございました｡

本年度, 次回は８月10日(日) 兵庫県医師

会との対抗戦が神戸総合運動公園テニスコー

トで予定されています｡ 多くの方のご参加を

お待ちいたします｡ なお, 詳細は冨井紘久

(TEL 371－0663) または平杉嘉昭 (TEL 332－

1198) までご連絡ください｡

(平杉嘉昭 記)

他クラブとの交流親睦
テニス大会
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京医選管発第１号

平成20年７月25日

中京東部, 下京東部, 西京

伏見, 乙訓, 京大地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 若泉 悟

府医代議員・予備代議員補欠選挙の実施について (予告)

このほど中京東部, 下京東部, 西京, 伏見, 乙訓, 京大地区におきまして, 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20年８月５日(火)

＜立候補締切＞ 平成20年８月７日(木) 午後４時

＜投 票 日＞ 平成20年８月25日(月) 午後２時～５時

＜定 数＞ 中京東部 代議員２・予備代議員２

下京東部 代議員１・予備代議員１

西 京 代議員３・予備代議員６

伏 見 代議員１・予備代議員１

乙 訓 代議員４・予備代議員２

京 大 代議員１

下記のとおり研修会を開催いたしますので, 万障お繰り合わせのうえ, ご出席いただきます

ようお願いいたします｡

日 時 ７月31日(木) 午後３時～４時30分

場 所 京都府医師会館１階第１会議室 (TEL 075－312－3671)

演 題 ｢発達障害とはどのような状態か｣

講 師 京都桂病院精神科部長 石坂 好樹氏
共 催 京都府医師会・京都市

������������	
���������
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開催・募集案内

日本医師会

日本医師会では, (財)日本産業廃棄物処理振興センターと共催で18年度末より新たに医療関

係機関等の事務職員も廃棄物処理法で規定される資格を取得できる講習会を設けました｡ 受講

の資格は問いません｡ ��� �������

今年度は, 下記のとおり, 各ブロックで計10会場での開催を予定しております｡

受講希望者は, 申込み手順を良くお読みになって, 受付機関から ｢受講の手引き｣ (申込書

類他) を入手の上, お申込みください｡

受講申込は, 会場ごとの受付機関に電話等で問い合わせください｡

日本医師会ホームページに申し込み手順等を掲載しております｡

ＨＰ：http://www.med.or.jp/doctor/haiki/kosyu.html

開催前になりますと定員に達し, 受講ができない場合があります｡

手続きの時間の余裕をみて, お早めにお申込ください｡
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１ 講習内容等 (講習期間 １日：午前９時～午後５時)
感染に関する基礎知識 感染性廃棄物等関係法規
感染性廃棄物等処理計画と管理 修了試験

２ 受 講 料 12,000円 (税込) (テキスト代を含む｡)
３ 修 了 証 講習受講後の修了試験に合格すると日本医師会長・(財)日本産業廃棄物処理振興

センター理事長連名の修了証が授与されます｡
この修了証が, 廃棄物処理法第12の２ 施行規則第８条の17に規定される特別管理
産業廃棄物管理責任者の資格要件となります｡

４ 生涯教育制度参加証の発行
医師の方には, 講習会への１回の出席につき５単位の日本医師会生涯教育制度参加証を発行

しておりますのでお受取ください｡
５ 主 催 (社)日本医師会, (財)日本産業廃棄物処理振興センター

実施協力団体 (社)全国産業廃棄物連合会, 各都道府県にある産業廃棄物協会

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

����� !"#$%&'()*+,-./01 ������2�3���

申し込み手順他, 詳細は, 日本医師会ホームページ：
ＨＰ：http://www.med.or.jp/doctor/haiki/kosyu.html を参照してください｡

平成20年度 医療関係機関等を対象にした
｢特別管理産業廃棄物管理責任者｣ 資格取得講習会 開催予定

開催会場・受付機関一覧表 (ブロック順) (定員 各150名)
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講習会概要
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平成21年にスタートする裁判員制度について, 会員を対象とした制度説明会を京都地方検察

庁の担当官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｡

なお, 会場準備の都合上, ７月31日(木) までに, 医療機関名, 出席人数, 担当者・連絡先

を明記の上, ＦＡＸにて下記担当課までお送りください｡ (様式不問)

また, 制度に関する質問も併せて受け付けています｡

記

１. 日 時 平成20年８月23日(土) 午後２時30分から

２. 場 所 京都府医師会館

３. 内 容 裁判員制度の概要について

※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・送付先：府医総務課

(TEL 075－315－5273・FAX 075－314－5042)

��������	
����

標記災害による被災者救援のための義援金へのご協力につきましては, 多くの会員の先生方

より心のこもったご芳志を賜り, 衷心より厚く御礼申し上げます｡ お預かりいたしました義援

金 (平成20年６月30日締切) につきましては, 下記のとおり日本赤十字社に等分して送金させ

ていただきましたことをご報告させていただきます｡

義援金 300,000円 (150,000円ずつ送金)

��������	
�
���������
�����

ミャンマーサイクロンならびに中国・四川大地震被害に係る
義援金協力についてのご報告とお礼
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日本医師会では, 医療関連税制の重要課題である医療機関の控除対象外消費税に対する税制

改正議論の基礎資料とすることを目的に, ｢消費税の実態調査｣ を実施しております｡

控除対象外消費税の問題については, 平成17年度においても同様の調査が実施されておりま

すが, 医療界あげて要望を継続し, 実現するためには, 最新の状況に基づく根拠資料を提示す

ることが肝要であります｡

すでに調査票等は日医より直接, 調査対象となる会員医療機関 (無作為抽出) に発送されて

おりますが, 会員各位におかれましては, 本調査の趣旨をご理解いただき, ご協力いただきま

すようお願いいたします｡

本調査の集計・分析は, 日本医師会総合政策研究機構 (日医総研) が担当し, 収集されたデー

タは統計的に処理した上で本調査の目的のみに利用し, 医療機関の特定につながる形では公表

しないこととなっております｡

消費税の実態調査

ご 協 力 の お 願 い

京都市が発行しておりました手帳サイズの ｢健康手帳｣ に代わり, 新たにＡ４版の ｢健康づ

くりファイル｣ が作成されました｡ 健診結果などをそのまま挟み込めるファイル形式で, 記録

編と情報編の２部構成になっています｡ 京都市内の各保健所で行う健康診査, 健康相談, 健康

教室等の利用者に６月より交付されています｡

会員各位の医療機関受診の際に持参することも想定されますので, ご承知おきくださいます

ようお願いします｡

京都市健康づくりファイル ～健康手帳が変わりました

105 ㎜

147 ㎜

240 ㎜

314 ㎜
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京都府では, 中小企業(※)のみなさんに, 企業の実情に合った ｢仕事｣ と ｢子育て｣ の両立支

援策を積極的に導入していただくため ｢京都モデル｣ 子育て応援中小企業認証制度を創設しま

した｡

会社のＰＲ, 人材の確保, 従業員のやる気ＵＰ等, 様々なメリットにも繋がります｡

宣言登録用紙に, 会社の両立支援に関する基本的な考え方などをご記入いただきメールまた

はＦＡＸでお送りください｡ 宣言登録用紙のダウンロードもできます｡

宣言していただいた会社の名称や宣言内容等を京都府のホームページで公表します｡

宣言企業の子育て応援の取り組みには, 希望に応じて府からアドバイザー (社会保険労務士)

を派遣します｡ (無料)

詳しくは, http://www.pref.kyoto.jp/rosei-ninsho/ をご覧いただくか, ワーク・ライフ・バラン

ス推進コーナーにお問い合わせください｡

※対象は, 常時雇用労働者300人以下の企業で, 企業には医院・診療所・病院等の医療機関を

含みます｡

お問い合わせ先：京都府ワーク・ライフ・バランス推進コーナー

電 話 (075) 692－3236

ＦＡＸ (075) 692－3452

“もっと増えればいいね 子育てしやすい職場”
｢京の子育て応援宣言企業｣ を募集しています

｢仕事｣ と ｢子育て｣ の両立支援に取り組む企業を京都府も応援します｡

まずは, ｢京の子育て応援宣言｣ をしてください｡

昨年12月に公布された, 最低賃金法の一部を改正する法律が, 本年７月１日より施行されま

す｡

今回の改正では, ①法違反にかかる罰則規定の強化, ②労働能力が低い労働者等に対する,

減額特例措置の適用, ③派遣労働者に対し, 派遣先の事業に適用される最低賃金の適用, ④監

督機関への申告規定の新設が主な内容となっています｡

※詳細は 京都労働局・労働基準部・賃金室 (電話 075－241－3215) までお尋ねください｡

※京都労働局ホームページ (http://www.kyoto-roudou.glb.go.jp/) にも掲載されています｡

改正最低賃金法が施行されます
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訃 報

並河 潔氏／亀岡・４／５月25日ご逝去／92歳
臼井 稠氏／福知山・中部／６月３日ご逝去／71歳
謹んでお悔やみ申し上げます｡

＜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

松井 茂雄 Ｂ 左京 定本 哲郎 Ｂ 伏見 森田 康司 Ｂ 左京

大西 雅之 Ｂ 伏見 吉田 菊子 Ｄ 西陣 畑 精 Ｄ 中東

畑 節子 Ｄ 中東

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

西村 良隆 Ａ→Ｂ
右京→
右京

右京区西院下花田町21
春日診療所

311－3176 内

西尾 元哉 Ａ→Ｂ
中東→
中東

中京区新烏丸通丸太町下ル東椹木町123
西尾医院

222－1024 精・神・心療内

松下 匡孝 Ｂ→Ｂ
伏見→
左京

左京区上高野古川町12
松下医院

791－5552 内・消内

阿部 達生 Ａ→Ｄ
右京→
右京

－ － －

猿橋 敏雄 Ａ→Ｄ
左京→
左京

－ － －

※Ｄ会員は住所・電話番号がご自宅となるため, 掲載しておりません｡

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 第11回会館建設・会費検討特別委員会

の状況

３. 札幌市医師会創基百年記念行事の状況

４. 第２回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

５. 国保合審の状況

６. 基金合審の状況

７. 新規個別指導の状況

８. ５月度労災審査協議会の状況

９. 新規指定前講習会の状況

10. 産業医研修会の状況

11. 京都市・乙訓メディカルコントロール

協議会の状況

12. 第18回京都府救急救命士会総会・研修

会の状況

13. 平成20年度 ｢ＳＫＹふれあいフェスティ

バル企画調整会議｣ の状況

14. ｢第35回くらしと健康展｣ 第１回実行

委員会の状況

15. 平成20年度京都府防災会議および国民

保護協議会の状況

16. 府医学術講演会の状況

17. 第１回学術・生涯教育委員会の状況

18. ５月度協会医賠処理室会提出件数

19. 日医第３回理事会の状況

20. 平成20年度近医連定時委員総会の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会15件を可決

第９回定例理事会 (５.29)
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22. 第３回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

23. 第12回会館建設・会費検討特別委員会

の開催を可決

24. 平成19年度消費税の支払いを可決

25. 新規個別指導の開催を可決

26. 第１回保険医療協議会の開催を可決

27. 京都シティハーフマラソン実行委員会

役員への就任を可決

28. 財団法人京都ＳＫＹセンター理事の推

薦を可決

29. 京都市国民保護協議会委員および幹事

の推薦を可決

30. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

31. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

32. ｢第35回くらしと健康展｣ 第２回実行

委員会の開催を可決

33. 救急委員会委員の追加委嘱を可決

34. 産業医研修会の共催を可決

35. 産業医部会幹事の委嘱と第１回幹事会

の開催を可決

36. 特定健診等委託契約書の締結を可決

37. 特定健診委員会委員の追加委嘱を可決

38. 第50回京都府剣道選手権記念大会への

医師の派遣を可決

39. 第６回全国スポーツ少年団バレーボー

ル交流大会近畿ブロック予選大会におけ

る救急医療体制への協力を可決

40. 日医 ｢最新の医療情報を熟知して, 必

要な時には専門医を紹介できる地域医療,

保健, 福祉を担う総合的な能力を有する

医師｣ (いわゆる総合医・総合診療医

＜仮称＞) を養成するための認定制度に

関するアンケート調査を可決

41. 府医学術講演会の開催を可決

42. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決

43. 看護専門学校臨時教員の採用を可決

44. 看護専門学校火災保険の契約を可決

45. 平成20年度関西医師会連合常任委員会

の出席を可決

【報 告】

１. 平成20年６月１日現在の会員数

５月１日現在 4,230名

６月１日現在 4,222名 (－８名)

２. 会員の逝去

３. 群馬県医師会役員との交流会の状況

４. ６月度総務担当部会の状況

５. 個別指導の状況

６. ５月度基金幹事会の状況

７. ６月度保険医療担当部会の状況

８. 第110回京都市急病診療所定例理事会

の状況

９. 京都府介護保険審査会総会の状況

10. 京都府介護保険審査会の状況

11. 産業医研修会の状況

12. 人づくり21世紀委員会第１回幹事会の

状況

13. 府医学術講演会の状況

14. ６月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

15. 看護専門学校第１回学校運営会議の

状況

16. 第２回都道府県医師会 ｢公益法人制度

改革｣ 担当理事連絡協議会の状況

17. 近畿医師会連合定時委員総会正副議長

会の状況

【議 事】

18. 会員の入会・異動・退会18件を可決

19. 常任委員会の開催を可決

20. 地区医師会との懇談会の開催を可決

第10回定例理事会 (６.５)
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21. 新旧合同選挙管理委員会の開催を可決

22. 地域医療課４階分室の空調設置および

電源増設工事を可決

23. 参与の委嘱替えを可決

24. (社)京都府鍼灸師会顧問の就任を可決

25. (財)京都府暴力追放運動推進センター

評議員の就任を可決

26. 『特定非営利活動法人京都地域連携医

療推進協議会』 の退会を可決

27. 第３回近医連保険担当理事連絡協議会

の出席を可決

28. 労災保険情報センター (ＲＩＣ) 平成

20年度長期運転資金の貸付に係る意見具

申を可決

29. 社会保険研究委員会委員の委嘱と第１

回委員会の開催を可決

30. 京都府高齢者ケア体制整備推進プラン

策定検討委員会委員の推薦を可決

31. 京都市障害程度区分判定等審査会委員

の推薦を可決

32. 京都府発達障害者支援体制整備検討委

員会委員の推薦を可決

33. 平成20年度 ｢愛の血液助け合い運動｣

の後援を可決

34. 肺がん対策委員会委員の追加委嘱を

可決

35. 学校検尿事業委員会の委員委嘱と第１

回委員会の開催を可決

36. 学校医部会幹事会幹事の委嘱と第１回

幹事会の開催を可決

37. 第１回運動器学校検診モデル事業小委

員会の開催を可決

38. 平成20年度市営保育所連絡協議会・研

修会の開催を可決

39. 平成20年度京都府研修講座 ｢養護教諭

新規採用者研修｣ への講師派遣を可決

40. ＩＣＬＳ講習会の共催を可決

41. 消化器がん検診委員会委員の追加委嘱

を可決

42. 京都府リハビリテーション協議会・第

１回 ｢脳卒中の地域連携を考える会｣ の

開催を可決

43. 産業医部会幹事会幹事の変更を可決

44. 派遣社員の採用を可決

45. スポーツ医学委員会委員の委嘱と第１

回委員会の開催を可決

46. 第１回生涯教育検討小委員会の開催を

可決

47. 第１回京都医学会小委員会の開催を

可決

48. 第１回図書室検討小委員会の開催を

可決

49. 府医学術講演会の開催を可決

50. 臨床研修制度検討委員会委員の委嘱お

よび第１回委員会の開催を可決

51. 看護専門学校専任教員の退職を可決

52. 看護専門学校平成21年度学生募集要項

の作成を可決

53. 京都府医療推進協議会第12回代表者会

議の開催を可決

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 ｢京都医報｣係

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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府医では, ｢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｡

ＭＬは府医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, 府医会員同士が情

報・意見交換を行う場を提供します｡ 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｡ 勤務医のＢ会員の先生方にもぜひご参加いただきたく,

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｡

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, 『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』 ならびに 『京都府医師会・

会員メーリングリスト運用ガイドライン』 をお読みいただき, これを遵守いただくようお

願い申し上げます｡

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

������

●｢府医会員ＭＬ登録申請｣ を件名としていただき, 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, ＥメールまたはＦＡＸ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｣ にご登録ください

～ ８月度請求書 (７月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(日) 午後５時まで

△

国保 10日(日) 午後５時まで

△

労災 12日(火) 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｡




