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病草紙
｢病草紙｣ (平安末期－鎌倉初期) に見られる“目の少し見

えぬ男”の白内障絵図｡ 白内障手術は ｢医心方｣ にも記述さ
れ, 平安時代すでに実施されていたと考えられる｡ 患家で手
術器具金鍼を用い, 当時の手術法 (墜下術) を座位で行って
いる｡ 構図にはやつれた患者, 大げさな出血, 大きな鍼, 襖
の間からのぞいている家族の不安げな様子などがリアルに描
かれている｡ 後方の若い男は術者の弟子の宣伝マン｡ 巡回目
医師の巧みな手術を宣伝したと考える｡ この ｢病草紙｣ の詞
書には手術後しばらくは見えていたがやがて見えなくなった
と述べられ, 当時の手術成功例はきわめて低かったと推察
する｡
写真：｢病草紙｣ 京都国立博物館所蔵
参考文献：眼科学体系 ｢眼科の歴史｣ 奥沢康正著

奥沢 康正 (西京)

＜お知らせ＞

・京都市インフルエンザ予防接種
・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
・国際共同治験の推進
・医療安全講演会

＜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

●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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大本一夫東山医師会長の挨拶に続き, 森府

医会長が挨拶に立ち, 特定健診の現状等につ

いて報告した｡

森府医会長は, 今年度から始動した特定健

診に関して, 調査票の記入漏れ等の問い合わ

せが全体の３割程度あることから, 迅速に結

果送付を行うためにも医療機関において調査

票のチェックをしていただくよう協力を求め

た｡ 加えて, ７月22日から被用者保険被扶養

者の特定健診が開始されることを報告した｡

また, ７月15日に開催された日医会長協議

会の状況を報告｡ 微量採血用穿刺器具につい

ては針交換の上で, カバー部分のみを消毒し

て使用している医療機関については, 感染の

可能性が極めて少ないことを前提として公表

されることはやむを得ないとの結論であった

とし, 現在リユースが認められていない真空

採血管のホルダーについては, 消毒すればリ

ユース可能な方向に進んでいることを報告し

た｡ また, 外来管理加算の５分間要件につい

ては, ５分の根拠が不明確であり, 再改定を

要望していく方向で進んでいると説明した｡

最後に社会保障費2200億円の削減に対する

府医の対応について, 日本の社会保障の目指

すべき方向性を明確に示すとともに, ｢社会

保障立国論｣ へ政策転換すべく, 日医へ働き

かけていく意向を示した｡

久山府医副会長は, 後期高齢者医療制度は

元々, 日医が提唱したものであり, 内容を変

えて利用されたものであるが, 医療費の９割

を公費で負担するなど現実的でないものもあ

る｡ 民主党はその運用面の問題から老健法に

戻すよう主張しているが, 財源の議論がない

点が問題であることを指摘した｡

また, 後期高齢者診療料については, ｢主

病は一つ, 主治医は一人｣ という考え方から,

人頭払いやフリーアクセスの制限の一里塚と

なる点を強調し, 慎重な算定を促した｡ 加え

て, ５月に開催された近医連定時委員総会第

一分科会において日医に対し同診療料の撤廃

を求めたことを報告した｡

地区より, ｢民主党は小さな政府を目指し

ており, 社会保障も小さくてもよいという考

えである｣ との意見に対し, 森府医会長は,

民主党は党としての統一見解が不明確である

が, 2006年ごろから ｢医療費の総枠拡大の考

え方｣ が芽生えており, 中福祉・中負担に向

かうことになるのではないかとの見通しを示

東山医師会と府医執行部との懇談会が７月18日(金), 東山医師会事務所で開催され, 東山医

師会から12名, 府医から５名が出席, 岩� 淳東山医師会庶務担当理事司会の下, ｢後期高齢者

医療制度の行方｣ ｢社会保障費2200億円の圧縮を阻止できるか｣ ｢新医師会館の進捗状況｣ 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｡

東東 山山
医師会との懇談会
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東山医師会との懇談会 (７.18 東山医師会事務所)

後期高齢者医療制度の行方について
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した｡ また, 後期高齢者医療制度に対する日

医の考え方は, 75歳以上を手厚くすること,

医療費の９割を公費で負担, 保険料と自己負

担を１割とすることとしているが, 公費９割

でいけば必ずどこかで医療に対するしめつけ

がくるとし, また, 医療と介護が一体の制度

になる可能性があるので, その方向でよいの

かという議論が必要であるとした｡

上原府医副会長は, 平成19年６月に閣議決

定された ｢骨太の方針2007｣ で ｢機械的に５

年間均等に歳出削減を行うことを想定したも

のではない｣ と明記されたが, 予算の段階で

機械的な削減が強いられ2200億円の削減が断

行されてきたと経過を説明｡ 平成20年６月に

閣議決定された ｢骨太の方針2008｣ では厚労

関係議員や超党派議連, 日医からの社会保障

費2200億円の圧縮の撤廃を求める主張が強かっ

たにもかかわらず, 最終的には2200億円の圧

縮が決定されたとし, 今後は平成21年度概算

要求基準, 予算編成に舞台が移るが, 2200億

円の伸びの抑制ができるかが問題であるとの

認識を示した｡ この閣議決定に対し, 日医は

７月15日の朝日新聞と日本経済新聞に意見広

告を掲載, ７月24日には国民医療推進協議会

主催で ｢総決起大会｣ を開催予定である等徹

底抗戦の構えであり, 府医としても京都府医

療推進協議会主催で今年度は10月19日にみや

こめっせにてイベント, 11月１日には決起大

会を開催する予定であることを明らかにした｡

最後に, 医療推進協議会主催イベントへの

参加が少ないことが危機意識の薄さを示して

おり, 日医・府医が強くなるためには会員の

後押しが必要であるためイベント等への参加

を要請した｡

地区から, 開業医と勤務医が意図的に分け

られており, 勤務医の待遇が厳しいとされて

いるが, 開業医のための団体とみられている

日医は, 勤務医対策の足かせになっていると

の意見に対する日医の反論はあるのかとの質

問に対し, 上原府医副会長は, 開業医が楽で

勤務医が大変という見方は, 医師不足・医療

崩壊という言葉が一人歩きし, 現実を見るこ

となく報道されたものであるとし, 医師の団

体として一枚岩になって政府に対応していく

ことが必要だが, 開業医は勤務医経験がある

が, 勤務医は開業医の経験がないため, 勤務

医の理解を得にくい現状を示した｡ 府医にお

いては, 両大学との連携や, ４月からの新執

行部に勤務医の先生方を増員する等, 一歩を

踏み出したところであるとした｡ 加えて, 森

府医会長は, 日医が ｢医師の団結を目指す委

員会｣ を設置したのは危機感の現れであるこ

とは事実であるとしつつも, 参画団体ごとに

思惑が違うため, 基本的には患者・国民のた

めの医療体制を考える事が大切になるとの見

通しを示した｡ また, 勤務医の方に医師会活

動を理解していただいても医師会活動に参加

する時間がないので, 参加しやすいシステム

の構築が必要であるとした｡

また地区から, 厚労省などから社会保障に

関する重要なデータが出ているにもかかわら

ず, なぜ日医から政治家に伝わっていないの

かとの質問に対し, 森府医会長は, 今までは

十分理解されていない部分があったが, 政治

家にも徐々に伝わりだしているとした｡

森府医会長は, ７月19日の会館建設特別委

員会で基本設計を提案し, ８月から実施設計

に入ることを報告した上で, 当初の計画では

今年度に建築に入る予定であったが, 急病診

を府医として行うかどうかの決着がついてい

ないため, 着工が遅れていることを説明した｡

設備としては, 生涯教育としての技術トレー

ニングや在宅医療等の新しい技術を身につけ

るためのシミュレーションラボの設置を考え

ているとし, 研修医等の若い先生方に府医に

新会館の進捗状況について

社会保障費2200億円の圧縮を阻止で
きるか
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来てトレーニングを積んでもらうシステムを

作り, 医師会との接点を持つことで一体感を

もった会務運営をしていきたいとの意向を示

した｡ また, 会議室は資材が値上がりしてい

ること, 代議員会で7700㎡で20億円を上回ら

ないとの決定をいただいていることを考慮し,

現在の120～130％増を確保すること, さらに,

事務局としては心臓検診や特定健診等を分離

して健診センターとして特化した部屋が必要

なため, 現在の３割増を確保する考えである

ことを示した｡ 最後に駐車場に関しては地下

ではなく, １層２階建てもしくは２層３階建

てとする意向であるが, 現段階では決定に至っ

ていないので, 皆さんに諮った上で検討する

とした｡

藤井府医理事は, 現在運営している会員メー

リングリストとは別に, 地域医療連携のため

の活用に特化した ｢連携メーリングリスト｣

を構築する予定であることを報告｡ ７月末に

全病院に入会促進案内を送付予定であり, 順

調に進めば９月下旬には稼動するとした｡

地区から医療特区はどうなっているのかと

の質問があり, 森府医会長は, 神戸では現在

も出てきているが実際はどうなっているのか

は不明であるとし, 京都においては先端医療

を行うための構想は出ていないが, 学研都市

の充実のために今後でてくるかもしれないと

述べた｡

また, ＭＲワクチンや狂犬病のワクチン等

ワクチンの値段が理解しがたい値段になって

いる現状が示されたことに対し, 森府医会長

はワクチンの値段の現状ならびに値段高騰の

原因について調査させるとともに, 厚労省に

問い合わせるとした｡

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, 藤

井府医理事から個別指導における指摘事項等

に関する資料を提供し, 具体的な事例を紹介

した上で, 診療報酬請求上の留意点について

注意を喚起した｡

連携メーリングリストについて

地区からの意見要望
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��������	
�

先般, 第34回主要国首脳 (外務大臣) 会議が京都市内で開催されるにあたり, 京都府警

本部からの要請により, 府医新会館建設予定地を警護警備車両駐車場としての無償貸与に

協力したところ, 同府警本部より感謝状を受領いたしましたのでお知らせいたします｡
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７月24日東京都内にある笹川記念会館国際

ホールにて, 国民医療推進協議会による ｢地

域医療崩壊阻止のための総決起大会｣ が開か

れ全国から1200人の関係者が駆けつけたほか,

35人の国会議員も出席した｡

総決起大会では, 骨太の方針2008で社会保

障費が引き続き削減されることが明記され,

2009年度予算の概算要求基準 (シーリング)

では07, 08年度に続いて自然増の2200億円削

減が提案されていることに反対するため ｢社

会保障費の年2200億円削減撤廃｣ を決議した｡

開会で国民医療推進協議会唐澤会長 (日医会長) は, 長年にわたる政府の医療費抑制策は地

域医療を崩壊させ, 医療の地域格差をもたらしたと述べ, 医療関係者の献身的な努力も限界に

きている, 社会保障費の行き過ぎた削減という誤った政策を阻止し, 国民が安心して暮らせる

社会の実現に向け, 国民とともに医療を守らなければならないと強い意思を表明した｡

続いて, 元厚生労働大臣の尾辻秀久参院議員, 税調会長の津島雄二衆院議員, 社会保障制度

調査会長の鈴木俊一衆院議員をはじめ十数名の自民党議員から国民が安心できる医療制度を提

供するために削減撤廃を強く訴える決意と応援を壇上で約束した｡
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社会保障費の行き過ぎた削減を阻止
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京都府医師会をはじめ医療・介護・福祉に関連する団体や患者団体等31団体で構成される京

都府医療推進協議会 (会長：森 洋一府医会長) では, 国民医療推進協議会 ｢地域医療崩壊阻

止のための総決起大会｣ に先立ち, 協議会の総意として, 下記の決議を採択し, 日医 (国民医

療推進協議会) や国会議員を含む関係各方面に送付した｡

京都府医療推進協議会でも決議を採択

��������	
�	���

� �

��������	
����������������������� !�"

#$%&'()�*+�,-�./.01234�5�6

7�89":�.;<=>?'@ !�ABCDEBFGHI$�� !JK�LM

N.�� !�OPIQR�S"TU'VW2XY�5�6

�Z[\��]^2_`abY�I,-�cd��e��fghN.ijklmL�

�����n�o$�p�qrstu�f93�Nv93�6

���������wx2yz{|�}~����.������!��	����

��/�"x�#�.� !JK�������������u��������� !JK

�����)wx���eI2�~N��$'56

�~N. !JK2����.,-��$+�#�QR���I��2��9&� 

!� ¡�¢����£¤93�I¥Y�6

���.¦§2¨©$ª�«�6

¬

{ !JK�������������f�®¯

{:°!±2²z,³´µ�¶d)

{ !JKn,�·��f¸�¹�u(h

¦º

»¼���½¾���

¿ÀÁ;<ÂÃÄ�!

【京都府医療推進協議会 構成団体】

京都私立病院協会, 京都市老人福祉施設協議会, 京都腎臓病患者協議会, 京都精神病院協会, 京都難病団体連絡

協議会, 京都府医師会, 京都府医師婦人会, 京都府栄養士会, 京都府介護支援専門員会, 京都府看護協会, 京都

府言語聴覚士会, 京都府作業療法士会, 京都府食生活改善推進員連絡協議会, 京都府歯科医師会, 京都府歯科衛

生士会, 京都府鍼灸師会, 京都府鍼灸マッサージ師会, 京都府柔道整復師会, 京都府病院協会, 京都府病院薬剤

師会, 京都府放射線技師会, 京都府訪問看護ステーション協議会, 京都府母子寡婦福祉連合会, 京都府薬剤師会,

京都府理学療法士会, 京都府臨床検査技師会, 京都府臨床工学技士会, 京都府老人クラブ連合会, 京都府老人福

祉施設協議会, 日本医療法人協会京都府支部, 認知症の人と家族の会京都府支部 (五十音順)
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皆様ご存じのように, 人類誰もが免疫を持たない新型インフルエンザが発生した場合を想定

して国をはじめ自治体では新型インフルエンザ専門家会議を開催し, ガイドラインが策定され

ております｡

さる７月23日, 京都府でも新型インフルエンザ対策医療機関等連絡会議が京都府, 京都市,

25医療機関 (表１. 参考・以下協力医療機関とする) を交え開催されました｡

国レベルでの新型インフルエンザ対策の取組も専門家間で現在協議中というまだまだ不十分

な状況下, 京都府から示された対策も実際稼働させるためには解決すべき問題点 (プレパンデ

ミックワクチン接種方法, 治療薬備蓄・配布の方法, 個人防御具備蓄, 医療従事者感染におけ

る補償, 発熱外来等の法的整備, 財政的なバックアップ等) が山積みで, 今後, 実際に有効な

システムの構築が一刻も早く望まれる状況です｡ このような状況下, 京都府が示す新型インフ

ルエンザ対策をフローチャート等を参考に簡単に説明させていただきます｡

図１のように新型インフルエンザ発生時の初期対応では, 早期の封じ込めのため, 疑い患者

は保健所内設置の発熱相談センターに連絡のうえ, 指示された感染症指定医療機関を迅速に受

診し, 外来・入院等で治療が開始されます｡ 感染拡大時には, 感染指定医療機関に加え, 陰圧

病床をもつ病院や指定された25協力医療機関を中心に発熱外来での受診, 入院加療が行われる

ことになっております｡

しかし, さらなる感染拡大の場合は, 上記の医療機関のみならず一般医療機関, 地区医師会

の先生方のご協力が不可欠となってきます｡

地区医師会医療機関等が係わる主な内容は, まず

① 上記の25医療機関に入院している他疾患の患者が新型インフルエンザ患者の治療入院

(およそ2080床) のため, 転院や自宅療養にならざるを得ない場合の入院受け入れや在宅

医療の協力｡

② 多数の新型インフルエンザ疑い患者の対応のため25医療機関近辺に設けられるであろう

発熱外来 (図３参照) への出動｡

①②がスムーズに稼働するためには, 地区内での関係者間の連携が非常に重要かと考えます｡

保健所が地域医療の核となり, 地区内の25協力医療機関, 地区医師会が綿密に連携し, 発生前

より新型インフルエンザ対策に真摯に取り組むことが必要であると考えます｡

まだまだ新型インフルエンザに対する理解・啓発が遅れており, まだ見もしない相手に対し

ての準備は難しい面も多々ありますが, 今から想定できること, 準備すべきこと等を府医内で

も取り組んでいかねばと思っております｡

今後, 各地区医師会から担当理事にご参集いただき, 地区感染症対策担当理事連絡協議会等

などを開催し対策を協議していきたいと思っております｡

会員の先生方におかれましては, 新型インフルエンザへの取組に対しましてご理解, ご協力

をよろしくお願い申し上げます｡ また府医・地区医が取り組むべき有益な方策などございまし

たらご教示くださいますようお願い申し上げます｡ (感染症担当理事 柏井真理子)

新新新型型型イイインンンフフフルルルエエエンンンザザザ対対対策策策ののの現現現状状状にににつつついいいててて
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医 療 の 確 保 状 況

医 療 機 関 市町村・区 備 考

京

都

市

１ 社会保険京都病院 北 区

２ 京都警察病院 北 区

３ 府立医科大学附属病院 上 京 区 ＳＡＲＳ緊急時等入院医療機関

４ 京都第二赤十字病院 上 京 区

５ 京都大学附属病院 左 京 区 結核病床 (陰圧) をもつ医療機関

６ 京都逓信病院 中 京 区

７ 京都市立病院 中 京 区 第二種感染症指定医療機関
結核病床 (陰圧) をもつ医療機関

８ 京都第一赤十字病院 東 山 区

９ 国立病院機構宇多野病院 右 京 区

10 国立病院機構京都医療センター 伏 見 区

京

都

市

以

外

11 済生会京都府病院 長岡京市

12 国立病院機構南京都病院 城 陽 市 結核病床 (陰圧) をもつ医療機関

13 関西医科大学附属男山病院 八 幡 市

14 公立山城病院 木津川市 第二種感染症指定医療機関

15 亀岡市立病院 亀 岡 市

16 公立南丹病院 南 丹 市 第二種感染症指定医療機関
結核病床 (陰圧) をもつ医療機関

17 市立福知山市民病院 福知山市 第二種感染症指定医療機関

18 綾部市立病院 綾 部 市

19 舞鶴赤十字病院 舞 鶴 市

20 舞鶴共済病院 舞 鶴 市

21 市立舞鶴市民病院 舞 鶴 市

22 国立病院機構舞鶴医療センター 舞 鶴 市

23 府立与謝の海病院 与謝野町 第二種感染症指定医療機関

24 京丹後市立弥栄病院 京丹後市

25 京丹後市立久美浜病院 京丹後市

疑い患者発生時：保健所 → ＳＡＲＳ緊急時等入院医療機関・第二種感染症指定医療機関 →
結核病床 (陰圧) をもつ医療機関の順に入院勧告が行われる｡

(Ｈ.20.７.23 新型インフルエンザ対策医療機関連絡会議資料より)

表１
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新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 対 応 フ ロ ー チ ャ ー ト
(入 院 勧 告 中 止 前 )

(図１)
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新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 対 応 フ ロ ー チ ャ ー ト
(入 院 勧 告 中 止 後 )

(図２)
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発 熱 外 来 設 置 に 係 る 考 え 方

フェーズ
ガイドライン
発生段階

発熱相談センター 発熱外来 入院医療機関

・保健所等に設置
・受診医療機関の紹介

・患者の振り分け
・入院治療の必要性判断

４Ａ,
Ｂ－１

第一段階
(京都府内で未発生)

○センター設置

４Ｂ－２

～

６Ｂ－２

第二段階
(京都府内で発生
感染症指定医療機関
等で医療)

○発熱外来設置
感染症指定医療機関

(またはその
付近の公的
スペース)

結核病床をもつ医療機関
(またはその
付近の公的
スペース)

25医療機関 (※)
(またはその
付近の公的
スペース)

感染症指定医療機関

結核病床をもつ医療機関

25医療機関

第三段階
(上記医療機関等が満床
となり全ての協力医療
機関で医療)

一般協力医療機関

第四段階
(全ての協力医療機関
で満床となり医療機
関以外で医療)

○維持の是非を検討 医療機関以外

(公共施設等)

後パンデ
ミック期

第五段階
(終息傾向)

○センター中止 ○発熱外来中止 ○平常の医療提供
体制整備

継

続

拡
大

拡
大

拡
大

拡
大

拡
大

拡
大

継
続

※地域医師会の協力を得て開設

(図１～３：京都府・京都市新型インフルエンザ対策ガイドライン運用編より)

(図３)
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委
員
会
だ
よ
り

今期の第１回学校医部会学校検尿事業委員会が, ７月８日(火) に開催され, 委員長に川勝

秀一氏, 副委員長には木�善郎氏が選出された｡

平成16年度から京都市の委託を受けて実施されている本事業は会員各位のご協力を得て順調

に進められているが, 委員会においては事後追跡すべき事例について詳細な検討を行う等, 精

度管理に力を注いでおり, 今期の委員会では, 要再検・要精検となった児童生徒の次年度の結

果についての追跡方法など, これまでに明らかになった検診における問題点の修正を図りつつ,

さらなる充実・発展をめざしていく｡ また, 本事業を府内全域に拡げるべく積極的なＰＲも行

いたいと考えている｡

����������	
��
���

事業のさらなる充実・発展をめざして

委�員�会�だ�よ�り�

＜学校検尿事業委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

奥原 賢二 (右京) 長村 吉朗 (東山) 石割 康平 (相楽)
◎川勝 秀一 (京都市立) ○木� 善郎 (第一日赤) 小松 博史 (舞鶴医療センター)
深津 敦司 (京大) 依藤 亨 (京大) 西田眞佐志 (府医大)
小坂喜太郎 (府医大)

担当副会長 上原 春男 担当理事 藤田 克寿, 畑 雅之, 柏井 真理子
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委
員
会
だ
よ
り

第１回の学校医部会幹事会が, ７月11日(金) に開催された｡
冒頭, 上原府医副会長が ｢学校医は多くの重要な役割を担っているが, 府医学校医部会でも

心臓検診・学校検尿事業や各種研修会等, 多くの活動を展開しており, いろいろとご協力をお
願いすることも多いがよろしくお願いしたい｡ 特に本年度は近医連学校医研究協議会総会が府
医の当番で, からすま京都ホテルにて11月30日(日) に開催されるので各地区から多くの参加
者を得られるようご協力をいただきたい｡ また, 21年春に初めての一斉更新時期を迎える指定
学校医制度についても幹事の先生のお力添えをいただきたい｣ との挨拶を行った｡
部会長は規約に則り, 府医会長がその任にあたることになっており, 副部会長として京都市

学校医会会長の長村吉朗, 宇治久世の田村晃浩, 与謝の中川嘉洋, 府医理事の藤田克寿の４氏
が選出された｡
20年度の事業計画については, 前年度同様, 心臓検診・学校検尿事業をはじめとする各種事

業の充実を図ることを確認, 本年度の学校医研修会の主務地である, 宇治久世・与謝両地区の
幹事に協力を要請した｡
今年４月, 部会内に設置された園医協議会については今後, 府医乳幼児保健委員会でも園医

の役割について検討していくことになるが, 府内全域での有意義な協議会として幼稚園と小学
校の連携にも取り組むこととした｡
また, 今回は特に, 麻しん対策の状況について担当理事より説明を行い, 各地区からも現状

の報告がなされた｡ さらに, この３月に日本学校保健会から発行された ｢アレルギー疾患に対
する取り組みガイドライン｣ の取り扱いについては, 特に教職員によるエピペン注射について,
法律的には今もグレーゾーンであり, ｢必ず罰せられない｣ とは言えず, 今後, 日医から法律
に基づく公式な見解を働きかけることになる見込みであること, 文科省からは今後, ｢Ｑ＆Ａ｣
的なものを作成して配布されることになる予定であることが説明された｡
なお, 18年４月に発足した ｢府医指定学校医制度｣ については21年４月に制度発足後はじめ

て一斉更新時期を迎えることになるので, 学校医各位におかれては必要単位 (３年間で３単位)
の取得をよろしくお願いしたい｡

��������
�	�


学校医の資質向上・事業の充実をめざして
＜学校医部会幹事＞ (○＝副部会長)

富岡 曄 (京都北) 豊田 武夫 (上東) 林 鐘声 (西陣)
俵 良裕 (中東) 坂中 俊男 (中西) 朴 錫勇 (下東)
清水 忠雄 (下西) 東道伸二郎 (左京) 井本 雅美 (右京)
青木修一郎 (西京) 橋平 誠 (東山) 蘆原 亨 (山科)
西村 康孝 (伏見) 窪田 小弓 (乙訓) ○田村 晃浩 (宇治久世)
三村 良明 (綴喜) 山下 隆司 (相楽) 藤原 史博 (亀岡)
高屋 和志 (船井) 野間 俊二 (綾部) 前田 憲男 (福知山)
西村 修一 (舞鶴) ○中川 嘉洋 (与謝) 上田 誠 (北丹)
原山 憲治 (眼科) 鈴木 由一 (耳鼻科)

(部会長推薦) 福田 濶 上田 忠 ○長村 吉朗 竹内 宏一
川勝 秀一 上原 春男 久山 元 ○藤田 克寿
畑 雅之 柏井真理子
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委
員
会
だ
よ
り

今期の第１回学校保健委員会が, ７月16日(水) に開催され, 委員長には福田 濶氏(左京),

副委員長には長村吉朗氏 (東山) が選出された｡

冒頭, 森府医会長より ｢今期は, 学校で大きな問題となっている 『喫煙・飲酒と薬物乱用に

ついて』 を諮問事項としたい｡ 京都市では禁煙の取り組みが進んでいるが, 内容を薬物にまで

拡げ, 府内全域での取り組みとしての方向性を出してほしい｡ この２年間は, 府学校保健会も

府医の担当となっており, 学校における子ども達の生活の改善に関してもいろいろとご意見を

いただく等, ご協力をお願いしたい｣ との挨拶があった｡

引き続き, 今後の取り組みについての協議を行ったが, たばこ依存症の人の９割以上が19歳

時に喫煙している事実から, 学校で食い止めることの重要性が強調された｡ また, 学校現場で

の４回の指導・アンケート実施で喫煙者が10％から２％に減少したとの過去の指導例も紹介さ

れた｡ 机上の授業ではなく, 味を確かめたり一酸化炭素濃度を測ったりといった体験授業等,

学校医による取り組みは教師による生徒指導よりも印象深いようであり, 今回の諮問事項もま

ずはたばこから切り込んで, その後, 飲酒・薬物乱用にまで話題を拡げ, 答申にまとめる予定

である｡

その他, 学校医の資質向上をめざす各種研修会・講習会の企画, 運営および近医連や全国学

校保健学校医研究会での研究発表についても鋭意取り組んでいきたいと考えている｡

�������
�	
�

会長諮問事項 ｢喫煙・飲酒と薬物乱用｣ について検討

＜学校保健委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎福田 濶 (左京) ○長村 吉朗 (東山) 天満 真二 (西京)

三村 良明 (綴喜) 上原 久和 (亀岡) 鈴木 由一 (耳鼻科)

奥沢 淳治 (眼科) 井田 憲司 (産婦人科) 井土 昇 (整形外科)

船曳 康子 (精神科) 繁田 正子 (京都禁煙推進研究会)

土井たかし (京都禁煙推進研究会) 川勝 秀一 (京都市立病院)

上田 忠 (伏見) 堀井登志美 (府教委) 服部 眞弓 (市教委)

担当副会長 上原 春男 担当理事 藤田 克寿・畑 雅之・柏井 真理子
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委
員
会
だ
よ
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７月19日(土) に府医会館において, 勤務医部会の第１回幹事会が開催された｡

森府医会長代理として久山府医副会長から, 今期設置される日医の ｢医師の団結を目指す委

員会｣ に森府医会長が委員として参画されることもあり, 今以上に組織強化を図るために, 勤

務医部会のお力を借りたい旨の挨拶があった｡

幹事・理事の自己紹介ののち, 正副幹事長の選出が行われ, 幹事長に内藤和世氏, 副幹事長

に日下部虎夫氏, 薄井裕治氏, 山田典子氏, 河野義雄氏の４氏が選出された｡

この後, 内藤新幹事長より, 勤務医部会は組織そのものが大きな意味があり, 近年噴出の勤

務医の問題は, これまで潜在していたものが今ここで顕在化してきたものであり, 今期勤務医

部会としては, 府医や全国に向けて何らかのメッセージを発信することで, 本部会の役割を果

たしていきたいとの力強い挨拶があった｡

協議では, まず府医大の中嶋幹事より乳がん検診事業について, 検診者数の大幅増により視・

触診医が不足しており, ぜひ勤務医部会として協力していただきたいという依頼があった｡

また, 府医委員会へ幹事会推薦の委員や勤務医通信の執筆順を決定した後, 藤井府医理事よ

り, 勤務医, 特に府医非会員にも参加を広げる連携ＭＬについて説明があった｡

最後に, 出席幹事全員によるフリーディスカッションが行われ, 各病院での勤務環境の問題

や待遇, 日医や府医への疑問, 勤務医部会の方向性などについてこもごも意見が出た｡ 内藤幹

事長は, 今後このご意見を分類し議論を絞った上で, この場限りのものにならないよう幹事会

を運営していきたいとし, また上田府医理事からは ｢協議を重ね問題点を共有し解決に向けて

の方策を提言するまで頑張りたい｣ という決意が示され, 暑いさなかの第１回幹事会を終了

した｡

��������
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全国に向けてメッセージの発信や提言を行う勤務医部会へ

＜勤務医部会幹事会幹事＞ (◎＝幹事長, ○＝副幹事長)

○日下部虎夫 (第二日赤) 安田健治朗 (第二日赤) 新谷 弘幸 (京都市立)
森 一樹 (京都市立) 吉岡 秀幸 (京都逓信) 二宮 清 (丸太町)
宮� 忠芳 (工場保健会) 清水 聡 (京都南) ○薄井 裕治 (武田)
齋藤 信雄 (ＮＴＴ西日本) ○山田 典子 (南保健所) 北 堅吉 (バプテスト)
森村 達夫 (宇多野) 若園 吉裕 (京都桂) 水野 雅博 (三菱京都)
湯山 令輔 (洛西ＮＴ) ○河野 義雄 (第一日赤) 山添 勝一 (第一日赤)
閑 啓太郎 (愛生会) 関本 達夫 (音羽) 近藤 摂子 (音羽)
橋本 哲男 (医仁会) 秋山 祐一 (京都医療) 北村 浩二 (済生会)
門田 一宣 (宇治武田) 蔭山 典男 (宇治) 紀田 康雄 (第二岡本)
新井 正弘 (公立山城) 塚本 賢治 (公立南丹) 白方 秀二 (綾部市立)
太田 努 (福知山市民) 布施 春樹 (舞鶴共済) 西田 和夫 (舞鶴赤十字)
◎内藤 和世 (与謝の海) 福田 和彦 (京大) 小川 修 (京大)
中嶋 啓雄 (府医大)

担当副会長 久山 元 担当理事 上田 朋宏・東 義人・中野 昌彦・小野 晋司
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特定健診結果通知に遅れ

送付書類の点検などご協力を
府医特定健診担当理事 福州 修

本年４月から開始されました特定健診にかかる京都での状況は, ５月からの京都市国保

を皮切りに現在15の市町村国保で実施されているのに加え, ７月22日からは被用者保険被

扶養者と国保組合も始まりました｡ 受診者数の累計は50,000名に近づいておりますが, そ

の中で健診結果通知に遅れが生じており, 当初の見込みでは受診票等の本会受領日から約

１ヶ月での結果通知であったのが, 現在, 40日前後を要するに至っております｡

これは, 各市町村国保ごとに健診の内容や流れが異なること, また被用者保険被扶養者

では, さらに保険者ごとの自己負担金の額や算出方法がばらばらであることもあり, 実施

医療機関からお送りいただいた受診票等に記載不備や書類不足が多く, 返戻せざるをえな

いものが３割に上り, 全体の処理を遅らせていることが大きな理由となっています｡ 本会

としては事務要員の増員により対応しておりますが, 受診者数の増加もあって, 思うにま

かせないのが現状です｡

そのため, 健診実施費用の支払いにも影響が生じ, 処理が完結した分しか支払いできな

いため, 次回まわしにせざるをえない分も出てこようかと存じます｡

受診者からの問い合わせなど, 会員各位に多大のご迷惑をおかけしているうえにお支払

いにまで遅延が生じ, 心苦しい限りですが, ご賢察方よろしくお願い申し上げます｡ あわ

せて受診票等を送付時に点検いただくなど, 健診の円滑な運営にご協力いただきますよう

あらためてお願い申し上げる次第です｡

今年３月末日をもって廃止となりました ｢京都府医師会共済部｣ につきましては, 現在,

返還作業を順次進めております｡

返還にあたりましては, 2008年６月10日付で共済部会員の先生方にお送りしました文書

｢京都府医師会共済部掛金の返還について｣ にて, 返還額をお知らせするとともに, 同封

の口座振込依頼書に必要事項を記入のうえ, ご返送いただくこととなっております｡

｢口座振込依頼書｣ を未提出の先生は早急にご提出いただきますようお願いいたします｡

なお, 未提出の先生方には, 改めまして本会よりご案内の文書を出させていただきます

ので, ご確認ください｡

京都府医師会共済部 掛金の返還について

｢口座振込依頼書｣ ご提出いただきましたか？
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唐澤日医会長の挨拶の後, 同氏による委員長・副委員長指名があり, 委員長は愛媛県医師会の佐
伯光義先生,副委員長は私が拝命した｡ 今期委員会の会長諮問事項は｢医療のＩＴ化の光と影｣である｡
続いて会長諮問の検討の議事に入り, 各委員よりＩＴ化の光と影に関して様々な意見が寄せられ

た｡ 今回, 各ブロック代表の15名中の６名が新規委員であったが, これら委員からも特にＩＴ化の
影の部分として, 本年４月から段階的に開始され, 診療所にとってはここ１～２年に迫りつつある
レセプトオンライン化への診療所の対応問題を最重要項目として本委員会でとりあげるべきとの声
が多数挙がった｡ 特にその焦点となったのは, ①もともと必要がなくレセコンを設置せずに手書き
レセプトで提出している医療機関の救済策, ②なぜ電算処理化したレセデータをオンラインでしか
提出できないのか, の２点であった｡ そのため各都道府県の会員からの強い要望でもある本件を第
一義的に取り扱うという本委員会の当面のスタンスが了承された｡ また本件に関しては中川日医担
当常任理事からもこの委員会でぜひ, 委員会見解を明らかにしてほしい旨の強い要望も示された｡
議論の中で代行請求も話題に挙がった｡ 現在の省令ではレセプトの電子化の代行業務を行う ｢事務
代行者｣ として医師会しか認めていない｡ 日医は現在この代行業務を審査支払機関にも認めるよう
に厚労省と交渉中であり, また医療機関側のこれに係わる支出はないとの前提で話を進めている｡
その他,これに関連して委員から,代行して入力する際にレセプトが入力側で間違って行われ, これ
が審査される可能性の問題点の指摘もあった｡
今後は本件に関し, 第２回委員会までに本委員会メーリングリストにおいて討議を進めることと

なった｡ またこれは喫緊の課題であり, 今後, 第２回の委員会は予定を早めて開催されることにな
り, その際には中川日医常任理事より, これまでの厚労省と日医の交渉経過を整理して明らかにす
ることが示された｡
オンライン請求の回線はこれまでＩＳＤＮと閉鎖ＩＰ網であるＮＴＴのフレッツのみが許可され

ていたが, 最近は on demand VPN 方式が４社ほどから市場にでており, これもオンライン請求回
線として認められている｡ この件に関し, 私の方から, このような医療機関にとってレセプトを送
るという重要な回線を各会員が市場の企業と各自で交渉するのは問題があり, 日医で用意すべきと
の提案をおこなった｡ これに答え, 日医総研からは, 実はすでにこれらの会社と交渉中であること
が明らかにされた｡ 今後, ＯＲＣＡプロジェクトの一環として, ＯＲＣＡ日レセユーザー以外の会
員にも利用できるよう交渉と計画を進めているとのことであった｡
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平成20年７月31日(木) 15時 日本医師会

委員名簿 (敬称略)
北 海 道・藤原 秀俊 (新) 宮 城 県・登米 祐也 (新) 山 形 県・三原 一朗
千 葉 県・石川 広己 (新) 埼 玉 県・河本 英敏 (新) 東 京 都・大橋 克洋
神奈川県・石井 出 岐 阜 県・川出 靖彦 福 井 県・末松 哲男 (新)
京 都 府・藤井 純司 兵 庫 県・小沢 孝義 (新) 岡 山 県・笠井 英夫
愛 媛 県・佐伯 光義 大 分 県・内田 一朗 宮 崎 県・富田 雄二

日医 担当常任理事 (敬称略)
中川 俊男
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京都第二赤十字病院に赴任して20年余りが

経過した｡ 着任当時の病院はのんびりと穏や

か, 職員もみんな明るく活気に満ちていた｡

しかしその後, 病院の医療環境は急速に変化

し, 経営状況を含めて職員の労働環境は悪化

することになります｡

当院のひとつの顔である救命救急センター

も大きく変貌しました｡ 御池の救急分院時代

から救急専従医を有する独立型救命センター

として, 古くから市民の救急医療を担ってき

ました｡ 時代とともに専従医師の減少に加え,

建物・設備の老朽化は激しく救命センター刷

新の必要性が高まります｡ 平成16年に新救命

救急センターが開設されました｡ しかし当初,

センターの診療体制の構築には苦労しました｡

建物, 設備は立派になりましたが, 救急の核

である救急専門医不在でのスタートでした｡

臓器別の専門性を重視する傾向が強くなった

時期で, 各診療科が挙って専門性の高い医療

をめざします｡ 救急に関連する診療科と専門

的治療で多忙な診療科の間には大きな溝が出

来てしまいました｡

新救命センターは開設当初から予想通り,

患者数が激増しました｡ 特に内科系患者の診

療体制が大変で, 救命センター出向内科医師

として専門診療科に協力いただき急場をしの

ぎました｡ また, 以前からの当直体制の不満

が一気に爆発することになります｡ 結果, 全

診療科が協力する救命センターの診療・当直

体制を提案し, 従来の救命センターには無縁

であった診療科の医師にもセンター当直に参

加していただくことにしました｡ 内科・外科

外来当直に加え, 初療室の診療をコントロー

ルする役割の外来管理当直と入院患者を管理

するＩＣＵ入院当直を増設し, 外来と入院管

理業務を分離しました｡ 各科にはオンコール

体制をお願いし, 各当直者が協力し安心でき

る専門的な深い当直体制としました｡ しかし,

マンパワー不足で当直回数が多く大変ご苦労

をおかけしました｡

全国の救命救急センターが救急専門医の高

齢化, 救急専従医師不足などの問題が明らか

になっている現在, 当院の全診療科のサポー

ト体制は救命センターの良質な救急医療には

不可欠と考えています｡

平成16年から始まった研修医制度は多くの

問題を含んでいますが, 当院にとってこの研

修医制度は非常にありがたいものでした｡ 副

直として初療の現場に入った研修医たちは,

生き生きと意欲的に頑張ります｡ 彼らの意欲

と熱意に応じるように, 救急医療に無関心で

あった各科の専門医たちもその指導に情熱を

注いでくれるようになりました｡ このような

救急現場の活性化とともに, 救急医療を志望

する後期研修医も増加し, 救急部のスタッフ

も充実しつつあります｡ また, 研修医時代に

救急医療のノウハウを学んだ一般診療科の後

期研修医のお陰で当直回数の負担もやや軽減

しています｡ しかし, まだまだマンパワー不

足でほとんど寝られないことも多い当直です｡

当直翌日にも外来や手術をこなしている医師

も少なくありません｡

現在, 社会的な問題になっている救急医療

の崩壊は当院においても例外ではありません｡

本来, 救命センターの使命は三次救急にあり

ます｡ 医師不足の影響からか二次救急告示病

院の機能が低下しており, 比較的軽症の一次・

二次救急患者のセンター受診が増加していま

す｡ 救急車をタクシー代わりに利用する患者

や救急に行けば早く診療が受けられると考え

救命・救急センターの変革
京都第二赤十字病院 日下部 虎夫
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る患者, 有精神病救急患者や老健施設からの

高齢者の救急患者, モンスターペイシェント,

未払い患者などの増加など, 救命・救急セン

ターは多くの問題を抱えています｡ そこに働

く医師はますます過剰な労働を強いられるこ

とになります｡ 早急の改善策が必要と考えて

います｡

本年度から京都府医師会の勤務医部会副幹

事長を務めさせていただくことになりました｡

勤務医には医師不足や地域また科別偏在, 過

重労働, 賃金格差, 女性医師の適正な職場な

ど多くの問題を抱えています｡ これらの諸問

題の解決に向けて少しでもお役に立てればと

考えています｡

｢すこやかフェア｣ が今年も９月６日(土)・

７日(日) の両日, 京都市勧業館 (みやこめっ

せ) で開催されます｡

昨年に引き続き今回も ｢健康相談コーナー｣

に加え, ｢補聴器相談コーナー｣ を設置して,

参加者の相談に対応します｡

この催しは実行委員長を森府医会長が務め

ております｡ 多くの方のご来場をお待ちして

おります｡
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毎年多くの一般府市民の方々が参加されて,

好評を博しております恒例の ｢くらしと健康

展｣ を今年も９月13日(土) 14日(日) の両日,

京都府総合見本市会館 (パルスプラザ) で開

催します｡

今年で35回目を迎える本展は専門医による

健康相談コーナーをはじめ, イベントコーナー,

検査コーナー, 禁煙支援コーナー, 看護コー

ナー, 糖尿病コーナー, 食生活コーナー, 放

射線コーナーを設置し, 各ブースにおいて多

彩な催しが行われます｡

待合室にポスター展示でＰＲを
府医から本展のポスターを送付しますので

待合室などにご掲示いただき, 患者さんや従

業員の方々にご来場いただけますようご協力

をお願いいたします｡

と き ９月６日(土)・７日(日)
ところ 京都市勧業館(みやこめっせ)
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と き ９月13日(土)・14日(日)
ところ 京都府総合見本市会館

(パルスプラザ)
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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 (中京区御前通松原下ル)

午 前 中

口演演題, ビデオ発表, ポスターサロン

12：00～12：30

学術賞・学術研鑽賞表彰

12：30～13：30

特別講演
��������	
��������

財団法人住友病院院長 大阪大学名誉教授 松澤 佑次先生

13：30～15：30

シンポジウム
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総括者／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 横出 正之先生
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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) 船橋 徹先生

�./012./30�4�56�7�������	
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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 多田 紀夫先生

�/;<�./01=>?@AB�

京都府医師会理事 福州 修先生

ディスカッション

主 催 京都府医師会

第34回 京都医学会
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①｢国際頭痛分類 第２版 新訂増補日本語版｣
日本頭痛学会・国際頭痛分類普及委員会訳, 医学書院, 2007.４, 5,250円

②｢慢性頭痛の診療ガイドライン｣
日本頭痛学会編, 医学書院, 2006.２, 4,200円

頭痛は日常, 最も多く遭遇する症状の一つである｡ まずは器質的病変を除外することが重要

であるが, 異常が認められなかった後の対応がおろそかになりがちである｡

①は国際頭痛分類委員会が1988年に発行した初版が2003年に15年ぶりに改訂されたのを機に,

日本頭痛学会が翻訳出版したものであり, 頭痛の分類と診断基準を系統的に理解する上で重要

な書である｡

②は国内外の科学的根拠に基づき作成された診療ガイドラインであり, 慢性頭痛を治療する

医師にとって必須の書である｡

(京都脳神経外科医会 上田 聖)

マッシー池田の神経内科快刀乱麻！ (下巻)
講師：池田 正行氏 5,250円

上巻に引き続き, 講義形式で, しびれ, 神経変性疾患, 意識障

害について神経学的診察 (検査) に入る前にいかに問診が大事か

について解説されています｡ 頻度・確率からプライマリーケアに

おける神経疾患の診方, 問診の重要な位置 (感度や特異性) が示

されていると思います｡ ＣＴを含めての現場での検査の優先順位

は治療可能な疾患のためにあることが説かれています｡ ぜひご参

考にされてはいかがでしょうか？

(京都学際病院内科 村上貞次先生よりご推薦いただきました)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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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｡ 申込締切は８月29日(金) とさせていただきます｡

譲渡希望に○をお付けください

整理番号 演 題 講 師 撮影年月

653 胃Ｘ線撮影法の基本：スクリーニング
ならびに精密検査において

社会保険京都病院消化器科部長
粉川 隆文氏 Ｈ14・１

654
CPC
低酸素血症精査中に咽頭痛を来した26
歳女性の一例

京都府立医科大学第３内科学教室
京都府立医科大学第２病理学教室 Ｈ14・１

655
在宅ケアと病診連携・チーム医療
老年医学的総合機能評価を用いた地域
介入研究の取り組み

京都大学東南アジア研究センター教授
松林 公蔵氏 Ｈ14・１

656

エビデンスにみる高齢者の呼吸器感染
症－肺炎・結核の最新診療－
エビデンスにみる高齢者の循環器疾患
－高血圧の最新診療－

長崎大学熱帯医学研究所感染症予防治
療分野教授

永武 毅氏
東京都老人医療センター循環器科部長

桑島 巌氏

Ｈ14・１

657 骨粗鬆症の病態と診断基準
骨粗鬆症の早期リスクと対策

川崎医科大学放射線医学教授
福永 仁夫氏

東京女子医科大学産婦人科教授
太田 博明氏

Ｈ13・10

658 骨粗鬆症の治療 (薬物療法) の最前線 東京都多摩老人医療センター院長
林 泰史氏 Ｈ13・10

659 炎症性腸疾患診療の現況と将来 京都大学医学部消化器内科助手
河南 智晴氏 Ｈ14・２

660
新世紀の内科医学の展望
－生活習慣病：予防医学から戦略医療
まで－

九州大学大学院医学研究院病態制御内
科学教授 (次期内科学会会頭)

名和田 新氏
Ｈ14・２

661

－腎臓と生活習慣病フォーラム2002－
腎と薬物動態
非糖尿病性腎症・糖尿病性腎症による
腎不全の治療戦略

京都大学薬剤部教授
乾 賢一氏

助手協同病院院長
椎貝 達夫氏

Ｈ14・２

662 主要臓器障害と降圧薬治療
－特に腎障害を伴う場合－

横浜船員保険病院院長
石井 當男氏 Ｈ14・２

663 消化器疾患：21世紀での診療・研究 順天堂大学医学部消化器内科教授
佐藤 信紘氏 Ｈ14・３

664 －日常診療における脳梗塞と不整脈－
脳梗塞・最近の話題

東京都済生会中央病院神経内科医長
高木 誠氏 Ｈ14・３

665 －日常診療における脳梗塞と不整脈－
心房細動の薬物治療

日本医科大学附属多摩永山病院内科学
第一助教授

新 博次氏
Ｈ14・３
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整理番号 演 題 講 師 撮影年月

666

実地医家のための高血圧治療ガイドラ
インの概要
レニン・アンジオテンシン系抑制薬の
臓器保護

京都府立医科大学第二内科助教授
武田 和夫氏

獨協医科大学循環器内科学教授
松岡 博昭氏

Ｈ14・３

667 胆・膵疾患の内視鏡治療
－近年の目覚ましい進歩－

京都第二赤十字病院副院長(消化器科)
中島 正継氏 Ｈ14・４

668 21世紀の循環器治療
－薬物療法から遺伝子治療まで－

大阪大学大学院遺伝子治療学・加齢医
学助教授

森下 竜一氏
Ｈ14・４

669
遺伝性腫瘍および大腸癌の自然史
－世界初の画像データーベースの公開
を含む－

国立病院九州がんセンター副院長
牛尾 恭輔氏 Ｈ14・５

670 －第一回肝炎の診断と管理・治療－
肝炎の診断と治療

京都府立医科大学第三内科助教授
岡上 武氏 Ｈ14・５

671 かゆみのある皮膚疾患 京都大学大学院医学研究科皮膚病態学教授
宮地 良樹氏 Ｈ14・５

672 アトピー性皮膚炎の成因について 京都府立医科大学皮膚科講師
加藤 則人氏 Ｈ14・５

673 肝発癌進展機序とその予防・診断 京都大学医療技術短期大学部教授
福田 善弘氏 Ｈ14・６

674
プライマリでみるうつ・不安
臨床最前線でのうつ・不安の実際
－疫学と診断を中心に－

東邦大学医学部心療内科教授
坪井 康次氏 Ｈ14・６

675
プライマリでみるうつ・不安
実地診療でのうつ・不安の診断と治療
－症例提示と薬物療法について－

医療法人明和会札幌明和病院院長
奥瀬 哲氏 Ｈ14・６

676 逆流性食道炎の診断と治療
～Ｈ２ブロッカーとＰＰＩの選択～

京都第一赤十字病院消化器科部長
藤本荘太郎氏 Ｈ14・７

677
アレルギー治療の最前線
アトピー性皮膚炎医療の混乱と標準治
療の確立

金沢大学医学部附属病院皮膚科学教授
竹原 和彦氏 Ｈ14・７

678 アレルギー治療の最前線
喘息の最新診療の実際

京都大学呼吸器内科教授
三嶋 理晃氏 Ｈ14・７

679
今次診療報酬改定に対する府医の基本
的スタンス
生活習慣病指導管理科－運用のポイント

京都府医師会保険担当理事
安達 秀樹氏 Ｈ14・８

680 不整脈治療の病診連携 京都市立病院副院長
古川 啓三氏 Ｈ14・８

681 上部消化管出血の診断と治療方針 康生会武田病院消化器センター長
竹村 俊樹氏 Ｈ14・８

682 ウイルス性肝炎の診断と治療の問題点 京都府立医科大学第三内科助教授
岡上 武氏 Ｈ14・８

683 消化器癌の診断と治療における日米欧
の差異

福ビルクリニック院長
ロナルド シュンベル氏 Ｈ14・９

684 COPD治療の考え方 久留米大学第一内科教授
相澤 久道氏 Ｈ14・９

685
第28回京都医学会 ＜特別講演＞
生活習慣病は一つの病気？
－糖尿病の立場から－

順天堂大学医学部内科学教授
カナダ・トロント大学医学部教授

河盛 隆造氏
Ｈ14・９
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整理番号 演 題 講 師 撮影年月

686
第28回京都医学会
＜ランチョンシンポジウム＞
骨粗鬆症, 新しい治療戦略

シンポジスト
京都大学医療技術短期大学部教授

坪山 直生氏
京都府立医科大学産婦人科学内講師

大久保智治氏

Ｈ14・９

687 肝細胞癌治療の最近
京都大学大学院医学研究科消化器外科
教授

山岡 義生氏
Ｈ14・10

688 前立腺肥大症, その病態と診療ガイド
ライン

福井医科大学泌尿器科学教授
横山 修氏 Ｈ14・10

689 降圧薬のエビデンスと外来高血圧診療 駿河台日本大学病院循環器科助教授
久代登志男氏 Ｈ14・10

690 Helicobacter 感染症の新たな展開
北海道大学大学院医学研究科
消化器病態内科学分野教授

朝香 正博氏
Ｈ14・11

691
家庭血圧と高血圧診療
－実地医家の参加する高血圧大規模介
入試験－

東北大学大学院臨床薬学講座教授
今井 潤氏 Ｈ14・11

692 炎症性腸疾患診療の最近の話題 滋賀医科大学消化器内科教授
藤山 佳秀氏 Ｈ14・12

693 虚血性心疾患の診断と治療
－最近の動向－

順天堂大学医学部循環器内科教授
代川 浩之氏 Ｈ14・12

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
・救急蘇生訓練人形 (乳児用) [人工呼吸・心マッサージ・背部叩打法訓練可] ２体
・気道管理トレーナー １台
・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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恒例の京都府医師会懇親ゴルフ大会を下記の

とおり開催いたしますので, 奮ってご参加いた

だきますようご案内申し上げます｡

８月22日(金) までに地区福祉担当理事まで

お申込みください｡ なお, 先着120名にて締切

らせていただきますのでご了承ください｡

記

と き 平成20年９月23日(火・秋分の日)

受付各自スタート時間の30分前

スタート 午前８時予定

(アウト・インの第１組のスタート時間)

と こ ろ 亀岡カントリークラブ

亀岡市東別院町神原

℡ 0771－27－2326

参 加 費 １名 4,000円

参加資格 京都府医師会会員

試合方法 (予定)

★個人戦 ダブルペリア方式・同ネットの場

合はハンディキャップ・年令優先

★団体戦 １チームを６名とし, 上位４名の

合計グロスで順位決定｡ ただし, １地区,

１病院より出場は２チームまでといたし

ます｡ なお, 地区, 病院より個人戦へ参

加される方の人数制限はございません｡

賞 品 ★参加賞 (全員)

★個人戦 １位～20位まで以下５位

毎に飛び賞, ＢＢ, ＢＧ

★団体戦 １位

※１. 試合方法, 賞品は変更する場合があります｡

※２. スタート表等, 詳細は後日出席者宛ご連

絡いたします｡

第第第第第第666666555555回回回回回回

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

日 時 平成20年９月28日(日)

午前９時より (集合８時50分)

会 場 マリンテニスパーク北村

(大阪市大正区北村３－３－70)

TEL 06－6555－6161

参加資格 兵庫県・京都・大阪ならびに近

隣府県の男女医師および配偶者

必ずペアでお申込ください｡

試合形式 ダブルス (ゲーム数等未定)

ク ラ ス 無差別・男子ペア合計年齢別

(３～４クラスに分ける)・女子・

混合

参 加 費 １名 6,000円

(昼食費, 参加賞込み)

申込締切 平成20年９月16日(火)

申込・お問合せ

大会世話人・京都府世話人：平杉嘉昭

〒610－1113 京都市西京区大枝

南福西町３丁目７－８

TEL 075－332－1198 (診療所)

075－332－5101 (自宅)

FAX 075－332－6503

携帯 080－5711－7437

第25回近畿医師
テニス大会のご案内
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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手術器具を介するプリオン病 (クロイツェルト・ヤコブ病を含む) 二次感染予防について

(日医常任理事)

本件は, 厚生労働省の ｢ＣＪＤ二次感染予防に関する対策検討会｣ において, 手術器具等

を介した二次感染リスクの低減等について検討がなされ, 報告書 ｢ハイリスク手技に用いた

器具を介するＣＪＤ二次感染予防について｣ がとりまとめられたことを受け, より一層のプ

リオン病の感染防止対策の推進を関係医療機関に対し周知するものです｡

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】

８月１日号の京都医報に掲載いたしました ｢使用上の注意の改訂｣ について, 以下の薬品

が欠落していたとの報告がありました｡ 本件は, その旨を周知するものです｡

｢一般用医薬品；臭化水素酸デキストロメトルファンまたはフェノールフタリン酸デキス

トロメトルファンを含有する製剤｣

｢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｡

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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平成20年度京都市インフルエンザ予防接種を次の要領にて実施します｡

記

実施期間 平成20年11月１日(土) ～平成21年１月31日(土) の３カ月間の予定

対 象 者 ①京都市内在住の接種日現在65歳以上の者

②京都市内在住の接種日現在60歳以上65歳未満であって心臓, じん臓もしくは呼

吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

接 種 料 ４,２３２円 消費税込 (自己負担金＝１,５００円を含む)

(ただし生活保護受給者および市民税非課税者ならびに中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律等に基づく支援給付受

給者は全額免除)

※不適格診断料 ２,８３５円

請求および支払い方法

請求書および予診票等については, 10月中に協力医療機関に対して京都市から直

接送付されます｡

新たに協力医療機関の登録を希望される場合は, ９月13日(土) までに, 京都府医師会地域

医療課 (TEL 075－315－5274 または FAX 075－315－5290) へお申し出ください｡ 折り返し,

申請用紙をＦＡＸいたします｡

なお, 昨年度登録の協力医療機関につきましては, ご辞退のお申し出がない限り, 本年度も

協力医療機関として取り扱わせていただきますのでご了承ください｡

平成20年度京都市インフルエンザ予防接種について

新規協力医療機関を募集
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７月15日号京都医報でお知らせしておりましたが, 21年１月19日(月) 大阪府農林会館にて

開催予定の講習会が, 応募者多数のため申込が締切りになりました｡

つきましては, 追加講習会として下記のとおり開催されることとなりましたのでお知らせい

たします｡

なお, ※２に掲げる特別管理産業廃棄物を排出しない医療機関 (注：※１) は, 医師が責任

者としての資格要件を満たしているため特別管理産業廃棄物管理責任者となりますが, ※２に

掲げる特別管理産業廃棄物を排出する医療機関は, 医師では資格要件を満たせませんので, 資

格要件を満たした特別管理産業廃棄物管理責任者を配置しなければなりません｡

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件については, 下記ＵＲＬを参照してください｡

http://www.jwnet.or.jp/waste/tokubetukanri.shtml (財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)

※１：一般診療所の多くはこれに該当します｡

※２：特別管理産業廃棄物

●追加講習会

●講習会概要

開催地 開 催 期 日 会 場 名 受 付 機 関

大 阪 平成21年２月５日(木) 大阪市・私学教育文化会館 (社)大阪府産業廃棄物協会
TEL 06－6943－4016

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

申し込み：まず, 大阪府産業廃棄物協会に電話をして, ｢受講の手引き｣ を入手してください｡
問合せ先：日本医師会 地域医療第一課 講習会係 03－3946－2121 内3304

(財)日本産業廃棄物処理振興センター教育研修部 03－3668－7311

特 定 有 害
産業廃棄物

有害物質を基準以上含む燃え殻, 汚泥等, トリクロロエチレン等有害な廃溶剤, 石綿,
廃ＰＣＢ等

廃 油 燃焼しやすい廃油, 灯油, 軽油, キシレン, ヘキサンなどの有機溶剤等

廃 酸 ｐＨが2.0以下の廃酸

廃アルカリ ｐＨが12.5以上の廃アルカリ

������ ��	
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平成15年の設立来, 日本医師会治験促進センターでは厚生労働科学研究費補助金による ｢治
験推進研究事業｣ の実施を通じ, 我が国における治験の円滑な実施に貢献しております｡
このたび, 平成20年度の事業の一つとして下記のとおり ｢国際共同治験の推進 －Investigator,
CRC, Sponsor の視点から－｣ を開催いたします｡ 本会合は, 平成19年度から開始された ｢新た
な治験活性化５カ年計画｣ に基づき, 我が国において国際共同治験が円滑かつ活発に実施され
るよう医師等に必要な情報等を提供すること等を目的としております｡ 参加希望の方は下記に
よりお申し込みください｡

日 時 平成20年９月20日(土) 13：00～17：00
場 所 日本医師会館大講堂
主 催 社団法人日本医師会 (治験促進センター), 欧州製薬団体連合会

(協力：大学病院臨床試験アライアンス)

■プログラム
講 演 (各20分)
・国際共同治験を推進する立場から
・国際共同治験を経験して －Investigatorの立場から－
・国際共同治験を経験して －ＣＲＣの立場から－
・国際共同治験を企画する立場から
・パネルディスカッション

■参加費 1000円

＊本会合は日本医師会生涯教育制度の５単位が取得できます｡

� �������	
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本会合の申し込みには｢１.インターネット｣もしくは｢２.ＦＡＸ｣の２つの方法があります｡

参加申し込みは先着順で定員になり次第, 締め切らせていただきますのでご了承ください｡ なお,

申し込み締め切りは平成20年８月29日(金) です｡

１. インターネットによる申し込み

以下に記載しました参加申し込み専用アドレスにアクセスし, 指示に従って情報を入力してく

ださい｡

参加申し込み専用アドレス：https://dbcentre2.jmacct.med.or.jp/Reg/mwks20080920/info.htm

２. ＦＡＸによる申し込み

ＦＡＸ申し込み用紙 (別添として添付) に必要事項をご記入の上, 事務局 (ＦＡＸ番号：03－

5319－3790) までＦＡＸでお送りください｡

参加申し込みに関するお問い合わせは以下の担当までお願いいたします｡

なお, 参加証は電子メール (またはＦＡＸ) にて順次お送りいたします｡

(担当) 日本医師会治験促進センター 後藤, 田村

電話：03－5319－3781 FAX：03－5319－3790 Email：jmacct@jmacct.med.or.jp

＊参加申込の際, 入力等された内容につきましては, 当会合に関する事務局からの連絡にのみ使用

いたします｡

��������	
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多数, ご参加ください

平成20年度の第１回医療安全講演会を下記のとおり開催しますので, 多数, ご参加ください｡

なお, 会場の都合上, ８月22日(金) までに, 医療機関名, 職種, 出席者名を明記のうえ, 府

医事務局：学術生涯研修課までＦＡＸ (075－314－5042) でお送りください｡

と き ８月27日(水) 午後２時～午後３時30分
ところ 京都府医師会

◆現状報告

微量採血用穿刺器具および真空採血管ホルダーの再使用に関する経過報告

◆特別講演

��������	
�������������

講師／京都大学医学部附属病院医療安全管理室室長 長尾 能雅氏

������ ��	
�����

本講習会は ｢医療に係る安全管理のための職員研修｣ 指定講習会です｡ 受講

された医療機関には修了証を発行します｡

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

府医では, ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, ＭＬ)の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/member/maillist/rules.html

●『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/member/maillist/guideline.html
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【報 告】

１. 府医選出日医会内委員会委員について

２. 第７回会館建設小委員会の状況

３. 第３回地区庶務担当理事連絡協議会の状況

４. 国保合審の状況

５. 新規個別指導の状況

６. 基金合審の状況

７. 新規指定前講習会の状況

８. 京都市結核発生動向調査委員会の状況

９. 動物感染症サーベイランス事業関係者合

同会議の状況

10. 第１回がん登録事業委員会の状況

11. 第２回京都府糖尿病対策推進事業委員会

の状況

12. 産業医研修会の状況

13. 第１回産業医部会幹事会の状況

14. 第２回救急委員会の状況

15. 第２回災害対策小委員会の状況

16. きょうと健康長寿日本一プラン改定政策

検討会の状況

17. 平成20年度第１回京都市食育推進協議会

の状況

18. 第39回医師会コンサートの状況

19. 府医学術講演会の状況

20. 第１回図書室検討小委員会の状況

21. ６月度協会医賠処理室会提出件数

22. 基本診療科のあり方に関するプロジェク

ト委員会の状況

【議 事】

23. 会員の入会・異動・退会９件を可決

24. 常任委員会の開催を可決

25. 第４回地区庶務担当理事連絡協議会の開

催を可決

26. 第８回会館建設小委員会の開催を可決

27. 2008年夏季賞与の支給を可決

28. 第11回手話劇コンクール京都大会への後

援を可決

29. 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協

議会の出席を可決

30. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会委員の推

薦を可決

31. 京都市予防接種健康被害調査委員会委員

の推薦を可決

32. 住環境疾病予防研究会幹事の推薦を可決

33. ｢自殺予防と自死遺族支援のための府民・

市民公開シンポジウム｣ の後援を可決

34. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

35. 第47回京都府プレホスピタル救急医療検

討会の開催を可決

36. 無限責任中間法人 ｢ＡＣＬＳ京都｣ への

平成20年度補助金の支払いを可決

37. 無限責任中間法人 ｢ＡＣＬＳ京都｣ への

委託料の支払いを可決

38. 第11回京都マンモグラフィ講習会の開催

を可決

39. 第１回産業医部会正副幹事長会の開催を

可決

40. 第３回京都府糖尿病対策推進事業委員会

の開催を可決

41. 産業保健委員会委員の委嘱と第１回委員

会の開催を可決

42. 第２回産業医部会幹事会の開催を可決

43. 産業医研修会の共催を可決

44. 特定健診委託契約書の締結を可決

45. 医療安全対策委員会委員の追加委嘱を可決

46. 第２回医療事故処理室の開催を可決

47. 府医学術講演会の開催を可決

48. 第２回図書室検討小委員会の開催を可決

49. 看護専門学校専任教員の試用採用を可決

50. 日医初級パソコンセミナーの開催を可決

第13回定例理事会 (６.26)

理
事
会
だ
よ
り
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【報 告】

１. 平成20年７月１日現在の会員数

７月１日現在 4,225名 (＋３名)

２. 第２回選挙管理委員会の状況

３. ７月度総務担当部会の状況

４. ６月度基金幹事会の状況

５. ６月度労災審査協議会の状況

６. 第１回社会保険研究委員会の状況

７. ７月度保険医療担当部会の状況

８. 第１回スポーツ医学委員会の状況

９. 第７回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・第５回京都市子

ども事故防止サーベイランス委員会合同委

員会の状況

10. 産業医研修会の状況

11. 京都府糖尿病対策推進講習会－コメディ

カルのための療養指導－の状況

12. 第１回消化器がん検診委員会の状況

13. 京都介護・福祉サービス第三者評価等支

援機構平成20年度総会の状況

14. 麻しん排除に係る関係機関打合せの状況

15. 府医学術講演会の状況

16. 第２回学術・生涯教育委員会の状況

17. 看護専門学校臨時学校運営会議の状況

18. 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協

議会の状況

【議 事】

19. 会員の入会・異動・退会９件を可決

20. 常任委員会の開催を可決

21. 会館建設・会費検討特別委員会委員の委

嘱と第１回委員会の開催を可決

22. 新入会員との懇談会の開催を可決

23. シミュレーション・ラボ検討委員会設置

と委員の委嘱を可決

24. 京都市市政改革懇談会委員の任期延長を

可決

25. 平成20年度京都府保健医療功労者等表彰

被表彰者候補の推薦を可決

26. 今の医療, こんなんで委員会設置と委員

の委嘱と第１回委員会の開催を可決

27. 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

28. 母体保護法指定医師研修機関の指定を可決

29. 救急法短期実務研修会への後援および講

師派遣を可決

30. 産業医研修会の共催を可決

31. 京都市国保特定保健指導説明会の開催を

可決

32. 特定健診等委託契約書の締結を可決

33. 全日本剣道選手権大会京都府選手選考会

への医師の派遣を可決

34. 医療安全対策委員会委員の追加委嘱を可決

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

37. 勤務医部会幹事の委嘱と第１回幹事会の

開催を可決

38. 平成20年度学校関係助成金の交付を可決

第14回定例理事会 (７.３)

～ ９月度請求書 (８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

△

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｡




