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白川郷の秋
写真／村上 泰 (西陣)

山里の秋は早い｡ 紅葉に先駆けて秋の花々が満開に
なる｡ 茅葺き屋根の民宿に泊まった翌朝, 田舎道から
飛騨高山へ向かう県道への入り口でふと振り返ると,
道ばたに群生する色とりどりのコスモスが朝靄の山々
を背景にして美しく輝いていた｡ 思わず何枚か撮影し
た中の１枚で, 日本医家芸術写真展で審査委員長賞を
受賞した｡

＜お知らせ＞

・医療情報の活用から今後の経営戦略を考える
・研修医・指導医のための講演会

＜付 録＞

●学術講演会のお知らせ
●生涯教育研修プログラム
●保険だより
●保険医療部通信
●地域医療部通信
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府医役員就任以来, 主に地域医療を担当し,

また現在地域医療を統括する副会長の職にあ

るので地域医療について述べる｡

今, 地域医療が議論されるとき, 地域医療

と地方医療とが混在して使われているのでは

ないか｡ 特に, 現在問題となっている地域医

療崩壊が議論されるとき顕著にあらわれてい

るように思う｡

『｢地域医療｣ とは都市から離れた地域での

医療活動をいいます』, と地域医療を説明さ

れている方があるが, これはまさに地方医療

を意味するものであり, 地域医療は都市部に

も存在する｡

では ｢地域医療｣ とはということになるが,

一般的に ｢地域医療とは, 地域に根差した医

療｣ といえる｡ このとき, 地域とは, 時間的・

空間的な事物を共有し, さらに文化的・歴史

的な記憶や生活態度を共有する場所をいい,

医療とは, 医師を中心として疾病を治療し,

健康を維持・促進し, さらに, 新たな疾病を

予防するため行われる, 社会科学的な活動を

総じていう, と定義される｡

すなわち, 地域医療(community medicine)
とは, 病院や診療所等, 医療機関での疾患の

治療やケアにとどまらず, 医師および医療従

事者が地域に進出し, 地域住民全体の幸福を

常に考えながら医療活動を行うことをいい,

また地域医療活動は医療関係者が単独で担う

のではなく, 地域の住民組織や多くの他職種

との連携のもと進めていくことが特徴である｡

このことから, 地域医療活動は, 医療を通じ

て社会の民主化, 住民自治を促進し, 医師と

地域住民が手を取り合ってよりよい地域社会

の構築をめざしていく活動である｡ しかも地

域医療は制度として平等に, 継続的に実施さ

れなければならないものであるから, 当然,

医師・医師会と行政の連携を必要とする｡

このため, 地域医療活動の範囲は広く, 介

護保険関係, リハビリテーション, 在宅医療

のサポート, 高齢者や障害者の支援, 妊婦の

保健指導や相談, 乳幼児健診・予防接種など

の子育て支援, 学校医, 産業医, 救急医療等々,

地域に対し医師がかかわる活動は数しれない｡

このような現場での地域医療活動をサポー

トするため, 京都府医師会地域医療部では,

それぞれの分野における担当理事, 担当事務

員がそれぞれの分掌で職務を担っている｡

地域ケア, 介護保険担当, 在宅ケアにはじ

まり, 少子化対策, 健康づくり, スポーツ医

学・健康スポーツや, 各種がん対策, 感染症,

環境保全, 救急医療, リハビリテーション対

策, 特定健診・特定保健指導等々, 地域医療

部の担当数は40を超える｡ しかも, 現在この

数は増えることはあっても減ることはない｡

地域医療部での活動の多くは, 府・市や関

係団体への委員・役員派遣, 行政・関係団体

との交渉が主たる業務となる｡ 府医内に設置

された委員会のみでなく, 行政はじめ関係団

体委員会への出席, 京都府内での地域医療関

連の問題が起こるたびの行政との折衝など,

地域医療部の業務は膨大なものとなっている｡

このため, 森会長は今期より理事, 事務員

� � � �
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を増員し役員・事務局の負担軽減を図ってい

ただいたが, それでもなお, 役員・事務局一

人ひとりにかかる負担は相当なものとなって

いる｡

一般世間からは, 医師会は会員の権利擁護

のための政治的圧力団体であるとみられてい

る｡ しかしながら京都府医師会では, 地域医

療活動は医師会と地域住民との接点であり,

地域医療への貢献は医師会活動の原点である

と認識している｡ 現在の医療崩壊の危機を乗

り越えるには, 政治的な方法のみでは乗り越

えることはできず, 地域住民とともに医療崩

壊危機を訴えていく必要がある｡ この意味で

も地域医療活動は医師会活動の重要な部分を

しめることとなり, いかに仕事量が増えよう

とも, 現在の事業の継続と, 必要に応じた新

しい事業の展開が必要なる｡

地域医療部では, 現在多くの問題をかかえ

ているが, 地域医療活動推進のマイナス要因

となっている国民の医療に対する不信感, 医

療訴訟の増加へ対応, 医師不足・偏在による

医療崩壊, 療養病床の廃止による医療・介護

難民への対応等が緊急課題であろう｡

国民の医療に対する不信感, 医療訴訟の増

加に関しては, これまでの ｢医療安全対策事

業｣ を今後も推進するとともに, 医療行為は

人間に触れて行う行為であり, 医療そのもの

が非常にリスクの高いものであること, 医学・

医療の進歩, 医療関係者の努力によりリスク

をさげてきたものの, 医療行為がリスクを回

避するには限界のあること等の国民の理解を

得る努力が必要と考える｡

医師不足・偏在による医療崩壊, 療養病床

削減による医療・介護難民に関する問題は,

政府による低医療政策がその基本にあり, 地

域医療崩壊につながるこの低医療政策の撤回

を地域住民とともに求めていく必要があり,

ここでも地域医療を通した地域住民との連携

が不可欠となる｡

以上, 医師会活動の中での地域医療活動の

重要性を述べてきた｡ 個々の地域医療活動に

ついてはそれぞれの担当理事によりこの項で

述べられると思うが, 地域医療活動の重要性

をご理解いただき, 会員諸氏の地域医療活動

へのなお一層のご協力をお願いする次第で

ある｡
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平成20年度の救急医療功労表彰が救急医療週間期間中の９月９日に厚生

労働省で行われ, 清澤伸幸氏 (上東・京都第二日赤) が受賞されました｡

先生のご受賞を心からお慶び申し上げますとともに, 今後ますますのご

活躍を祈念いたします｡
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９月12日(金) に第２回保険医療協議会が府医会館で開かれ, 各専門医会から14名, 各

病院関係団体から３名が出席し, ｢初・再診料等基本診療料のあり方について｣ を主要テー

マに意見交換を行った｡

冒頭, 挨拶に立った安達府医副会長は, 中

央の状況について, 中医協 ｢初・再診料等の

基本診療料の見直しに関する集中審議｣ に対

しては日医 ｢基本診療料のあり方に関するプ

ロジェクト委員会｣ で随時対応していること

を報告｡ また, 外来管理加算に関する検証が

行われる予定の中医協 ｢改定結果検証部会｣

に日医側の代表として参画することを報告し

た上で, 各専門医会や各病院関係団体が抱え

る問題点について意見集約を図り, 現場の意

見を反映させたいとの見解を示した｡

内田府医理事は, ｢技術料の正当な評価｣,

｢ドクターフィーとホスピタルフィーに区別

した点数設定の必要性｣ など, 前回協議会に

おける基本診療料に対する主な意見を紹介し

た上で, それらの主張を裏付けるために医療

側から明示すべきデータとして用意すべきも

の等について発言を促した｡

また, 安達府医副会長は, 再診料の病診格

差の是非について, 入院基本料には人件費や

減価償却費等が含まれているが, 再診料は基

本的には積み上げるもののない無形の技術料

であると説明｡ 日医プロジェクト委員会の審

議状況について, ｢同じ医療行為に対して格

差があることは, 社会的に説得力がない｣ と

の意見や ｢病院の再診料が診療所と比較して

安価であることが病院外来への患者集中の原

因であるとして, 病診同点とした上で, 病院

受診の場合の給付率 (患者負担率) を変更し,

病院外来への患者集中も防ぐ｣ との意見に対

して, ①病院外来への患者集中は再診料の格

差のみが原因とは言い切れないこと, ②給付

率による差別化は法的問題により現実的では

ないこと, ③診療所再診料の引き下げで点数

が統一される可能性が極めて高いことを理由

に反対意見が相次いだことを紹介した｡

さらに, 厚労省原(前)課長の ｢診療所再

診料には開業費用の償還を含む｣ という発言

に対して, 診療所と病院に占める再診料割合

の差異および費用の償還は病院の入院基本料

にも反映されているという意見が出されたこ

と等も踏まえて, 委員会としては病診格差容

認の方向が濃厚であるとの認識を示した｡

各専門医会からは, 再診料の病診格差につ

いて, 病診の機能分化の観点から点数格差を

容認する意見や点数格差が社会的説得力に欠

ける等の意見が出され, 診療科によって意見

が分かれる結果となった｡ ただし, 病診格差

の是正がもたらす再診料の引き下げによる点

数の統一には断固反対との共通認識が示され,

特に病院等において, 同一日に複数科受診す

る場合の再診料等の重複算定不可規定に対す

る不満が噴出し, 本来的には診療科ごとに点

数設定を行うべきであるとの結論が導かれた｡

また, 技術料が極めて低く設定されている

ために開業医が増えない診療科においては,

技術料の正当な評価をもって, 開業を促す必

������������������������			���


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

病診格差是正のための診療所再診
料の引き下げ・軽微な処置等の包
括は論外
診療科ごとの点数設定も選択肢に

第２回保険医療協議会を開催
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要性があるとの見解も示された｡

一方, 軽微な処置等の基本診療料への包括

については, 包括撤廃に向けてすでに上部団

体に働きかけているとの意見や将来的な包括

範囲の拡大を懸念する意見のほか, 外来診療

料よりも高点数の処置等が包括されている現

状に憤りを覚えるとの意見も出された｡

さらに, 病院関係団体からは, 特に大規模

病院が入院に特化できる点数配分や増点等を

求める意見が相次ぎ, 現場の惨状が浮き彫り

となった｡

外来管理加算の５分間要件に対する現場に

おけるトラブル事例については, ストップウォッ

チを持参した患者やお薬受診を希望する患者

の受診例が報告されたほか, 安達府医副会長

は, 外来管理加算よりも低い処置点数等の是

正要望について, そもそも外来管理加算は技

術料のない内科系医療機関の計画的な管理を

評価した点数であり, 議論としては成り立た

ないとの持論を展開し, 理解を求めた｡ また,

｢計画的な管理｣ の定義の曖昧さやお薬受診

など, 一元的に議論できない面を考慮した上

で, 外来管理加算以外で評価する方法もある

との認識を示し, 外来管理加算を全科で算定

できることにした際に, 徹底した議論がなさ

れていない可能性に言及した｡

一般病棟に長期入院している高齢の脳卒中

後遺症患者および認知症患者の入院基本料の

減額が凍結されることについて, 京都療養病

床協会は, 京都府の現状として, 高齢の脳卒

中後遺症患者および認知症患者の多くが療養

病棟に入院しているため, 直接的な影響は少

ないとした上で, 療養病棟に入院している該

当患者が, 療養病床の再編により, 医療難民・

介護難民となることに強い危機感を示した｡

また, 医療費抑制のために在宅医療を進める

国の方針について, 受けられるサービスの制

限や経済的な側面等から在宅医療が進んでい

ない現状を報告｡ 障害者施設等入院基本料算

定病棟の脳卒中後遺症患者および認知症患者

の対象除外規定の凍結が最優先課題であるこ

とを訴えた｡

さらに, 安達府医副会長は, 一般病棟の高

齢の脳卒中後遺症患者および認知症患者が,

厚労省の試算では全国で約1,000～3,000人で

あったため, 比較的素早く凍結が決定された

ことを紹介した上で, 障害者施設等入院基本

料算定病棟や療養病棟に入院するこれらの患

者が, 全国に約６～10万人いるとされる実態

を報告｡ そもそも療養病棟入院基本料の区分

１が施設並みの点数に引き下げられたことに

よって, 経営困難になった医療機関が障害者

施設等入院基本料に流れ, さらに対象患者が

縮小されることによって, 一般病棟 (特別)

入院基本料に誘導され, 医療費の抑制が図ら

れていくという構図を説明｡ 受け皿整備が不

十分なままに設定されたこれらの措置につい

て, 医療側から訴える術として, 府医として

は, 自民党・民主党に対して, 障害者施設等

入院基本料の対象除外規定の凍結を極めて強

い口調で主張するとともにマスコミに対して

も直接説明したことを報告｡ 日医等を通じて

厚労省へも随時働きかけていることを紹介し

た上で, 一般市民への広報等を目的として,

10月19日には府民集会を, 11月１日には李

啓充先生, 田中 滋先生を講師に招聘し, シ

ンポジウムを開催する予定であることを報告

し, 各医療機関の協力を要請した｡

なお, 当日は, 経済財政諮問会議への対応

についても議論の予定であったが, 時間の関

係上, 次回に持ち越すこととした｡

注) 今回出された各専門医会および各病院関

係団体からの意見は, 出席者の個人的な意

見も含まれている｡

障害者施設等入院基本料算定病棟
に入院する脳卒中後遺症患者・認
知症患者の対象除外規定の早急な
凍結を
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小山秀樹下京東部医師会長の挨拶に引き続

き, 森府医会長が挨拶に立ち, 今後の政治の

見通しについて触れるとともに次期総裁選や

中央情勢についての見解を示した｡

森府医会長は, 冒頭, 次期総裁選に触れ,

我が国が抱えている社会保障や景気対策等の

問題が山積している現状を示し, しっかりし

たビジョンを持った候補の出現に期待感を表

す一方で, 候補が乱立する ｢お祭り騒ぎ｣ の

総裁選に自民党の将来を不安視した｡ また,

民主党に対しても政策に対する財源の担保が

可能かどうかを疑問視し, 小沢代表が首相に

なって日本を引っ張っていけるか不可解との

見解を示した｡ 11月に行われるであろう解散

総選挙については府医会員でもある清水鴻一

郎衆議院議員のこれまでの中央での活躍を示

した上で, 是が非でも選挙区で当選してもら

えるよう強くバックアップ体制を築いていく

との意気込みを示した｡ また, 森府医会長は

社会保障制度を中心とした厚労省改革の一環

である大臣の諮問機関 ｢安心と希望の医療確

保ビジョン具体化に関する検討会｣ が設置さ

れ, 来年度の予算編成に向けた議論が始まっ

ていることを報告, ｢医療従事者等の数と役

割｣ ｢地域で支える医療の推進｣ ｢医療従事者

と患者家族の共存と推進｣ の３本柱で検討さ

れていることを紹介し, 医師不足対策にかか

る問題点等を列挙した｡

この非常に厳しい困難極める環境の下で我々

が出来ることとしては, 勤務医・医育機関医

師, 開業医が一枚岩になって立ち向かう必要

があるとし, 日医においても ｢医師の団結を

目指す委員会｣ を発足させ, 森府医会長自身

が委員長として参画していることを報告した｡

新京都府医師会館建設については, 物価高

騰の煽りを受けている現状を鑑み, 委員会に

おいて追加会費を徴収するのではなく１割ほ

ど規模を縮小して建設する方針で固まってい

ることを報告, 設計についてはほぼ順調に経

緯していることを示す一方で京都市の景観条

例が厳しく申請等が遅れる可能性を示唆した｡

内田府医理事は, 後期高齢者診療料の内容

について詳細に説明, ｢主病は一つ, 主治医

は一人｣ との観点から登録医制・人頭払い・

フリーアクセスの制限になることを懸念する

下京東部医師会と府医執行部との懇談会が９月10日(水), ホテル日航プリンセスホテルで開

催され, 地区から19名, 府医から７名が出席, 垣田下京東部医師会副会長司会の下, ｢後期高

齢者診療料, 外来管理加算がもたらす影響｣ ｢特定健診の現況｣ のテーマで, 約２時間にわた

り意見交換が繰り広げられた｡

下下京京東東部部
医師会との懇談会

��������	
��������

下京東部医師会との懇談会 (９.10 ホテル日航プリンセスホテル)

医療環境の構築は勤務医・開業医が
一丸となって対応すべき

後期高齢者診療料, 外来管理加算が
もたらす影響
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とともに府医で独自に行った後期高齢者診療

料を算定している医療機関件数調査結果を示

し, 後期高齢者診療料の算定件数や請求件数

を列挙, その割合が少ないことから見ても現

場での影響は小さいとの見方を示した｡ さら

に後期高齢者入院基本料について言及し, 平

成20年10月１日より脳卒中後遺症, 認知症患

者を重度障害者から除外されることになって

いたが, 病院が退院や転院に向けて努力して

いる患者については社会保険事務局への届け

出を行えば入院基本料の減額は行わないとし,

事実上凍結されたことを明らかにした｡ ただ

し, 障害者施設等入院基本料の算定要件につ

いては, 入院患者の７割以上が重度障害者と

なっているため, 脳卒中後遺症, 認知症患者

は算定要件の重度障害者から外されたままに

なっていることを説明した｡

外来管理加算がもたらす影響については,

府医での調査の内容を説明するとともに日医

が行った緊急レセプト調査において, 平成20

年４月から６月分の外来管理加算算定回数が

診療所分で前年同月比26.38％減となってい

ることを報告, 後期高齢者の外来管理加算の

引き下げも同時に行われた診療所では約805

億円を減らしたことになるとの見方を示した｡

これについて地区から５分間ルールについ

ての質問が挙がり, 安達府医副会長は５分と

いう数字については当初から概ね５分とされ

ていることから診療して説明を行えば算定い

ただいても構わないというスタンスを示し,

我々が行うべきことは無診投薬が禁止されて

いることを患者に説明し, 恒常的な無診投薬

は行わないようにする必要があるとした｡ ま

た, ベースになるデータが１人当たりの診療

時間を表したものではないこと, 当初の目算

よりはるかに大きいマイナス影響が出ること

にエビデンスを持って中医協で議論する必要

があるとし, 別枠で複雑化した外来の診療料

をどういう対価と位置づけてどういう点数設

定をするかについて基本的な議論が行われて

いくとした｡

さらに地区から, 後期高齢者医療制度等の

政策は衆議院解散後, 民主党政権となった場

合に撤廃される可能性があるかとの質問が挙

がった｡ 安達府医副会長は, 京都府選出民主

党国会議員との懇談会において, 民主党が出

した後期高齢者医療制度の廃止法案について,

対案を持っていたにもかかわらず, 野党４党

の足並みがそろわなかったため出せなかった

とした山井衆議院議員の発言を示し, 民主党

が後期高齢者医療制度を撤廃させるか, 残し

ておいても抜本的に負担のあり方を変える必

要があるとする一方で, 政権が変わろうと変

わるまいとこのままでは維持することは不可

能との見方を示した｡ さらに森府医会長は,

民主党が政権を取ってこのまま後期高齢者医

療制度を残すとなれば, 一度廃止法案を提出

し参議院で可決しており, 自己矛盾を生じさ

せることになることから方針を変更せざるを

得ないとの見解を示した｡財源の問題につい

ては,国保組合の解散が２件連続し, 政管健

保へ転換していくことから, 今後, 引き続き

解散が続けば保険の一元化の話につながり大

きな混乱を招くことからも抜本的な対策が必

要との見解を示した｡

福州府医理事は, これまでの特定健診・特

定保健指導の概要と事業開始に当たっての府

医の取り組みを示した｡ とりわけ, 医師会な

らではの特定健診・特定保健指導を活かすと

いう観点から, 近くの医療機関で医療のバッ

クグラウンドを持った健診から保健指導まで

を一貫して行い, 医師会内部に特定健診サー

ビス部を設置, データを一括して階層化・デー

タ処理等を行うという方針を打ち立てた経緯

を説明した｡ また, 特定健診の現況としては

京都市内・京都市外の５月から７月までの集

計表を示し, メタボリックシンドローム判定

と特定保健指導レベル判定において男性と女

特定健診の現況について
男性のメタボリックシンドローム判定の合致
は２人に１人
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性の割合は男性の対象者が大幅に多くなって

いることを示し, とりわけ男性のメタボリッ

クシンドローム判定においては２人に１人が

合致している現状を説明するとともに健診結

果の返信に予定より時間がかかっている現状

について触れ, 市町村によって様式が異なる

こと等の例を挙げた上で, 府医特定健診サー

ビス部がフル回転で対応に当たっているとし

て理解を求めた｡ また, ７月22日から被用者

保険の被扶養者分がスタートしていることを

示し, 実施体制や京都府における集合契約,

健診の対象, 健診項目等の内容について詳細

を説明した｡ (※平成20年７月15日号京都医

報付録, 地域医療部通信参照)

地区から, 集団健診の結果について状況報

告があり, 健診の受診者数が大幅に減少して

いることや健診単価の現状を示し, 地区医師

会の減収になっていることを報告, 根拠とし

て今年度は個別方式が多く集団が減少したこ

と, 府が個別方式の医院の名簿を作成, 保険

者に配付したことを挙げ, 来年度から個別方

式よりも集団方式の方が府としての単価が安

くなるとの見解が示された｡ 福州府医理事は,

受診率の低迷について保健所が健診業務から

外されてしまったことを示し, 京都市の市民

だよりに掲載することや個別に電話で対応を

しているとして来年度に向けて手探りではあ

るものの対応策を講じるよう検討を重ねてい

くとした｡

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｡

�������

『平成21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21年１月発足の申請をされる方は,
平成20年10月28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, 京都府医療課
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) を京都府医療課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 1 年 １ 月
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成20年10月28日(火) までに ｢事前概要書｣の提出を
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京都府・京都市総合防災訓練に参加
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－西京医師会から医療救護班が出動

｢防災の日｣ の９月１日(月) に西京区で,

京都市や府医, 消防, 警察, 自衛隊, 日赤な

ど関係機関の合同で, 大地震を想定した京都

市総合防災訓練が行われ, 住民など約5,000

名, 機関団体約1,000名の計6,000名が参加し

た｡ 医師会からは医療救護班として, 西京医

師会より医師, 看護師, 連絡員各１名の出動

があり, 負傷者への応急処置訓練が行われた｡

訓練は, 午前９時に樫原～水尾断層の西京

区中央付近を震源とするマグニチュード6.6

の都市直下型地震が発生し, 直後に数十箇所

で火災および家屋倒壊等が起きているとの想

定で行われた｡

まず, 京都市役所では, 京都市長を議長と

する災害対策本部会議が開かれ, 現地からの

医療救護班の要請に伴い, 府医の中野理事が

医師会より, 医療救護班を派遣したことを報

告した｡

拠点会場の１つである嵐山東公園では, 医

薬品や衛生材料を携行した西京医師会医療救

護班が,市保健福祉局(京都市立病院),日赤と

合同で, 家屋等の倒壊により負傷した重・中

等症の擬似傷病者に対し, 応急処置を行った｡

������������������
－綴喜医師会から医療救護班が出動

９月15日(月・祝), 京田辺市で平成20年度

京都府総合防災訓練が実施され, 防災関係機

関と京田辺市民ら約1,400名が参加した｡ 発

生が懸念されている東南海・南海地震を想定

した初めての防災訓練で, 関係機関も熱心に

訓練に取り組んでいた｡

訓練は午前７時, 南海トラフを震源とする

東南海・南海地震 (マグニチュード8.5) の

大地震が発生し, 木津川沿いの地域を中心に,

広範囲にわたって家屋の倒壊や多くの死傷者

重・中等症の負傷者に応急処置を行う
西京医師会医療救護班ら

救護テント内で訓練を行う綴喜医師会医療救護班ら
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が出ているとの想定のもとで行われた｡

医療救護訓練については, 医師会や公立山

城病院等の医療機関, 日赤, 消防などが連携

し, 緊急医療を実施するための ｢合同調整所｣

｢医療救護所｣ を設置し, 傷病者受け入れ,

トリアージ, 医療措置が実施された｡ 医師会

からは綴喜医師会より医療救護班３名が参加

し, 看護協会, 京田辺市と協力して仮設救護

所の設置や軽傷者の応急処置の訓練を展開

した｡

９月７日(日) に南区の京都市防災センター

で ｢救急フェア2008 IN KYOTO｣ を開き, 約
170名の市民が参加した｡ これは, 救急医療や

救急業務について, 国民の正しい理解と認識を

深めることを目的に, 毎年９月９日を ｢救急の

日｣, またこの日を含む１週間が ｢救急医療週

間｣ と定められていることから, その一環とし

て, 今年も府医と京都市消防局の共催により,

市民を対象に応急手当の心得などの啓発を目的

に開催した｡

京都市消防音楽隊の演奏で始まり, 続く主催

者挨拶では, 府医の濱島理事, 市消防局の奥田救急部長よりそれぞれ救急フェアの説明や救急

現場の状況, さらに市民による応急処置の実践の重要性が述べられた｡

講演では, 『事故防止－転倒予防について－』 をテーマに, ブルーシー・アンド・グリーン

ランド財団事業部指導者養成課課長の大関真理子氏より ｢がんばらなくてもできる転倒予防の

コツ伝授｣ と題して, 転倒予防の必要性や骨折しにくいカラダをつくるためのトレーニングを

実技指導も含めて講演された｡ 転倒により骨折すると, 不自由な生活を強いられることから,

転倒しやすい場所として ｢ぬかづけ｣ (ぬ＝濡れやすい場所, か＝階段, づけ＝片づけをして

いない部屋) を合言葉に参加者に注意を促され

た｡ 実技指導では転倒予防のために高齢者でも

気軽にできる ｢ちょいトレ｣ として, 足首の運

動やイスを使った膝曲げ, 体全身をつかったじゃ

んけん等が紹介され, 参加した高齢者や子ども

も楽しみながら運動に取り組まれていた｡

その後, 市消防局による応急手当のデモンス

トレーションが行われ, 三角巾を使った応急処

置を, 救急隊員らが役に扮してコント方式で実

演し, 会場を沸かせた｡

���������	
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挨拶する濱島理事

参加者に実技指導する大関氏

��������	
���
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８ ９月６日(土), ７日(日) の両日, 京

都市主催の ｢第17回市民すこやかフェア

2008｣ (実行委員会会長：森府医会長,

同副会長：上原府医副会長) が京都市勧

業会館 ｢みやこめっせ｣ で開催され, 入

場者は両日で20,000人を数えた｡ 会場に

は多彩なイベントや多種多様なブースが

設営され, 大盛況のうちに幕を閉じた｡

������������������������			
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府医では ｢健康相談コーナー｣ を設置し,

医師による ｢健康相談｣ と ｢血管年齢チェッ

ク｣ を実施した｡ 健康相談では８名の先生

方のご協力のもと, 101人の相談に対応して

いただいた｡ 血管年齢チェックは1,227名で

あった｡ コーナーでは広報誌 『Be Well』
などを配布した｡ また, ９月13日・14日に

開催する ｢第35回くらしと健康展｣ のちら

しも配布し, 参加を呼びかけた｡

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

また, 前年に引き続き補聴器相談コーナーにも協力し, 耳鼻科専門医と補聴器メーカーによ

る相談コーナーを設置した｡

相談コーナーでは２名の先生方のご協力のもと, 18名の相談に対応していただいた｡

���� ����	
������

��������������������
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９月13日(土)・14日(日) の両日, パルスプラザにおいて ｢第35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3,500名近くもの府市民が, 自身の健康をチェッ

クしようと本展を訪れた｡

今年は ｢目指そう！ 脱メタボ｣ 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｡

��������	
������������������

府医は ｢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888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1,500

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900

名以上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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昨年に引き続き, 本年も多くの麻しん発生

の現状があり, ９月現在, 発生件数は次第に

減少してきておりますが, 京都府では本年193

件 (うち市内で107件) の報告があり, すで

に昨年の総数を上回っております｡

現在, 厚労省から出されております麻しん

排除計画 (予防接種の充実・発生動向調査の

実施・麻しん発生時の迅速な対応) のもと,

麻しん患者を診断した場合, 24時間以内 (可

能な限り) の全数報告が医療機関に求められ

ております｡

ご存じのように行政との協議の結果, 京都

府, 京都市では, ７月１日より各保健所に届

けられました発生状況が管轄の地区医師会に

還元されるようになりました｡ ただ, 臨床診

断のみの報告の信憑性や個人情報保護法に対

する行政的な見解等により, 保健所から麻し

んの発生事実は報告されているものの, 現在

ほとんどの地区内では麻しん発生時の迅速な

対応に必要な患者の所属等 (学校名・学年等)

は, 一切伝達されておらず, また地区医から

保健所に発生状況の詳細を尋ねても情報がほ

とんど入手できないという状況に陥っており

ます｡

山梨県では昨年480件もの多数の麻しん発

生報告がありましたが, 行政・学校現場・医

療機関がスクラムを組み麻しん発生時の迅速

な情報交換や対応で, 今年は京都に比べかな

り少ない26件と激減しております｡ 山梨県で

は各地区や限局した地域での麻しんの封じ込

めがうまくいった例と理解しております｡

今後, 京都での麻しん発生を減少させるた

め, もちろん予防接種の充実・徹底が最重要

と考えますが, 発生動向調査の充実・発生時

の迅速な対応を, つまり有効な麻しん発生情

報網を地区医師会・府医内でしっかり構築し,

限局した地域での感染症の封じ込めが大変重

要であると考えております｡

常日頃より, このように感染症対策の一環

として感染情報網の重要性を考え, また発生

が危惧されている新型インフルエンザ発生時,

パニックに陥ることなくスムーズに感染情報

が共有できるよう今回の麻しん発生情報網を

土台に府医内での感染情報システムの構築に

つながればと願っております｡

この点を踏まえ, 府医感染症対策委員会,

地域医療部会, 理事会で協議し麻しん発生情

報連絡網案 (表１) を作製いたしました｡

現在の麻しん発生状況や情報網構築の主旨

をご理解いただき, どうぞご協力のほどよろ

しくお願いいたします｡

具体的には, 表１のように麻しんを診断さ

れました医療機関は,

①法的義務として保健所に麻しん発生報告｡

②同時に地区医師会にも発生報告, その際,

患者の詳細内容 (所属学校名・学年・学区

名)も報告｡ (もちろん報告されます医療機

関名等は伏せておかれても問題ありません｡)

地区医師会は,

③保健所から還元される麻しん発生情報をさ

らに地区内で有効に情報化｡

④迅速に地区医師会から地区会員に, より有

効な情報を還元し地区内で情報共有｡

⑤それと同時に地区医師会は府医に情報提供｡

⑥府医は, 情報収集→各地区に情報を還元,

また ｢府医会員メーリングリスト｣ に情報

提供｡

⑦地区医師会では, 地区会員に還元｡

麻麻麻しししんんんののの発発発生生生情情情報報報網網網構構構築築築にににつつついいいててて
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現在, 麻しん発生が減少しており, 情報網

を稼働させやすい状況であると思います｡ 地

区医師会におかれましては諸事情があるかと

は存じますが, 来年も, 発生・流行が否定で

きない麻しんに対して, 今から地区医師会内,

府医師会内で有効な麻しん発生情報網のシス

テムを稼働させ, 今後も京都府医師会全体で,

麻しん排除に対して真摯に取り組んでいきた

いと考えております｡

ご理解, ご協力何卒よろしくお願い申し上

げます｡

(感染症対策担当理事 柏井真理子)

表１ 麻しん情報連絡網 (案)

会 員 保 健 所

地区医師会

地 区 会 員

府 医 師 会 各地区医師会

各地区医師会員

①発生報告 (所定様式による)

③情報還元

④情報還元

⑤情報提供 ⑥情報還元

府医会員メーリングリスト等

情報収集・共有
FAX 075－315－5290
TEL 075－315－5274

⑦情報還元

②報告

内容：所定様式＋詳細
(校区,学校名,所属等)

2009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 ｢2009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 (橙色) 透明カバー付き｡

②医師日記の大きさは2008年度版と同じ, 縦16.5㎝×横9.25㎝

◇価 格 1,500円

◇申込締切日 10月10日(金)

(現品は12月上旬にお送りします)
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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, 32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, 今般, 次ページの日程で府民向けイ

ベントならびにシンポジウムを開催いたします｡

���������に�	
����で開催するイベント�	

���������������� !"#$%&'(�)*

+,�では, 昨年同様, 協議会構成団体の特色を生かした相談

コーナーやパネル展示, 来場者にもご参加いただけるステージ

イベントを展開するほか, シンポジウムにおいて後期高齢者医

療制度ならびに療養病床削減の問題などを医療従事者・介護従

事者・患者のそれぞれの立場から意見交換を行います｡

���-��.�に�/01230�で開催するシンポジウム

��4&����&567'(�����&89:;<=�で

は, 講師に李 啓充氏 (元ハーバード大学医学部助教授), 田中

滋氏 (慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授) をお招きして

の講演, パネルディスカッションを予定しております｡

これまで私達は, 現在の政策が日本の医療・介護・福祉の提

供体制に及ぼす悪影響について, 医療を担当する立場として様々

な指摘を行いながら政策の転換を求めてまいりました｡

しかしながら, 政府は国民に対し ｢国家の負債や国家経済の

現状から社会保障費の削減が必要｣ との説明を行っています｡

この点の解決策が明示できないままでは, 私達の批判や要求は

｢机上の空論｣ に終わってしまうかもしれません｡

そこで, 今回の２回にわたる府民集会ではこれまでの ｢問題

点の指摘｣ からさらに一歩進めて, 私達の要求する医療・介護－

社会保障全般の拡充は経済的観点から見て可能か？というとこ

ろにまで広げ, 府民の皆さまと意識を共有することにより, 京都から�����>?@�を発

信したいと考えております｡

医療崩壊が叫ばれる現在, 政府の社会保障削減政策に警鐘を鳴らし, 社会保障の充実こそが

必要であるということを府民の皆さまにご理解いただくためにも, 多くの方々にご参加いただ

きたく, 会員各位におかれましては, これまで以上にご動員・ご協力をお願い申し上げます｡

京都府医療推進協議会主催イベント・シンポジウムのお知らせ

９９９月月月111555日日日号号号おおおよよよびびび本本本号号号ににに同同同封封封のののチチチラララシシシ等等等ををを
ごごご活活活用用用いいいたたただだだききき,,,動動動員員員にににごごご協協協力力力ををを！！！
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と き 平成20年10月19日(日) 10：00～16：00

ところ 京都市勧業館 ｢みやこめっせ｣ １階 第２展示場 (西側半面)

内 容 シンポジウム, アンパンマンショー, お楽しみ抽選会 他

■入場無料

■飲食コーナーあり (有料：軽食, ジュースなど)

※京都医報９月15日号に同封のポスター (Ａ会員のみ) およびチラシをご活用いただき, 動員

にご協力ください｡

� �����!"#�������$%&'()

と き 平成20年11月１日(土) 13：30～16：30

ところ 京都産業会館８階 ｢シルクホール｣

講 師 田中 滋氏 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

李 啓充氏 元ハーバード大学医学部助教授

■入場無料

※本号に同封のポスター(Ａ会員のみ)およびチラシをご活用いただき, 動員にご協力ください｡

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, 京都府臨床心理士会, 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)

京都府医療推進協議会事務局

京都市中京区壬生東高田町１－９ 京都府医師会総務課

TEL 075－312－3671 FAX 075－314－5042

*+�,-./012345�
�67./89+4:2;

京都府医療推進協議会 主催イベント

京都府医療推進協議会 主催シンポジウム

京都府医療推進協議会 構成団体

お問い合わせ先
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現在, 多くの会員の先生方がパソコンを使用した ｢電子メール｣ を使用され, 情報交換を行っ

ておられます｡ またインターネットの Google等 ｢検索エンジン｣ をご利用になり最新の医療

情報を検索して情報を得られている方も多いかと思われます｡

京都府医師会では昨年８月から ｢府医・会員メーリングリスト(会員ＭＬ)｣ を立ち上げ, す

でに多くの先生方にご活用いただいております｡ また, 本年10月からは ｢会員ＭＬ｣ とは別の

｢府医・連携メーリングリスト(連携ＭＬ)｣ を立ち上げ, 会員・非会員の区別なく病診連携の

一助とすべく, 管理・運営を行います｡

この ｢会員ＭＬ｣ や ｢連携ＭＬ｣ などの ｢メーリングリスト｣ は電子メールを利用して多数

の登録会員同士で意見交換や情報交換を行うシステムです｡ 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ではありません｡

そこで, 昨年度に引き続き今年度も, 京都府医師会館において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を対象に, 日本医師会協力による 『初級パソコンセミナー』 を

開催することといたしました｡

つきましては, 参加希望者を募集いたしますので, 下記をご参照の上, 京都府医師会総務課

宛ＦＡＸ (075－314－5042) にてお申し込みください｡
なお, 日程・カリキュラム等はお申し込み数の調整後に改めて希望者に直接通知いたします｡

対 象 原則として日医会員 約40名まで

開催日時 平成20年12月13日(土) および14日(日) に計４回開催

開催場所 京都府医師会館

講習内容 インストラクター３名が先生方のレベルに合わせて１グループ３～４名の少人数

制で指導します｡ 実習形式で受講者１名に１台のパソコンを用意します｡

開催方法 希望者１名につき, 下記いずれかの１講習２時間 (１講習は10名以内)

12月13日(土) ①13時～15時 ②15時30分～17時30分

12月14日(日) ①10時～12時 ②13時～15時

参加費用 無 料

申 込 先 京都府医師会総務課宛 ＦＡＸ：０７５－３１４－５０４２

●開催コースのＯＳは全て ｢Windows XP｣ 対応となります｡

●予定では初級パソコンカリキュラムとして【インターネットを利用した検索方法】と【電子

メールの使い方】を想定しています｡

インターネット,電子メールを始めたい先生方へ
��������	
����

募集要項
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●もし希望者が集まれば, その他に【Word2003基礎】,【Excel2003基礎】,【PowerPoint2003
基礎】のコースの開催も可能です｡

その際は, 下記市販テキストを使用しての講習になりますので, 参加される方は当日会場に

てテキストの購入 (必須) をお願いします｡

○｢よくわかるMicrosoft Office Word2003 基礎｣ (販売価格1,600円＜税込＞)
○｢よくわかるMicrosoft Office Excel2003 基礎｣ (販売価格1,600円＜税込＞)
○｢よくわかるMicrosoft Office Powerpoint2003 基礎｣ (販売価格1,600円＜税込＞)

●まず先生方のご要望をお伺いした上で, 実施する講習内容と日程の調整を行います｡ 希望者

数によっては【Word2003基礎】,【Excel2003基礎】,【PowerPoint2003基礎】のカリキュラ
ムは中止することもありますので前もってご了承ください｡

●希望者は下記 ｢申込方法｣ をご参照の上, 希望される講習内容と受講可能な曜日等をお知ら

せください｡

●締め切り：平成20年11月15日(土)

●申込方法：下記①～⑥を京都府医師会総務課宛ＦＡＸまたはメールにてご連絡ください｡

ＦＡＸ：075－314－5042 ｅメール：kma26@kyoto.med.or.jp

①希望受講内容 (いずれかひとつのみ回答)

Ａ 【初級パソコンカリキュラム(電子メールの使い方とインターネット検索)】

Ｂ 【Word2003基礎】
Ｃ 【Excel2003基礎】
Ｄ 【PowerPoint2003基礎】
②希望される曜日 (日程調整を行いますので, できるだけ複数回答でお願いします)

12月13日(土)
Ａ 13時～15時
Ｂ 15時30分～17時30分
12月14日(日)
Ｃ 10時～12時
Ｄ 13時～15時

③パソコンの経験

Ａ ゆっくりでもパソコンでの文字入力ができる｡

Ｂ パソコンの操作が全くできない｡

④所属地区医師会

⑤氏 名

⑥連絡先 (住所・電話番号)
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京丹後市は旧丹後６町が合併して平成16年

４月１日に出来ました｡ 人口62,653人, 面積

501.84km２ (120人／km２) で, 北は日本海に

面し, 西は城崎, 東を天橋立に挟まれたとこ

ろです｡

開業医を中心に北部の医師不足について考

えると, 平成元年に18医院ありましたが, 年々

減り始め, 平成８年頃一時盛り返しました｡

その後は減る一方で, 平成13年には12となり,

いつひとケタになってもおかしくない状態で

した｡ しかしその後は横ばいで平成20年９月

現在11｡ うち１医院長期休業中です｡ この間,

７医院の新規開業 (後継ぎを含む) はありま

した｡

年齢分布は80代２人, 70代１人, 60代１人,

50代４人, 40代２人, 30代が１人です｡ 平均

年齢は59歳です｡

日常診療以外で医師１人にかかる負担は年々

きつくなってきています｡

例えば学校医 (高等学校, 中・小学校, 幼

稚園, 保育所) についてですが, 私は高校,

小学校, 保育所の計５校の学校医をしていま

す｡ 開業医の平均が約４校ですので平均的で

す (最高は７校です)｡

少子高齢化の波は大きく, 学校へ健診に行っ

ても ｢静かだなぁ, 生徒が少ないなぁ｡｣ と

思っていました｡ 昨年私の行っているＫとＴ

の２校の小学校の全校生徒数の推移を見てみ

ました｡ どちらも昭和36年には200人以上在

校していました｡ Ｋ校は平成10年まで100人

以上だったのですが, 平成20年現在87人です｡

一方, Ｔ校は昭和50年～55年に一時100人を

切りましたが, その後平成９年まで100人以

上を維持｡ しかしその後はどんどん減り, 平

成19年には50人を切り, 現在44人です｡ この

傾向は都市中心部にもみられるようです｡

逆に高齢化率は高く, 介護サービスを受け

る人が増え (変更申請も増え), 審査件数が

このままだと１班当たり35～40件／回 (月２

回) になる事が予想され, 今年から医師を２

人増やして５班から６班になりました｡ 介護

認定審査会の構成は, 当時から１班に医師は

２人なので12人の医師が関わっています｡ 開

業医の場合一度なったらなかなか代わりの人

がいないため, やめることは出来ません｡ つ

らい…｡

この現象はすべてに言えます｡ 医師会等の

役員を引き受ける時, ｢いつまでやればいい

んですか？｣ と前会長に尋ねると, ｢１クー

ル20年｣ と言われました｡ どっこい一度引き

受けたら永遠です｡

以上, 自分中心ですが, これが北部の１開

業医の現在の平均的な状況と思われます｡

��������	

写真は昨年の親睦旅行 (倉敷) のものです｡

北丹医師会

副会長 齊藤 治人
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医療とは大して関係ないかもしれないが,
私の医療 (病院？) から受ける重圧, 精神的
疲労, ストレス, その他, 諸々の欲求不満の
はけ口 (逃げ込み場所) であるチヌ (黒鯛)
釣りの話をしたい｡ チヌ釣りをするために日々
の生活が組み立てられていると言ってもいい
かもしれない｡ 一見, 健康のために数少ない
休日に桃山御陵の230段の階段を歩き回るの
もチヌ釣りに備えるためであって, メタボ対
策にしているのではない｡
さて私のチヌ釣りとは ｢かかり釣り｣ の事

であるが, 養殖コワリにコンパネをひいて狭
い釣り座から年無しといわれる50cm 以上の
大チヌだけを狙ったマニアックな釣りである｡
筏やカセ (小舟) から釣る事もあるが, 超弩
級 (目標は日本記録) を狙っての釣りなので
尾鷲方面の養殖コワリがホームグランドであ
る｡ ここでは小チヌは少なく, 外道も50cm
クラスの大アジやワラサ, 石鯛やグレなどが
釣れる｡ ただしノウハウが山のようにあり,
25～30メートルの海底の状況を察知する感性
が必要である｡ オモリは付けず３号フロロハ
リスに大チヌ針だけの仕掛けであるが, 巨大
魚の接近をハリスに伝わる波動や餌取の動向
から察知できなければ絶対に仕留める事は出
来ない｡ 竿も漆を塗って半年がかりで作った
1.4～1.6メートルの刀のような威厳のある自
作竿を使っている｡ 穂先もグラスソリッドを
先端径0.3～0.5mm に研ぎ出したものにステ
ンレス線で自作したガイドを乗せたものであ
る｡ 短い竿に３号ハリスで, 磯竿を使ってワ
イアーで釣り上げるような巨大魚を仕留める
のである｡ この掛けた後のやり取りにも, 絶
妙の技が必要で, ｢ばらしたらどうしよう｣
などとセコイ事を考えていては取り込めない｡
無意識に体が自然に反応して, 縦横無尽のや
り取りが出来て初めて大チヌをタモに納める
事が出来るのである｡

釣り時間は夜明けから日没まで, 夏場は14
時間, 冬でも12時間, せまいコンパネの上に
座って当たりを待つ｡ 結構忙しい釣りで, 団
子の打ち返しは多いときは200～300回で, 帰
ると手が腫れて腱鞘炎になっている事もよく
ある｡ 天候も土砂降りの雨, 大風, 大ウネリ
など様々であるが, 気にしてはいけない｡ 真
冬の５℃以下の気温も真夏の35℃以上の気温
も克服できるノウハウがあり, そんなものは
何でもない事である｡ ただ, 一つ年を取って
きて長年無理をしてきた事によるダメージが
ある｡ 習慣性ぎっくり腰である｡ 幸い, ウネ
リは腰に良いのか釣場でぎっくりなった事は
ないが, たいてい３週続けて釣りに行くと帰っ
てしばらくして突然発症する事が多い｡ 階段
昇降や腕立て伏せ, 腹筋などのトレーニング
は, その予防である｡
釣りにはガイドラインもインフォームドコ

ンセントも必要ない｡ 誰から何を教わる事も
ない｡ 自分の積み重ねてきた経験だけが頼り
である｡ アウトカムは, 精一杯やった事に対
する満足感で十分である｡ 釣れても, 釣れな
くても, さして問題ではない｡ それでも, 気
づけば60.3cm のチヌを方座浦で仕留める事
が出来た｡ エサ屋のフィールドテスターもし
ているし, ｢がまかつ｣からは, お中元とお歳
暮を頂けるまでに知名度もアップした｡ 数釣
りのトーナメントには, あまり興味はないが,
先日は舞鶴吉田の牡蠣筏で行われた第20回関
西チヌ釣り大会でも優勝した｡ 多くの仲間も
出来たが, みな人間として善玉で清々しい連
中である｡ 写真は大会での記念写真である｡
(情報・企画・広報委員会委員・宇治久世 紀田康雄)

� � � �
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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｢リセドロン酸ナトリウム水和物製剤の使用に当たっての留意事項｣ について (日医常任理事)

本件は, リセドロン酸ナトリウム水和物製剤 (販売名：アクトネル錠17.5mg, ベネット錠

17.5mg) が, 従来の骨粗鬆症の効能・効果に加え, 骨ページェット病の効能・効果に対して

も承認されたことを受けたものであります｡ 骨粗鬆症, 骨ページェット病, それぞれ本剤の

用法・用量が異なることから, その間違いを防止するため, ①効能・効果ごとに包装形態を

別にしていること, ②医師が本剤を骨ページェット病患者に処方する際には, 骨ページェッ

ト病であること, 毎日１回１錠服用であること等を記載した文書を手渡すこと等に, 留意す

るよう求めていることを周知するものです｡

②｢過硫酸化コンドロイチン硫酸標準品の供給開始｣ について (日医常任理事)

本件は, 平成20年８月28日より厚生労働大臣の登録を受けた財団法人日本公定書協会にお

いて, 過硫酸化コンドロイチン硫酸標準品の供給が開始されたことについて周知徹底を求め

るものです｡

③カベルゴリンのパーキンソン病に係る用法・用量について (日医常任理事)

本件は, ８月29日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において, 研究報告, 国内

での副作用発現状況, 海外の状況や臨床現場での使用状況および EMEA (European Medicines
Evaluation Agency) の勧告を基に討議した結果, カベルゴリンのパーキンソン病に係わる用
法・用量を改正することが適当である等の結論が得られたことを受け, 関係品目の承認事項

一部変更承認申請の実施等適切な対応がなされることを求めるものです｡

カベルゴリンのパーキンソン病に係わる用法・用量について, 従来維持量が標準１日量２

～４mgと定められていたものを１日の最高用量を３mgとするものであります｡

なお, 今回の措置は, １日３mg を超えて投与し病状が安定している場合等にあっては,

副作用の発現に十分留意する必要があるものの, 速やかに減量することを求めるものではな

いとされています｡

④医薬品・医療機器等安全性情報第250号の速報について (日医常任理事)

｢１. インターフェロン製剤 (｢Ｃ型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善｣ の効能効果を

有する製剤) による間質性肺炎について｣ は, 間質性肺炎の既往歴がある患者への投与につ

いて異なる注意喚起を図るため, 関係企業に対し, 平成20年８月８日に使用上の注意の改訂

指示等が行われたので, その安全対策の内容等についての情報, ｢２. 使用上の注意の改訂に

ついて(その200)｣ は ｢ゲフィチニブ他(９件)｣ の情報, ｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣

が掲載されています｡

なお, 日本医師会雑誌の平成20年11月号に掲載される予定です｡ また, 厚生労働省の医薬

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/anzen

seijyouhou.html) にも掲載される予定です｡
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と き 12月７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(金) 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

今年の夏は猛暑熱帯夜の連続でしたが,

９月になりやっと朝夕秋の気配を感じるよ

うになりました｡ ８月は休会で９月14日,

少人数ですが元気に集まり句会を開きまし

た｡ 本日は連休の初め, 四条通も車, 人と

も大変な混雑でしたが, 会場は別世界, わ

ずかの時間ながら晩夏初秋の佳句を楽しみ

ました｡

上山青柿先生より７月末日に大動脈瘤の

手術を受けられるため, 退会の申し出があ

りましたので私が代わり９月当番いたしま

した｡ 青柿先生, 手術後, 体調のよい時に

は出句のみしていただく予定いたしており

ます｡ １日も早く元の健康にお戻りになる

ようお祈り申し上げます｡

(当番 妃佐子)
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小林 明子
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西村妃佐子

９月例会
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肝炎ウイルスマーカー・
肝機能検査法の選択基準

日本消化器病学会関連研究会 肝機能研究班編
2007／12 文光堂 1,260円

日本消化器学会関連研究会である肝機能研究班の研究報

告をまとめたものである｡ 本書の内容は日本消化器学会雑

誌 2006 ;103 :1403 -1412 と 1413-1419 に ｢肝疾患における

肝炎ウイルスマーカーの選択基準(４判)｣ ｢肝機能検査法

の選択基準(７判)｣ として掲載された｡ 前半の ｢肝疾患に

おける肝炎ウイルスマーカーの選択基準について｣ ではＡ

型からＥ型までの肝炎ウイルスマーカーの各検査法の意義

が解説され, 後半は急性肝炎や慢性肝炎など, 各ステージ

においてこれらの検査法をどのように利用していくかが述

べられている｡ 後半の ｢肝機能検査法の選択基準について｣ では血液・生化学検査の各検査の

解説とともに, 種々の検査法を目的別に効率よく組み合わせて診断に役立てる方法について述

べられている｡

一般内科の日常の診療に役立つ内容になっているが, 内科以外の医師にも理解しやすく編集

されている｡ 29頁の小冊子でいつも手元において置きたい１冊である｡

NASH・NAFLDの診療ガイド

日本肝臓学会編 2006／８ 文光堂 1,260円

生活スタイルの欧米化に伴い, 生活習慣病への関心が急

速に高まり, インスリン抵抗性, 脂質代謝異常, 高血圧な

どの複数の因子によるリスクが注目され, メタボリック症

候群が脚光をあびている｡ 肝臓が代謝の中心臓器であるこ

とを考えると, 非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD)
は肝臓におけるメタボリック症候群の表現型であり, 基礎

的病変である｡ しかし, 比較的新しい疾患概念であるNAFLD
や NASH (非アルコール性脂肪肝炎) の診断基準や病態の
理解は肝臓専門医の中でも必ずしも一定していないのが現

状である｡ そこで日本肝臓学会企画広報委員会の岡上 武

委員長を中心にまとめたのが本書である｡ 内容は (１)

NAFLDの定義と分類, (２)疫学, (３)病因・病態, (４)予後, (５)血液検査所見, (６)病理
所見, (７)治療に分かれている｡ 中心となるのは病因・病態で, NAFLDの発生機序は First

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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hit で肝細胞へのトリグリセライド (TG) 沈着；脂肪肝がおこりそれに Second hit として細
胞傷害因子が加わるという Two-hit theory が解説されている｡ First hit である脂肪肝発症は,
TGは３分子の脂肪酸 (FFA) がグリセロールにエステル結合した分子であり, TG蓄積の機序
は脂肪酸代謝の理解の重要性が述べられている｡ 食物からの脂肪酸供給, 脂肪細胞からの FFA
供給, 肝細胞で合成される FFA, 肝細胞での FFAの異化, 肝細胞からの TGの放出, これらが
インスリン抵抗性あるいは高グルコース状態で肝臓への FFA蓄積の原因になっているかが詳
細に説明されている｡ Second hit の機序は酸化ストレスが中心で, ミトコンドリアやミクロゾー
ムでの FFAのβおよびω酸化に伴って発生する活性酸素種 (ROS) や鉄の過剰蓄積による・
OHによるものが多く, TNF-αの産生を亢進させるエンドトキシン, メタボリック症候群に抑
制的に働く善玉サイトカインのアディポネクチンやレプチンについても述べられている｡

NAFLDの病態はメタボリック症候群の病態と重なる部分が多く, 両者の理解は内科診療に
おいても重要と考えられる｡ 一読をおすすめする｡

Annual Review 消化器 2008

林 紀夫 大阪大学教授他編集 2008／１
中外医学社 9,870円

消化管, 肝臓, 胆嚢, 膵臓, 消化器外科の各領域におけ

る病態, 診断, 治療に関する2007年に発表された論文を各
分野の先進気鋭の臨床家や研究者がレビューしたものであ

る｡ 基礎的研究成果に基づく臨床応用に焦点を絞り, 日常

診療に必要な治療情報を中心にまとめられている｡ 内視鏡

分野では特殊光観察, 経鼻内視鏡, 小腸内視鏡, Virtual
colonoscopy, FDG-PET などが取り上げられ, 肝臓分野で
はＢ, Ｃ型肝炎の動物モデル, Ｃ型肝炎の増殖実験モデル,

Ｂ, Ｃ型肝炎の最新の抗ウイルス療法, 肝癌の画像診断,

肝癌の局所治療, 肝癌に対する肝移植, 自己免疫性肝炎,

PBCなどが取り上げられている｡ 胆・膵領域では急性胆道炎診療ガイドライン, 胆管内乳頭状
腫瘍や IPMNの疾患概念, 超音波内視鏡による早期慢性膵炎の診断, 膵癌の新しい化学療法な
どが扱われ, 消化器外科領域では逆流性食道炎の外科治療, 消化管 GISTの最新治療, 進行大
腸癌に対する腹腔鏡手術など話題のテーマが掲載されている｡

日常診療で原著を読む暇のない者にとってはありがたい１冊である｡ この１冊で最新の消化

器病学の最先端の知識をほぼ得ることができる｡ また, 原著を読みたい場合はオンラインジャー

ナルへリンクできるような配慮もされている｡

(京都消化器医会 中島悦郎)
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日本医薬品集 医療薬2009年版

監 修：日本医薬品集フォーラム
発 行：じほう ９月
体 裁：Ｂ５判／3,200頁
●日本医薬品集 医療薬2009年版 (書籍)

定価：13,650円 (本体13,000円)

●日本医薬品集ＤＢ2008年９月版 (CD－ROM)
定価：15,750円 (本体15,000円)

●日本医薬品集2009セット版 (書籍＋CD－ROM)
定価：24,150円 (本体23,000円)

本書は国内で多くの医療機関の信頼を得ている定番書籍です｡ 全医家向け医薬品約

18,000品目について, 2008年７月中旬までの添付文書情報を詳細に編集｡ 薬物治療に必

要な効能・効果, 用法・用量, 禁忌・副作用情報などの使用上の注意に関する最新情報

や, 薬価, 規制区分, 投与日数制限なども収録しています｡ 今版より本文全文を調べた

いキーワードから検索できる eBookを収載したＤＶＤを付録にしました｡ ページ印刷も
可能｡ お問い合わせは, ㈱じほう大阪支局 (電話 06－6231－7061), お申し込みは最寄

りの書店まで｡

� 新 刊 紹 介 �

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｡



第10回 『生命
い の ち

を見つめる』フォトコンテスト
－ 作品募集のお知らせ －
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日本医師会と読売新聞社は, 生命の尊さ, 大切さを考えてほしいとの願いを込め, ｢生命

(いのち) を見つめる｣ フォトコンテストを開催しています｡ 周囲の生きとし生けるものすべ

てが被写体です｡ レンズを通して ｢生命｣ を感じた作品をご応募ください｡

��

・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 (プリント) は, 本人が撮影したフィ
ルムの未発表作品に限ります｡
※デジタルカメラで撮影したもの, およびデジタルプリントま
たは320万画素以上のデジタルデータも応募可能です｡
※320万画素以上であれば携帯電話での撮影も可能です｡
※画像処理等の加工, 合成および組み写真は不可｡

●作品のプリントサイズは, 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を禁じます｡
●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｡ (ネガ, データは１年間当方で
保管し, その後返却いたします)
●上記規定に違反した場合は, 受賞を取り消します｡

���	


平成20年11月14日(金) 必着 �������� �		
�����������������
�����	����	��	�

�����

平成21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 03－5159－5895

※応募作品の裏に, 画題, 名前, 男女別, 年齢, 住所, 電話番号, 職業または学校名, 撮影
年月日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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医療界を巡る動き

平成20年８月 医療界を巡る動き
京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

８. ２ 参与会を開催

８. ６ 乳がん検診委員会・地区乳がん検診担当
者連絡会を開催

８. ８ 新入会員との懇談会を開催

８. ９ 綴喜医師会との懇談会を開催

８. ９ 平成20年度児童虐待防止医療従事者研修
会を開催

８. 12 京都府医療推進協議会第13回代表者会議
を開催

８. 13 第２回今の医療,こんなんで委員会を開催

８. １ 西濃運輸健康保険組合が解散－後期高齢
者医療制度改革で負担増

８. １ 厚労省, 臨床研修プログラムの弾力化に
関するモデル事業の実施要綱を通知

８. １ 日本介護支援専門員協会が法人化－有限
責任中間法人に

８. ５ 文科省, 医学部設置大学に対し, 2009年
度の医学部入学定員を過去最大の8280人程
度まで増やすことを認める通知を発出

８. ５ 自民党・社会保障制度調査会医療委員会,
2012年度末に療養病床を約22万床とする厚
労省の方針を了承

８. ５ 厚労省, 2008年版厚生労働白書を発表
８. ６ 日医, 2008年度診療報酬改定の緊急レセ

プト調査 (４～６月分) を公表－総点数の
前年同期比は全体で0.31％減

８. ６ 厚労省, 微量採血用穿刺器具の不適切使
用に関する実態調査の結果を公表

８. ８ 社保庁, 政管健保の2007年度単年度収支
決算を発表－1352億円の赤字

８. 11 人事院勧告－国の医療施設, 医師給与を
平均約11％引き上げ

８. 18 厚労省, 医療費適正化計画の全国計画案
を公表－43道府県で約7000億円の財政効果
を見込む

８. ２ 漫画家の赤塚不二夫が死亡
８. ２ 福田改造内閣が発足

８. ４ 中国・新疆でテロ相次ぐ
８. ４ 政府, 月例経済報告で02年２月から続い

てきた戦後最長の景気回復が途切れ後退局
面に転じたことを認める

８. ７ ロシアとグルジアが交戦

８. ８ 日中が首脳会談
８. ８ 夏季五輪が北京で開幕

８. 13 シリアとレバノンが国交樹立

８. 18 夏の全国高校野球選手権大会で大阪桐蔭
が優勝

８. 18 パキスタンのムシャラフ大統領が辞任
８. 18 幕内力士の若ノ鵬が大麻所持容疑で逮捕
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※ ｢京都府医師会・会務｣：定例理事会, 常任委員会等は省略 ※敬称略

京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

８. 21 平成20年度集団的個別指導を開催

８. 22 第52回日医社会保険指導者講習会に出席
(～22日)

８. 23 裁判員制度説明会を開催

８. 27 平成20年度第１回医療安全講演会を開催

８. 28 平成20年度集団的個別指導 (北部) を舞
鶴市で開催

８. 20 福島県立大野病院事件で福島地裁が加藤
医師に無罪判決

８. 20 日医, ｢地域医療, 保健, 福祉を担う幅広
い能力を有する医師｣ 認定制度案を提示

８. 26 厚労省の2009年度概算要求額を与党が了
承－2008年度予算比3.7％増の22兆9515億円

８. 27 厚労省, 中医協で一般病棟に入院する後
期高齢者の入院基本料が91日目から減額さ
れる仕組みを緩和するための見直しを提示

８. 27 日医, 2009年度税制改正要望を発表－消
費税対策など重点要望は18項目

８. 28 厚労省 ｢安心と希望の医療確保ビジョン
具体化に関する検討会｣ がビジョン具体化
で中間取りまとめ案

８. 28 厚労省, ｢2006年度国民医療費の概況｣ を
発表－前年度比0.004％減の33兆1276億円

８. 29 厚労省, 2009年度実施の臨床研修プログ
ラム弾力化のモデル事業に参加する40大学
病院を決定

８. 29 政府, ｢安心実現のための緊急総合対策｣
を発表－医療対策に4000億円

８. 29 福島県立大野病院事件で福島地検が控訴
断念

８. 21 中国向け輸出額が戦後初めてアメリカ向
けを上回る

８. 26 ロシアが南オセチア自治州とアブハジア
自治共和国のグルジアからの独立を承認

８. 26 北朝鮮が核施設の無能力化作業を中断し
たとの声明を発表

８. 27 アメリカ大統領選挙で民主党が大統領候
補としてバラク・オバマ上院議員を指名

８. 27 アフガン法人拉致, 遺体で発見

８. 29 財務省, ７月の全国消費者物価指数が前
年同月比2.4％上昇と発表－消費税引き上げ
時を除けば16年１ヶ月ぶりの高い伸び

８. 29 大分県の教員採用試験を巡る汚職事件で
県教委が21名の採用取り消し
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講演会 ��������	
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と き 10月17日(金) 14：30～16：30

ところ キャンパスプラザ京都４Ｆ 第２講義室

講 演 ｢患者が求める医療情報とは？｣

講師：川端 眞一氏 (元京都新聞編集委員兼論説委員)

｢医療政策と医療機能情報提供制度について｣

講師：西村 周三氏 (京都大学大学院経済学研究科教授)

内 容 医療機能情報提供制度が昨年４月に創設されたほか, 都道府県ごとに策定する新た

な医療計画では４疾病５事業を担う地域医療機関が掲載されるなど, 自院の情報公

表が経営に与える影響力が増すなか, 今後の制度変化への対応や, 患者から見た情

報提供のあり方を考える｡

参加費 １人 1,000円

共 催 京都私立病院協会, 京都府病院協会

後 援 京都府医師会

申込先 京都私立病院協会事務局 担当／城内・藤田 (TEL 075－313－2686)

��������	
���������

訂 正 と お 詫 び

９月15日号32ページに掲載しました ｢お知らせ～ NEWS ～｣ 欄の ｢京都府・京都市からの

お知らせ：結核定期健康診断の実施および報告のお願い｣ において, 南保健所のＦＡＸ番号が

間違っておりました｡ 下記のとおり訂正しお詫びいたします｡

(誤) 662－3436 → (正) 691－1397
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『一度聞いてみたい このドクターの この講演』

京都府医師会では, 次代の良医を育てる立場から新医師臨床研修制度が円滑に運営されるよ

う, ｢指導医のための教育ワークショップ｣ や研修医を対象にした ｢研修医との交流会｣ など

を企画, 開催してきました｡

今般, 研修医・指導医の方を対象とした講演会を企画し, 下記のとおり開催することといた

しました｡ つきましては, 研修中の研修医の先生ならびに指導医の先生方, 多数ご参加いただ

きますようご案内いたします｡

と き 10月25日(土) 午後２時～４時30分
ところ 京都大学医学部附属病院 臨床第１講堂

プログラム

座長／池田 栄人先生 (京都府医師会臨床研修制度検討委員会委員長)

��������	
�

洛和会音羽病院総合診療科 上田 剛士氏
���������� �����������

綾部市立病院産婦人科主任医長 上野 有生氏
������� !"#$%��&�'()*�

京都第一赤十字病院糖尿病内分泌リューマチ科 尾本 篤志氏
�+,-.#�/012#34�

京都市立病院神経内科部長 林 理之氏

���������	
��������

曜 日 業 務 時 間

月 ～ 金 ９時30分～17時30分

土
９時30分～13時30分
※午後は会議等の終了時 (おおむね17時) まで事務所当番がいます｡
※第一土曜日は休館日です｡

日 ・ 祝 休館日

� �������	
��	����� �

京都府医師会事務局の業務時間は以下のとおりです｡

下記時間帯以降は駐車場も閉鎖いたしますので, ご利用・ご来館の際はご留意ください｡
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【報 告】

１. 平成20年８月１日現在の会員数

７月１日現在 4,225名 (日医 3,014名)

８月１日現在 4,226名 (日医 3,015名)

(＋１名)

２. 参与会の状況

３. ８月度総務担当部会の状況

４. 個別指導の状況

５. ８月度保険医療担当部会の状況

６. 第２回スポーツ医学委員会の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第１回産業保健委員会の状況

９. ８月地域医療担当部会の状況

10. 第３回高齢者ケア体制整備促進プラン

策定検討会の状況

11. 平成20年度京都市営保育所嘱託医連絡

協議会および市営・民営保育所 (園) 嘱

託医研修会の状況

12. 平成20年度特別支援教育体制推進事業

第１回広域特別支援連携協議会の状況

13. 京都府発達障害者支援体制整備事業第

10回発達障害者支援体制整備検討委員会

の状況

14. 第２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

15. 平成20年度第１回京都府地域・職域連

携推進会議の状況

16. 医療機器等安全性情報連絡会議の状況

17. 第１回日医健康スポーツ医学委員会の

状況

18. 日医・医療ＩＴ委員会の状況

19. ｢医療安全調査委員会 (仮称) 大綱案｣

に関する厚労省担当課長との意見交換会

の状況

【議 事】

20. 会員の入会・異動・退会14件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 京都新聞大賞 ｢社会教育賞｣ 選考委員

への就任を可決

23. 京都私立病院協会との懇談会の開催を

可決

24. 京都府社会保険診療報酬支払基金幹事

候補者の推薦を可決

25. 平成20年度集団的個別指導の開催を

可決

26. 第52回社会保険指導者講習会の出席者

の変更および基金推薦分の府医費用弁償

との差額の支給を可決

27. 兵庫県医師会医療保険に関する講演会

の出席を可決

28. 第４回近医連保険担当理事連絡協議会

の出席を可決

29. 地区社会保険担当理事連絡協議会の取

り扱いを可決

30. 第２回保険医療協議会の開催を可決

31. 第39回全国学校保健・学校医大会への

参加を可決

32. ｢かかりつけ医・産業医うつ病対応研

修会｣ の開催を可決

33. ｢目の愛護デー｣ への共催を可決

34. 平成20年度 ｢結核予防とがんを考える

つどい｣ への共催を可決

35. 第21回禁煙指導講習会への共催を可決

36. 京都乳がん公開市民講座への後援を

可決

37. 市民公開シンポジウムへの後援を可決

38. 相楽医師会市民公開フォーラムへの後

援を可決

39. けいはんな光医療産業バレー拠点創出

シンポジウムへの後援を可決

40. 第62回全国盲人福祉大会への後援を

可決

41. 救急救命士養成事業に関する委託契約

第19回定例理事会 (８.７)
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の締結を可決

42. 乙訓休日応急診療所後送患者受入業務

委託契約変更契約書の締結を可決

43. 14大都市医師会 ｢災害時における相互

支援に関する協定書｣ にもとづく訓練実

施のための事前会議への出席を可決

44. 平成20年度救急医療週間記念行事の開

催を可決

45. 平成20年度京都府・京都市総合防災訓

練への医療救護班派遣を可決

46. JATEC京都宇治コースへの共催名義の
貸与を可決

47. 感染症発生動向調査定点医療機関 (疑

似症定点) の推薦を可決

48. 近医連介護保険担当理事連絡協議会の

出席を可決

49. 乳がん検診症例検討会の開催を可決

50. 京都府医師国民健康保険組合子宮がん

検診委託契約書の解除を可決

51. 平成20年度健康増進事業促進補助金交

付を可決

52. 平成20年度在宅医療促進補助金 (在宅

医療連携体制推進事業) の各地区補助金

額案を可決

53. がん登録事業システム改修を可決

54. 世界糖尿病デーにかかるイベントの共

催を可決

55. 産業医研修会の共催を可決

56. 派遣社員の採用を可決

57. 特定健診システムの追加クライアント

発注を可決

58. 府医学術講演会の開催を可決

59. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

60. 研修医・指導医のための講演会の開催

を可決

61. 勤務医部会正副幹事長会の開催を可決

62. 京都府医療推進協議会主催イベント

｢みんなで老後を考えよう～社会保障が

約束する安心の将来を目指して｣ (仮称)

の開催を可決

【報 告】

１. 第３回府医選挙管理委員会の状況

２. 平成20年度新入会員と府医執行部との

懇談会の状況

３. 地区医師会との懇談会の状況

４. 京都府医療審議会の状況

５. 京都市立病院整備運営事業提案審査委

員会の状況

６. 平成20年度第１回京都市国保運営協議

会の状況

７. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

８. 産業医研修会の状況

９. ｢過疎地域対策アクションプラン (仮

称)｣ に係る第２回政策検討会議の状況

10. 第４回特定健康診査委員会の状況

11. 平成20年度児童虐待防止医療従事者研

修会の状況

12. 第２回乳幼児保健委員会の状況

13. 京都府介護支援専門員会第３回理事会

ならびに第１回総会の状況

14. 第４回高齢者ケア体制整備推進プラン

策定検討会の状況

15. 平成20年度京都市地域防災無線協議会

総会の状況

16. 第２回肺がん対策委員会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 図書室検討小委員会の状況

19. 第２回京都医学会小委員会の状況

20. 日医医師の団結を目指す委員会の状況

21. 日医第６回理事会の状況

第20回定例理事会 (８.21)
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22. 京都府医療推進協議会・第13回代表者

会議の状況

【議 事】

23. 会員の入会・異動・退会７件を可決

24. 常任委員会の開催を可決

25. 定款・諸規定検討特別委員会の設置と

開催を可決

26. 環境にやさしいライフスタイルを考え

る市民会議委員への就任を可決

27. 医療シミュレーション・ラボ施設の見

学を可決

28. 京都地方社会保険医療協議会委員の推

薦を可決

29. 第４回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

30. 京都市介護認定審査会委員の推薦替え

を可決

31. 救急救命士養成事業傷害保険の契約更

新を可決

32. 感染予防対策講習会の開催を可決

33. ｢2008年度ピンクリボン京都｣ 事業の

後援を可決

34. 南部乳がん検診症例検討会の日程等変

更を可決

35. 第２回京都府がん診療に携わる医師に

対する緩和ケア研修会の開催を可決

36. 平成20年度健康増進事業促進補助金与

謝・北丹医師会への追加交付を可決

37. 産業医研修会の共催を可決

38. 特定健診等委託契約書の締結を可決

39. 府医学術講演会の開催を可決

40. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

41. 京都医学会雑誌 (第55巻第２号, 平成

20年12月発行) の作成を可決

42. 第30回府医懇親シニアゴルフ大会の開

催を可決

43. 看護専門学校専任教員の試用採用を

可決
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府医では, 本年10月１日より ｢府医・連携メーリングリスト｣ (以下, 連携ＭＬ) の運用を開始い

たします｡

｢連携ＭＬ｣ は, 現在運用中の ｢会員ＭＬ｣ とは別の新たなメーリングリストです｡ この ｢連携

ＭＬ｣ が従来の ｢会員ＭＬ｣ と最も異なる点は, 病院勤務医師が府医非会員であっても参加可能と

した点であります｡ ただ, 運用開始直後より勤務医師が本ＭＬに多数参入してくることは考えにく

く, まず各病院には病診連携室等を代表窓口としていただいた上で, 病院や診療所間における双方

向性の情報のやり取りの中で勤務医師も抵抗なく, あるいは興味を持って参入していただき, 勤務

医師にもメリットが得られるような方向性をさぐりたいと考えております｡

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 ｢連携ＭＬ登録｣ の旨ご連絡いた

だき, 登録が完了しますと, 10月１日以降, 順次 ｢Welcome to renkei-kyoto 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, 連携ＭＬに登録されたすべての方に自動的にメールが送信

されることになります｡

詳細につきましては, 下記ならびに京都医報９月１日号 (第1892号) をご参照ください｡

■受付可能な入会登録者

◎京都府医師会員 ◎京都府内の勤務医 (京都府医師会非会員も含む)

◎地区医師会 ◎京都府内の病院代表窓口 (病診連携室等, 事務部門でも可)

■本ＭＬの投稿内容

名称は連携ＭＬであるが, 投稿内容には特に制限なし

なお, 現在もすでに需要のある病院側からの在宅での診療所主治医探しについては, 内容が個別

案件であるとともに, 時として機微情報も含むため, 本件に関しては, 現在業務を開始しつつある

京都府医師会・在宅医療サポートセンターにお申込いただき, ここで調整作業を進める方式を考え

ております｡ また, ケースによってはその後, 府医在宅医療サポートセンター発で連携ＭＬを利用

した主治医探しを募集することもありえます｡

【連携ＭＬ登録方法】
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京京京都都都府府府医医医師師師会会会・・・連連連携携携ＭＭＭＬＬＬををを新新新たたたににに運運運用用用開開開始始始 是是是非非非ごごご登登登録録録くくくだだださささいいい

111000月月月１１１日日日かかかららら
～～～ 府府府医医医非非非会会会員員員ののの勤勤勤務務務医医医ももも参参参加加加可可可能能能 ～～～
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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

～ 10月度請求書 (９月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(金) 午後５時まで

△

国保 10日(金) 午後５時まで

△

労災 14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｡


