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清 流
写真／長谷川正秀 (乙訓)

過日, 同窓生数名と下呂・高山・古川方向にドラ
イブし, 途中, 郡上八幡から白鳥に向かう途中, ｢阿
弥陀ガ滝｣ との表示があり車をとめました｡ 滝へ向
かう途中, 自然の岩組がなんとも言えず美しく, 清
らかな水が流れ, 人の喧騒もなく岩に当たる水の音
のみが涼しさを感じ, 何とも気持ちのよいものでし
た｡
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平成17年度 京都府医師会

事事事事事事 業業業業業業 計計計計計計 画画画画画画 (((((( 概概概概概概 要要要要要要 ))))))
＝会員の先生方のご理解・ご協力を＝

昨年は国民皆保険制度の根幹をも揺るがしかねない ｢混合診療の解禁｣ に対し, 全都道府県

医師会における ｢国民医療を守る集会｣ の開催や600万もの署名を集めた署名活動等が功を奏

し, 混合診療の全面解禁は免れた｡

しかし, 今年度も ｢医療の市場化｣ を目論む動きとともに, さまざまな医療制度改革が待ち

受けており, 予断を許さない状況にある｡ これらの動きに対し, 近医連, 日医各種委員会を通

じ, 意見具申していくとともに, より一層, 日医のバックアップに努めたいと考えている｡

[１] 京都府医療推進協議会の継続的活動

開かれた医師会を目指し, 国民皆保険制度

について地域住民とともに考え, 京都府医療

推進協議会に加盟する28団体とともに行動す

ることによって, 地域住民の立場に立った医

療制度の確立のための運動を継続的に展開し

ていく｡

[２] 医療に対する信頼回復への取り組み

柱となる事業は①生涯教育の充実②医療安

全の確立③自浄作用の徹底である｡

特に, 生涯教育の充実については, 医師の

自律性, 主体性が保たれているかどうかが重

要である｡ 医師自らが, あるべき生涯教育の

姿を国民に示していくことが必要であると考

えている｡ また, 医療安全については, 地域

住民参加型のシンポジウムによって, 共通認

識を深める手がかりが出来つつあると考えて

おり, 今年度も継続してシンポジウムを開催

する｡

[３] 情報関連事業

日医, 府医, 地区医, そして各医療機関の

間では, ある程度のネットワーク化が進んで

きた｡ 今後は従来の京都医報やＦＡＸ情報に

加え, 電子メールなどのツールを活用した広

報活動も推進する｡ また, 日医が推奨してき

たＯＲＣＡプロジェクトについては ｢ＩＴフェ

ア｣ の開催などにより連携強化に努め, 情報

関連事業のさらなる充実を目指す｡

[４] 新医師会館建設への対応

新会館の建設に関しては, これまで京都府

医師会の将来と会員の費用負担について検討

してきたが, 今回, 建設予定地について, 一

定の見通しが得られた｡ 具体的な検討事項に

ついては, 会館建設検討委員会 (仮称) で協

議していくが, それまでの間の基本的な条件

整備について今年度中に進めていく｡

[５] 特別委員会提言の具現化

｢小児初期救急｣ への対応については ｢小

児救急対策特別委員会｣ より, 昨年12月に答

申が出された｡ さまざまな地域事情を抱える

中で, 本答申の趣旨を最大限に尊重し実施に

向けて, 府下市町村, 関係団体へ働きかけて

いく｡ そのほか, 医療情報ネットワークシス

テム検討特別委員会や予防接種広域化対策特

別委員会, 統一健康診断書検討特別委員会に

ついても, いただいた提言をもとに, その具

現化に向け検討を進めていく｡

なお, 各部門別の重点事項の詳細につい

ては, ５月の班長経由でお配りする ｢平成

17年度事業計画｣ をご覧ください｡
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この度, 看護師国家試験および准看護師資格試験の合格発表がありました｡

本校から国家試験には３年課程45名, ２年課程78名合計123名が受験, 118名が合格し, 合格

率は95.9％で全国平均91.4％を大きく上回りました｡

また, 資格試験には准看護科149名受験し, 昨年に続き全員が合格 (合格率100％) しました｡

受験対策として, 夏期補習, 特別補習, 冬期補習など長期間にわたって取り組んできた成果

と学校関係者は安堵しています｡ 一方, 国家試験不合格者に対しては来年度の受験に向けて,

引き続き指導助言を行っていきます｡

286名が入学 (17年度入学式)

４月５日(火) 本校体育ホールにおいて平成17年度入学式を挙行し, ３年課程42名, ２年課

程84名, 准看護科160名が入学しました｡

入学式は, 油谷桂朗校長の入学許可の後, 新入生代表の宣誓があり, 校長式辞では ｢伝統あ

る本校での出会いを大切に, 心を一つにして人間愛・看護の心を育んでください｣ と励ましの

言葉があり, 続いて本校運営委員・講師の福田 濶先生からご祝辞をいただきました｡

多くの御来賓や保証人, 保護者のご参列をいただく中, 新入生は少し緊張気味でしたが, 将

来の看護師を目指す意気込みが十分に感じられました｡

玉井和子専任副校長１年間の長期研修

本校の玉井副校長が, 厚生労働省の平成17年度幹部看護教員養成課程の受講生として,

４月から１年間, 東京都で研修することになりました｡ この間, 白木文代副校長代理 (元

京都府教育庁指導部保健体育課主幹) を迎える体制になりました｡

[当面の日程]
５月12日(木) 看護の日

５月17日(火)

～20日(金)
新入生宿泊研修 (准看護科)

５月27日(金) 校内バレーボール大会

６月７日(火) 学校運営会議

京京京京都都都都府府府府医医医医師師師師会会会会看看看看護護護護専専専専門門門門学学学学校校校校

合合合格格格者者者 222666777名名名
看看看護護護師師師国国国家家家試試試験験験 111111888名名名｡｡｡ 准准准看看看護護護師師師資資資格格格試試試験験験 111444999名名名｡｡｡

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
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委
員
会
だ
よ
り医療情報ネットワークシステム検討特別委員会〈答申〉

委�員�会�だ�よ�り�

京都府医師会では, 京都府からの委託を受け, 会内に ｢医療情報ネットワークシステム検討

特別委員会｣ を設置し, 京都府における医療情報ネットワークの現状を調査するとともに, 将

来のあるべき姿について検討してきた｡ このたび, その集計結果をとりまとめ, ３月31日(木),

中嶋府医理事立ち会いのもと, 大西委員長より油谷府医会長へ答申書を提出した｡

答申書の目次は以下のとおりであるが, 詳細については, 本号付録として掲載させていただ

くので, 是非ご覧いただきたい｡

また, 答申書の作成にあたり行った実態調査 (地区医師会, 各病院) の集計結果についての

詳細をご希望の方は府医事務局：学術広報課までご連絡いただきたい｡

＜医療情報ネットワークシステム検討特別委員会 答申書目次＞

＜医療情報ネットワークシステム検討特別委員会＞ (敬称略 ◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎大西 勇人 (福知山) ○角水 正道 (乙訓) 池田 正隆 (左京)
魚住 玄通 (東山) 平田 真人 (相楽) 藤井 純司 (山科)

担当副会長 森 洋一 担当理事 中嶋章作 松井道宣 福州 修

Ⅰ はじめに

Ⅱ 医療情報 (連携) ネットワークの必要性

Ⅲ 京都府における医療情報ネットワークの現

状について

１. 地区医師会および各病院へのアンケート

調査集計結果

(１) 地区医師会における地域連携ネット

ワークシステムの状況

(２) 各病院における情報化の現状

(３) 各病院における情報化の現状

(医療圏単位)

２. 各医療圏の現状の把握

(１) 京都・乙訓医療圏

(２) 丹後・中丹・南丹医療圏

(３) 山城北・山城南医療圏

３. 山科医師会：医療情報ネットワークシス

テム ｢CoMet｣ の紹介

４. 東山医師会：東山区での医療連携の紹介

５. 他府県医師会での状況

北九州市医師会の病診連携ネットワーク

について

Ⅳ 今後, 求められる医療情報 (連携) ネット

ワークの構築に向けて

１. ｢医療機関情報｣ ｢医師情報｣ ｢患者情報｣

２. 地区医師会, 府医師会の役割

Ⅴ まとめ

油谷府医会長に答申を手渡す大西委員長
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府市民向け広報誌

『Be Well』

第36号 『子どもをタバコから守ろう』

第37号 『前立腺に関する病気』

京都府医師会では府市民向け広報誌 『Be Well』, VOL.36 ｢子どもをタバコから守ろう｣,

VOL.37 ｢前立腺に関する病気｣ を発行しました｡

各医療機関におかれましては, 本誌を診察の一助に, また待合室の読み物としてご活用

ください｡

VOL.36 ｢子どもをタバコから守ろう｣ VOL.37 ｢前立腺に関する病気｣

(Ａ３版, 見開き４ページ) (Ａ４版, 表裏)

本誌に関する問い合わせは府医事務局：学術広報課までご連絡ください｡

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

16号 肩の痛みの知識

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

22号 子どもの事故防止対策

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

30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療

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

34号 太るも痩せるも食事が基

本です

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

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

37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

な方は府医学術広報課 (�315－5276) 宛てご請求ください｡
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日日日日医医医医標標標標準準準準レレレレセセセセププププトトトトソソソソフフフフトトトト

常常常常設設設設展展展展示示示示ののののおおおお知知知知ららららせせせせ

日本医師会では今年で公開３年目を迎えた ｢日医標準レセプトソフト (以下, 日レセ)｣ の

普及強化を図っておりますが, 今回, より多くの会員の先生方に ｢日レセ｣ を見て, 触れてい

ただくために, 常設展示を行うこととなりました｡

京都府医師会館にご来館の際は, ぜひ, 常設展示コーナーにお立ち寄りいただき, 実際に

｢日レセ｣ を体験してみてください｡

設置場所 京都府医師会館 １Ｆ 京都府医師会事務局 入口前

設置期間 平成17年４月18日～平成18年３月31日まで (予定)

※デモ機器や操作マニュアル等の展示物は, 日医ＩＴ認定サポート事業所である ｢(有)エヌ・

エス・コーポレーション｣ によるものです｡

※今回の常設展示では, あくまで ｢日レセ｣ の展示のみです｡ サポート業者によるデモンスト

レーションや導入相談等をご希望の方は下記までご連絡ください｡

有限会社エヌ・エス・コーポレーション

〒612－8433 京都市伏見区深草善導寺町１－１ 101

TEL：075－604－5410 FAX：075－621－2905

E-mail：nsc2@kyoto.email.ne.jp

｢府医メールマガジン｣ 配信開始のお知らせ

京都府医師会では６月１日 (予定) より ｢府医メールマガジン｣ の配信を開始いたしま

す｡ 当面は現在の ｢府医ＦＡＸ情報｣ のデジタル版としての配信や会員の先生方への緊急

連絡・府医ホームページの更新状況などの情報を配信していく予定です｡ 配信頻度は週１

回の予定です (都合により変更する場合もあります)｡

メルマガへの登録など詳細につきましては, 後日, 府医ＦＡＸ情報や京都医報等でお知

らせいたします｡
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環
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◆実施期間
平成17年５月１日(日) ～９月30日(金)

◆対象地域
京都市地域 京都市
乙訓地域 向日市, 長岡京市, 大山崎町
宇治地域 宇治市, 城陽市, 久御山町
綴喜地域 八幡市, 京田辺市, 井手町
相楽地域 山城町, 木津町, 加茂町, 精華町 以上７市７町

◆発令基準

◆監視体制
①常時監視網 (22局) によるオキシダント濃度の測定およびデータの収集を行う｡
②京都地方気象台から必要な気象情報の収集を行う｡
③近隣府県における緊急時発令状況およびオキシダント濃度に係る情報収集を行う｡
◆発令の周知
①報道機関および市町等の協力を得て住民への周知を図る｡
②府関係機関および各市町教育委員会等を通じて小中高等学校の児童・生徒に周知を図る｡
◆発令時対策
①大規模工場等に対し, 燃料使用量, 有機溶剤使用量の削減を要請する｡
②自動車の使用者等に対し, 不急の自動車の運行を自粛するよう関係機関を通じて協力を求
める｡

◆被害状況の把握と対策
①光化学大気汚染が原因とみられる被害が発生した旨の通報を受けた府保健所, 市町, その
他関係機関は, 直ちに府環境管理課へ内容を報告する｡ (京都市以外の市町は保健所を経
由)
②被害が拡大する恐れがある等の場合には, 必要に応じて被害対策班を編成し, 被害発生の
状況調査等を行うとともに, 医療機関等に対し協力要請する｡

◆過去の状況
年度別注意報発令日および被害訴え者数

警報の発令は昭和47年８月に１日, 緊急警報の発令はない｡

環環環境境境 保保全全対対策策
平成17年度京都府光化学反応による
大気汚染緊急時対策の概要

発令区分 発 令 基 準

注意報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.12ppm 以上になり, 気象条件からみ
て, その濃度が継続すると認められるとき｡

警 報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.24ppm 以上になり, 気象条件からみ
て, その濃度が継続すると認められるとき｡

緊急警報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.4ppm 以上になり, 気象条件からみ
て, その濃度が継続すると認められるとき｡

年 度 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16

発令日数 １ ０ １ １ ３ １ ３ １ ５ ０ ３

被害の訴え者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １
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■ 府医事務局の人事異動 ■
府医事務局では４月１日付で人事異動を行いましたのでお知らせいたします｡ 今後ともよろ

しくお願いいたします｡

(※：人事異動対象者)

役 職 氏 名

事務局長
次 長
次 長

村 山 克 己
江 藤 康 博
山 口 真 己

総務課長 青 山 修
奥 村 嘉奈子
平 井 厚
前 原 佳 代

経理課長 林 宏 行 ※
北 山 善 敬 ※
俣 野 悦 子 ※
入 江 真知子 ※

保険医療課長 寺 田 雅 彦 ※
加 藤 智 史
萩 永 貴 之
宮 川 明 則

地域医療課長 黒 川 雅 夫 ※
平 岡 春 樹
田 中 善 久
徳 満 保 子

助産師の就業促進について

今般, 日本医師会を通じて, 厚生労働省医政局看護課長 (医政看発第0307001号) より

標記に関する周知依頼がありました｡

近年, 医療安全の確保が喫緊の課題でありますが, 助産師については, 周産期医療分野

における医療安全の確保および質の高い医療提供をはかる上で重要な役割を担うことから,

助産師養成数の確保のみならず, 助産師の就業促進等の対応が求められています｡

つきましては, 助産師としての就業継続および本年度, 医療機関等を退職する助産師の

再就業に向けて, 産科, 婦人科標榜の医療機関におかれましては, 看護職員確保対策特別

事業の活用等, 今後とも助産師の確保について格別のご配慮をお願いいたします｡

助産師の求人・募集につきましては…京都府ナースセンター TEL 075－222－0316

役 職 氏 名

心臓検診事業部

宮 越 順 子
尾 � 和 雄
和田垣 昭 成 ※
田 中 秀 和
二之湯 由
轡 田 昇 山

学術広報課長 鷲 見 敏 夫
下 田 悦 子
真 木 真理子
杉 岡 真
福 井 淳 史

専 門 医 会 中 野 征 夫
西 村 裕 子
飯 田 尚 子

看護学校事務課長 菊 地 仁
平 岡 あさみ
藤 沢 由美子
宮 坂 恵 子
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伏見医師会は地域的には行政区である伏見

区と一致しており, 北は稲荷からで 西は久

我・羽束師を含み向日市・長岡京市と接し,

南は淀, 東は醍醐に至り滋賀県の石山近くに

まで接しています｡ 広範囲な地域に至り, 人

口は平成17年１月現在28万人を超える巨大な

地区です｡

昭和22年11月京都府医師会設立と同時に,

伏見医師会は誕生して府医と歴史を同じくし

ています｡

現在会員数は, 昨年国立京都病院が独立行

政法人機構として生まれ変わった事を受け約

100名が新規入会していただいたため, Ａ会

員233名・Ｂ会員326名・Ｃ会員35名で合計594

名と大勢の会員が参加する会となっています｡

今回は地区医師会報の事をお話したいと思

います｡ ｢ふしみ医報｣ は本年４月号で540号

を発刊しました｡ 500号記念誌を頼りに, 歴

史を振り返って見ます｡

事の初めは, 故土肥正弘先生が伏見医師会

野球部速報 ｢クレイブス｣ を発刊されており,

それが医報の母体になったとの事です｡ 昭和

32年頃医報を作ったらどうだろうかという意

見が自然発生的に生じ, 理事会に提案され土

肥先生なら大丈夫だろうと医報発刊が決定さ

れたという事です｡

第１号は手書きのガリ版刷りの伏見医報が,

土肥病院発行所で奥様の多大なる協力の下に

産声をあげたという, 今や伝説化された事柄

です｡

当時は国保問題のあった時代で, 保険医に

繋がる種々の問題を会員に周知する方法がな

かったために, 医報を活用しようという発想

だったそうです｡

その後滞る事なく, 今日まで発刊され続け

られたという事は驚きに値する物で, 歴代執

行部の弛まない努力が窺い知れます｡ 当初執

行部の医報担当理事は１名で, 担当理事のみ

の努力によって作られていましたが, もはや

限界があるとして, ７名の委員の共同作業が

なされる事となりました｡

昭和54年から医報の制作を執行部から切り

離し, 医報室が立ち上げられました｡ 執行部

から分離することにより, 自由で公正な立場

に立ち執行部を叱咤激励しつつ, 場合によっ

ては批判する事により執行部が予期せぬ方向

に行こうとする軌道修正を可能にする目的も

考慮されたようです｡

昭和63年４月号より従来の新聞型から雑誌

型へと, 平成９年４月号よりＢ５版形式から

Ａ４版の横書きに形式の変更がなされ今に至っ

ています｡

現在は医報委員会と名称を変え委員長以下

12名の委員にて構成され, ３名の４グループ

で交代に編集作業を行っています｡ 地区集談

会や学術講演会の抄録や府医や保険医協会と

の懇親会の様子の報告, ｢インタビュー・ナ

ウ｣ というタイトルで新入会された先生の生

い立ちから学生時代の逸話や現在に至る経歴

をインタビュー形式で紹介するコーナーがあ

ります｡ ｢会員のひろば｣ では自由に, 旅行

の話・趣味の話・グルメのお店紹介・思い出

話など気楽に投稿できるコーナーがあり, 会

員同士の交流の場となっています｡ ゴルフ同

好会の成績紹介・理事会だよりや協同組合だ

よりでは, 会議の議事録を記載して現執行部

の活動内容を会員に知らせています｡ 毎号30

～40頁の編集努力の積み重ねがなされており,

今後も更に良い充実した紙面作りを継続した

いと考えています｡

伏見医師会
広報担当

平松 君恵
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足の形をした糊？

病院で仕事が多くなると帰宅する時間が遅く

なる｡ 出来る限り毎日クラリネットの練習はし

たいんだが, ９時を過ぎるとさすがに近所迷惑

と思って, 吹かない｡ この間も２週間で練習で

きたんは２日だった｡ それでレッスンに行って,

福本先生に最初に言った言葉が ｢仕事が忙しゅ

うて, 練習できませんでした｣｡ 言い訳から始

まった(笑)｡

京都九条病院の山木院長は大学に入ったんは

一緒で, 彼が一年早く卒業した｡ ホルンを中学

の時から今に至るまで, 吹き続けている｡ 京都

大学の交響楽団のエキストラに行ったり, 太秦

の撮影所へ映画音楽を吹きにアルバイトをして

いたくらい上手である｡ 彼から京都シンフォニ

カの定期演奏会のチケットを送ってきた｡ コン

サートホールで４月３日｡ 済生会病院の泌尿器

科の北村部長がコンサートマスターをしている

アマチュアオーケストラである｡ 50歳代は山木

君だけであろう｡ 他の演奏者は大変若く見える｡

しかし, あのホルンが難しいベートーヴェンの

ヴァイオリン協奏曲を吹くのであるから, たい

したもんである｡

まだ府立医科大学の教養課程が古い校舎であっ

た頃, 授業が終わってベートーヴェンの交響曲

８番の冒頭の旋律を口笛で吹いていたら ｢君,

オーケストラに入れへんか？｣ と声をかけてき

たんが山木君である｡ 高校生の頃クラリネット

を吹いてはいたが, 野球部に入っている｡ ｢無

理やなあー｣ と言ってはいたが, 結局, 野球の

練習が終わってオーケストラの練習に駆けつけ

るという二役をやらされた｡ そこで, 同級生の

野球部員である２人もオーケストラに入部させ

られた(笑)｡ いま, 蘇生会病院の会長の津田君

にオーボエを, 第一日赤の依田副院長にファゴッ

トをさせたんも山木君である｡ フルートを出来

る人がおれば, そう, 木管５重奏 (笑)｡

つい最近, 依田先生に ｢ファゴットの前にチェ

ロ習うてたなあー？ 何で変わったんや｣ と尋

ねた｡ ｢前田｡ 俺, 指が短いんでチェロの指つ

かいが難しかったんで, ファゴットにしたんや｣

｢なんや, そんなことやったんか｣

さて, 水虫のというか抗真菌剤のメーカーの

ＭＲさんが, この京都医報の原稿のためにと言っ

てもいい物をくれた｡ ｢先生｡ 足の形をした糊

です｡ 使ってください｣｡ こう聞いただけで紙

面のいくらかが埋められると感じた(笑)｡ 小さ

な箱からその足の形をした糊を出して ｢これな

あー, 絶対に皮膚科以外の先生には糊であるこ

とを充分に言わんとアカンよ！ 何も言わんと

机の上においておいたりしたら, 病院に来れな

いことになるよ？！｣

実は今から20年程前にある抗真菌剤を売って

いるメーカーのＭＲさんが 『足白癬には○○○

○○』 と書いた糊を, 京都の某大学病院の内科

の医局の先生方の机に置いておいた｡ ここまで

聞いたときに ｢ひょっとして｣ と思いはしたが

｢まさか……｣｡ しかし, そのまさかがあった｡
・・・

ある内科の先生は糊とは思わず, ご自分の水虫

に上がネットになって染み出すタイプの抗真菌

剤と信じて塗られた｡ どのようなことになった

かは皆さんが想像されるとおりで(笑), 支店長

までお詫びに行かれたそうである｡

今回の場合, 糊が足の形をしている｡ もっと

タチが悪い(笑)｡ 普通の皮膚科医は自分が処方

する外用剤の形とキャップの色などは覚えてい

る｡ 足の形をしたスティックタイプの水虫の薬

などないのは承知している｡ しかし, 皮膚科以

外の医者となると……？ ｢ぼくは, 20年前と同

じようなことが起こるとも限らないので, 社内

で注意するように言われたほうがいいと思うよ｣

と, ＭＲさんに言ってあげた｡

前府医広報委員会委員
京都第一赤十字病院皮膚科

前田 基彰
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― ご存知ですか？ 新着雑誌の目次コピーサービスを実施しています｡ ―

京都府医師会では, 現在下記の雑誌を年間購読あるいは寄贈雑誌として受け入れ, 図書室

に常備しています (２～５年間保存)｡ ご希望の先生には新着雑誌の目次のコピーをお送り

いたします｡ 継続して定期的にお送りすることも可能です｡ 図書係までご連絡ください｡ 現

在８人の方にご利用いただいています｡

(TEL 075－312－3671, 内線302, 午後１時～４時半受付・FAX 075－314－5042)

☆医中誌などのパソコン検索も可能, コピーも30枚までは無料サービスを行っています｡
府医図書室にはパソコン１台を設置しております｡ ｢医学中央雑誌｣ ｢PubMed｣ の検索や

abstract の引き出し, ステッドマン医学大辞典や ｢今日の診療｣ のＣＤ－ＲＯＭ検索など, お

気軽に担当者にお申し付けください｡

なお, 図書室での文献コピーは30枚まで無料サービスを行っております｡

☆日医医学図書館のサービスもご利用ください｡
日本医師会医学図書館でも下記のサービスを行っています｡ 府医図書室にない雑誌につい

てご利用ください｡ (文献複写申込書は府医図書室にもあります｡)

◇日医医学図書館のコンテンツ・サービス

(希望雑誌の目次コピーを定期的に郵送するサービス)

費用＝複写料金 (Ａ３＠40円, Ａ４・Ｂ４＠20円, Ｂ５＠10円)

＋送料 [他館から取り寄せの場合は実費料金＋依頼料＋送料]

※日医医学図書館では上記のほかにも文献複写・文献調査・貸出などのサービスを行って

います｡ 詳しくは日医雑誌第134巻第１号 (平成17年４月号) をご覧ください｡

[お問い合せ先・各種申込書の請求先]

日本医師会医学図書館 〒113－8621 東京都文京区本駒込２－28－16

TEL 03－3946－2121 (代) FAX 03－3942－6495

E-mail jmalib@po.med.or.jp

室室室 だ図図図 書 よよよ り

｢内科｣・｢外科｣・｢医学のあゆみ｣・｢画像診断｣・｢最新医学｣・｢新薬と臨床｣・｢Mebio｣・
｢日本医事新報｣・｢医薬ジャーナル｣・｢ＪＡＭＡ日本語版｣・｢メディカル朝日｣・｢Home
Care Medicine 日本語版｣・｢泌尿器科紀要｣・｢日本医師会雑誌｣・｢日経メディカル｣・｢ジャ
ミックジャーナル｣・｢産業医学ジャーナル｣・｢予防医学ジャーナル｣・｢月刊新医療｣・
｢クリニックマガジン｣
｢Lancet｣・｢the New England Journal of Medicine｣・｢Circulation Journal｣・｢Japan Medical
Association Journal｣
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◇◇ 大学図書館の利用について (お知らせ) ◇◇

京都府立医科大学と京都大学の図書館はともに非常に充実しており, 専門書も雑誌も膨大な

量が揃っています｡ ひろく医師会員にも開かれており, 受付での手続きさえすれば閲覧は自由

です｡ 両大学ともにご来館を歓迎しますとのことですので, 府医図書室にない本などが必要な

ときは, 下記事項をご参照の上, 是非ご利用ください｡ (２階へは階段での昇降となります)

京都府立医科大学図書館

TEL 212－5403 FAX 212－5405

ホームページ

http://koto8.kpu-m.ac.jp/̃library/index.html

※閲覧は自由, 貸し出しは不可です｡

(利用時間)

月曜～金曜 ９時～21時 (コピーは20：45まで)

土曜 10時～18時 (コピーは17：45まで)

(入館方法)

ゲート (受付) で身分証明書 (医師会会員証など) を示し, 住所, 氏名をお書きくださ

い｡ (ＯＢには利用カード発行も可とのことです)

●１階は雑誌, ２階は単行本です｡ (２階へは階段利用)

●コピー希望の場合は申し込み用紙にご記入の上, 現金を入れてご自身でコピーしてく

ださい｡ (１枚10円)

京都大学医学図書館

TEL 753－4313 FAX 753－4318

ホームページ http://www.lib.med.kyoto-u.ac.jp/

※閲覧は自由, 貸し出しは不可です｡

(利用時間)

月曜～金曜 ９時～21時45分

(コピーは９時～16時半)

土曜 10時～16時 (コピーサービスはなし)

(入館方法)

●ゲートの前で係員に声をかけた上, 住所, 氏名, 所属をお書きください｡

●１階は雑誌, ２階は単行本です｡ (２階へは階段利用)

●コピー希望の場合は受付で申し込み用紙にご記入の上, カードキーを受け取ってご自

身でコピーしてください｡ (１枚35円)
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府医斡旋融資利率の改定について

Ａ会員および新規開業医融資
Ｂ,Ｃ会員融資

振込指定あり 振込指定なし

利率 利率 利率

１年以内 1.925％ 2.425％ 2.125％

５年以内 1.550％ 2.050％ 1.650％

10年以内 1.650％ 2.150％ 1.750％

20年以内 1.650％ 2.150％ 1.850％

京都中央信用金庫との間で締結している斡旋融資の新規融資利率が平成 17 年７月１日実行

分より下記のとおり改定となります｡

新規融資利率 (適用は平成 17 年７月１日実行分より) ※固定金利型

京都府医師会融資斡旋制度概要
『Ａ会員融資』
１. 資金使途
①運転資金
②病院・診療所および徒業員宿舎の新設・増
改築に必要な資金
③医療に必要な機械器具・備品・消耗品の購
入資金
④子弟教育資金
⑤生活関連資金, 相続対策資金等
２. 融資限度額

過去３�月の診療報酬平均月額の25倍以
内とし, かつ最高限度額１億３千万円
３. 金利固定
金利型および変動金利型

『新規開業融資』
１. 融資限度額7,000万円
『B・C会員融資』
１. 申込資格

協定金融機関に給料振込を行っている(行う)者
２. 資金使途

居住用土地建物購入資金あるいは生活関連
資金 (子弟教育資金を含む)
３. 融資限度額

年収の５倍以内とし, かつ最高限度額を
5,000万円
４. 金利固定金利型および変動金利型

『医療機器ローン』
１. 融資対象者 Ａ会員
２. 融資限度額 1,000万円
３. 借入期間 ３年以内
４. 保証人 １名
５. 資金使途

医療機関に必要な機械器具・備品・消耗品
の購入資金 (医療事務用ＯＡ機器を含む, 乗
用車の購入資金は含まない)
６. 金利 変動金利型
『特別フリーローン』
＜事業性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員(法人・個人)
２. 資金使途 運転・設備資金
３. 融資限度額 5,000万円
４. 金利 新長期プライムレートマイナス１％
５. 保証人 １名
＜消費性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員 (個人)
２. 資金使途 消費性資金
３. 融資限度額 2,000万円
４. 金利 長期プライムレートマイナス0.4％
５. 保証人 不要

斡旋ご希望の方および詳細については 府医
学術広報課 (� 075－315－5276 融資係) ま
でご連絡ください
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全性情報について, 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, 学術・広報課までご連絡

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

①点滴用キシロカイン10％の取扱いについて (日医会長)

※ 標記製剤については, 濃度の異なる製剤 (静注用キシロカイン２％) との取り違え事故

が複数報告されており, これまで医療事故防止のための対策が行われてきましたが, その

後も取り違えによる医療事故以外にも死亡事故を含む重篤な医療事故の発生が続いたこと

から, 種々検討の結果2005年３月末日をもって販売中止することとし, 2004年10月より,

代替製剤の案内を含めて情報提供を行ってきました｡

一方, 標記製剤の販売中止が決定する中で, 日本ホスピス緩和ケア協会より, がん性疼

痛治療に必要であるということから, 日医および厚生労働省宛に標記製剤の供給継続要望

があり種々検討の結果, 本年９月末までの暫定的な措置として, がん性疼痛治療の分野に

限り, 別途文書をもって医療機関が当該製剤の適切な管理を行う旨確約した場合のみ標記

製剤を供給し, その他の場合は, 販売を中止することといたしました｡

継続して供給を受けるために必要となる文書その他の手続きについては, 販売元である

アストラゼネカ社に問い合わせていただくことになります｡

なお, 標記製剤は, 販売中止とされた以降も薬価基準収載医薬品であることに変更はな

く, 医療機関における在庫を継続使用し, 従来どおり保険請求することは可能です｡ (薬

価基準上の取扱いについては, 本年９月末時点の状況を踏まえ改めて検討される予定です｡)

ただし, 継続使用する場合にあっては, 医療事故が生じることのないよう, 救急カートを

含め, 救急部を含む全外来, 病棟等から標記製剤を撤廃するなど厳重な保管・管理・使用

等の徹底をお願いします｡

平成16年度日医生涯教育申告について

上記の件につきましては, 昨年同様, 府医・地区医・専門医会・府医承認の各種研究会

への出席状況を署名簿により把握し, 会員各位あてにそれぞれの出席単位数を記したハガ

キを送付, 追加・訂正があればそのハガキをご返送いただく方法で一括申告をすべく準備

を進めており, ４月末から５月中旬にかけて全会員あてに文書を発送する予定ですのでご

協力をお願いいたします｡ (なお, ３月１日発行の日医雑誌付録としてお手元に届けられ

ている ｢生涯教育申告書｣ は, 提出不要です｡)
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スポーツにタバコはいらない

日 時 ５月28日(土) 午後２時～５時

場 所 京都府医師会館２階大ホール

定 員 先着300名 (事前申込み不要)

＜入場無料＞

午後２時より 2005年世界禁煙デー イベント

午後３時より 講演 ｢スポーツに学ぶ 生きる力｣

京都市スポーツ政策顧問

伏見工業高校ラグビー部総監督 山口良治 先生

共 催 京都府医師会・京都禁煙推進研究会

待合室などにポスター提示でＰＲを

府医から本フォーラムのポスターを送付しますので, 待合室等に掲示していただ

き, 患者さんや従業員の方々にご来場いただけるようにご協力をお願いいたします｡

第31回京都医学会のご案内

共通テーマはリハビリテーション

と き 平成17年９月25日(日) 午前９時～午後３時半
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：シンポジウム, 特別講演

▲

今回より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｡

京都府医師会では, 生涯教育と会員相互の交流をはかる場として, 京都医学会を開催し

ており, 昭和50年の第１回医学会開催以来, 今年で31回目を迎えます｡

例年どおり, 午前中は会員各位の口演演題を予定しておりますので, 積極的なご参加と

演題のご応募をお願いいたします｡ なお, 共通テーマ以外の一般演題も歓迎いたしますの

で, 奮ってご応募ください｡

※詳細は, 次号京都医報５月15日号付録をご覧ください｡
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労災保険 後遺障害診断書作成手引
Vol.１ 整形外科領域

－障害 (補償)給付請求書に必要な
｢診断書｣ 作成上のポイント－

定価 1,450円 (税込)

体裁 Ａ４版・オールカラー

発行 ＲＩＣ 財団法人労災保険情報センター

本書の特色

１ 後遺障害診断書を作成する医師の方々に必携！

労災保険では, 障害 (補償) 給付請求書に, 診断書の提出が義務付けられており,

医師の方々を対象に, 整形外科領域について, 診断書の記載方法や留意点がわかり

やすく解説されています｡

整形外科領域

＊せき柱およびその他の体幹骨

＊上肢および手指

＊下肢および足趾

２ 診断書の記載例 (23例) で, さらにわかりやすく！！

部位と障害の種類別に具体的に解説されています｡

※お問い合わせは, (財)労災保険情報センター (ＲＩＣ) 京都事務所 (TEL 075－211－

3261) までご連絡ください｡

� 新 刊 紹 介 �

振振振りりり込込込めめめ詐詐詐欺欺欺にににごごご注注注意意意くくくだだださささいいい

新聞・テレビ等でも報道されておりますとおり, 全国的に振り込め詐欺事件が続発して

いますが, 本会にも最近, 会員から実在する団体を名乗った詐欺的手口が報告されており

ます｡ 具体的には会員の医療機関や自宅に無理な要求を突きつけてきたり, 一方的に本を

送ってきて購入を強要することがあり注意が必要です｡

会員各位におかれましては, 購入の意志がない場合, 受け取り拒否等の毅然たる態度が

肝心です｡

なお, 恫喝や脅迫をしてきた場合は, 警察あるいは弁護士に相談するとか, 録音テープ

をとっていることを相手に伝え, 要求に応じないでください｡
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ご好評をいただいております

カート走行会を開催いたします

これまで７回とも事故など無く, ご参加いただいた皆様には安全に楽しんでいただけました

医自連主催カート走行会｡ 走行会だけでなく模擬レースも行い, 大変好評をいただいておりま

す｡ 今回は６月に開催を予定しております｡ ヘルメット, グローブもご用意いたしますので運

転の経験のない中学生から, 腕に覚えのあるお父さんまでお気軽に参加いただけます｡

また, 12歳未満のお子さんにも楽しんでいただけるよう子供用レンタルカートも準備予定｡

これはお父さんがカートの後ろからカートをコントロールし, お子さんに車の運転を楽しみな

がら学んでいただくという形式で行われます｡ 年齢制限は３歳以上です｡

初夏の午後, ご家族皆さんでカートで汗を流して見るのはいかがですか？

◎日 時 ６月４日(土) 午後３時 現地集合

(子供用カート講習会参加の場合午後１時集合)

長袖, 長ズボン, スニーカーをご用意ください｡

◎場 所 琵琶湖スポーツランド (0775－98－2888)

◎参 加 費 会員およびご家族 ￥ 5,000

会員以外の方 ￥10,000 (会員の紹介を要する)

子供用カート ￥ 5,000

※クラッシュ等による修理費は別途自己負担です｡

◎定 員 先着20名 (子供用カートを除く)

◎申込締切 ５月27日(金)

◎申込み先 京都府医師自動車連盟事務局

(電話・FAX 075－314－5576 正午～午後５時) まで

親善テニス大会の
ご 案 内

◇兵庫県医師会との親善テニス大会

と き ６月12日(日) 午前９：00 スタート

ところ 向島西テニスコート (TEL 075－612－3988)

試合形式 ダブルス

参加費 2,000円

◇大会終了後, 懇親会(実費)を予定しております｡ 申し込み及び詳細については, 冨井

紘久 (TEL 075－371－0663)・平杉嘉昭 (TEL 075－332－1198) までご連絡ください｡

※ご家族・ご友人・従業員のご参加を歓迎します｡
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第36回医師会コンサートの出演者募集

第36回の医家芸術クラブ医師会コンサートは, 平成17年６月19日(日) に京都府医師

会館２階大ホールでの開催が決定いたしました｡

医家芸術クラブ会員以外のかたで, 今回のコンサートに, ご出演ご希望の方はプログ

ラム作成の関係から, ご多忙中恐縮に存じますが, ５月14日(土) までにご連絡いただ

きますようよろしくお願い申し上げます｡

京都医家芸術クラブ

連絡先 京都府医師会 (医芸クラブ担当) 電話075－312－3671 FAX075－314－5042

または井本会長 電話075－861－2646・464－2555(宅) FAX075－461－6915

本年度の近畿医師テニス大会が下記の

とおり開催されます｡ 今年もふるってご

参加ください｡

日 時 2005年５月22日(日)

午前８時50分集合, ９時試合開始

会 場 マリンパーク北村

(大阪市大正区北村３－３－70

TEL：06－6555－6161)

参加資格 大阪府・近隣府県の医師

およびその夫人 (配偶者)

ク ラ ス 無差別, 男子年齢別数組,

女子, ミックスの予定

申し込み数によってクラス細

分化数を決定します

参 加 費 １人 6000円

(昼食, 懇親会費込み)

申込締切 2005年５月10日

※氏名, 年齢を明記してください｡

※ペアーで申し込んでください｡

申し込み先 平杉嘉昭

TEL 075－332－1198

FAX 075－332－6503

メール ent.hirasugi@m6dion.ne.jp

2005年 近畿医師テニス大会
(ダブルス)
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京都府医師会は, 個人情報の保護に関する法律第２条第３項に規定する個人情報取扱事業者

として, 同法律の全面施行に向けた京都府医師会の取り組みが, 平成17年３月31日開催の第49

回定例理事会にて協議の結果, 了承されました｡

以下に ｢京都府医師会個人情報保護規程｣ ｢個人情報保護方針｣ ｢入会申込書を記載いただく

にあたって｣ を掲載いたします｡

京都府医師会個人情報保護規程
平成17年４月１日 制定

第１ 総則

１. 目的

この規程は, 社団法人京都府医師会 (以下 ｢本会｣ という) の事業遂行上取り扱う個人情報を適切に保護するために必要な基本的事項を定め

たものである｡

２. 適用範囲

この規程は, 本会の役員及び職員に対して適用する｡ また, 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合の委託先及び労働者派遣法に基づ

く派遣労働者に対しても適用する｡

３. 用語の定義

(１) 個人情報

会員等の個人を特定することができる情報のすべて｡

(２) 役員

本会定款第14条第1項で規定する役員を指し, 会長, 副会長, 理事, 監事を含む｡

(３) 職員

本会の業務に従事する者で, 正職員のほか, 嘱託職員, パート・アルバイト職員・派遣職員を含む｡

(４) 開示

会員等の本人または別に定める関係者に対して, これらの者が本会の保有する本人に関する情報を自ら確認するために, 本人等からの請求

に応じて, 情報の内容を書面等で示すこと｡

(５) 情報主体

一定の情報により特定される個人のこと｡

第２ 個人情報保護方針の策定等

１. 個人情報保護方針の策定

本会の会長 (以下 ｢会長｣) は, 個人情報の保護・管理に対する姿勢を示し, 役員及び職員に周知させるとともに, 一般に公開するために個

人情報保護方針を策定しなければならない｡

方針に含む基本事項は以下の内容とする｡

(１) 個人情報の収集, 利用及び提供に関する事項

(２) 開示, 訂正請求等に関する事項

(３) 個人情報への不正アクセス, 改ざん, 破壊, 漏洩及び個人情報の紛失等の防止に関する事項

(４) 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守する事項

(５) 個人情報の保護・管理に係る措置の継続的改善に関する事項

２. 個人情報保護方針の周知

会長は, 本会の策定した ｢個人情報保護方針｣ を役員及び職員へ周知し, 理解させる｡

３. 個人情報保護方針の公開

｢個人情報保護方針｣ の一般への公開は, 京都医報 京都府医師会 FAX情報, 京都府医師会ホームページ等による｡

４. 個人情報保護方針の見直し

会長は ｢個人情報保護方針｣ を必要に応じ適宜見直さなければならない｡

第３ 個人情報保護管理体制

会長は個人情報の保護・管理を適切に実施するために, 個人情報保護管理体制を定め, 役割, 責任及び権限を明確にしなければならない｡

第４ 個人情報保護の措置

１. 個人情報の収集

(１) 収集の原則

個人情報の収集は, 本会が行う事業の範囲内で利用目的を明確に定め, その目的達成に必要な限度においてのみ行わなければならない｡
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(２) 収集方法の制限

個人情報の収集は, 適法かつ公正な手段で行わなければならない｡

２. 個人情報の利用

(１) 利用及び提供の原則

個人情報の利用及び提供は, 情報主体が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする｡ ただし, 生命, 身体, 財産の保護のために必要な

場合, 情報主体の同意を得ることが困難であるとき等法令の定めによる場合は, 情報主体の同意なく利用及び提供することが出来る｡

(２) 目的の範囲外の利用及び提供

個人情報の利用及び提供を行う場合は, 前項但書による場合を除き, 事前に情報主体の同意確認を確実に実施しなければならない｡

３. 個人情報の適正管理

(１) 正確性の確保

個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において, 正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない｡

(２) 安全性の確保

取得した個人情報に関するリスク (個人情報への不正アクセス, 改ざん, 破壊, 漏洩及び個人情報の紛失等) に対して, 合理的な安全対策が

講じられなければならない｡

(３) 委託先管理

本会が業務を委託するために個人情報を外部へ預託する場合, 個人情報保護が損なわれることのないよう, 適切な措置がとられなければなら

ない｡

４. 個人情報に関する情報主体の開示, 訂正請求等に関する権利

情報主体から自己の情報について開示を求められた場合は, 合理的な期間内に速やかに対応しなければならない｡

開示の結果, 誤った情報があり, 訂正又は削除を求められた場合は, 原則として合理的な期間内に速やかに対応し, 訂正又は削除を行った場

合は可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わなければならない｡

５. 教育・訓練の実施

個人情報保護管理責任者は, 役員及び職員に教育資料に基づき継

続的かつ定期的に教育・訓練を行う｡

６. 苦情及び相談

本会は, 個人情報の取扱に関する苦情及び相談窓口を設置し, 苦

情等の適正かつ迅速な処理に努める｡

第５ 内部監査

本会に監査体制を整備して個人情報保護の運用について監査し, 法

令等の遵守を最良の状態に維持するよう努める｡

第６ 規程の見直し等

社会情勢や情報主体の意識の変化, 施行状況, 監査の結果等を考慮

し, 本規程等を見直すものとする｡

第７ 各部署の細則等への委任

本会内の各部署における個人情報の取扱については, それぞれの取

扱細則等で定める｡

平成17年４月１日

個人情報保護方針
社団法人 京都府医師会

会長 油 谷 桂 朗

社団法人 京都府医師会 (以下 ｢本会｣) は, 個人情報を保護することが京都府医師会定款第５条に定める事業活動の基本であるとともに, 本会の社

会的責任, 責務であると考え, 以下の個人情報保護方針を制定し, 確実な履行に努めます｡

１. 個人情報の収集・利用及び提供について

(１) 収集の原則

個人情報の収集は, 目的を明確にし, 事前に本人の同意を確認できる適切な方法で行います｡

(２) 利用・提供の原則

個人情報の利用, 提供は, 法令の定めに基づき事前に明確にした次の目的の範囲内でのみ行います｡
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個
人
情
報
保
護
法
の
全
面
施
行
に
伴
う
京
都
府
医
師
会
の
対
応
に
つ
い
て

①会員の入退会・異動履歴の管理, および会費徴収に関わる業務等

②会員名簿の作成・配付

③本会機関紙 ｢京都医報｣ 等, 本会刊行物およびお知らせ等の送付

④生涯教育制度運営に関わる業務, ならびに本会が主催または後援する講演会, 研究会等の案内送付

⑤医学・医術の発達, および医療・保健・福祉の向上に資するための各種アンケート調査の送付等

⑥医事紛争に関る業務

⑦日本医師会医師年金に関る業務

⑧本会勤務医部会, 学校医部会, 産業医部会の活動支援

⑨各専門医会の活動支援

⑩京都府病院協会, 京都私立病院協会, 京都精神病院協会等との事業連携

⑪日本医師会, 都道府県医師会, 地区医師会等との事業連携

⑫京都府社会保険診療報酬支払基金, 京都府国民健康保険団体連合会, 京都労働局等との事業連携

⑬会員の福祉向上に資するための, 京都府医師国民健康保険組合への事業への協力

⑭個人を特定しない形態での統計情報作成

⑮その他, 本会の定款に掲げる業務の支援

２. 開示, 訂正請求等への対応

本会は, 個人情報について本人からの開示の要求があった場合は, 合理的な期間, 妥当な範囲内で対応致します｡

また, 個人情報に誤り, 変更があって, 本人から訂正等の要求があった場合は, 合理的な期間, 必要な範囲内で対応致します｡

３. 個人情報の適正管理について

本会は, 収集した個人情報について, 適切な安全対策を実施し, 不正アクセス, 改ざん, 破壊, 漏洩, 紛失などを防止するために合理的な措置

を講じます｡

４. 法令及びその他の規範の遵守について

本会は, 個人情報保護責任者を設置し, 個人情報に関して適用される法令及びその他の規範を遵守します｡

５. 個人情報保護・管理の継続的改善

本会は, 監査責任者を設置して, 定期的に監査を実施し, 個人情報の保護・管理の見直し, 改善に努めます｡

個人情報に関する問い合わせ

京都府医師会 総務課

０７５－３１５－５２７３ (ダイヤルイン)

入会申込書を記載いただくにあたって
(―会員個人情報の取扱いについて―)

社団法人 京都府医師会

平成17年４月１日

１. 本会は, 入会申込書に記載いただいた個人情報を次の目的に使用します｡

①会員の入退会・異動履歴の管理, および会費徴収に関わる業務等

②会員名簿の作成・配付

③本会機関紙 ｢京都医報｣ 等, 本会刊行物およびお知らせ等の送付

④生涯教育制度運営に関わる業務, ならびに本会が主催または後援する講演会, 研究会等の案内送付

⑤医学・医術の発達, および医療・保健・福祉の向上に資するための各種アンケート調査の送付等

⑥医事紛争に関る業務

⑦日本医師会医師年金に関る業務

⑧本会勤務医部会, 学校医部会, 産業医部会の活動支援

⑨各専門医会の活動支援

⑩京都府病院協会, 京都私立病院協会, 京都精神病院協会等との事業連携

⑪日本医師会, 都道府県医師会, 地区医師会等との事業連携

⑫京都府社会保険診療報酬支払基金, 京都府国民健康保険団体連合会, 京都労働局等との事業連携

⑬会員の福祉向上に資するための, 京都府医師国民健康保険組合への事業への協力

⑭個人を特定しない形態での統計情報作成

⑮その他, 本会の定款に掲げる業務の支援

２. 本会は, 上記の利用目的以外の目的で会員個人情報を利用したり, 第三者に提供することはありません｡

上記目的での第三者への個人情報提供に同意されない場合は, 本会総務課 (電話075－315－5273) までお申出ください｡

３. 本会は個人情報について, 適切な安全対策を実施し, 不正アクセス, 改ざん, 破壊, 漏洩, 紛失などを防止するために合理的な措置を講じます｡

以上
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＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

岸谷幹夫 Ａ→Ｄ
右京→
中西

中京区壬生相合町80
841－4447

藤田 恒 Ａ→Ｄ
山科→
山科

山科区大宅坂ノ辻町37－４
591－8634

辻 純子 Ａ→Ｄ
左京→
左京

左京区田中春菜町９－５
781－6919

川北 允 Ａ→Ｄ
左京→
左京

左京区下鴨高木町10
781－8707

吉村 慎 Ｂ→Ｄ
相楽→
相楽

相楽郡加茂町大字里小字北里４ (0774)
76－2114

中川幸英 Ｂ→Ｄ
船井→
船井

亀岡市古世町３丁目15－５ (0771)
23－1041

松永正人 Ｃ→Ｄ
京大→
上東

上京区中立売通堀川東入上ル松之下町61
441－1591

訃 報

正木清忠氏／中西・朱４・８・４月２日ご逝去・71歳
(中京区西ノ京円町41－５・正木医院)
多田卓夫氏／舞鶴・西部・４月４日ご逝去・85歳
(舞鶴市寺内95・多田医院)

＜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

中村エツ Ａ 左京 杉野 成 Ａ 東山 水田早苗 Ａ 船井

北村信夫 Ａ 舞鶴 岡本康比古 Ａ 中東 田辺裕貴 Ａ 右京

今井啓登 Ｂ 中西 中道尚人 Ｂ 中西 小野仁之 Ｂ 東山

藤永雅彦 Ｂ 伏見 今岡正徳 Ｂ 綴喜 高橋由布子 Ｂ 宇治

小柴寿人 Ｃ 府医大 中尾浩志 Ｃ 西京 下野 大 Ｃ 京大

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 医療情報ネットワークシステム検討特

別委員会の状況

２. 個人情報保護法に関する伝達講習会の

状況

３. 京都府医師会第169回定時代議員会の

状況

４. 小児慢性特定疾患治療研究事業の制度

説明会の状況

５. 基金合審の状況

６. 個別指導の状況

７. 新規個別指導の状況

８. 第９回基金・国保審査委員会連絡会の

状況

第49回定例理事会 (３.31)
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９. ３月度労災審査協議会の状況

10. 東山地区との保険医療懇談会の状況

11. ３月度基金幹事会の状況

12. 第８回社会保険研究委員会の状況

13. 京都市高齢者・障害者権利擁護ネット

ワーク連絡会議第３部会の状況

14. 第３回京都府介護サービス評価検討委

員会の状況

15. 財団法人京都市休日急病診療所第99回

定例理事会の状況

16. 第４回京都地区 ｢緊急被ばく医療ネッ

トワーク調査検討会｣ の状況

17. 平成16年度京都府周産期医療協議会の

状況

18. 京都府児童虐待防止ネットワーク会議

の状況

19. 小児救急シンポジウムの状況

20. 第４回臨床研修制度検討委員会の状況

21. 府医学術講演会の状況

22. ３月度協会医賠処理室会提出件数

23. 看護専門学校看護師国家試験の状況

24. 日医ＩＴ問題検討委員会の状況

25. 都道府県医師会情報システム担当理事

連絡協議会の状況

26. 日本医師会第112回定例代議員会の状況

27. 講演会“日本医師会 ｢生涯教育のため

の診療ガイドラインについて｣”の状況

28. 第８回府立病在り方検討委員会の状況

【議 事】

29. 会員の入会・異動・退会27件を可決

30. 常任委員会の開催を可決

31. 労災保険指定医療機関の指定申請を可決

32. 平成17年度京都府立学校学校医の推薦

を可決

33. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

34. アレルギー対応マニュアル (ハンドブッ

ク) 作成費の変更を可決

35. 平成16年度 ｢在宅医療推進のための実

地研修事業｣ にかかる地区医師会委託金

の支払いを可決

36. 平成16年度 ｢老人保健事業促進｣ にか

かる地区医師会補助金の支払いを可決

37. 平成16年度第３期健康教室並びに健康

づくり事業の認定を可決

38. 府医共催 ｢2005年世界禁煙デー 『さわ

やか卒煙フォーラム』｣ チラシの医報へ

の折り込みを可決

39. 医療安全対策委員会へのオブザーバー

参加および委員の交替を可決

40. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

【報 告】

１. 平成17年４月１日現在の会員数

４月１日現在 4,213名 (－６名)

２. 会員の逝去

３. 総務担当部会の状況

４. ４月度保険医療担当部会の状況

５. 新規登録保険医講習会の状況

６. 第３回京都市民長寿すこやかプラン推

進協議会の状況

７. 第１回京都市介護認定審査会・委員研

修会の状況

８. ４月度地域医療担当部会の状況

９. 第６回学校保健委員会の状況

10. 第５回感染症対策委員会の状況

11. 府医学術講演会の状況

12. 看護専門学校平成17年度入学式の状況

第１回定例理事会 (４.７)
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13. 医療に伴い発生する障害保障制度検討

委員会の状況

14. 日医社会保険診療報酬検討委員会の状況

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会15件を可決

16. 常任委員会の開催を可決

17. 理事者勉強会の日程を可決

18. 夏の参与会の日程を可決

と き ８月20日(土) 16：00

19. 日野鼎哉の墓参を可決

20. 世界一般医・家庭医学会2005年アジア

太平洋学術会議 (WONCA) への協賛金

を可決

21. 京都府南丹保健所結核診査協議会委員

の委嘱替えを可決

22. 第10回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

23. 新規個別指導の開催を可決

24. 基金・国保・労災審査委員懇談会の開

催を可決

25. 第１回近医連保険担当理事連絡協議会

を可決

26. 平成17年度市民すこやかフェア実行委

員会委員の推薦を可決

油谷会長, 立入副会長

27. 京都市サービス利用実態調査検討会委

員の推薦を可決

28. 京都府立学校児童生徒結核対策委員会

委員の推薦を可決

29. 京都府立学校教職員結核審査委員会委

員の推薦を可決

30. 京都府内市町村 (組合) 立学校教職員

結核審査委員会委員の推薦を可決

31. 京都府リハビリテーション連絡協議会

の開催を可決

32. 京都市東北部クリーンセンターに係る

周辺住民健康調査委託契約の締結を可決

33. 京都市肺がん検診読影委員会委員の推

薦を可決

34. 学校心臓検診事業部職員の勤務形態を

可決

35. ｢ＡＣＬＳ研修会 酒呑童子コース｣

の共催を可決

36. 京都府スポーツ振興審議会委員の推薦

を可決

37. 医療安全対策委員会委員および医療事

故処理室室員の交替を可決

38. 府医学術講演会の開催を可決

39. 学術・生涯教育委員会委員の委嘱替え

を可決

40. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

41. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

42. 看護専門学校専任教員の人事異動を可決

43. 第28回日本プライマリ・ケア学会実行

委員会副会頭への就任を可決

油谷会長

44. 京都府社会福祉協議会評議員への委嘱

を可決

油谷会長

～ ５月度請求書 (４月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 13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｡




