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上田秋成 (1734～1809)

1734年大坂曽根崎の遊郭に生まれる｡ 名は東作｡ 和訳太郎,
余斎, 無腸などと号した｡ 秋成は後の字｡ ４歳のとき堂島の
紙油商上田氏の養子となる｡ 放蕩と俳諧の青春をすごす｡ 33,
４歳ころ賀茂真淵門直系の門人加藤宇万伎に国学を学び研鑽,
学大いに伸びる｡ 後, 国学における本居宣長との論争は有名｡
35歳怪奇小説の最高峰 『雨月物語』 の稿なる｡ 家業をつぐ｡
学才文才あるも商才なし｡ 38歳大火により家財を焼失, 医で
立つ決心｡ 天満の儒医都賀庭鐘に学び, 開業｡ 病を潮に医を
廃止, 文人としての生活をする｡ 60歳京に居を移し, 文人墨
客と交わるも不遇の生活をおくり, 京で没す｡ 秋成, 宣長と
もに学者として文人として高名であるが, 医を業とし, 京と
も縁があった｡ 墓は左京区西福寺｡ 秋成と宣長のことは 『京
の医学史』 第５章 江戸時代の児科に詳述されている｡ (画：
文麗の原画を柳雪が模写とあり, 京都西福寺蔵)

奥沢 康正 (西京)

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢関節痛を中心として｣

橋本整形外科 院長

橋本 秀輝 先生
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｢｢｢医医医療療療保保保険険険制制制度度度改改改革革革｣｣｣ へへへののの対対対応応応なななどどど
日日日医医医ののの活活活動動動にににつつついいいててて協協協議議議

第１回都道府県医師会長協議会が６月21日, 日本医師会で開催され, ｢医療保険制

度改革に対する日医の考え方｣ ｢自浄作用活性化推進にむけた取り組み｣ ｢医療事故防

止研修会｣ ｢消費税に関するアンケート調査｣ などについて, 日医の方針や対応を説

明するとともに, 各県から提出された事項について, 経過報告と今後の取り組みにつ

いて説明・協議した｡

｢社会保障給付費の伸び率管理｣

などに関わる文言を削除

冒頭, 植松日医会長は, 先般, 閣議決定さ

れた ｢骨太の方針2005｣ について言及｡ 最終

的には ｢社会保障給付費の伸び率管理｣ や

｢公的保険医療の範囲縮小｣ に関わる文言は

削除することができたと報告する一方, 今回

明記された事項は総論的なものであり, 年末

に向けて審議される次期診療報酬改定への対

応, 医療費財源の確保が今後の課題になると

述べた｡

医療保険制度改革における

日本医師会の考え方を提示

松原日医常任理事からは ｢医療保険制度改

革における日本医師会の考え方｣ (別掲) が

示され, 今後はこの考え方を基本により良い

医療の実現に向け, 社会保障審議会などの場

で意見を述べていきたいとした｡

医療事故防止研修会について説明

寺岡日医副会長は ｢医療事故防止研修会｣

についてその内容などを説明｡ 今回の研修会

は懲罰的な意図で行うものでなく, あくまで

医師の職業倫理の向上, 医師会組織の自浄作

用の活性化に資することを目的に実施するも

のであると述べ, 研修会開催の趣旨について

理解を求めた｡

次期改定や混合診療などの

諸問題で日医の見解問う

植松日医会長は, 今後最大の焦点となるで

あろう次期診療報酬改定について言及｡ ｢プ

ラス改定は難しいとの見方もあるが, われわ

れは４年間も耐えてきた｡ これ以上は無理で

あることを強く主張していきたい｣ とした｡

また, 松原日医常任理事からは混合診療へ

の対応に関して説明｡ 特に, 薬剤の治験によ

る保険適用や先端医療, 回数制限を越える医

療行為の問題など課題は多いが, 保険給付す

べきものは速やかに保険適応するように中医

協で検討していると報告した｡
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医療界が直面する

さまざまな課題で意見交換

その他, 各都道府県医師会からは

｢医師の偏在問題｣, ｢日常医療圏構想と

米国広域医療圏統合ネットワーク｣ ｢予

防接種に関わる問題｣ などについてさ

まざまな意見・要望が出された｡

特に, 予防接種に係る問題では, 生

後６ヶ月の BCG 接種期間の延長や日本

脳炎新ワクチンの優先接種に関する要

望が出された｡ さらに追加発言で京都

府の森副会長から, ＡＤＥＭは100万人

に１人出るかどうかという状況である

ことからも, 日脳接種の再開にあたっ

ては, 新しく開発されたワクチンが安

全かどうか, しっかり検討してから再

開してもらいたいと要望した｡

※各都道府県からの意見・要望に対す

る日医執行部の答弁については ｢日

医ニュース 第1052号 2005.７.５｣ を

ご参照ください｡

医療保険制度改革における日本医師会の考え方

１. 医療保険制度改革における基本方針

・国民皆保険制度を堅持する｡

・新たな高齢者医療保険制度を創設し, 国民の不安を払拭する｡

・高齢者医療保険制度においては, 高齢者の特性ならびに個々

の疾患に配慮するが, 医療内容が年齢によって急に規制され

るものであってはならない｡

・高齢者医療保険制度においても保険制度であることを堅持し,

自助・共助・公助を基本とする｡

・医療保険制度は国民に必要十分な医療を給付するため現物給

付によって成り立っている｡ 現金給付である介護保険制度と

は統合し得ない｡

・ＧＤＰ等の経済指標を基本とする医療費の伸び率管理は, 必

要かつ安全な医療の確保を阻害する点から容認できない｡

・高齢者医療の充実のためには, 生活習慣病対策を推進し, 高

齢者になっても健康を維持できるようにする｡

・患者自己負担は軽減すべきであり, 少なくとも現状を超える

ものであってはならない｡

・国は被用者の定年退職年齢が65歳になるよう努力すべきであ

る｡

２. 新たな高齢者医療保険制度の創設

・対象：75歳以上の高齢者｡

・保険者：国とする｡ 但し一定期間後, 都道府県単位とするこ

とも検討する｡

・財源構成：患者自己負担10％, 保険料10％ (但し低所得者へ

の配慮を行う)｡ 残りは公費ならびに国民的共助によって構

成する｡

３. 一般医療保険制度の改革

・老健拠出金, 退職者給付拠出金は廃止する｡

・被用者は退職後, すべて国民健康保険に加入し, その場合,

患者自己負担以外の給付金を保険料および被用者保険による

制度間共助により賄う｡

平成17年６月７日

日 本 医 師 会
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新入会員との懇談会開催

会員一人ひとりの積極的な医師会活動への参画求める

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

新規入会者と府医執行部との懇談会が６月17日(金) に開催され, 新入会員８名が出席｡ 久

山府医理事司会のもと１時間半にわたり懇談が行われた｡

冒頭, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 当懇談会の主旨を説明した上で, 新入会員各位に歓迎の

意を示した｡ 挨拶の中で, 油谷府医会長は京都府医師会の位置づけを各医療関係団体と比較し

た上で ｢本会は, 行政と折衝することが可能な府内唯一の責任団体である｣ と説明するととも

に, 医師会活動の現状や将来的展望として, ｢医師会活動は損得勘定で関わるべきものではな

く, ボランティアである｡ もはや医師は診察室で技術だけの提供を行うという時代ではない｣

とし, 各会員一人ひとりが受け身の姿勢ではなく, 自ら積極的に活動しなければならないとの

見解を示した｡

安達府医理事は, 保険医療部の主な活動内

容として, ｢指定前講習会｣ ｢新規個別指導｣

｢個別指導｣ ｢初心者医療事務講習｣ ｢診療報

酬改定点数説明会｣ 等を紹介, 保険医療のシ

ステム, ルールについての説明や医療保険の

仕組みをはじめ, 診療報酬が支払われるまで

の仕組みや診療報酬請求に係る審査, 指導に

ついて説明した｡ その中で安達府医理事は個

別指導について言及｡ 診療報酬請求のルール

を守ってさえいれば, まず対象となることは

ないと前置きした上で, ｢府医は行政に対し,

ルールを著しく逸脱した会員を無理矢理擁護

する立場ではなく, むしろ一人の特殊な会員

のために他の会員全体がマスコミ等から不当

な画一的評価を受ける事がないようにという

立場で明確な指導をしている｣ との基本的な

スタンスを示した｡

保険請求ルールについての概要を説明

依田府医理事から, 地域医療の重要性とシ

ステムについて説明｡ 個々の医師会員のため

だけでなく地域住民の健康を守るための総論

的な説明がなされた｡ ｢地域医療対策｣ ｢介護

保険｣ ｢母体保護法指定医｣ ｢学校保健｣ 等に

ついて概略を説明した後, 会員各位に協力を

求める活動内容として, 休日診療所への出務,

公職医等への協力を呼びかけた｡ また, 医療

機関の連携の重要性についても言及｡ 様々な

機会を見つけて医師会活動に参画いただき連

携を深めていただくよう要請した｡

地区医師会, 地域医療への貢献について協力を要請
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大藪府医理事は, 学術・会員業務について,

｢学術講演会｣ ｢新医師臨床研修制度｣ ｢京都

医学会｣ 等, 主な業務を列挙し, 各分野につ

いて詳細な説明を行った｡ また, 医師賠償責

任保険について説明, さらに100万円医師賠

償責任保険についても積極的な加入を促した｡

また, 医師の自浄作用活性化について ｢医師

の職業倫理指針｣ の説明を行ったうえで, 患

者に対する責務としての項目を挙げての説明

を行った｡

自浄作用活性化, 医師賠償責任保険について説明

新入会員から診療報酬請求についての質問

や専門医会のあり方, 府医の中での位置づけ

についての質問がなされた｡ 市外の小児救急

医療体制についての質問には森府医副会長が

応じ, ｢それぞれの医療圏に応じた体制作り

が必要｣ との見解を述べた上で, 南部・北部

は小児科医自体のマンパワー不足が懸念され,

今後の大きな課題であり, 検討を重ねるとし

た｡

小児救急に係る問題などで意見・要望

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, 事前に京都府医

師会地域医療課救急係 (TEL 075－315－5274) 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) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ３体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルメーター付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) 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

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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医療法人の附帯業務の拡大について

今般, 平成16年厚生労働省老健局振興課と国土交通省自動車交通局旅客課との間で取りまとめら

れた ｢介護輸送に係る法的扱いについて｣ を受け, 厚生労働省医政局長より通知 (医政発0330002号)

が発出されました｡

本件は医療法人の附帯業務のうち, 保健衛生に関する業務 (医療法 (昭和23年法律第205号) 第42

条第１項第６号) の範囲に関し, 在宅推進にかかるものについて扱い方針が定められ, 障害者 (児)

福祉サービスについても同様の取り扱いを行うものとされたことを受け, 医療法人の附帯業務を拡

大したものです｡ 拡大された医療法人の附帯業務は在宅介護の推進にかかるものとして, 児童福祉

法 (昭和22年法律第164号) にいう児童居宅介護等事業, 児童デイサービス事業及び児童短期入所事

業, 介護保険法 (平成９年法律第123号) にいう訪問介護, 通所介護, 通所リハビリテーション, 短

期入所生活介護及び短期入所療養介護, 身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) にいう身体障害

者居宅介護等事業, 身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業若しくは知的障害福

祉法 (昭和35年法律第37号) にいう知的障害者短期入所事業として, または一体としてなされる有

償移送行為であって次に揚げるものです｡

①道路運送法第 (昭和26年法律第３号) 第４条第１項の規定による一般旅客自動車運送事業｡ ②

道路運送法第43条第１項の規定による特定旅客自動車運送事業｡ ③道路運送法第80条第１項の規定

による自家用自動車有償運送｡

なお, 医療法人がこれらの事業を行う (いわゆる事業としてグリーンナンバーを取得して実施)

場合にあっては, すでに実施している場合も含めて定款 (財団は寄付行為) を変更する必要があり

ますが, 介護保険事業等に伴う送迎については従来どおりで, 定款の変更等は必要ございません｡

取り扱いにつきましては, 京都府医療室医務・看護担当 (℡ 075－414－4746) もしくは京都府医師

会総務課 (075－315－5273) までお問い合わせください｡ 詳細につきましては, 厚生労働省ホーム

ページをご覧ください｡

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tuchi/hutai.html

『平成17年10月１日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17年10月１日発足の申請をされる方
は, 平成17年７月29日(金) 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, 京都府医療室
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) を京都府医療室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
各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡
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広報課までご連
絡ください｡

平成17年10月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成17年７月29日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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学術生涯教育委員会では例年行っている図

書室活性化の検討, 京都医学会の開催に関す

る議論と実務, 専門医会から共催申請のあっ

た学術講演会の報告, 京都医学会雑誌への投

稿論文の採否決定, などのほかに昨年度より

府医共催の学術講演会のあり方について検討

して参りました｡ 検討するに至った経緯とそ

の内容についてご報告いたします｡

府医共催の学術講演会 (以下“講演会”)

については執行部のもとに地区懇談会や他の

会合において京都府医師会会員から様々な意

見が寄せられています｡ 内容が充実し講師も

すばらしい, 大変勉強になったという声も多

いのですが, 講演会の数が多すぎる, 同じよ

うな話題が多い, 同じ日に固まっている, 製

薬企業の宣伝臭が強すぎる, 懇親会が派手で

あるなどのご批判も受けています｡ また医師

免許更新制度の代わりとなり得る医師会の生

涯教育制度に必要な講演会は, 製薬企業に頼

らず自力で (医師会自身で) 企画立案すべき

ではないかとの声も寄せられています｡

一方, 昨年東京で開催された世界医師会で

は ｢医師と企業のかかわりに対するＷＭＡ声

明｣ を発表し製薬企業との学術活動にガイド

ラインを策定するよう求めておりますし, 日

本医師会は医師と患者の間の信頼関係を取り

戻すためには, 医師の自浄作用の活性化が不

可欠であるとし, 国民や市民の目線で医師会

活動を見直すよう要請しています｡

このような状況下で, 府医では生涯教育検

討小委員会を設置し, 委員長には木谷輝夫学

術生涯教育委員会委員長にお願いすることに

なりました｡ 平成16年４月より講演会に対す

る討議を開始しました｡ 以下の話題はこの小

委員会で提案され学術生涯教育委員会で議論

されたものです｡

まずどれ位の数の学術講演会があるのかを

平成15年度で調査し集計したところ, 府医共

催110回, 地区医230回, 専門医会92回の計432

回あり, 多くが木曜日か土曜日に開催されて

いました｡ これらの講演会に対し交通整理が

可能かどうか検討しましたが, 現在の医師会

館の使用可能な時間と部屋を考えると整理は

至難の技であり, 各団体の独自性も尊重した

いとの意見も出て整理するのは無理であると

の結論に至りました｡

医師会館の使用については日数的にも時間

的にもご不便をおかけしており, いくつかの

専門医会からもご指摘がありました｡ 確かに

医師会館がもっと自由に使えれば懇親会に対

するご批判は避けられうるものです｡ しかし

ながら理事会でも討議いたしましたが, 建物

の構造や現在の府医職員数と労働状況から,

現状を変えることは困難であると結論されま

した｡ 新しい医師会館建設の際はこの点につ

いて充分検討していきたいと考えております｡

次に共催申請書の様式について検討しまし

た (講演会はそのほとんどが製薬企業との共

催です)｡ これまで共催申請書は製薬企業が

専門医会の承認を受けて府医に提出する形を

とっていましたが, 講演会はあくまでも専門

医会の主導で行っていただきたいとの考えか

ら, 申請書を専門医会から府医にご提出いた

だく様式に変更し, 同時に発売記念など販売

拡張が目的でないことを明記する形としまし

た｡ この件では専門医会へのご連絡に一部不

備があり, さらに本年５月の専門医会長会議

で申請への返事である共催承認書が出されて

学術講演会に関する学術生涯教育委員会の報告

学術生涯教育担当理事 那須 芳

理
事
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いないとのご指摘がありましたので, お詫び

のうえ承認書の発行をお約束いたしました｡

さらに各専門医会の講演会の現状とご意見

をうかがうためのアンケートを施行し, 全専

門医会からご回答をいただきました｡ 講演会

に関しては各専門医会の歴史的背景や事情が

大きく異なり, 一律に論じることの困難さが

明らかになりました｡ 委員会での議論では企

業の援助は当然とする考えと一部は負担すべ

き, あるいは懇親会は廃止すべきとの意見に

分かれました｡ また学術講演会のような良い

ことに製薬企業が援助することがどうしてい

けないのか, 製薬企業の力を借りずに講演会

を行うことは不可能だとの意見も出ました｡

確かに経済的な面からも, 講師の選定, 手配,

講演会の運営などの面からも, 企業の援助な

しですべて行うのは現実的ではないと思われ

ます｡ しかし全ての講演会がスポンサーなし

ではできないというのは問題だとの認識も示

されました｡ 企業の利益と医療行為の目的が

いつも一致しているとは限らず, 時には衝突

することもありえますし, 国民の眼からみて

飲食の接待を受けている医師の公平な判断が

疑われる可能性もあるとの意見も出ました｡

上記意見を踏まえて委員会として懇親会の

ない講演会に対して共催とするとの案が出さ

れましたが, 懇親会なしではホテルが講演会

を引き受けないので困るとの反対意見が出ま

した｡ 討議の結果, 医師会館以外の講演会で

は会場費や講師料の一部として, 1000円以上

を徴収し自らの生涯教育のためには負担する

姿勢を示すということで大筋の意見がまとま

りました｡ そこで５月の専門医会長会議でこ

の件についてご討議いただきました｡ 複数の

会長から反対のご意見もありましたが, 決し

て強制するのではなくお願いするとの線でお

おむねご理解いただいたと考え, 府医執行部

としても自浄作用活性化という点からも是非

ご協力をお願いできたらと思います｡

また府医自らが企画し実行する学術講演会

の必要性を訴えられる意見があり, 府医とし

て予算措置を行い, まずは地区医師会と相談

しながら講演会の比較的少ない京都府の北部

と南部で計画しています｡ 今後は回数は少な

くても企業の援助の得にくいテーマなどを医

師会館で開催できるよう検討していきたいと

考えます｡

以上１年余りの議論と提案についてかいつ

まんで述べました｡ 色々なお考えがあるとは

思いますが, 会員の皆様のこ理解とご協力を

お願いいたします｡ また講演会に関してのご

意見などを京都府医師会事務局 (学術広報課)

までお寄せください｡
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■はじめに

学校医は学校保健法にその職務が保健管理

を中心に規定されています｡ かつて学校医の

職務は学校という集団で生活する場で, 集団

としての健康を保つために制定され, 保健管

理の目的は伝染病の予防でありました｡ とこ

ろが社会の発展, 進歩, 個人主義の浸透によっ

て, 最近では学校における健康課題は生活習

慣病, こころの問題, 性行動, スポーツ傷害,

アレルギー性疾患等多岐にわたり, 学校医も

専門性を生かし個々の児童生徒の生涯にわた

る心身の健康を保つために健康教育に関与す

ることが期待されるようになって参りました｡

また学校医は年間を通して, 児童, 生徒の保

健管理をおこなう必要があり, 年度始めの定

期健康診断のみでなく, 各種の学校行事へ安

全に参加できるかの健康相談, 学校保健委員

会での保健計画策定への参画等が求められて

います｡

前期の府医学校保健委員会の会長諮問に対

する答申 ｢学校における健康教育のあり方｣

では学校医の職務は保健管理から健康教育へ

転換してきた事が述べられています｡ そこで

はさらに学校医の資質の向上と学校保健活動

の活性化のために指定学校医制度の導入に向

けて府医も積極的に活動をすべきであるとさ

れています｡

そこで今期の府医学校保健委員会では会長

諮問 ｢指定学校医制度の導入｣ を受け京都府

における指定学校医制度の導入について検討

を行って参りました｡

指定学校医制度についてはすでに大阪府医

師会と奈良県医師会で実施されており, それ

らを参考に京都府の地域性を勘案して検討し,

制度の概要がまとまりましたので, 説明させ

ていただきます｡

■指定学校医制度の必要性

学校医の先生方には日々学童の保健管理に

ご尽力いただいておりますが, 多様化する学

校医の職務に対応するために, 学校における

学童の保健問題にさらに関心を持っていただ

き, 学校医としての資質の向上を図る必要が

あります｡ そのために日々学校医活動をされ,

研修された学校医を指定学校医に認定したい

と考えました｡ 学校医個々の指定の有無は学

校関係者には公表しませんが, 府医が指定学

校医制度を設け, 学校医各位に研修していた

だいていることは学校関係者から一定の評価

が得られることが期待されます｡

■指定学校医の認定の対象

2006年３月までに学校医であり４月１日時

点で学校医である医師および2006年度以降に

新任学校医研修を受講された学校医を府医指

定学校医に認定したいと考えます｡ 学校医の

職務を理解していただいて, 学校を通じた地

域医療にご尽力いただければと思います｡ た

だし指定学校医でない先生は学校医になれな

いということではありません｡ 眼科, 耳鼻科

の学校医については, 学校医として委嘱され

ている医師を対象とさせていただき, 検診の

みを委託されている場合は対象外といたしま

す｡

■新任学校医研修の必要性

すでに学校医として活動されている各位は

さらに新任学校医研修を受けていただく必要

京都府医師会指定学校医制度について

学校保健担当理事 岡林 正純

理
事
解
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はありません｡ 新しく学校医になられた医師

は, どのような職務を行うのか不安になられ

ると思います｡ 学校医は学校保健法に規定さ

れた職務でその内容も法律で規定されていま

すが, そのことを知らずに職に就くことはで

きないと思います｡ 今までは多くの学校医は

学校医になられて初めて学校保健を学習し,

経験されたことでしょう｡ 新任学校医に学校

医の職務を学習していただくことは重要と考

えます｡ 府医は2000年から新任学校医研修会

を実施して参りましたが, 今後学校医に新任

される医師には新任学校医研修を受講してい

ただき, 学校医活動の基本を理解していただ

いて府医指定学校医に認定したいと考えます｡

■必須学校医研修

学校における保健管理に関して法律改正,

重要な通達等があった場合等, 是非知ってい

いただきたいテーマについては必須学校医研

修会を開催し, 周知を図りたいと考えます｡

必須研修会には必ず出席していただきたいの

ですが, 時間的に都合がつかない等で研修会

に参加できない医師のためには, 別途研修の

方法を考えたいと思います｡

■学校保健委員会への参画

学校医は年間を通じて児童生徒の保健管理

にかかわることが求められます｡ 予防接種が

学校医の職務でなくなった現在, 年度始めの

定期健診のみでは年間を通じて保健管理をし

ているとは認められません｡ 学校医が年間を

通じて学校にかかわるためには, 学校保健委

員会に出席し, 学校保健計画の策定に参画す

る必要があります｡ 府医では学校保健委員会

への出席は重要と考え, 学校保健委員会およ

び学校保健委員会関係の各種研修会への出席

も研修単位といたしました｡

■研修会の充実

府医では北部と南部の学校医を対象に毎年

研修会を実施して参りました｡ 地域の希望に

あわせて研修テーマを決めさせていただいて

きましたが, 十分に地区の学校医に研修して

いただけなかったことを反省しております｡

今後さらに地区の学校医の要望に沿った研修

会を実施していきたいと思います｡ さらに地

区, 各医会で開催される研修会で学校医の研

修にもなると思われる研修会を指定研修会に

したいと考えます｡

■指定学校医の更新

指定学校医でその職務を遂行されることに

努力されている学校医を引き続き指定学校医

と認めるようにしたいと考えます｡ ただ京都

府の地理的な条件から指定学校医の更新のハー

ドルは高くしないことが良いと考えます｡ そ

こで京都府では３年間で３単位以上の研修に

より指定の更新を行います｡ 研修会での発表

者は１単位加算します｡ また更新は自己申告

制といたしますが, 地区医師会, 京都市学校

医会等でまとめて更新申請を提出していただ

くことも可能です｡ なお指定更新は３年で一

斉に行いますが, 更新までの期間が３年に満

たない場合は１年あたり１単位以上の履修に

より更新を認めます｡

■資格喪失と再指定

更新申請がない場合, 更新の条件を満たさ

ない場合のほか, 府医指定学校医は現役の学

校医のみを対象としますので, 学校医解職の

場合も資格を喪失します｡ 再指定申請は規定

の研修を履修していただき, 更新申請時期に

受け付けます｡

■おわりに

指定学校医制度については様々な意見があ

ると思いますが, 学校医の資質向上に寄与す

るため, 学校医にとってふさわしい制度とし

て定着し, 発展させていきたいと考えますの

でご協力を宜しくお願いいたします｡
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京都府医師会指定学校医制度

１. 目的

近年の急激な社会環境や生活様式の変化により, 児童生徒の心身の健康問題は多様化し, 深刻化している｡

それに伴い, 学校医の職務も多岐にわたり, 従来の保健管理に加えて健康教育への積極的な参画も求められて

いる｡ 京都府医師会ではこのような時代の変化に対応した学校医活動を推進するため, 学校医の職務の遂行,

資質の向上を目的として, 京都府医師会指定学校医 (以下, ｢府医指定学校医｣ という｡) 制度を設置する｡

２. 新規申請

１) 資格

京都府医師会員のうち新任学校医研修１単位を履修し, 府医指定学校医の申請を行った学校医を府医指

定学校医とする｡

２) 移行措置

2006年３月末時点で学校医である医師は新任学校医研修の履修を必要としない｡

３) 手続き

新任学校医研修１単位を履修した学校医は ｢府医指定学校医申請書｣ (様式１) に必要事項を記載し,

京都府医師会に提出する｡

３. 更新申請

１) 資格

府医指定学校医で３年間で３単位以上の研修 (必須学校医研修を含む) を履修した学校医とする｡

但し, 指定後更新までの期間が３年に満たない場合は１年間あたり１単位以上の研修 (必須学校医研修

を含む) を履修した学校医とする｡

２) 更新期間

指定は３年毎に一斉に更新するものとし, 自己申告とする｡ 更新期間は４月１日～５月31日とする｡

３) 手続き

更新を希望する府医指定学校医は, 京都府医師会から配付される ｢府医指定学校医更新申請書｣ (様式

１) に必要事項を記載し, 更新期間内に京都府医師会へ提出する｡ 但し, 地区医師会, 京都市学校医会

等でまとめて京都府医師会へ提出することができる｡

４. 再指定申請

１) 資格

・元府医指定学校医で更新申請の条件を満たさなかった学校医のうち次回一斉更新までに３年間３単位

以上の研修 (必須学校医研修を含む) を履修した学校医とする｡

・元府医指定学校医で復職した学校医のうち次回一斉更新までに復職後１年間で１単位以上の研修 (必

須学校医研修会を含む) を履修した学校医とする｡

２) 申請期間

申請期間は一斉更新年の４月１日～５月31日とする｡

３) 手続き

再指定を希望する学校医は, ｢府医指定学校医再指定申請書｣ (様式１) に必要事項を記載し, 申請期間

内に京都府医師会へ提出する｡ 但し, 地区医師会, 京都市学校医会等で更新申請とまとめて京都府医師

会へ提出することができる｡

５. 研修単位

下記に示す学校保健に関する研修の１受講等を１単位として研修単位が算定される｡

但し, 学校保健に関する研究発表をした場合は１単位追加される｡

１) 必須学校医研修

・新任学校医研修会 (新規申請の場合)
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・府医学校保健委員会で重要と判断した研修会等 (更新・再指定申請の場合)

２) 学校保健研修

・府医主催学校医研修会 ・近医連学校医研究協議会総会

・京都市学校医会主催研修会 ・全国学校保健・学校医大会

・京都市学校医会総会・支部会等の研修会 ・十四大都市医師会学校保健協議会

・京都府眼科学校医会主催研修会 ・近畿学校保健連絡協議会

・京都府耳鼻咽喉科学校医会主催研修会 ・学校保健研究大会・協議大会・研究発表会等

・日医学校医研修会

３) 学校保健委員会・学校保健会議への出席

４) 健康教育活動

５) その他 府医学校保健委員会が単位として認めた研修会等

研修単位として指定を希望する場合は, １ヶ月前までに申請書 (様式２) を京都府医師会へ提出する｡

６. 資格喪失

１) 更新申請がない場合｡ ２) 更新の条件を満たさない場合｡ ３) 学校医解職の場合｡

７. 審査 (新規・更新・再指定)

府医指定学校医の指定は, 京都府医師会理事会の議を経て京都府医師会長の承認を得るものとする｡

８. 情報の取り扱い

本制度で得た個人情報は府医指定学校医の指定審査以外には利用しない｡

府医指定学校医の指定の有無は, 地区医師会, 眼科医会, 耳鼻科医会, 京都市学校医会に提供される｡

■開業医承継支援事業について■

独立行政法人福祉医療機構は, 継続的な地域医療の確保に資するため, 高齢等の事情に

より引退を考えているものの後継者がいない事業譲渡希望医に開業希望医を紹介し, 一般

診療所の存続を支援する ｢開業医承継支援事業｣ を実施しております｡

この事業は平成元年から都市部を中心に展開を始め, 平成11年４月に対象地域を全国へ

拡大して現在に至っております｡

この事業を利用して譲渡希望医および開業希望医の紹介を受けようとする場合は, あら

かじめ機構に登録しておく必要があります｡ 本会でもパンフレットを用意していますが,

詳しくは独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧いただくか, 企画指導部経営指

導課へお問い合わせください｡

独立行政法人福祉医療機構 企画指導部 経営指導課

ホームページアドレス http://www.wam.go.jp

ＴＥＬ 03－3438－9932

ＦＡＸ 03－3438－0371

E-mail kaigyou@wam.go.jp
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｢介護保険法等の一部を改正する法律案｣ が６月22日, 参議院本会議で与野党の賛成多数で

可決, 成立した｡ 衆議院では５月10日に可決されていた｡ 今後は施設等の居住費・食費に係る

保険給付の見直しが17年10月に, それ以外は18年４月の施行に向けて, 政省令の策定作業が行

われる｡

制度改正の目玉である新予防給付の導入により, ｢筋トレを強制されるのではないか？｣ ｢軽

度要介護者は家事援助を受けられないのではないか？｣ など, サービス水準の低下を不安視す

る声が多かったが, 国会における審議において筋トレについては ｢利用者の選択が基本であり,

強制されることはない｣, 家事援助については ｢一部の不適正なケースの適正化を目指すもの

であり, 家事援助を一律にカットすることはない｡ 適切なケアマネジメントに基づいて提供さ

れる家事援助は認められる｣ とされた｡ また, 継続的・包括的地域ケアシステム構築の基幹と

なるべき ｢地域包括支援センター｣ の設置・運営にあたり, 同センターの公平性・中立性を担

保する役割を担う ｢運営協議会｣ が市町村ごとに設けられる｡ その構成メンバーの１つとして

地区医師会があげられているが, 日本医師会は高齢者の生活全般を支えていくために, 地区医

師会の積極的な参画を求めている｡

２月に上程された改正法案 (京都医報３月15日号で詳報) は, 衆議院において, 地域支援事

業の虐待防止・権利擁護事業を任意事業から必須事業とすること, 新予防給付や地域支援事業

について施行３年後に費用対効果の観点から見直しを検討することの２点が修正され, さらに

在宅医療支援のための措置を取ることや, ケアマネジャーについて中立性・独立性を重視した

報酬設定, 研修体系の見直し, などの４つの附帯決議がついた｡

一方, 参議院では修正はなく, 附帯決議が, 介護保険施設等のホテルコストを保険給付外と

するに際し負担上限額を設定し, 低所得者への配慮と激変緩和に努めることと周知に万全を期

すこと, 介護施設の個室・ユニット型を推進すること, 緊急・突発的なニーズに対応できるよ

うショートステイを利用しやすいものに見直すこと, 新予防給付の報酬は, 時間単位だけでな

く月単位やプログラム単位など柔軟性のある仕組みを検討すること, 要介護度の改善が見られ

た場合, 速やかに変更すること, ケアマネジメントの真価が発揮できるように十分な指導や支

援に努めること, など24項目にも及んでいる｡ 特に ｢介護サービス事業所における施設長・管

理者について, 就任前の研修と修了試験, 就任後の定期的な研修を義務づけ, 事業者指定・更

新の要件とするよう検討すること｣ は, 続発する不正事業者のみならず, 法令や介護保険の理

念を理解せず, 利益をあげることが最優先でそれが当然と考える管理者等が, 保険給付対象外

のサービスをも保険給付として実施したり, 不必要なサービスを提供し, それを従業員に強制

している事例などが少なくないことへの対応と思われる｡ 具体的な対応策は今後政省令で定め

ていくことになるが, 一律な対応は適切なサービス提供に努めている事業所への不要な締め付

けとなることから, 慎重な対応が求められる｡

介護保険改正法案が成立
18年４月 (一部は17年10月) 施行



13

介
護
保
険
ニ
ュ
ー
ス

介護保険制度改正に連動して改定される介護報酬や運営基準については, 今後社会保障審議

会介護給付費分科会で審議される｡ 現時点でのスケジュールは, 施設等の居住費・食費の見直

しについては７月中旬に諮問・答申, ８月に告示され, 10月から施行｡ 一方, 全般の改定につ

いては18年１月に諮問・答申, ２月に告示され, ４月から施行となっている｡

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【衆議院での主要な論点と答弁要旨】(抜粋)

Ｑ１：新予防給付では, 家事援助が一律にカットされるのではないか｡ また, 新要支援１・

２のサービス限度額は, 現行の要支援・要介護１の水準を下回らないようにすべき

ではないか｡

Ａ１：・新予防給付においても, 家事援助は一律にカットされることはない｡ 適切なケア

マネジメントに基づいて提供される家事援助は認められる｡

・新予防給付は, 一部の不適正なケースの適正化を目指すものであり, 適正なケア

マネジメントに基づいて独居や要介護者同士の夫婦の利用者が行うことができな

い家事をホームヘルパーが行う家事援助は, 今まで通り利用できる｡

・新たなサービス限度額の具体的な水準については, 今後介護給付費分科会におけ

る報酬の議論を踏まえ検討される｡ (編注：｢要支援１｣ は現行の要支援と同額,

｢要支援２｣ は１万2000単位程度が念頭に置かれている)

Ｑ２：筋トレは強制されるのか？ マシンや資格など, 筋トレビジネスで介護給付費が膨

らむのではないか？ 筋トレに際して事故等のインフォームドコンセントを行うべ

きではないか？

Ａ２：・新予防給付のサービスにおいても, 利用者の選択が基本であり強制されることは

ない｡ マシン等筋力向上プランを利用者が望まない場合は, それらのプログラム

を含まないプランが適切なケアマネジメントに基づいて提供される｡

・筋力向上トレーニングを希望しない利用者が, 介護予防通所介護を利用できるよ

うに, 介護予防通所介護において, 筋力向上プログラムが含まれないサービスも

提供できる｡

・マシン費用について個別に介護報酬の対象とはされない｡ また, 新たな資格制度

も創設されない｡

・筋力向上トレーニングマシンの設置を, 予防通所介護の指定要件とはされない｡

・他のサービス同様, 筋トレ利用者に対しても事前に説明し, 同意を得た上でサー

ビスを提供する｡
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Ｑ３：介護療養型医療施設における施設・設備基準の経過措置は, 入所者の療養環境の改

善を図る観点から, 廃止すべきではないか？

Ａ３：１病室あたりの病床数を４床以下とする原則を徹底するなど, 療養環境の改善に向

けた介護報酬の水準のあり方を含め, 具体的措置について来春の報酬改定に向けた

議論の中で検討する｡

Ｑ４：特定疾病に末期がん追加するにあたっては, 小児がん以外は全て対象にいれるべき

ではないか？

Ａ４：専門科の意見を踏まえつつ, その方向で検討する｡

Ｑ５：地域支援事業の創設により, 従来老人保健事業で行ってきたヘルス事業のうち65歳

以上の者に対する介護予防のための事業については, 介護保険の中に含まれること

になった｡ 地域支援事業については, 制度実施後も不断の見直しが必要と考えるが

どうか｡ また, ヘルス事業には生活習慣病予防もあることから65歳を境にして分断

されるものではなく, 65歳未満の者に対する施策との連携が必要と考えるが, どう

か｡

Ａ５：地域支援事業については審議の過程において示された財源や事業内容をめぐる意見

を尊重して取り組むとともに, その実施状況を見ながらその有効性や効率性を確認

して不断の見直しを行う｡ また, 65歳を区切りとして, 事業の連続性が失われるこ

とがないよう, 高齢期においても健康な生活ができるように健康な心身を維持する

観点で, 有機的な事業連携を図る｡

Ｑ６：訪問看護ステーションを活用した多機能サービスについても, 介護保険制度におい

て実施すべきではないか｡

Ａ６：・難病など, 医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者への対応などの観

点から, 日中, 訪問看護ステーションで要介護者をお預かりする試みも行われて

いるが, 医療と介護の連携等で検討すべき課題は多いと考えている｡

・社会保障審議会介護保険部会の意見書において, 医療型多機能サービスについて

｢一つの方向性として考えられる｣ とされていることもあり, 今後, 新たなサー

ビス形態として検討を進めていく｡

【参議院での主要な論点と答弁要旨】(抜粋)

Ｑ１：高齢者医療制度を一体化させた ｢高齢者医療・介護保険制度｣ を目指すのか否か,

明確にされたい｡

Ａ１：新たな高齢者医療制度の創設は来年の通常国会に法案を提出すべく精力的に検討を

進めて参りたい｡ なお, 高齢者医療制度と介護保険制度を一体化することは考えて

いない｡
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Ｑ２：予防訪問介護において, 時間単位の報酬という考え方から, 点数制に変えることも

検討するべきではないか｡

Ａ２：訪問介護の基準・報酬については, 介護保険部会の報告において, 身体介護型, 生

活援助型という区分を行為別, 機能別に再編成し, 機能に応じた見直しを検討する

必要があるとされているところであり, 新予防給付における予防訪問介護について

も, こうした指摘や介護給付費分科会のご議論等を踏まえ, 総合的に検討する｡

Ｑ３：地域支援事業の対象者を見出すため, 健診制度との連携を図るべきではないか｡ 健

診に要する費用は医療保険制度側で負担すべきではないか｡

Ａ３：老健事業における健診の取扱いについては, その費用の在り方も含め, 今後予定さ

れている医療制度改革や健康フロンティア戦略との関係も含め整理することとして

いるが, その実施に当たっては, 地域支援事業の介護予防スクリーニングとの密接

な連携の下で, 効果的・効率的な事業実施が可能となるよう工夫して参りたい｡

Ｑ４：介護施設やグループホーム入居者の健康管理体制の強化や, ターミナルケアも含め

た医療との連携を図っていくべきではないか｡

Ａ４：外部の訪問看護サービスの活用を含めた介護施設やグループホーム入居者に係る健

康管理体制の強化や, 在宅, グループホーム, 介護施設におけるターミナルケアの

充実については, 今後, 医療と介護の連携の在り方も含め, 平成18年４月に予定さ

れている介護報酬等の見直しに向けての議論の中で検討して参りたい｡

【地域包括支援センターと地域支援事業Ｑ＆Ａ】(抜粋)

Ｑ１：地域包括支援センターの設置者はどのような者？

Ａ１：①市町村または②地域支援事業 (包括的支援事業) の実施を市町村から委託を受け

た者｡ この委託を受けることが出来る者とは改正法には ｢在宅介護支援センターの

設置者その他の厚生労働省令で定める者｣ となっており, 具体的には, 既存の社会

福祉法人・医療法人等だけではなく, 地域において, 地域包括支援センターの運営

法人として新たな法人 (ＮＰＯ法人・公益法人等) を設立し, 当該法人を受け皿と

して市町村が事業を委託する, といった方法も可能｡
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Ｑ２：地域包括支援センターの人員の体制等は？

Ａ２：①保健師又は経験のある看護師, ②社会福祉士, ③主任介護支援専門員 (仮称) た

だし, 地域における人材確保の実情や養成状況等を勘案し, 各々それに準じる専門

資格を有する者でも可能とする旨の経過措置を置く予定｡

・社会福祉士：｢福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援専門員

の業務経験が３年以上あり, かつ, 高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３

年以上従事した経験を有する者｣ を想定｡

・保健師：経験のある看護師 (｢経験のある｣ とは, 地域ケア, 地域保健等の経験

の趣旨であり, 病棟経験や急性期医療の経験の趣旨ではない)｡

・主任介護支援専門員 (仮称)：｢実務経験を有する介護支援専門員であって, ケア

マネジメントリーダー研修受講修了者でケアマネジメントリーダー実務 (相談,

地域の介護支援専門員への支援等) に従事している者｣ を想定

Ｑ３：地域包括支援センターが指定介護予防支援事業を行うにあたり指定を受けなければ

ならないのか？

Ａ３：地域包括支援センターが行う指定介護予防支援事業 (新予防給付のマネジメント)

は保険給付であり, 地域包括支援センターの設置者は, 市町村の指定を受ける必要

がある

Ｑ４：指定介護予防支援事業は他の居宅介護支援事業所にどの程度委託できるのか？

Ａ４：委託できる業務の範囲は, アセスメント, 利用者宅の訪問・調整, プラン原案の策

定, サービス事業者との調整, サービス管理等が考えられるが, 介護予防にかかる

マネジメントの一元的実施等の観点から, 最低限, プランの内容の確定及び事後の

評価 (チェック) については地域包括支援センター (その職員である保健師及び主

任介護支援専門員) が自ら関与し, 実施しなければならない｡

なお, 介護予防支援事業の一部を委託するセンターにおいては, 当然ながら介護予

防サービス計画費の全額がセンターの収入とはならない｡

※衆議院, 参議院それぞれの修正点・附帯決議・主要な論点と答弁要旨の全文, 並びに地域包

括支援センターと地域支援事業に関するＱ＆Ａの全文は, 京都府医師会ホームページにＰＤＦ

ファイルで掲載しております｡
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■全国介護保険担当課長会議 ('05.06.27) から

介護保険改正法成立を受けて, 特に早急に準備を進める必要のある平成17年10月施行の施設

等での居住費・食費の見直し, およびこれに伴う低所得者対策等を中心に説明があった｡

なお, 通所サービスにおける食事提供体制加算も同時に廃止となり, 食材料費も含めた食事

に係る費用は, 事業所が独自で設定した金額を利用者から徴収することになる｡ なお, 通所サー

ビスには低所得者対策は講じられない｡

その他, 主な点は下記のとおり｡

１. 居住費を給付対象外とすることに伴う介護報酬の見直し

介護療養型医療施設での個室料徴収の際の療養環境減算, 並びにユニット型特養の低所得者

加算は廃止の方向で検討される｡

２. 地域支援事業の基本的流れ

地域支援事業における介護予防事業の対象者は, 医療機関で, あるいは民生委員活動や保健

師等の訪問指導における介護予防健診を経て地域包括支援センターへ紹介される｡ 地域包括支

援センターでは介護予防事業への参加が適当がどうか判断, 介護予防ケアマネジメントを行い,

介護予防事業提供機関で事業を実施する｡ 地域包括支援センターはその事業の効果を評価し,

必要がある場合には再度ケアプランを作成する｡ 特に生活機能低下が食い止められなかったり,

体調を崩した場合等には, サービス担当者会議を行い, 必要に応じて医療機関への紹介や要介

護認定申請も検討する｡

３. 新予防給付

(１) 要介護認定について

従来の要介護認定作業を行った後, 要介護１についてのみ, さらに ｢要支援２｣ か ｢要

介護１｣ かの選別を認定審査会で行う｡ (図１, 図２)

これらの作業は第１次モデル事業の結果をもとに見直し, 秋の第２次モデル事業を経て,

来年１月頃には最終的なものができる予定｡

(２) アセスメントツール

７月上旬に暫定版アセスメントケアプランの様式を作成, ７月下旬～８月上旬にモデル事

業を実施, 10月にはアセスメントツール, ケアプラン様式, ガイドラインが提示され, 11月

に国において介護予防ケアマネジメント指導者研修を実施, これを受けて12月以降に都道府

県で同指導者研修が実施される｡

４. 高額介護サービス費の見直し

現在の市町村民税世帯非課税等 (24,600円／月を上限) の者を, 利用者負担新第２段階と新

第３段階に細分する｡ 新第３段階は従来通り24,600円が上限, 一方の新第２段階の方は第１段

階と同じ15,000円が上限となる｡ これは居宅サービス, 施設サービスともに平成17年10月から

実施される｡
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なお, 高額介護サービス費は月単位のため, 現在は毎月申請する必要があるが, 最初の１回

のみ申請すればその後は不要となる｡

(図１)
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(図２)
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関節痛を中心として

橋本整形外科院長

橋本 秀輝

関節痛は, 日常生活でも日々の診療におい

ても頻繁に遭遇する症状ですが, その原因は,

容易に診断できるものから慎重に詳細な検査

を必要とするものまで多岐多様にわたってい

ます｡ 日常の診療で気を付けるポイントを簡

単に述べてみたいと思います｡

Ｑ１. 関節痛の着目点は？

Ａ１. 痛みが単関節に局在するか複数の関節

にあるかを確認します｡ たいていの場合

は単関節性であり, これで関節痛の原因

と診断は範囲が限定されます｡

Ｑ２. 単関節痛の原因にはどんなものがあり

ますか？

Ａ２. 俗に“使い痛み”といわれるオーバー

ユースによるものや, 打撲, 捻挫, 靱帯

損傷, 脱臼, 関節内骨折, 脱臼骨折など

発症の因果関係がはっきりしているもの

があり, その診断は容易にされます｡ こ

れらの過労性 (スポーツ) 障害や急性外

傷による関節痛は年齢に関係なく発症し

ます｡ さらに, 高齢化社会の現在では変

形性関節症による関節痛が, 特に膝関節

に多く発症します｡ この変形性関節症に

よる疼痛の多くは片側性ですが, 両側性

のこともあります｡ ご承知のようにレン

トゲン写真検査で診断が確定されます｡

原因がはっきりしないで中年に多発する

肩関節痛は, 肩関節周囲炎 (俗に五十肩)

のことが多く, Ｘ線写真検査や血液検査

では異常が認められません｡ また, 痛風,

偽痛風, 急性化膿性関節炎なども多くは

単関節性ですが, 鑑別には関節液検査で

尿酸結晶, ピロリン酸カルシウム結晶,

細菌などの検出や血液検査が必要となり

ます｡ 稀に, Felty 症候群によるものな

どがありますので注意を要します｡

Ｑ３. 複数の関節痛の原因にはどんなものが

ありますか？

Ａ３. 代表的なものに関節リウマチがありま

すが, SLE などの膠原病やリウマチ熱,

サルコイドーシス, 白血病などの血液癌,

ベーチェット氏病など全身疾患の関節症

状も考えなければなりません｡ 確定診断

には慎重で詳細な検査が必要な場合があ

ります｡ また, インフルエンザに代表さ

れる発熱を伴う疾患では全身の関節痛を

訴えることは周知のとおりです｡ さらに,

ヘバーデン結節のように手指の DIP 関

節のみに局在するものでは, 簡単に診断

が確定します｡

Ｑ４. ほかに関節痛で注意することはありま

せんか？

Ａ４. 視診や触診が難しい椎間関節, 仙腸関

節, 股関節などの痛みは, 頚部痛, 背部

痛, 腰痛, 腎部痛など的確な訴えになら

ない場合が多く, 判断を誤る可能性が時

としてあります｡ 特に慎重な問診, 診察,

検査が必要になります｡ 関節痛が長期化

する前に, 整形外科専門医やリウマチ専

門医での診察をお勧めください｡

専門外講座
日常診療のための
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府府府医医医メメメーーールルルマママガガガジジジンンン 『『『『『府府府府府医医医医医通通通通通信信信信信』』』』』
７７７月月月よよよりりり配配配信信信ををを開開開始始始！！！

府医では７月１日よりホームページを全面リニューアルするとともに, 府医メールマ

ガジン ｢府医通信｣ の配信を開始しました｡

配信は原則週１回で, コンテンツは府医ＦＡＸ情報のデジタル版としての配信のほか,

府医ホームページの更新状況や緊急を要する連絡事項などを随時配信していきます｡

配信をご希望の先生は府医ホームページ上から登録できますので, ぜひ, アクセスし

てみてください｡

URL：http://www.kyoto.med.or.jp

登録画面にログインする場合は
ＩＤ・パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課まで
ご連絡ください｡
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私のマンションのベランダに, 小学一年生の

子供が教材で栽培しているミニトマトがある｡

５月のはじめに種を蒔いたものがすでに20cm

以上に伸びていて, その成長は日々確認できる

ほどである｡ マンションから見える比叡山の色

の移ろいに季節を感じる程度の感性は持ち合わ

せているつもりだが, マンション暮らしが長く,

ガーデニングなどに興味の無かった私にとって

その成長は驚きである｡

植物の成長に比べてヒトの成長はどうだろう

か｡ 私の小学生の子供たちは育ち盛りではある

が, 毎日毎日大きくなったと感じることはない｡

衣替えの時とか, たまたま見せてくれた作文や

自由研究で, 身体的・知識的に成長したと感じ

る次第である｡

さて, 医師の成長はどうであろう｡ 日々の診

療の中での経験や論文検索などで成長し続けて

おられるのは当然のことと思う｡ しかしこの成

長は果たしてバランスの良い成長であろうか｡

多くの, 特に若い医師たちの教育や学習は主に

急性期医療に偏ったものではないであろうか｡

もちろんこの学習が傷病を癒す医師としての最

も重要な学習であることに異論はないが, リハ

ビリテーションや在宅医療, 介護や福祉といっ

たことは医療人として当然知っておかねばなら

ないことであるし, また医事法制や医療経済と

いったことも最低限の知識は得ておかなければ

ならないことと思われる｡ 確かにこれらの分野

の教育は過去の医学部教育の中では十分に行わ

れてこなかったのは事実であり, 中堅以上の医

師の中にはその必要性すら浸透していないのも

事実であろう｡

産業医としていろいろな企業をみていくと,

医療社会の立ち遅れを痛感することがある｡ た

とえばリスクマネージメントについていえば,

彼らの方がはるかに厳しい姿勢で考えている｡

担当者はその研究をし, 他の企業に見学に行っ

てまでよいところを吸収し, 会議では侃侃諤諤

の議論をし, 決められた指示をいかに徹底させ

るかまで討議している｡ 医療機関のように, 委

員会を作らねばならないから作った, 形だけ委

員会を開いて議事録を作成している, 問題点の

提示と基本的対策を決めた, 対策の徹底は現場

任せといった生ぬるい状況ではない｡

確かに医療は他企業と違い, 一定のマニュア

ルにしたがっていればいいものではない｡ 全て

の症例に対してケースバイケースで考えなくて

はいけないのが医療であり, そうした際に医師

の裁量という言葉が使われることがある｡ しか

し医師の裁量を認めるのであれば, 裁量権を有

した医師か否かということも考慮に入れなけれ

ばならない｡ なんの基礎知識もない医師の裁量っ

ていったいなんだ？ ｢人間の尊厳を尊重した

医療を｣ といっても, ｢人間の尊厳｣ が何かわ

かっていない医師に, そのような医療ができる

のか？

もちろん全ての医師が, リハビリテーション

に, 福祉・介護に, 医事法制に, 医療経済に精

通している必要はない｡ 病院という組織の中に,

ある程度の知識をもった人材がいるだけでもい

いであろう｡ そういう人たちが, 急性期医療で

多忙な日々を送っている医師に基礎的知識を吹

き込みさえすれば, 病院の中に急性期医療以外

の重要な医療の要素を省みる風土ができていく

のではないかと思う｡

医療という社会の一分野がこの世の中から消

えていくことは絶対にないが, 社会的常識が欠

如し, 時代の変革についていけないようであれ

ば, 医療社会は他の分野から孤立し, 格好の標

的になっていくであろう｡ 大学を卒業したばか

りの臨床研修医がまず勤務するのは病院である｡

その最初の段階から, 急性期医療以外の知識も

医師には必要であるということを植え付けてい

かなければならない｡ このような教育指導体制

の構築も, 勤務医部会の今後の仕事の一つでは

ないであろうか｡

ミニトマトの成長
府医勤務医部会幹事 (洛和会音羽病院副院長) 関本 達之
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今年の２月, ３月はインフルエンザＢ型の

遅い流行に戸惑いました｡ まわりの流行と本

人の症状からインフルエンザですと診断して

も患児の保護者がどうしても検査してほしい

と強く希望することがありました｡ やぶ医者

の臨床診断はほぼ当たっています｡ ４月に入っ

てＡ型のインフルエンザの流行がはじまり,

５月の連休に付添ってきた父親がインフルエ

ンザ様なので検査したところＡ型がはっきり

陽性に出ました｡ 昔なら５月になってインフ

ルエンザの診断をつけたら何んちうやぶ医者

やと思われるところです｡ 10才小４の女の子

発熱は37.8℃, 全身症状からみてインフルエ

ンザと診断はつけにくい例, クラスで大流行

しているので学校の先生から検査してもらっ

てこいと言われたと来院｡ 昔ならあほかとす

ぐ学校に電話して感染症の学校での対応を申

し入れるところですが, さすが老年となりしゃ

あないなと検査したら明瞭にＡ型が陽性に出

ました｡ しかし, 親はしっかりしていて, タ

ミフルはのみませんといいます｡ その後高い

熱も出ず治癒しました｡ そら流行時にはもっ

と軽い不顕性感染の子がみんなに染し廻って

ることもあるんやでと説明します｡

溶連菌の迅速検査については数人の専門家

を招いて勉強会を開いてほしいものです｡ 溶

連菌の検査が陽性に出たからといってすべて

に合成ペニシリン剤を投与することはないと

いわれています｡ またやたらに迅速検査する

必要もないのです｡

American Academy of Pediatrics (2003年

版) にはその疫学のところに 『学校での咽頭

炎の流行期に無症状の学童に咽頭培養を行う

と15～50％でＧＡＳ (Ａ群連鎖球菌) が見つ

かる｡ ……ＧＡＳの保菌は数ヶ月続く｡ しか

し他人への感染の危険は最小である』 と書か

れています｡

また, 検査のところに 『３才以下の小児で

の連鎖球菌性咽頭炎の診断的検索は通常には

勧められていない』 『無症状の家族内ＧＡＳ

接触者の検査は通常は勧められていない』 と

あります｡ 発熱来院した子の咽頭所見を視て

｢こらペニシリン剤のまさなあかん溶連菌症

やで｣ と臨床診断がつけられないと, やぶ医

者の域にも達していないことになりましょう｡

検査にふり廻されている自分に少しげんなり

しています｡

インフルエンザ, 溶連
菌の迅速検査にやぶ医
ふり廻されるのこと

左 京 加藤 静允

京都府医師会ホームページ
���������		


���������������	

※会員向けページにアクセスするには
パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課までお問い
合わせください｡

� TEL：315-5276�
� FAX：314-5042�

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800～1600字, 原稿は府医 ｢京

都医報｣ 編集部までお届けください｡
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４. ｢中華思想｣ の顕在化

中国の改革・開放政策が始まり二十数年経

つが, この間の中国の経済は大きく発展して

きた｡ 名目 GDP は1985年の7,780億元が19年

後の2004年に13兆6,500億元と17倍に, 一人

当たり GDP も1985年, 853元が2003年には

9,030元と18年間で10倍になる経済成長を続

けている (中国情報局資料)｡ 所得の向上に

より主に沿海地区を中心に大富裕層, 中間富

裕層の増加や科学技術分野でも有人宇宙衛星

打ち上げ成功と, 中国人が自信を持ち出し,

同時にいままで眠っていた ｢中華思想｣ が表

に出てきたように思える｡ 学校授業でもこの

ことは強調されて教えられる｡

｢中華思想｣ とは伝統的に持つ“中華民族

が世界の中心だ”という意識なのである｡

これはすでに前漢武帝の時代に見てとれる｡

武帝は匈奴に対抗するため馬格に優れた西の

汗血馬を求め, 大苑に二度にわたり大部隊を

派遣し手に入れた｡ 彼は都に伴われた良質の

馬群を見て ｢天馬来る, 西極 (にしのきわみ)

よりす 万馬を経て, 有徳に帰す 霊威を承

(う) けて, 外国を下す 流砂を渉 (わた)

りて, 四夷服す｣ (『史記』) と狂喜した｡ 漢

人文化圏の周辺に住む蛮族・獣人という意味

で, 四夷 (北狄, 西羌, 南蛮, 東夷) と呼ん

だように, 彼ら野蛮人は中国に隷属して当然

であり, 従わねば, 討伐して討ち果たすまで

のこととみなしていた｡

この思想からすると, 米国, 欧州は中華思

想の圏外である｡ だから中国は米欧に対して

は, 周辺アジア諸国に対するような威丈高な

態度はとらない｡ 日本は東の倭夷に過ぎない

ではないか｡ その東夷が昔, 自分たちから文

明を取り入れ, 原始的生活から脱却し得た｡

隋・唐王朝には使節, 学僧を遣し, 仏教をは

じめとする学問や文物, 文化を学んだのでは

ないか｡ その後の中国とも交流し, 発展した｡

このように日本は有史以来, 中国のおかげで

国を全うしてきたのではないのか｡ 明治維新

後, 日本はいち早く文明化・西洋化を成し遂

げ, 軍事的大国になり, こともあろうことに

わが国を侵略した－中国人は日本をこのよう

にみている｡

西安での寸劇事件に端を発した侮日・排日

運動を見れば分かるように, 何か事が起これ

ば中華ナショナリズムが噴出する｡ ことに触

れインターネット上に, 読むに耐えない過激・

下劣な反日文言があふれる (後述)｡

東アジアの地図を見てみると, 巨大な鶏

(中国) が虫 (日本) をついばもうとしてい

る―これは多くの中国人が抱く対日意識を表

しているのだ｡

高度成長を続けてきた中国はもはや弱い貧

しい中国ではなくなった｡ 軍事費については

毎年２桁の伸びを続けており, 05年, 中国は,

今年の国防費が前年比12.6％増の2446億元

(約３兆2000億円) に達すると発表したが,

米国防総省に近いシンクタンクのランド研究

所は, 実際の中国の軍事支出は表向きの国防

予算よりも４割ないし７割は多いと見ている｡

報告書によると中国の年間の実質的な軍事費

は公表国防費の２－３倍にあたる500－700億

ドルに上っているという｡ これは米国・ロシ

アに次いで世界第三番目の規模なのである｡

核兵器をも有し軍事大国となった中国は, 兵

器のライセンス生産をおしすすめ急速にハイ

テク化を果たそうとしている｡ いずれ経済的

にも, 国際政治の舞台でも, 日本を追い越し

て東アジア全体共同体の盟主になるとの意識

を持っているのである｡

日本と中国 その３

宇治久世 関 浩
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５. 日本と中国のこれから

日中間の大きな火種として, 尖閣諸島魚釣

島の領土権主張, 東シナ海の排他的経済水域

(ＥＥＺ) 近くの春暁・天外天・断橋の天然

ガス田問題がある｡ 02年より始まった春暁ガ

ス田開発などは, 日本の抗議などは恐れるに

足りない, 既成事実を作ってしまえば後はど

うにでもなると言わんばかりだ｡ この逆であっ

たなら, 官民あげて怒髪天を衝く猛抗議をし

たことであろう｡

中国が日本に求める ｢歴史認識｣ とは, 日

本に ｢アジアの民衆を苦しめた侵略戦争, 植

民地支配についての反省をし謝罪するべきだ｣

というものであるが, 日本の首相・外相・官

房長官らの謝罪は公式にも17, ８回に及ぶ｡

敗戦国となった日本は, 1951年, 連合国55

カ国中48カ国と講和条約を結び, サンフラン

シスコ平和条約を締結した｡

日本が同条約に基づいて, 外国に支払った

中身は, ①賠償および無償経済協力 (準賠償),

②賠償とは法的性格を異にするが戦後処理的

性格を有する贈与③軍需工場など日本国内の

資本設備を, かつて日本が支配した国に移転,

譲渡する ｢中間賠償｣, ④戦前, 日本政府や

企業, 個人が海外に持っていた在外資産の諸

外国への引き渡し, の四つから成り, 当時の

金額で一兆三百億円以上 (借款は含まれな

い)注) にのぼる膨大なものであった｡

ビルマ, フィリピン, インドネシアに対し

ては戦後賠償を行い, 他の多くの有賠償権国

は請求権を放棄したが, 日本はこの条約とは

別にそれぞれの国と二国間協定を結び, 準賠

償を行った｡ 朝鮮半島においては法的に戦争

状態ではないので, ｢賠償問題｣ はそもそも

存在し得ないが, 韓国に対しては1965年日韓

基本条約を結び, 無償で３億ドル (1080億円),

有償２億ドル, 民間借款３億ドル (計８億ド

ルは当時の韓国の国家予算の2.3倍) の経済

支援を行った｡ 中華民国・中華人民共和国は,

共に平和条約締結時に日本への賠償を放棄し

たが, 中華民国 (台湾) には経済協力援助を

行った｡ 日本は自らの戦後復興を世界銀行や

国際機関からの援助に頼らなければならない

情況にあったが, 1977年７月戦後賠償問題は

最終的に解決した｡ 中華人民共和国に対して

はＯＤＡがその役目を果たしてきた｡ このよ

うに日本が償うべき戦争責任は, 国家として

の謝罪・賠償ともに解決済みではないだろう

か｡

1915年対華21カ条要求から日本の敗戦まで

の30年間, 加えて反日教育を強化されたこの

10年間, つまり漢民族との対立はたったの40

年間に過ぎず, ２千年の日中交流史において

不幸な対立期間はほんのわずかな期間ではな

いか｡ 中華民国初期, 近代史の黎明期におい

て大勢の日本人が顧問, 教師, 技師として,

大陸に渡り, 中国の国家建設に力を注ぎこん

だことや, 中国が国父とあおぐ孫文の辛亥革

命も作家魯迅も犬養毅や宮崎�天などの日本

人の支援, 援助があったからこそということ

も分かって欲しい｡

日本は歴史を歪曲した誤った教科書を作っ

ている｡ これが中国の非難する教科書問題で

ある｡ しかし政府が, テレビが, 新聞が言う

からそれに違いないと思っている中国人が大

部分である｡ 中身は知らないし, 知ろうとも

しない｡ 05年４月の北京, 上海, 重慶などで

燃え盛った反日デモ, 暴動の参加者はそれぞ

れ数万人に過ぎず, 13億人の中国にしてみれ

ばただの“点”である｡ 日本ではあれほど報

｢中国と日本｣ 巨大な鶏 (中国) が
虫 (日本) をついばもうとしている
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道された03年10月西安市の反日暴動も, 市内

に住む大部分の市民にとっては, 新聞やラジ

オが ｢冷静に, 理性を持って｣ と言っている

ので, 何かあったのかという程度である｡ こ

のように, ごく一般の中国人の反日意識は日

本で報道されるほど深刻なものとはなってい

ない｡ ただし政治的軋轢がこの先続くのであ

れば, 反日感情が拡大するのは確実である｡

政治と経済とは切り離してといった調子の良

いことはいつまでも続かない｡ いままであっ

たような短時間の首脳会議を行い, 官僚の作

成した共同声明を発表して終わりとせず, あ

らかじめ日中間の重要懸案課題を討議する高

度の専門家会議を設置し, 現実的な政治解決

に向かう道は探れないだろうか｡

中国は決して誤りを認めないし, また自分

に非があっても決して謝罪をしない国である｡

中国を知れば知るほどこの国の不寛容さ, 狡

猾さ, 尊大さが気にかかる｡ しかしどんなに

付き合いが難しい国であっても両国はお互い

必要な存在, 隣国である｡ 中国がとってきた

反日教育は, 両国のために害はあっても益に

なることはない, やめるべきであると反発は

あっても言うべきことは言い, 中国が主張す

ることには理解し, やはり耳を傾けるべきで

あると思う｡

教科書・靖国参拝・天然資源権益・台湾問

題―いずれの問題も先行きは不透明だ｡ それ

でも日本と中国は将来にわたり, ｢わかりあ

えない｣ 国であってはいけないと思う｡ 対立

は対立とし, 自己の主張は主張として, 毅然

として貫かねばいけないと思う｡ しかしなが

ら相手国への対抗ナショナリズムは国内的に

は喝采を受けるかも知れないが, 狭隘なナショ

ナリズムの行き着く先は国家主義の衝突であ

る｡ 過去の過ちは繰り返してはいけない｡

対等でお互い必要な国になるべきだと思う｡

日本との良好なパートナーシップを求め, 85

年の反日デモ当時, ｢平和友好, 平等互恵,

相互信頼, 長期安定｣ の４原則をかかげた胡

耀邦総書記のような指導者がいたことは我々

の希望でもある｡ 現政権の中枢にも日中関係

を重視する人物はいる｡ 江沢民は総書記・国

家主席を退いた後も党と国家の軍事委員会主

席にとどまり院政をしき, いまなお睨みを利

かせている｡ 江沢民の後を継いだ胡錦濤 (こ

きんとう) 国家主席は1942年生まれの若い世

代である｡ 江の呪縛が取れるにはまだもう少

し時間が必要ではあろうが, その後の中国首

脳に期待せざるを得ない｡

10年間隔の節目の年に両国関係は冷え込ん

できた｡ 次の70年目の2015年, 日中間は, は

たしてどのような政治・経済関係でいるので

あろうか｡ オーストラリア, ニュージーラン

ドを加えたアセアン諸国に日本, 中国, 韓国

の３国が参加した東アジア共同体構想は, は

たして実現しているのか, その場合どのよう

な枠組みになっているのであろうか｡ 日本に

は隣国中国に対する将来的な政治的戦略を築

くことを望むと同時に, 東アジア全体にわた

る政治・経済・環境・エネルギー・知的所有

物・文化面に対する日本としての長期的な政

治戦略を構築して欲しいと思う｡ 狭い日本で

角突合せている場合ではないのである｡
注１) 国立国会図書館外交防衛課作成資料

(次号に続く)
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さて入院の申し込み：京大病院消化器外科

の場合は, 南４階の看護師詰め所に申し込み

ます｡ 外来診察室からそこへ行くのが一苦労

でした｡ 入院してしまうと, どうしてこんな

ところがわからんかったのか不思議に思いま

すが, やっぱりビジターには不親切な標識で

す｡ でも職員らしい人に尋ねると, 親切に教

えてくれます｡ 師長さんは, ｢いつも内田病

院さんにはお世話になっています｣ といわれ,

当惑｡ 個室を希望しました｡ 京大病院では南

４階が最も古く汚い病棟だそうです｡ これま

でも古い汚い病院ばかりで勤務していたので,

驚きはしません｡ それよりも個室料はいくら

掛かるのか心配でした｡ 日赤の特室は高かっ

たので｡ 確か癌保険に加入していたような気

がし何とかなると思いました｡

術前検査：採血を受ける検査室の入り口は

わかり難かった印象です｡ スピーディーで採

血も上手でした｡ 外来患者が持たされるあの

ポケベルは便利ですね｡ 少し病院を離れたう

どん屋でも表示されます｡

ＰＥＴが京大病院にあることは知りません

でした｡ 造影剤の注射は苦痛でなく, 恐怖心

もありませんでした｡ ただ造影部位が腹部で

あったため, 半時間, 万歳状態に腕を挙上し

たままなので, 五十肩系の人は相当苦しいと

思います｡ 診断にはかなりの経験が要りそう

で, 自分の場合も, 肝臓にメタが多数, 副腎

にも転移と言われました｡ それでは手術する

意味がないので, 造影ＣＴで確認することと

なりました｡ ＣＴの解像力はすばらしいそう

です｡ 結局ＰＥＴは繊細すぎてかなり幅広く

造影され, 確定診断には経験が必要みたいで

す｡

造影ＣＴはかなり信用できる解像力を持つ

代物です｡ ただ造影剤の注射には苦痛を感じ

ます｡ トータル今回まで６回受けましたが,

注入が早すぎると, 気分が悪くなった経験が

１回あります｡

注腸造影：初めての経験でしたが, 胃腸透

視に較べれば苦痛です｡ お腹の張り具合, 排

便反射など屈辱体験といえます｡ 検査終了後

のチューブ抜管も, 若い看護師さん相手だと

とても恥ずかしい｡

内視鏡手術ＥＭＲ：前回見つかったＳ状結

腸ポリープを内視鏡下で切除し, 病理で悪性

変化が見つかった場合の準備として, また上

行結腸癌切除範囲をマークする意味でマーカー

が留置されました｡ 手術による痛みはまった

く感じられず, 大腸の内視鏡手術は検査の延

長上で出来るものなら, 負担がなくてお勧め

です｡ ただし術前処置にあたる下剤による腸

内洗浄は大変です｡ 30分間に大ジョッキいっ

ぱいの液状下剤を飲むのはつらいものです｡

飲み込むというよりは流し込むという意識で

ないと吐きそうになります｡ 冷やしといても

らうと少なくとも匂いがなくなり, 舌触りは

良いと思います｡ これまで３回飲みましたが,

だんだん上手になるものです｡

ところで内視鏡手術の病理結果は断端陽性

の腺癌でした｡ 外科の先生はここも腸管切除

をするということでしたが, 内視鏡の先生の

｢再発すれば取れば良い｣ を信じ, 手術侵襲

の少ない方を選びました｡

正式な手術名は右側結腸切除, 横行結腸と

端側吻合, 転移性肝癌４ヶ所部分切除, 胆嚢

摘出だそうです｡ 合併症として, 縫合不全,

出血, 胆汁漏, 腸閉塞, 感染, 肺塞栓, 肝不

全が上げられました｡ 手術同意書にサインし

ましたが, 結構厳しい結果がまっていました｡

２週間後にその合併症のイレウスが起こっ

たのです｡ 模範的な患者である私に｡

��������	

�	
 ��

右 京 大島 良夫
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医療の国際化

職住近接というわけではないが, 昨秋か

ら職場が滋賀県に変わったので, 滋賀の話

題をひとつ｡

近年, 外国人労働者が増加の一途をたどっ

ている｡ とくに1990年の入国管理法改正で

日系人就労が可能になったため南米からの

移住者が増えた｡

工場の多い滋賀県には現在, 27000人以

上の外国人が住み, その半数をブラジル人

が占めている｡ 異なる文化の接触は, 生活

面にもさまざまな摩擦を生む｡ やはり言葉

の障壁が大きい｡

医療現場も例外ではない｡ 甲賀市の公立

甲賀病院・井田健副院長は, 言葉の通じな

い急患を前に ｢五十の手習い｣ でポルトガ

ル語を始めたそうだ｡ が, 言葉だけではど

うにもならないこともある｡

医療保険制度や生活習慣の違いなどから

病状が悪化するまで病院に来ない人も多い｡

労災事故に遭い, 傷心のまま帰国するケー

スも｡ このため県内の医師仲間に呼びかけ

て立ち上げたのが ｢滋賀国際医療研究会｣

だった｡ 99年５月のこと｡

年２回開く研究会は, 今年で10回を超え

た｡ 文化や制度, 言葉の問題のほか, 最近

は途上国の地域医療, 津波人道支援, 各国

の医療通訳者認定制度など, テーマも, ま

さに国際的かつ多彩に広がってきた｡

国際化といえば, とかく外へと目が向き

がちだが, 内なる国際化もある｡ 横浜市に

はポルトガル語はもちろんスペイン語, 中

国語, ハングルも話せる診療所もある｡

｢医者としてできることを尽くしたい｣ と

いうのが井田副院長たちの目指す医療の国

際化だという｡

(情報企画委員会委員

京都新聞社 川端眞一)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

日本医師会
平成17年度 (第39回) 臨床検査精度管理調査の実施について

実施時期：平成17年９, 10月

参加費用：55,000円 (試料・集計費・報告書作成費・送付料金等含む｡)

申込方法：参加を希望される場合は, 所定の申込書を８月12日(金) までに日本医師会地域医

療第２課へ郵送してください｡

※検査項目は施設で日常実施している項目についてのみ参加していただき, 施設外に委託して

いる外注項目は除外してください｡ ただし, 検体検査院内委託 (いわゆるブランチラボ) の

場合は精度管理が重要ですので是非参加してください｡

問い合わせ先：日本医師会地域医療第２課 (03－3942－6138)
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仕事をしている時が一番

VAD 療法をしたが, 腹部ＣＴを撮ると腫

瘤に変化がなかった｡ 大変暗い気分になった｡

｢少しくらいは効いてくれへんか？｣｡ 翌日,

内科受診である｡ 主治医は ｢サリドマイドを

飲むことにしましょう｣｡ ただ, CRP が高い

ので, ステロイドの併用はやめておいて, ま

ず１錠だけ飲むことになった｡ 今日で一週間

であるが, 睡眠剤としてはそんなに導入はい

いことがない｡ しかし, 翌日の昼頃に眠くな

る(笑)｡ 明日, 採血して CRP が下がってい

れば, ２錠に増量することになるのであろう｡

２錠になれば, もっと眠くなる(笑)｡

入院中に家族と小生の HLA を検査した｡

妹とは全く同一であった｡ 長男は一つだけ違

うだけで移植可能という結果であった｡ また,

娘二人は同一であった｡ このような結果が出

ると, 驚くしかない｡ 血液型も妹とは違うし,

長男とも違う｡ しかし, 遺伝子レベルで

HLA 検査をして, こんな結果が出ると, 血

というか家族の切っても切れへんところが如

実にわかった｡

今は, サリドマイドが効いてくれることを

祈るしかない｡ 後は, これももちろん日本に

はない薬で, 輸入せねばならないが１アンプ

ル23万円の抗がん剤しかない｡ 長男は ｢アメ

リカへ治療に行ったらいい｣ と簡単に言う｡

“This is a pen”しか喋れない人間がどうす

るんや(笑)？！

実は, 腹部の腫瘤は触る｡ 腸間膜にあるん

だが, 寝て少しきつく触ると触知できる｡ 厭

で, 触らんようにはしているんだが……(笑)｡

再発したとき, 手術で取れへんのやろうか？

と思ったんだが (これは当院の藤本副院長も

おんなじことを言うていた), ホンマに厭な

もんだ｡

この前の医報に文芸春秋７月号のエッセイ

のことを書いた｡ 本当はそのひとつ前のエッ

セイのことを書きたかったんだが, 余りにも

我々医者に突きつけられていることが大きく,

鋭いのでとてもよう触れなかった｡ 元モルガ

ン信託銀行社長の鳥羽脩氏が筋萎縮性側索硬

化症 (ALS) になって, いろいろ考えた挙句,

延命措置を断られた｡ 日本には ALS 患者と

家族の支援団体がひとつある｡ しかし, その

団体は延命措置推進一辺倒である……これ以

上は文を読まれたほうがいいと思う｡ 最近,

これほど冴えた文を読んだことがない｡ 医者

と患者の両方の立場から読むと考えさせられ

る｡

毎日, 外来の患者さんを診ている｡ 仕事を

しているときが, 余計なことを考えんでいい

ので(笑), 一番いい｡ この文章を例の能天気

おばさんが読んだ｡ ｢こんな暗い文, やめと

いたら……｣ と言うているが……｡

(2005.６.29)

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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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 医薬品・医療用具等安全性情報第214号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重要な副作用等に関する情報について｣

前号 (213号) 以降に改訂を指導した医薬品の使用上の注意のうち, 重要な副作用等につ

いて, 改訂内容, 参考文献とともに改訂の根拠となった症例の概要に関する情報として

｢アルプロスタジル, アルプロスタジルアルファデクス (20μｇ注射剤)｣, ｢塩酸ドネペジ

ル｣, ｢酢酸リュープロレリン｣, ｢ロピナビル・リトナビル｣ が掲載されています｡

なお, この件については日医雑誌８月号に掲載される予定です｡

｢京都府看護職員需給見通し｣ 策定についての実態調査について

医療技術の進歩や患者の高齢化・重症化, 在宅医療の推進等により, 療養生活支援の専

門家としての看護職員の役割がますます重要とされる中で, 患者本位の質の高い看護を実

現できる人材確保が重要となっています｡

｢看護職員需給見通し｣ は看護職員確保などの看護政策を考える上での重要な基礎資料

となっており, 厚生労働省では, 前回の平成17年末までの見通しに引き続き ｢第六次看護

職員需給見通し｣ が策定されますが, これを受けて, 京都府においても新たな ｢京都府看

護職員需給見通し｣ を策定することとなりました｡

つきましては, 看護職員の勤務実態を的確に反映させるために府内の病院, 有床診療所,

老人介護保健施設等に対して実態調査をさせていただきたいと考えておりますので, 各医

療機関におかれましては, 調査の趣旨をご理解いただき, 是非ともご協力をお願いします｡

＜問い合わせ先＞
京都府保健福祉部 医療室 (TEL：075－414－4749)

京都府からのお知らせ
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｢標準外科学 第10版｣
(医学書院, 2004, 8,925円)

｢新臨床外科学 第３版｣
(医学書院, 1999, 18,900円)

今回, 上記２冊の購入にあたって, 外科医以外の他科の先生方が, 外科疾患の基礎知識を得

られ, 日常診療に役立てていただくということを前提といたしました｡

｢標準外科学｣ は医学生の外科学書のベストセラーであり, 今回購入したものは第10版であ

ります｡ 外科学の基本から臨床まで, 内容は簡潔であり, さらに ｢外科と分子生物学｣, ｢再生

医学｣ などの新しい項目が加えられています｡ また, イラストや新たに写真が収載されたこと

で, より理解しやすい内容となっております｡

次に ｢新臨床外科学｣ は内容がかなり臨床的であり, コンパクトに良くまとまっております｡

また, 多くの図や写真, 手術術式のシェーマが理解の助けとなると思います｡

恐らく, 多くの先生方の診療のお役に立つことと考え, ご一読をお薦めいたします｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 水谷 均)

室室室 だ図図図 書 よよよ り

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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第36回 医師会コンサート
京都医家芸術クラブ会長 井本 伍平 (右京)

第36回医師会コンサートが６月19日(日),

医師会館大ホールで開催されました｡ 当日は

梅雨の晴れ間の好天気に恵まれ, この日を待っ

ていた音楽ファンが多勢集まり盛況でした｡

当日の様子を出演者が提出された自己紹介の

メモを参考に出演順に紹介します｡

当日の司会はお馴染みの鈴鹿隆之先生 (左

京) が担当されました｡ 午後１時, 府医理事,

藤村聡先生の開会の挨拶に続き, 今回４度目

出場の四方亮君 (小学５年生) (右京) に初

参加で弟の四方光君 (小学２年生) が加わり

２人のピアノの独奏｡ オープニングに相応し

い可愛いステージでした｡

平井博先生 (伏見) のテノールは３度目｡

古稀を迎えた年から, シューベルトの [冬の

旅] を中心にドイツリード楽しんで５年が経っ

たと｡ ピアノ伴奏の和田宏一さんのリードも

よろしく円熟味溢れる歌唱力でした｡ 続く小

谷通子さん (乙訓) のピアノ演奏は30回を越

す連続出演｡ ピアノに対するひたむきな情熱

が感じられます｡

松下宣雄先生 (伏見) のフルートも３度目｡

島根里佳さんのピアノ伴奏にもよく合い, 綺

麗な音色が場内を包みました｡ 高橋浩昭先生

(北) の独唱は４度目｡ 終戦後の焼け跡だら

けの東京で, 大学の音楽部による男声四部合

唱から始まった音楽歴は, ジャズ, タンゴと

レパートリーも広い｡ 伴奏者山本あきさんの

指導による元気な演奏ですが, 今回は奥様を

偲ぶ歌詞が添えられていました｡

聖ヨゼフ整肢園の森下晋伍先生のフルート

と吉田菜穂子先生のピアノの美しいアンサン

ブルは９度目｡ 気の合った楽しい演奏でした｡

園でもよくこのメンバーらによる音楽会が患

者さんや子供たちのために開催されると聞い

ています｡

森恵里子さん (市立病院) のピアノ独奏は,

雄大な中国の風景をメロディにアレンジした

めずらしい曲｡ 続いての二胡の演奏では, 二

胡とピアノと女声二重唱によるアンサンブル

と二胡のソロで, 中国の楽器に挑戦されまし

た｡ さらにこの後で, ご主人森一樹先生の母,

森冨美子さんの指揮による平均年齢70才台の

50人に及ぶ女性コーラスグループ (コーラス

ピコット) のピアノ伴奏と大活躍でした｡

相馬病院音楽部の演奏は３度目｡ フルート

喜多豊志先生, バイオリン上林政司先生, ピ

アノ山田徳平さん, バイオリン玉井妥佳さん,

クラリネット野尻扶佐さんによる器楽アンサ

ンブルとバリトンの上林政司先生の声楽｡ 今

回も変化に富んだ楽しい選曲で熱演でした｡

とりは, いつものように司会の鈴鹿隆之先

生が, ご自身の編曲によるピアノ, シンセサ

イザー, アコーデオンの演奏｡ 両手, 両足を

巧みに使っての１人３役の神業的演奏に場内

は興奮の坩堝｡ アンコールにも快く応じられ

観客は大満足でした｡ 最後にコーラスピコッ

トと観客が一緒になり, 鈴鹿先生のシンセサ

イザーの伴奏で文部省唱歌 ｢故郷｣ を合唱し,

３時間に及ぶ音楽会が和やかに終了しました｡



33

今年京都府医師婦人会は五十周年を迎

えその周年行事として第一回講演会を６

月22日(水) に催しました｡ 講師に“言葉”

“日本語”に関する数多くの著書やテレ

ビでおなじみの東大卒, 明治大学文学部

の齋藤孝教授をお迎えしました｡ テーマ

は“人間関係をつくるコミュニケーショ

ン力”で, いかにコミュニケーションが

人間関係に関与するかを多方面から例を

あげながらユーモアたっぷりに話してい

ただきました｡ 教授によれば, 会話につ

いて深く分析してみると, 文脈をもって

自分の意志をアピールし, 相手の話を自

分の中で要約し, またその話の内容が人

前で再生できるくらいに聞かなければな

らないとのこと｡ そして会話をするとき

は相手の目をみつめ, 笑みを浮べ, 相槌

を打ち, スムーズさが必要とされるそう

です｡ 当日, 出席者が二人一組となり教

授の講演内容を実践することとなり, 歌

舞伎のセリフを大きな声でこぶしをつけ

て読んだり, 聴いた講演内容を再生して

みたり, お互いが興味のあることについ

て話題を広げていく事などをゲーム感覚

で試みました｡ 最初は照れやシャイが伴

うが何度か繰り返すことでスムーズになっ

てくるとの事で, 会場は大変盛り上がり

時間の経過を忘れるほどでした｡ 教授は

小学生を対象に塾を開かれ言葉の重要性

を教えていらっしゃいます｡ 国際的にも

アピールやコミュニケーションが必要と

される現在, 子供の時からのトレーニン

グは将来おおいに役立つのではないでしょ

うか｡ 有意義で楽しい講演会でした｡

齋藤 孝 教授を
お迎えして
山 科 服部 万里

● ��������	
��������� ●

平成16年１月～12月の京都医報合本を作成しました｡ １冊2,500円で頒布いたしますので,

ご希望の方は府医事務局：学術広報課 (TEL：075－315－5276) までご連絡ください｡ な

お, 部数には限りがございますので, お早めにお申し出ください｡
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平成17年度の兵庫県医師会との親善テニス

大会が, 京都側当番で伏見区向島西コートに

て６月12日(日) 開催された｡ 入梅直後であ

り雨が心配されたが, 晴天となった｡

兵庫県側18名 (男13, 女５), 京都側21名

(男13, 女３, ジュニア５) が参加した｡

オムニコート４面を使用し, 始め30分程度

を練習タイムとし, 次に本戦16試合を行い,

その後はお好みゲームとし１人４～６試合を

ＰＭ４：00頃まで十分に楽しんだ｡

本戦は出来るだけ接戦になるように組み合

わせを調整したが, ４対12で京都側の大敗と

なった｡ しかし, それぞれの試合は接戦とな

る好ゲームだった｡

真夏を思わせる天候であったが, 故障者な

く無事親善試合が行われた｡

終了後, 車で祇園に移動し, 町屋風食事処

“栩
く

栩
く

膳
ぜん

”にてＰＭ５：30より懇親会を開催｡

20名が参加し, 約３時間, 参加者１人１人,

当日の批評, 想い出話などを語り合う楽しい

会となった｡

来年は兵庫で開催される予定である｡

(冨井紘久 記)

＝本戦成績＝ (下線付きは女性)

(京都４勝－兵庫12勝)

兵庫県医師会
との親善試合

京 都 兵 庫

栗 原 ・ 上 田 １－⑥ 東 ・ 池 村 光 の 介

山 村 ・ 玉 置 １－⑥ 横 山 ・ 内 田

島 津 ・ 冨 井 ⑥－５ 酒 井 ・ 本 庄

島津夫人・上田夫人 ０－⑥ 蓮尾・池村 夫 人

横 山 ・ 堀 士 ⑥－３ 藤 井 ・ 新 井

細田・豊坂 (兵庫) ２－⑥ 松 浦 ・ 荻 野

古 家 ・ 具 志 堅 ０－⑥ 金 原 ・ 木 村

陶 山 ・ 田 端 １－⑥ 和 田 ・ 谷

横 山 ・ 横 山 Ｊ ４－⑥ 本村・池村光の介

島津・島津 夫 人 ５－⑥ 荻 野 ・ 和 田

堀士・上田 夫 人 ⑥－４ 新 井 ・ 松 浦

玉 置 ・ 細 田 ２－⑥ 横 山 ・ 豊 坂

具志堅・具志堅Ｊ １－⑥ 本庄・池村 夫 人

山 村 ・ 栗 原 ４－⑥ 酒 井 ・ 蓮 尾

西田Ｊ・細田Ｊ ０－⑥ 本 村 ・ 谷

平杉・平杉 夫 人 ⑥－５ 本 庄 ・ 蓮 尾
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平成17 (2005) 年６月 医療界を巡る動き
地 域 医 療 関 係 医 療 保 険 関 係 一 般 情 勢

６. １ ｢マクロ的指標｣ で医療費抑制を提案－経済財
政諮問会議 ｢骨太の方針2005｣ (案)

６. １ 出生率は過去最低の1.29－2004年人口動態統計

６. ７ 高齢者医療制度で独自案－日医 ６. ６ 早急に医療給付費の抑制に厳しく取り組む－
財政審が2006年度予算に関する建議で

６. 10 ｢マクロ指標｣ に合わせた社会保障給付費の伸
び率管理に反対を申し入れ－自民・公明厚生労
働部会

６. ８ 看護職にも再教育必要－厚労省検討会

６. ９ 社会保障財源についての議論を開始－社会保
障の在り方に関する懇談会

６. 16 今冬のインフルエンザワクチン需要予測は最
大2154万本－厚労省検討会が予測

６. 15 制限超える行為で腫瘍マーカー検査などの28
項目は ｢保険併用が適当｣ －中医協分科会とり
まとめ

６. 19 ｢みんなで考えよう 子育てから介護まで｣ 開
催－京都府医療推進協議会主催

６. 20 居住費や食費の負担問題で意見続出－社保審・
分科会で介護報酬改定論議を開始

６. 21 ｢骨太方針2005｣ を閣議決定

６. 22 改正介護保険法が成立－参院本会議
６. 23 ｢いわゆる高度でない先進医療｣ の届出様式な

どをとりまとめ－厚労省・先進医療専門家会議
６. 23 日医と大学病院が懇談会－混合診療めぐる相

違で理解深めるため

６. 24 レセ請求のオンライン化やレセ審査の体制強
化などに取り組む－医療費適正化問題で自民党・
丹羽氏

６. 23 レセプト直接審査などの条件緩和求める－日
本経団連が規制改革要望

６. 28 地域小児科センターを２次医療圏に１カ所整
備することを提言－厚労省科学研究班

６. 29 保険併用が適当とされた28項目についての議
論は持ち越し－中医協・小委員会で診療側が慎
重姿勢

６. 29 地域医療支援病院の要件緩和などを提示－社
保審医療部会が医療法改正に向けた中間まとめ

６. 29 ネット上の医療情報提供で指針作成へ－厚労省
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 京都市生活保護個別指導の状況

３. 産業医研修会の状況

４. 第４回産業医部会正副幹事長会の状況

５. 京都市休日急病診療所第174回運営委

員会の状況

６. 第２回京都の心臓救急を考える会の

状況

７. 第15回京都市救急救命士に関する懇話

会の状況

８. 京都府介護支援専門員協議会平成17年

度総会の状況

９. 平成17年度薬物乱用防止教室講習会の

状況

10. 第２回学校医部会幹事会の状況

11. 第７回健康日本21対策委員会の状況

12. 府医学術講演会の状況

13. 学術・会員業務・養成担当部会の状況

14. 第11回医療安全対策委員会小委員会Ａ

の状況

15. 日医社会保険診療報酬検討委員会の

状況

16. 都道府県医師会介護保険担当理事連絡

協議会の状況

17. 第７回日医介護保険委員会の状況

18. 第３回近医連常任委員会の状況

19. 平成17年度関医連常任委員会の状況

20. 両会懇談会の状況

21. 京都府医療推進協議会第４回実行委員

会の状況

【議 事】

22. 会員の入会・異動・退会を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 平成17年度 ｢日本医師会医学賞｣ なら

びに ｢日本医師会医学研究助成費｣ 候補

の推薦を可決

第10回定例理事会 (６.16)

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

＜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

矢野真理 Ｂ 山科 阪尾 敬 Ｂ 宇治 栗山貴久子 Ｂ 宇治

久保速三 Ｂ 北 武藤文隆 Ｂ 東山 宮�道彦 Ｂ 山科

野口明則 Ｂ 相楽 小野寺久 Ｃ 京大 淵田真一 Ｃ 府医大

渡邊 励 Ｃ 京大

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

大澤忠嗣 Ａ→Ｂ
中西→
中西

中京区西洞院蛸薬師上ル池須町
池須町クリニック

254－2133 内・胃・リハ・放・外

池田 巧 Ｂ→Ｂ
西陣→
上東

上京区釜座丸太町上ル
京都第二赤十字病院

231－5171 整外

小坂 正 Ａ→Ｄ
右京→
右京

砂本正明 Ｃ→Ｄ
京大→
下東
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25. 医師連盟との京都府医師会館内事務所

にかかる賃貸契約を可決

26. 京都府医師会諸会費の免除を可決

27. 参与の委嘱を可決

28. 地区医師会との懇談会の開催を可決

綴 喜 ７月23日(土) 14：30

右 京 ９月６日(火) 14：00

中京東部 10月３日(月) 14：30

西 京 10月12日(水) 14：00

京 大 11月11日(金) 15：00

29. どうする京都市民クラブ世話人の推薦

を可決

30. 京都府立桃山養護学校学校医の推薦替

えを可決

31. 中丹地区病院群輪番制度運営委員会委

員の推薦を可決

32. 女性のための相談ネットワーク会議へ

の出席を可決

33. 母体保護法指定医師研修機関の認定を

可決

34. 第14回てんかん医学連続講座の後援を

可決

35. 第27回近畿学校保健連絡協議会への出

席を可決

36. 京都府こどもの健康支援委託事業 (ア

レルギー性疾患対策事業) に係る委託料

の変更を可決

37. 大阪府医師会産業医部会設立30周年記

念行事への出席を可決

38. 救急救命士指示医師傷害保険の契約更

新を可決

39. 2005年世界アルツハイマー記念アルツ

ハイマー型痴呆研究会 ｢クリニカル・カ

ンファレンス・セミナー－地域ケアカン

ファレンス実践編｣ の後援を可決

40. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

41. 第４回アクアスロン京都大会への医師

の派遣を可決

42. 看護専門学校学則の一部改正を可決

43. 看護専門学校転入学・編入学に関する

規則を可決

44. 看護専門学校2006 (Ｈ18) 年度学生・

生徒募集要項の作成を可決

45. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

46. 都道府県医師会臨床検査精度管理担当

理事連絡協議会への出席を可決

【報 告】

１. 新入会員と京都府医師会との懇談会の

状況

２. 第３回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. 国保合審の状況

４. 基金合審の状況

５. 新規指定前講習会の状況

６. 産業医研修会の状況

７. 京都労働基準連合会平成17年度通常総

会の状況

８. 第５回がん登録事業委員会の状況

９. 平成17年度第１回学校・地域保健連携

推進事業連絡協議会の状況

10. 府医居宅介護支援事業所出張所連絡会

の状況

11. 第５回基本健康診査委員会の状況

12. 京都府介護保険審査会の状況

13. 第13回救急委員会の状況

14. 第32回くらしと健康展第２回実行委員

会の状況

15. 府医学術講演会の状況

第11回定例理事会 (６.23)
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16. 第９回生涯教育検討小委員会の状況

17. 第４回勤務医部会幹事会の状況

18. 第36回医師会コンサートの状況

19. 京都府看護職員需給見通し検討委員会

委員について

20. 第１回京都府看護職員需給見通し検討

委員会の状況

21. 日医理事会の状況

22. 第１回都道府県医師会長協議会の状況

23. ｢みんなで考えよう 子育てから介護

まで ～これからの日本の医療・保健・

福祉を考える～｣ の状況

24. 府立病院あり方検討委員会の状況

【議 事】

25. 会員の入会・異動・退会16件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

27. 平成16年度法人事業税の申告納付を

可決

28. 第４回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

29. 事務職員の夏期休暇を可決

30. 地区医師会との懇談会の開催を可決

左 京 ９月３日(土) 14：00

31. ｢きょうとシティグラフ｣ 配付に係る

委託契約の締結を可決

32. 新規個別指導の開催を可決

33. 平成17年度性教育の実践調査研究事業

連絡協議会委員の推薦を可決

34. 平成17年度学校・地域保健連携推進事

業専門医の推薦を可決

35. 第14回地域がん登録全国協議会総会研

究会への出席を可決

36. 学校医部会耳鼻咽喉科研修会の共催を

可決

37. 平成17年度 ｢愛の血液助け合い運動｣

の後援を可決

38. 産業医未選任事業所への対応強化を

可決

39. 救急法短期実務研修会への後援および

講師派遣を可決

40. ＡＣＬＳ研修会の共催を可決

41. 京都府衛生検査所精度管理専門委員会

委員の推薦を可決

42. 京都市衛生検査所精度管理専門委員会

委員の推薦を可決

43. 指導医のための教育ワークショップの

開催を可決

44. 平成17年度京都府ナースセンター運営

会議への出席を可決

45. 看護専門学校国立大学法人京都大学へ

の実習謝金支払額の変更を可決

46. 看護専門学校校舎改修工事を可決

～ ８月度請求書 (７月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (水) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (水) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

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｡




