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中神琴渓 (1743－1833)

寛保３年 (1743) 近江栗太郡 (現草津市) の農家に生ま
れる｡ 名は孚 (まこと), 通称右内, 字は以隣, 琴渓と号し
た｡ 経書にしたしみながらも貧農の生活を続ける｡ 30余歳
にして大津の医家中神家をつぐ｡ 独学により医術を修得す
るが, 吉益東洞の説に推服｡ 49歳で京都に移り開業｡ 業大
いに行われるが, さらなる医学研修を志し江戸に出で, ま
た諸国の名門を訪ね見聞を広める｡ 70歳を過ぎたころ田村
新田 (現京都府綴喜郡井手町) に居を移す｡ 古医方であっ
たが, 漢蘭折衷家ともいわれる｡ しかし琴渓の医はなによ
りも実学であり体験であった｡ 琴渓は独学であったといわ
れるが, 東洞の門人であることを矢数道明氏が発見してい
る｡ 天保４年 (1833) 没す｡ 享年91｡ (『先生堂論語説』 所
収の矢数道明 ｢東洞門人録の中の中神琴渓｣ を主に参考に
した｡ 琴渓関係の資料を送っていただいた山科区藤本良策
先生夫人 (中神家出) に深謝します｡)

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

｢メタボリックシンドロームとは
何か説明できますか？ (その２)｣

京都市立病院 糖尿病・代謝内科部長

吉田 俊秀 先生
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24名の参与交え, 直面する課題で活発な意見交換

８月20日(土), 京都ホテルオークラにおいて恒例の参与会を開催, 参与24名, 府医執行部24

名が出席し, 府医代議員会議長, 副議長もオブザーバーとして参加した｡

油谷府医会長の挨拶に続き, 協議では府医から①学校医制度②生涯教育③介護保険制度の改

正④小児救急の方向性について詳細な説明を行い, 参与からの意見・要望を伺う形で約２時間

余りにわたり活発な意見交換が行われた｡

冒頭, 油谷府医会長は今回の衆議院解散総

選挙によるわが国の政局に言及｡ 今や政界は

混沌の極みに至ったと述べ, 障害者自立支援

法案や労働安全衛生法改正案などは廃案となっ

たことに加え, 医療制度改革を巡る行方も不

透明になったと報告した｡

平成18年度予算概算要求基準では, 社会保

障費の自然増が5,800億円見込まれているが,

医療費を中心に2,200億円の削減が決定して

いると述べ, 具体的には高齢者の負担割合お

よび高額療養費の自己負担が引き上げられる

とともに, 医療保険においても食費, 住居費

の自己負担化という大きな問題も議論の俎上

にのぼりつつあることに危機感を示した｡

また今後予想される政局に対しては ｢８月

23日に日医連の常任執行委員会が開催される

が, 現時点においては支持政党を明確に打ち

出すことは得策ではない｡ 要するに政権がど

こに落ち着いても対応ができるようなパイプ

を作っておくことが必要であろう｣ としたう

えで, 府医としては, 医療の現場を良く知る

者を国会に送り出すために, 清水鴻一郎先

生を全面的に支援していくことを確認した｡

医療制度改革を巡る行方は不透明に

岡林府医理事からは来年度から発足予定の

｢京都府医師会指定学校医制度｣ について説

明｡ 現在学校医の先生はそのまま指定学校医

になっていただきたいと考えているとし, 来

年度から学校医になる先生は新任学校医研修

を受けていただき指定学校医になっていただ

く予定である説明した｡ 指定更新の申請は,

京都市内は市学校医会を通じて, 京都市外は

地区でまとめていただく, 地区でできなけれ

ば各個人でしていただくことになると説明し

理解と協力を求めた｡

地区からは新任の先生は研修を受けていた

だく必要があるのかとの質問に対して, 新し

くなっていただく学校医の先生には受けてい

ただく必要があると説明した｡

指定学校医制度への協力を要請
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那須府医理事から現在検討中の ｢生涯教育

のあり方｣ について説明｡ 特に, 平成16年度

から学術講演会のあり方について, 生涯教育

検討小委員会を設けて検討しており, 学術講

演会が生涯教育の充実に寄与し, 将来医師免

許更新が検討されるようになった場合に客観

的な生涯教育の根拠となるよう討議をしてい

ると説明した｡ 委員会の結論としては講演会

の内容充実に努めるとともに, 府市民に対す

る府医師会の自浄作用を示すため医師会館以

外での府医共催学術講演会では1,000円以上

の会費徴収が望ましいとしたが, 反対意見も

あるので, 必ずしも全専門医会に強制的では

ないが, この秋から徐々にできるところから

お願いすることになったと説明した｡

学術講演会のあり方で理解求める

北川府医理事は10月からの介護保険制度の

改正に触れ, 特に予防給付の導入に伴い, 主

治医の意見書, 認定審査会のあり方が変更さ

れることを説明｡ これまで以上に主治医意見

書の重要性が増してくるとし, 協力を求めた｡

また, 新予防給付, あるいは地域支援事業が

新しく創設され, そこで地域包括支援センター

が人口２～３万人に１ケ所設立され, 市町村

に運営協議会が設置されることになると説明｡

包括的な地域ケアシステムを作るための拠点

は, 地域包括ケアを創設するための場所では

あるが, 給付抑制の仕組みでもあり, 患者,

地域住民の不利益になる可能性も十分あるこ

とを示唆し, 医師会が積極的に関与していた

だきたいと要望した｡

介護保険制度の改正について説明

森府医副会長から小児救急の現状として,

深夜はほとんど実施されておらず, 小児科医

は本来院内当直程度の定員でほぼ連日の時間

外診療を余儀なくされている現状を報告した｡

原因としては病院小児科の医師数が非常に少

ないことが上げられているが, 病院は小児科

が赤字であることを理由に削減の方向であり,

結果的に病院小児科はきわめて不十分な体制

のまま休日夜間時間外診療を続けているとい

う厳しい現状を報告｡ 京都でも現状は同じで,

府医は昨年, 一昨年と小児救急のあり方につ

いて検討委員会を設置して検討し, 京都・乙

訓医療圏は準夜帯の小児救急と土・日の時間

帯延長を実施することになったが, この制度

を維持するのは開業医の先生方の協力が必要

であることを説明するとともに, この制度の

受診の流れを断ち切らないように各地区の先

生方は診療所を受診される患者さんへ休日診

療所で受診していただくようＰＲをしていた

だきたいとお願いした｡

休日診療所への出務について協力を要請
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地区からは総務関係, 地域医療関係, 学術・

会員業務・養成関係など20項目についての意

見・要望が出され, 執行部がそれぞれ回答

した｡

総務関係では, 医療機関名称について, こ

れまで府医の方針に従って, 医師の姓を冠し

た名称とすることや地名を冠した名称は原則

認められないとして指導してきた｡ しかし最

近, 姓でなく名を冠した名称や診療科名でな

い文言が名称に挿入された医療機関などが認

められているが, 府医の方針が変わったのか

との質問があり, 久山府医理事は医療機関名

は行政からの指導もあり, 原則としては守っ

ていきたいとしたうえで, 最近はポジティブ

リストは乱れてきており, 従来の診療科の分

類だけでいいのかという問題もあるが, 従来

のスタンスを余り大きく変えていただかない

ようにお願いした｡ 基本的には①診療所の名

称は地域住民に誤解を与えない②姓名を冠す

ることについては診療所の責任者を明確にす

る③その医療機関が地区医師会に入会して会

としてのメリットがあるのかとしたうえ, 女

性は結婚等により姓が変わるため, 名を冠し

たい事情もあるようだと説明した｡ また地区

で納得して入会されたら府医としては尊重す

るとし強圧的に名称の変更を押しつけること

はないが, 名称に疑問のある場合には早い段

階で府医にご相談いただきたいと答えた｡

地域医療関係では高齢者の公費インフルエ

ンザ予防接種については本人の意思確認がな

いと接種ができないが, 判断の違いから医師

と市町村の間でトラブルになった例が何件か

ある｡ いずれも介護保険の認定を受けており

自治体が把握している個人情報から, 本人の

意思確認について納得がいかないとのことで

公費の接種は認めなかった｡ このようなトラ

ブルがないように対応していただきたいと要

望があり, 辻理事は本人の意思確認について

は確認ができなければ法律上公費の予防接種

は受けられないので会員に周知していきたい｡

代筆は認められているが, 代諾は認められて

いない｡ 本人の意思確認がないままで接種さ

れ, 健康被害が生じた場合には定期予防接種

法にもとづく救済認定はされないと説明した｡

参与からのご意見・ご要望
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第54回 近近近医医医連連連学学学校校校医医医研研研究究究協協協議議議会会会総総総会会会,,, 大大大津津津市市市ででで開開開くくく

｢｢｢寝寝寝るるる子子子ははは育育育つつつ｣｣｣,,, 子子子どどどもももににに良良良いいい睡睡睡眠眠眠ををを
｢子どもの睡眠｣ で講演

第54回近畿医師会連合学校医研究協議会総会が９月４日(日), 大津市で開催され, 近畿各府

県の学校医および学校保健関係者239名 (京都からは34名) が参加した｡ 近畿各府県による研

究発表では京都からは横林文子氏 (乙訓) が ｢乙訓高校３年生の骨密度検査と運動・食事との

関連性｣ を発表, 午後からは ｢子どもの睡眠｣ と題して, 滋賀医科大学精神医学講座教授・大

川匡子氏が講演を行った｡ また, 30年勤続の学校医に贈られる永年勤続学校医表彰は, 加藤静

允 (左京), 酒井修 (右京), 石原象二郎・太田家寿夫 (伏見), 上田義博・上原従正・加藤一

博 (乙訓), 辻貞彦 (宇久), 山�昇 (綴喜) の９氏が受賞した｡

京都から研究発表：運動は骨密度と密接な関係

横林文子氏による研究発表は, 平成14年か

ら16年まで乙訓高校３年生665名 (男子255名,

女子410名) に対して行った骨密度測定と問

診により運動・食事との関連性を比較検討し

たもの｡ 当該調査について, ①運動の有無に

よる影響は男女とも大きく, その頻度 (週１

回以下と毎日) においても影響がある, 食事

については②規則的かどうかは男子のみに有

意差を認め, ③乳製品の摂取において女子の

毎日摂取と非摂取で有意差を認め, ④ダイエッ

トの有無では問診で ｢あり｣ と回答した者が

５人と少ないため有意差は認められない－と

の結果が報告された｡ この報告に対して会場

から ｢継続的に運動しているかどうかで数値

が異なるのではないか｣ ｢経験上ダイエット

が高校生600人中５人はありえない｡ カロリー

制限の有無も含めてアンケートの取り方を工

夫してはどうか｣ といった意見, 要望が出さ

れ, 関心の高さを伺わせた｡

大川教授による講演では, 子どもの睡眠の

実態, 睡眠のメカニズム, 睡眠の種類につい

て分析, 子どもによく見られる睡眠障害の実

例を挙げ, 子どもに限らず良い睡眠をとるた

めのポイントが示された｡

講演の趣旨は以下のとおり｡

現代の子どもは生体リズムの原則を無視し

た夜更かし・短時間睡眠の生活となっており,

厚生労働省の調査でも２歳児の夜10時以降に

眠る割合が1980年：29％, 90年：41％, 00年：

58％と急増している｡ また, この傾向は先進

国の中でもとりわけ日本の子どもの状況が突

出してそうなっていることが注目される｡ 一

方, 夜更かしが子どもの心身に少なからず悪

い影響を与えていることは, 東京教育研究所

の小中学生を対象とした調査で, イライラ感

の高い子ども達の半数以上が夜０時以降まで

の夜更かしをしていることなどからも伺える｡

子どもの頃からの夜更かしや短時間睡眠は,

｢恒常性維持機構 (ホメオスタシス)｣ と ｢生

体時計機構｣ によりコントロールされている

睡眠のメカニズムを狂わせ, レム睡眠とノン

レム睡眠を組み合わせたサイクルを狂わせる
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ことになる｡ とりわけ幼児期にはノンレム睡

眠時に成長ホルモンの分泌が促されることか

ら, 骨・筋肉形成を促進するためには, ｢寝

る子は育つ｣ というとおり幼児期にたくさん

熟睡することが重要である｡

子どもの睡眠障害による問題点として, ①

夜間に熟睡できない, ②心身の機能回復が図

れない, ③体力や学力の低下, ④イライラ感,

情緒不安定, 抑うつ症状などの個人的なもの

と①不登校, ひきこもり, ②家庭内トラブル

などの社会的問題が挙げられる｡

このような問題を解消するためには, 乳幼

児期には, 昼は戸外で十分に光を浴び, 夜は

静かな部屋で寝かせる, 学童期には, 早寝,

早起き, ３度の食事, 日中たっぷり屋外で遊

んで身体を動かす－といった, かつては当た

り前のことを改めて見直し, 生体リズムに基

づいた子育てを考える時期に来ているのでは

ないだろうか｡

連携パス
厚生労働省は連携パスを利用した病診連

携で在宅終末期医療に取り組めば診療報酬

に加算点数として反映させる予定｡ との記

事が新聞に掲載されていました｡

パスは平成10年以前に病院を辞して開業

した我々開業医には馴染みのないものです｡

これはクリティカルパス (臨床で用いられ

る場合はクリニカルパスと呼ばれることも

あります) の事です｡ クリティカルパスは

元々1900年代始めにヘンリー・ガントが造

船作業の製造効率を高めたり, 製造工程の

問題点を改善するために横軸に時間軸, 各

工程を縦軸に表したチャートが原型のよう

です｡

その臨床応用はアメリカで出来高払い方

式のなかに包括払い方式が導入されたのが

きっかけで始まりました｡ 日本では1990年

代に一部の先進的な医療施設において日常

よく経験する疾患について導入されました｡

現在多くの病院で導入されており, 特に

大学付属病院ではそのようです｡

病棟にパスを導入することによって検査,

診断, 治療のプロセス, 方針, 日程等の情

報を看護師, コメディカルを含めた医療チー

ムと患者が共有出来るようになります｡ ま

た医療の効率化が図れることと, 医療の過

程に問題点がある場合にはそれが浮き彫り

になり解決の補助になる等の利点があり

ます｡

今回厚生労働省が終末期在宅医療に使用

を奨めている連携パスは上記の入院患者に

対するパスとは多少異なっています｡

連携病院, ケアーマネージャー, ヘルパー,

訪問看護師, および介護者等が共有するパ

スです｡ これによって, 在宅患者の終末期

医療の効率化と質の向上を狙ったものと思

われます｡

今後は, 終末期在宅医療に拘わらず通常

の病診連携においても連携パスを積極的に

導入して医療の質を向上させることが重要

であると思います｡

参考文献

研修医のためのクリティカルパス活用ガイド

編集 医療マネジメント学会

(情報企画委員会委員長・伏見 岡本英四郎)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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高齢者介護・障害者介護の現場等において, 医師法等で医行為の範囲が明確にされていなかっ

たため, 主にホームヘルパーが行う例えば爪切りや湿布処置, 血圧測定などといった行為が,

全て医療行為に該当するので実施を禁じられていると解釈されるケースもあり, 混乱が生じて

いました｡ これを受けて厚生労働省では, 医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等に

おいてその判断に疑義が生じることの多い行為であって, 原則として医行為では無いと考えら

れるものをリストアップし, ｢医師法第17条, 歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第

31条の解釈について｣ として厚生労働省医政局長名で通知しました｡ これをもとに医師, 看護

師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とするよう求

めています｡

なお, 京都府介護保険事業室は, 本通知に該当する行為を指定訪問介護事業所の訪問介護員

等が行った場合, 介護給付 (身体介護) の対象となるが, ＡＬＳ患者等に対する痰の吸引につ

いては, この限りではないとの見解を示しています｡

【医行為に該当しない行為】

１. 水銀体温計・電子体温計による腋下計測, および耳式電子体温計による外耳道計測

２. 自動血圧計による血圧測定

３. 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して, 動脈血酸素飽和度測定の

ためにパルスオキシメータを装着すること

４. 軽微な切り傷, 擦り傷, やけど等について, 専門的な判断や技術を必要としない処置を

すること (汚物で汚れたガーゼ交換を含む)

５. 皮膚への軟膏の塗布 (褥瘡処置を除く), 皮膚への湿布の貼付, 点眼薬の点眼, 一包化

された内用薬の内服 (舌下錠の使用も含む), 肛門からの座薬挿入または鼻腔粘膜への薬

剤噴霧の介助

ただし, 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師, 歯科医師または看護職

員が確認し, これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人ま

たは家族に伝えている場合に, 事前の本人または家族の具体的な依頼に基づき, 医師の処

方を受け, 予め薬袋等により患者毎に区分し授与された医薬品について, 医師または歯科

医師の処方および薬剤師の服薬指導の上, 看護職員の保健指導・助言を遵守すること｡

①患者が入院・入所して治療する必要が無く容態が安定していること

②副作用の危険性や投薬量の調整等のため, 医師または看護職員による連続的な容態の

経過観察が必要である場合ではないこと

｢医行為｣ の範囲を明確化
医師法第17条等の解釈について厚労省通知
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③内用薬については誤嚥の可能性, 座薬については肛門からの出血の可能性など, 当該

医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

注１ 以下に掲げる行為も原則として医行為として規制する必要がないと考えられる｡

①爪そのものに異常が無く, 爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症が無く, かつ, 糖尿病等の疾患

に伴う専門的な管理が必要でない場合に, その爪を爪切りで切ることおよび爪ヤスリでや

すりがけすること

②重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において, 歯ブラシや綿棒また

は巻き綿子などを用いて, 歯, 口腔粘膜, 舌に付着している汚れを取り除き, 清潔にする

こと

③耳垢を除去すること (耳垢塞栓の除去を除く)

④ストマ装置のパウチにたまった排泄物を捨てること (肌に接着したパウチの取り替えを除

く)

⑤自己導尿を補助するため, カテーテルの準備, 体位の保持などを行うこと

⑥市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器※を用いて浣腸すること
※挿入部の長さが５～６㎝程度以内, グリセリン濃度50％, 成人用の場合で40ｇ程度以下, ６～12歳未満の小

児用の場合で20ｇ程度以下, １～６歳未満の幼児用の場合で10ｇ程度以下の容量のもの

注２ 上記の行為は原則として医行為には該当しないと考えられるが, 病状が不安定であるこ

と等により専門的な管理が必要な場合には, 医行為であるとされる場合もあり得る｡ この

ため, 介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に, 必要に応じて医師, 歯

科医師, 看護職員に対して, そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認する

ことが考えられる｡ さらに, 病状の急変が生じた場合その他必要な場合は, 医師, 歯科医

師または看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある｡

また, 上記１～３までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学

的な判断を行うことは医行為であり, 事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された

場合には医師, 歯科医師または看護職員に報告するべきものである｡

注３ 上記の行為を業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが

望ましいのは当然であり, 事業者等の管理者は事業遂行上, 安全にこれらの行為が行われ

るよう監督することが求められる｡

注４ 今回の整理はあくまでも医師法, 歯科医師法, 保健師助産師看護師法等の解釈に関する

ものであり, 事故が起きた場合の刑法, 民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任

は別途判断されるべきものである｡

注５ 上記の行為について看護職員による実施計画が立てられている場合は, 具体的な手技や

方法をその計画に基づいて行うとともに, その結果について報告, 相談することにより密

接な連携を図るべきである｡ 上記５に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行

われる場合には, 看護職員によって実施されることが望ましく, また, その配置がある場

合には, その指導の下で実施されるべきである｡

注６ 上記４は, 切り傷, 擦り傷, やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものでは

ない｡
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すでにご存じのとおり介護保険法が改正され, 18年４月から各市町村に地域包括支援センター

が設置され, ここを拠点に軽度要介護者に対する新予防給付のマネジメントや, 要介護等ハイ

リスク者の介護予防事業が始まり, さらにより適切で円滑な制度運営のために, 多職種協働,

多職種連携によるマネジメント体制の構築・支援が行われます｡

新予防給付実施に際しては, 主治医意見書の記載項目が変更されるのみならず, 介護予防の

マネジメントには医療の視点が重要なのはいうまでもありません｡ また新予防給付, 介護給付

にかかわらず, 多職種協働・連携によるマネジメントシステムについては, 尾道市における包

括的地域ケアシステム (京都医報８月１日号付録 ｢介護保険シンポジウム報告書｣ 参照) をモ

デルに, サービス担当者会議への参加をはじめとした, 地域の高齢者の生活を支える“チーム”

にかかりつけ医の参画が不可欠となるようなシステム構築が進められています｡

一方, 日医も ｢高齢者医療と介護における地域社会の取り組み指針｣ を示して地域医師会に

包括的地域ケアシステムの構築を求めており, これを受けて府医でも地域ケア・在宅医療推進

計画2005を策定｡ 主治医意見書記載内容の充実を取り組みの足がかりに, 地区医師会と協力の

上, 事業を進めていきたいと考えています｡

つきましては, これら高齢者医療・介護へ取り組みについての認識をより一層深めるために,

下記のとおり研修会を開催いたします｡ 主治医意見書を記載される先生方は, 是非ご参加いた

だきますようお願い申し上げます｡

【日程・会場】

【内容】

１. 介護保険制度改正の概要について ～主治医意見書の変更点並びに記載上の留意点～

２. ｢制度見直しのポイントと主治医／ケアマネに期待される役割｣

日医総研主席研究員 川越雅弘氏 (京都府医師会館のみ, 他の会場での講師は未定)

※資料の準備など参加者数把握のため, お手数ですが本号付録の申込書にてお申し込みいた

だきますようお願いします｡

介護保険主治医研修
主治医意見書を記載される先生方は全員ご参加を

日 程 会 場

９月29日 (木) 午後２時半～４時半 京都府医師会館２Ｆ大ホール

10月15日 (土) 〃 サンプラザ万助 (福知山市)

10月22日 (土) 〃 舞鶴市西公民館

11月11日 (金) 〃 文化パルク城陽第３会議室
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府医師会館以外で開催する
府医共催学術講演会での会費徴収について

会員の皆様には, 府医学術・生涯教育事業に種々ご協力を賜り, 厚くお礼申し上げます｡ 学

術講演会にも多数ご参加いただき, ありがとうございます｡ さて学術・生涯教育委員会では昨

年度より府医共催の学術講演会のあり方について鋭意検討を重ね, 製薬企業との共催に関して

は一定の配慮が必要との認識の下に, 専門医会長会議での討議を経て, 共催を希望される各専

門医会に以下の要望をいたしました｡

京都府医師会学術講演会共催に関する専門医会への要望

学術講演会は専門医会単独, 府医単独で行う場合と府医および専門医会との共催で行う

場合とがあり, 共催する場合には下記の要件にご配慮くださいますよう, お願い申し上げ

ます｡

１) 薬剤の発売記念や発売○周年記念など, 製薬企業の明らかな販売促進目的ではない

こと

２) 府医師会館以外の会場で行うときは原則として会場費1000円以上を徴収すること

(研修医を除く)

つきましては, 各専門医会のご協力を得て, 10月開催の講演会より, 段階的に会費徴収を行っ

ていただくことにいたしました｡ (専門医会のご意向で徴収しない場合もありえます)

医療経済の厳しい折, 会員の皆様にはご負担をおかけすることになりますが, 医師自らが生

涯教育に努力する姿勢を示すことが重要であり, どうか趣旨をご理解いただきご了解ください

ますようお願いいたします｡

なお会費徴収決定に至る経過につきましては７月15日号京都医報 『理事解説：学術講演会に

関する学術生涯教育委員会の報告』 をご覧ください｡
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９月３日(土)・４日(日) の両日, 今回14回目を迎えた京

都市主催の ｢市民すこやかフェア2005｣ が, 京都市勧業館

“みやこめっせ”で開催され, 入場者は両日で17,200人を数

え, 大盛況であった｡

このイベントは, 府医の油谷会長が市民すこやかフェア実

行委員会会長を務め, 開会式において挨拶を述べた｡ また立

入副会長が同実行委員会副会長を努めている｡

府医では今回も 『健康相談コーナー』 を設置して, 医師に

よる ｢健康相談｣ と ｢血管年齢チェック｣ を実施した｡

健康相談には８人の先生方のご協力のもと, 81

人の相談に対応していただいた｡ 血管年齢チェッ

クは1,208人であった｡

コーナーでは府医健康だより 『Be Well』 や府

医健康講座集録集を配布し大好評であった｡ また,

府医会館において10月８日開催の一般府・市民対

象の ｢京都府医師会健康講座｣ のちらしを配布し

参加をよびかけた｡

｢｢｢｢市市市市民民民民すすすすここここややややかかかかフフフフェェェェアアアア2222000000005555｣｣｣｣ にににに健健健健康康康康相相相相談談談談でででで協協協協力力力力

―府医は健康相談と血管年齢チェックを実施

挨拶する油谷府医会長

府医が協力した ｢健康相談コーナー｣

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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平成17年度京都市インフルエンザ予防接種について
新規協力医療機関を募集

平成17年度京都市インフルエンザ予防接種を次の要領にて実施します｡

なお, 今年度より自己負担金が変更となりますので, ご留意ください｡

記

実施期間 平成17年11月１日(火) ～平成18年１月31日(火) の３カ月間の予定

対 象 者 ①京都市内在住の接種日現在65歳以上の者

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

吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

接 種 料 ４,６９４円 消費税込 (自己負担金＝１,５００円を含む)

(ただし生活保護受給者および市民税非課税世帯に属する者は全額免除)

※不適格診断料 ２,８７７円

請求および支払い方法

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

接送付されます｡

新たに協力医療機関の登録を希望される場合は, ９月30日(金) までに, 京都府医師会地域

医療課 (TEL 315－5274) へお申し出ください｡

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

も協力医療機関として取り扱わせていただきますのでご了承ください｡

今般, 厚生労働省医政局経済課長, 健康局結核感染症課長, 医薬食品局血液対策課長連名

により, 各都道府県衛生主管部 (局) 長に対し, インフルエンザワクチンの安定供給対策に

ついての通知が出されました｡

本通知は, 今年度は昨年度ワクチン使用量の30.6％増となる2150万本のワクチンの製造が予

定されていることをふまえて, 初回注文量が前年度使用実績を上回らないように配慮するこ

と, 返品を前提とした注文および在庫管理を行わないようにすること, ワクチンの貯法 (遮

光し, 凍結を避けて10℃以下に保存) を遵守して品質を確保すること, 等を求めております｡

また, 厚生労働省では状況によっては接種シーズン終盤に多量にワクチンを返品した医療機

関等の名称の公表を検討しております｡

つきましては, 会員各位におかれましては, 必要以上のワクチンを購入しないこと, また,

インフルエンザのシーズン終了後にワクチンを返品することのないようよろしくご高配のほ

どお願い申し上げます｡
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厚生労働省 Ｃ型肝炎対策等に関する専門家会議

｢Ｃ型肝炎対策等の一層の推進について｣ (お知らせ)

今般, 厚生労働省Ｃ型肝炎対策等に関する専門家会議において, Ｃ型肝炎をめぐる現状やこ

れまでのＣ型肝炎対策等を改めて整理し, これからのＣ型肝炎対策等のあり方について専門的

見地からとりまとめられた ｢Ｃ型肝炎対策等の一層の推進について｣ と題する報告書が作成さ

れました｡ 以下に概要をお知らせします｡ 報告書の内容をご覧になりたい方は厚生労働省のホー

ムページ (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/dl/h0802-2b.pdf) をご覧ください｡

なお, 住所・医療機関名・氏名を明記の上, ハガキまたはＦＡＸにて本会地域医療課 (〒604－

8585 中京区御前松原下る 京都府医師会館／FAX 075－315－5290) までお申し出いただきま

したら, コピーをお送りします｡

● ● ● ● ● ● ｢Ｃ型肝炎対策等の一層の推進について｣ の概要 ● ● ● ● ● ●

(Ｃ型肝炎対策等に関する専門家会議報告)

現 状

○ 我が国のＣ型肝炎ウイルスの持続感染者は150万人以上存在すると推定され, 本人が気づ

かないうちに慢性肝炎から肝硬変や肝がんへ進行する感染者が存在することへの対応が課題｡

○ 治療面で, インターフェロン製剤による抗ウイルス療法が新たに導入され, 難治性のＣ型

肝炎についてもウイルスを駆除することが可能になってきている｡

Ｃ型肝炎対策等の基本的考え方

○ 多くの国民に対して, Ｃ型肝炎ウイルス検査を行い, 早期に感染の有無を確認し, 感染者

に対し適切な治療を行うことにより, Ｃ型肝炎ウイルス感染に起因する死亡を効果的に減ら

すことが可能｡

○ また, Ｃ型肝炎に関する正しい知識の普及は, 適切な受診・受療行動につながるとともに,

感染者に対する偏見・差別等を防ぐためにも重要｡

今後のＣ型肝炎対策等

■感染拡大の防止

・透析施設における感染防止マニュアルの普及啓発, 定期的な研修の実施

・血液透析に伴う感染に関する事例収集・原因究明に取り組む

・歯科診療, 母子感染に伴う感染防止に関するガイドラインの策定

・入れ墨 (タトゥー) やピアス等の処置に伴う感染リスクの周知

■検 査

・ハイリスク・グループに対する肝炎ウイルス検査の実施期間の延長

・保健所における肝炎ウイルス検査の対象拡大 (40歳未満) 等

・健診結果通知時における相談指導の充実等による検査と治療の連携の強化
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■治 療

・都道府県等にて ｢肝炎診療協議会 (仮称)｣ を設置, 関係機関間の連携・協力体制を構築

し肝炎診療体制を充実

・かかりつけ医等の肝炎診療従事者に対する研修の実施

・肝炎の診断と治療に関するガイドラインの作成

・治療中断事例の収集による, 肝炎治療継続のガイドラインの作成

・Ｃ型肝炎ウイルスの複製機構, 持続感染機構の解明と新たな治療法・治療用ワクチン

の開発

・欧米において標準的な医薬品や治療法の治験の推進と優先審査の実施による薬事承認・保

険適用の迅速な実施

・国, 都道府県等における患者や家族に対する相談窓口の設置

・Ｃ型肝炎患者に対し最新の治療法等の情報提供を充実

■普及啓発

・都道府県におけるＣ型肝炎ウイルス検査の受診勧奨, 感染の予防, 人権への配慮に主眼を

置いた普及啓発の推進

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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メタボリックシンドロームとは
何か説明できますか？ (その２)

京都市立病院 糖尿病・代謝内科部長

吉田 俊秀

メタボリックシンドロームとは, 内臓脂肪

蓄積, 糖尿病, 高脂血症, 高血圧症などの動

脈硬化危険因子が同一患者に重複して存在す

る病態をいいます｡ 前回はこのメタボリック

シンドロームの定義や病態について説明しま

したので, 今回は, 治療法について述べたい

と思います｡

メタボリックシンドロームの治療法

個々の危険因子の治療に先立ち, 内臓脂肪

の是正, インスリン抵抗性の改善が重要です｡

それゆえ, 食事療法・運動療法・ストレスマ

ネージメント療法にてまず減量しましょう｡

Ｑ１. どのくらいの減量でメタボリックシン

ドロームは改善するのでしょうか？

Ａ１. 今ある肥満体重を３ヶ月間の食事・運

動療法にて５～10％減少させるだけで,

肥満に合併した糖尿病や高血圧症は改善

し, メタボリックシンドロームはほとん

ど治ってしまいます｡ その後, 摂取カロ

リーを運動分増やして体重の維持を図り

ます｡ 月平均２～３kg の減量にて, ３

ヶ月間で十分目標は達成できます｡

Ｑ２. 実際のダイエット法を教えてください

Ａ２. 中年肥満女性なら基礎代謝量に匹敵す

る1200 kcal 減量食 (図１) (男性なら

1500 kcal 食) を指導しています｡ 減量

中でも食べなければいけない蛋白質70 g

は１日のおかずとして食べていただきま

す (注：蛋白質の摂取を減らしすぎると

筋肉量が減少し, 安静時代謝量が低下し

て痩せなくなってしまいます)｡ すなわ

ち, １日全部で, 牛乳200 ml １本＋卵

１個＋魚80 g (刺身５切れ) ＋肉80 g

(８×４×0.8 cm) ＋豆腐１／２丁｡ こ

の他, 青野菜は大量に食べてください｡

おやつは砂糖菓子をやめ, 握りこぶし大

の果物を２個食べます (糖質の摂取を減

らしすぎると精神的にイライラしてダイ

エットが継続できなくなるからです)｡

主食は, 米飯なら２／３杯×３回に減ら

します｡ 米飯１杯は200 kcal で, これと

５枚切りのパン１枚, うどん１玉, 缶ビー

ル500 cc １本が同等のエネルギー量で,

この間の置き換えは可能です｡

Ｑ３. 空腹感を抑える工夫はありますか？

Ａ３. 毎食前と空腹を感じた時はいつでも,

生野菜のキャベツかレタスを大量に噛ん

でください｡ キャベツなら１個を半分に

切り, それを３分の１に切り, このケー

キのような形をしたものを５cm 角に切

り, よく洗って10分間かけて噛みます｡

10分噛むと脳の満腹中枢が活性化され１

時間満腹感が続きます｡ この間に食事を

終え散歩に出かけてください｡ 大量の生

キャベツを噛むことは, 満腹感以外にも,

便秘改善効果や, 皺なしで痩せられると

いうビタミンＣ効果もあります｡ ソース,

醤油, レモン汁ならかけても結構です｡

専門外講座
日常診療のための
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Ｑ４. 運動はどのようにすればよいですか？

Ａ４. 運動は, 毎食後30分後より20～30分歩

くのが理想的 (１万歩) です｡ しかし,

食べた後, すぐゴロゴロ寝てしまう人は,

その場での足踏み５分でもやらないより

はましです｡ １分間に110前後の脈拍が

運動強度の目安とされていますが, 基本

は,“食べた後は身体を動かす”という

感覚を身に付けることから始めましょう｡

Ｑ５. ストレスマネージメント療法とは？

Ａ５. 過食原因の大半はストレスです｡ 患者

さんのストレス原因を聞きだし解決方法

が見出せれば, 減量と体重維持が容易に

なります｡ 原因は日常茶飯事的な事が多

いのですが, 焦らずに聞き出し, 患者さ

んの精神面を落ち着かせる指導が大切で

す｡ ストレスを無視して厳しい栄養指導

をしても, 三日坊主で終わってしまい

ます｡

Ｑ６. 過食のストレス原因は？

Ａ６. 京都の肥満者のストレス原因ベスト３

は, ①嫁姑の確執, ②主人の帰宅時間が

遅い, ③子供の受験でした (図２)｡ ①

の症例提示：48歳女性, 159 cm, 102 kg｡

外出する時は姑から, １日何十回でも,

｢どこへ行くの｣ ｢いつ帰ってくるの｣ と

質問され, 監視されているようでイライ

ラし, ｢同じことばかり聞かれるのなら

もう行かない｣ と言って, 部屋に閉じこ

もりテレビを見ながら饅頭を食べる生活

を続けていた｡ すると, 嫁いで来た時45

kg の体重が, ５年後66 kg, ８年目の今

102 kg と超肥満になっていた｡ 過食の原

因がわかれば, それを取り除くのがスト

レスマネージメント療法｡ この場合, ス

トレスの原因は姑であるが, これを取り

除くことはできないので, ストレッサー

から離れる指導を試みた｡ すなわち, 減

量のための運動療法と称して, 毎食後30

分したら30分間散歩に出て, 途中の河原

で大声を出して溜まった不満を吐き出し

なさいと指導した｡ 指導当初は恥ずかし

いと言っていたが, 実際にやると気分も

よくなり, ２ヵ月後より過食が激減｡ ３

ヵ月後には７kg の減量に成功し, 血圧,

高コレステロール血症, 高中性脂肪血症

も正常化｡ １年後体重68 kg になり洋服

も以前のものが着られるようになったと

喜んでおられる｡

Ｑ７. メタボリックシンドロームのための薬

物療法はありますか？

Ａ７. 内臓脂肪を減らすための, 抗肥満薬は

日本ではマジンドールと漢方薬の防風通

聖散のみです｡ 前者は体重が BMI 35以

上の超肥満者が対象で, ３ヶ月間しか医

療保険も通らないので使用しずらい｡ 後

者は, 肥満者ならだれでも服用できます

が, 効果は食事・運動療法を守らないと

ほとんどなく, 守れば服用しない群より

６ヶ月で約３kg 余計に減量できます｡

この漢方薬には１～２％の頻度で肝障害

の副作用があります｡ 現在では, シブト

ラミンとリモナバンという新しい抗肥満

薬の臨床治験が始っています｡ それゆえ,

後３年すれば強力な抗肥満薬の使用が可

能となりメタボリックシンドロームの治

療法も変わると期待されます｡ 一方, 高

中性脂肪血症の薬物療法にはフィブラー

ト系薬剤が, 糖尿病には, メトフォルミ

ンが, また, 高血圧症にはレニンーアン

ジオテンシン系とインスリン抵抗性の悪

循環を断ち切る意味でアンジオテンシン

変換酵素阻害薬やアンジオテンシンⅡ受

容体拮抗薬の投与が勧められます｡
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おわりに

日本人のためのメタボリックシンドローム

の診断基準が作成されたことを受け, メタボ

リックシンドロームの病態と治療の中心であ

る減量法を紹介しました｡

本稿がメタボリックシンドロームと正しい

減量法の理解に少しでもお役に立てれば幸い

です｡

図１：肥満女性患者のための1200kcal 減量食

図２：過食の原因となるストレス

2006年版 ｢医師日記｣ あっせん

例年通り日本医師会発行の下記 ｢2006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 (あずき色)

透明カバー付き｡

②医師日記の大きさは2005年版と同じ, 縦16.5cm×横9.25cm

△

価 格 1,600円(消費税郵送代含む)

△

申込締切日 10月14日(金)

(現品は12月上旬にお送りします)
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第12回京都府医師会健康講座

開催日 10月８日(土) 午後２時～４時

会 場 京都府医師会館２階大ホール

講 演 ｢生活習慣病について

－メタボリックシンドロームの診断と

治療および動脈硬化はこう防げ－｣

日本内科学会認定内科医・府医健康日本21対策委員会委員長・

京都内科医会理事・稲掛医院院長 稲掛 英男 氏

対象者 一般府・市民

参加費 無料

第12回京都府医師会健康講座ポスターについて

京都府・市民を対象に毎年開催しております ｢京都府医師

会健康講座｣ を, 下記のとおり開催いたしますので, 本号に

同封の折り込み 『ポスター』 を待合室など, 患者さんの目に

つくところにぜひご掲示いただきますようお願い申し上げ

ます｡

『毎月勤労統計調査 ― ｢第二種事業所調査｣』 にご協力を

厚生労働省では, わが国の雇用・賃金・労働時間の変動を明らかにするために ｢毎月勤

労統計調査｣ を実施しております｡

｢特別調査｣ に引き続き, このたび ｢第二種事業所調査｣ が行われます｡

この調査は二段階からなり, 第一に５～29人雇用する事業所に統計調査員が平成17年９

月～10月にかけて訪問し調査をいたします｡ 第二に先の調査で明らかになった５～29人を

雇用する事業所の中から無作為に調査対象事業所が指定されます｡

指定された場合には, 原則として18か月間連続で, 統計調査員が毎月初旬に訪問し, 前

月の実績について調査が行われます｡

対象調査地区は (上京区・中京区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・宇治市・

八幡市・笠置町・加悦町・宮津市) に所在する事業所です｡

18年２月初旬に初回の聴き取り調査が行われますので, 該当医療機関におかれましては

ご多忙のところ恐縮ですが, ご協力方よろしくお願い申し上げます｡
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入院中矛盾を感じることが多々ありました｡

たとえば, 土日祭日は検査・処置などがストッ

プです｡ ガーゼ交換が必要な場合は, 主治医

の主観によって決まります｡ 病棟医が全権を

持っているわけではありませんし, 個々の患

者には触ってはいけないケースだってありま

す｡ 出会った医者に頼めばやってくれるのか

と思っていたらそうでもありません｡ グルー

プ医が管理することになっているようです｡

看護師もだれに頼んだら良いかというもので

もなさそうです｡ 必ず受け持ちの看護師さん

がいます｡ それに配膳, 患者移動, シーツ交

換, 病衣配達は職種の違う人もタッチするよ

うです｡ 医者が患者であっても良くわかりま

せん｡ でも土日祭日は医療の上ではかまって

もらえない日であることは確かです｡ したがっ

て毎日の入院基本料は割り引くべきものと考

えますがいかがですか？ 金曜の午後入院す

れば, 月曜朝の採血まで何も医療らしいもの

には出くわさないのが普通です｡

ベッドはテレビコマーシャルで有名になっ

たパラマウントベッドです｡ 硬さも適当で,

操作の仕方もわかりやすく, ベストと思いま

す｡ 挟まって死んだ人の報告がありましたが,

まれな例でしょう｡

ベッドの並べ方ですが, 総室を見ていると

東西に並んでいますが, 個室は北枕が普通で

した｡ 私は信心深くないので, それほど気に

はなりませんでしたが, 東西に並べ替えてい

る患者も少なくありませんでした｡

シーツ交換は週一回, 外部業者に委託され

ています｡ 時刻が予想できず, 困ったときも

あり, 医療関係者が関与するわけではないの

で, 扱いには不満でした｡ 途中に浸出液など

で汚れた時には, 看護師さんが臨時に交換し

てくれますが, なかなか言いにくいものです｡

ナイロンシートを挟まれたり, 吸収パッドで

保護されたり, あまり気持ちの良いものでは

ありません｡

ごみの収集は毎日一回委託業者が来てくれ

ました｡ 部屋の掃除も毎日ありますが, 人に

よっては形式だけのものでした｡ 洗面台と冷

蔵庫の清掃は医療関係者が担当し, 手すりや

ドアノブ, 窓際は業者の担当でした｡ 手指用

アルコールやフォーム, ペーパータオルが常

時備えられており, 何かを触った後と食前に

は手洗いの習慣がつきました｡

入浴, シャワー, 洗髪など介助が必要でな

い場合, 比較的自由で量, 質とも満足でした｡

部屋のドアはまともには閉まりにくく, 病

棟が古いからしょうがないと思っていました｡

ただ夜回りさんが訪問される時, 閉める時の

ガチャンという音で必ず目が覚めました｡ 長

期間入院している先輩に学び, 雑誌を丸めて

ゴム輪で止め, 扉の隙間に挟んでおくと, そ

の悩みは解決しました｡

エアコンも自分で調節するタイプで満足で

した｡

有料テレビも病状が重い時には不要でした

が, 軽くなるに従い時間つぶしに必要でした｡

しかし午前中はワイドショー的なものが多く,

毎日見るには耐えられませんでした｡ 午後は

再放送の時代劇, 刑事もの, 病院もののドラ

マが多く, 軽くて引き込まれ, 暇つぶしには

良かったと思います｡ 夜は野球中継, サッカー,

映画などどこかの放送局がお守りをしてくれ

ます｡ 経口摂取が出来ない時に限って, なぜ

かグルメものを見ていました｡

面会時間は午後２時から７時ですが, 面会

時間終了の音楽が６ヶ月間も毎日聞いている

と耳障りでした｡ ドボルザークの ｢遠き山に

日が落ちて｣ という曲だそうですが, 毎日曲

を変えてほしいし, 蛍の光が混じっていても

良いと思います｡

��������
	
�	
 ��

右 京 大島 良夫
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Syphilis is forgotten, but not gone

大文字の送り火から一週間, 蝉の鳴きよう

が何ともいえない｡ 弱々しいといった感じで

もあり, 刹那さをいっそう感じさせる, そん

な鳴きかたである｡ 幾分, 温度も下がったと

はいえ, 日中に病院から外へ出るとわずかの

距離を歩くだけで ｢ああ, 暑つ！｣｡ 家に帰っ

て ｢シンドイなあー｣ と言うと ｢あなただけ

がシンドイのではありませんよ！ みんな暑

くてくたばっているんですから……｣ と, 能

天気おばさんが励ましているつもりのような

ことを言う｡

先週の土曜日, 毎年恒例の皮膚科医会の夏

の懇話会があった｡ 今度の再発がわかる前に,

荻野会長が ｢前田先生, いっぺん何か喋って

貰えませんか？｣ と言われたので ｢ほんだら,

今までに診た顕症梅毒のお話でもさせてもら

いましょか｣ ということで引き受けた｡ 小生

が前座で, その後兵庫医大の夏秋助教授にい

ろんな虫さされのお話をお願いした｡ 入院し

たので断らんとアカンのかと心配したが, 治

療がサリドマイドの内服ということになった

ので, もちろん講演できることになった｡ タ

イトルは ｢Syphilis is forgotten, but not gone｣｡

先月であったが, ある製薬会社の記念講演

会があって東京から講師が来られたので, 聴

きに行った｡ こちらの勝手な思い込みといえ

ばそれまでなのだが, 開業医が主なる聞き手

なので臨床に即した話が聞けると思っていた

が, おっとどっこい真菌学そのものの話で,

聞き手はウンザリされたようであった｡ 私な

りには ｢なるほど｣ というところもあったが

｢ミスマッチ！｣ と製薬会社のＭＲさんに言

うた｡ そうすると ｢前田先生｡ 永田先生 (第

一日赤の小生のところの副部長) も今お帰り

なるとき, 先生と一緒のことを言うてはりま

した｣｡ 小生と違って, めったに人が気を悪

くすること言わない永田君が言うのだから……

(笑)｡

そんなことがあったからではないが, いつ

も講演会では臨床というか日々の診療に役立

てて貰えるお話をするようにしている｡ 今回

ももちろんこの20数年間に診て来た梅毒の臨

床の話をした｡ もしも, 小生が免疫学を云々

しようにも自分自身があやふやなわけで, そ

んなことを喋ろうものなら汗だくにならねば

ならない(笑)｡ 本当は大学や市中病院にいる

研修医やレジデントに聴きに来てもらったほ

うがよかったのであるが, 今までに診た初期

硬結からバラ疹・梅毒性脱毛症そして胃梅毒

までのお話をさせてもらった｡

皮膚科医が梅毒を誤診するとやはり馬鹿に

されると思うので (しかしながら, 小生も初

診時には誤診したことをお話しました), 診

る機会が少ない皮膚科の若い先生方に聞いて

ほしかったんですが……｡

夏秋先生の虫の話は面白く, ご自分の家で

ムカデを飼われていたり, ご自分の腕をいろ

んな虫に咬ましたり, 刺されたりしてそこを

皮膚生検されて病理の結果を出されてお話さ

れて大変興味深く聞かせてもらった｡

それにしても便利な時代になった｡ 今まで

なら, スライドを持って行って10個ずつのに

入れるかあるいはクルクル回るのに入れなけ

ればならなかったが, 今は例のリムーバブル

ディスクを渡せばそれでオーケー｡ 35ミリフ

イルムのスライドになっているのをコンピュー

ターのパワーポイントにせねばならないが,

あとは字の部分も自分で作れるし, 本当に楽

になった｡

毎朝顔を洗いに洗面所に行って鏡を見て,

この頬っぺた何とかならんもんかと思うが……

しょうがない(笑)｡ 久しぶりに会う患者さん

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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は ｢先生随分肥えられましたねえ｣ と言われ

る｡ ｢はあ…｣ と言うしかない｡ デカドロン

が半分になったといっても４錠内服している

わけで決して少量ではない｡ 一時のことから

すると, 甘いものに手が伸びる回数も減った

が, それにしても食欲は旺盛である｡

さて, 第二日赤の形成外科の前部長の大島

先生もご自分の病気のお話をこの京都医報に

書かれている｡ 先生とは大学の研究室がとい

うか, 机の場所が一緒の部屋に二人しかいな

いのが３年くらい続いた｡ その後, 第二日赤

でも20年間診察室は隣であった｡ 二人とも悪

性の病気であるが, 全然違う疾患であるので

研究室が悪かったわけでもないと思う(笑)｡

ただ, 小生に関していうと自分の研究に放射

性物質を使っていたことが関係しているのか？

と思ったことはある｡ しかし, 今更原因を考

えても仕方がない｡

梅毒の講演をした夜, めったに見ない夢を

見た｡ 腹部の形質細胞腫が皮膚に転移して,

そこらじゅうボコボコする｡ 主治医の中川部

長に ｢こうなったら例の20数万円の注射を輸

入せんとあきませんなあー｣ と言ってるとこ

ろで起きて自分の皮膚を触って ｢ああよかっ

た｡ 夢か！｣ それにしてもシンドイ夢やなあー

(笑)｡ (2005.８.24)

第７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 －

■賞

・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：図書券５千円分

□応募規定

・応募作品は, 本人が撮影した未発表作品に限ります｡

・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は禁じます｡

・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｡

・上記規定に違反した場合は, 受賞を取り消します｡

■締め切り

平成17年11月17日(木) 必着

□入賞者発表

平成18年２月中旬の読売新聞紙上

■応募・問い合わせ先

読売新聞東京本社 事業開発部 ｢フォトコン｣ 係 (TEL 03－5159－5886)
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●●● 二槽バッグ製剤の表示の取り扱いについて ●●●

二槽バッグ製剤については, 単槽バッグ製剤と勘違いすることにより, 未開通のまま下

室の液剤のみが投与される事例等が報告されていることから, このような誤用を防止する

ための対策として, 二槽バッグ製剤の直接の容器, 包装に表示すべき事項を規定し, 下記

のとおり厚労省より, 日本製薬団体連合会等に周知がなされましたので, お知らせいたし

ます｡

直接の容器への記載事項等
(１) ｢開通確認｣ の文字を原則として赤地に白抜き文字としたシールを吊架孔を塞ぐよ

うに貼付すること｡

(２) 上室と下室を隔てる隔壁部またはその上下付近に, 原則として赤色の太い点線を明

記し, 上室と下室が二槽であることを明確にすること｡

(３) ビタミン剤等がバッグと一体となっている二槽バッグ製剤については, ビタミン剤

等の部分の操作忘れ防止対策を講じること｡

医薬品・医療用具等安全性情報報告制度の
啓発ポスターの配布について

このたび日本医師会を通じて厚生労働省医薬食品局安全対策課長より ｢医薬品・医療用

具等安全性情報報告制度｣ への協力方依頼がありました｡

医療機関等は, 薬事法に基づき, 医薬品または医療機器について, 副作用等の発生を知っ

た場合において, 必要があると認める場合に, 厚生労働大臣に対し, 副作用等を報告する

ことになっておりますが, 本件はこの薬事法の趣旨のより一層の普及を図るため, 啓発ポ

スターを作成し, 報告用紙とともに全国の医療機関等へ配布されるものです｡

これらのポスター等に関しましては, 昨年同様, 厚生労働省より都道府県医師会および

郡市区医師会に送付され, 郡市区医師会を通して会員の医療機関へ配布されることになっ

ております｡

会員各位におかれましては, 本制度の趣旨をご理解賜り, 格別のご協力をいただきます

よう, なにとぞよろしくお願い申し上げます｡
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患者調査, 医療施設調査および受療行動調査について

今年は, 国の指定 (承認) 統計として３年ごとに行われている患者調査, 医療施設調査 (静

態調査) および受療行動調査が実施される年となっています｡

患者調査は, 下記日程の間の指定された１日について行われます｡ (退院患者については９

月１日から30日までの１ヵ月間に退院された方について, 行われることになっています｡)

また, 医療施設調査は, 10月１日(土) 現在で開設されている全医療施設 (病院, 一般診療

所, 歯科診療所) を対象として行われ, 受療行動調査は, 患者調査と同一日の入院・外来患者

を対象に行われます｡

今回の調査は, ｢京都府保健医療計画｣ の見直しのための基礎資料になるだけでなく, 府医

としても, 京都府内の疾病の状況, 医療の現状を把握できることとなり, 地域医療システムの

発展に極めて有意義であるという見地から, 調査に協力することとなりました｡

調査票については, ９月中旬に所管の保健所を通じて配付される予定です｡

会員の先生方には, ご多忙のところ恐縮ですが, 各調査とも100％の回答が得られますよう

ご協力をお願いいたします｡

記

[調査の概要]

１. 調査時期

(１) 患者調査

①病院の入院, 外来患者

平成17年10月18日(火) ～20日(木)

のうち病院ごとに定められた１日

②一般診療所の入院, 外来患者

平成17年10月18日(火), 19日(水),

21日(金) のうち診療所ごとに定め

られた１日

③病院・一般診療所の退院患者

平成17年９月１日～30日

(２) 医療施設調査

平成17年10月１日(土)午前０時現在

(３) 受療行動調査

患者調査と同一日

２. 調査対象医療施設

(１) 患者調査

京都府内の全病院および一般診療所

の一部

(２) 医療施設調査

京都府内の全医療施設

(３) 受療行動調査

国調査該当病院

３. 調査方法

(１) 患者調査, 医療施設調査

医療機関の職員が調査票を作成する｡

(２) 受療行動調査

原則として患者自身が作成する｡ 患

者に対しては調査員が配付する｡

４. 調査事項

(１) 患者調査

①病院・一般診療所の入院患者調査

(全病院, 診療所の一部)

性別, 出生年月日, 患者の住所,

受療の状況, 診療費等支払方法,

紹介の有無, 救急の状況, 病床の

種別, 入院の状況, 心身の状況

[リハビリ治療の有無, リハビリ

治療の状況]
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②病院・一般診療所の外来患者調査

(病院・診療所の一部)

性別, 出生年月日, 患者の住所,

外来の種別, 受療の状況, 診療費

等支払方法, 紹介の有無, 救急の

状況

③病院・一般診療所の退院患者調査

(病院・診療所の一部)

性別, 出生年月日, 患者の住所,

入院・退院年月日, 受療の状況,

手術の有無, 診療費等支払方法,

病床の種別, 入院前の場所, 転帰,

退院後の行先

※上記①の [ ] については, 病院の

みの調査項目となります｡

※上記②の病院外来患者の方のうち,

生年月日の末尾が偶数の方について

は, 調査項目が性別, 出生年月日の

みとなります｡

(２) 医療施設調査 (全病院・全診療所)

(主要項目)

開設者, 許可病床数, 診療科目,

患者数, 救急医療体制, 在宅医療サー

ビスの実施状況, 麻酔および手術等

の状況等

(３) 受療行動調査

医療機関選択理由, 必要な医療機

関の情報, 待ち時間, 診察時間, 病

気の説明の状況, 満足度等

５. 調査の公表

統計法により, 特定の医療施設が判

別できるようなかたちでの公表は行い

ません｡

[調査実施上の注意]

１. 調査票の配布

各調査票とも所管保健所より,

９月中旬配付予定

２. 調査票の回収

配付した保健所が回収します｡

日時 平成17年11月12日(土)

午後２時より (受付開始午後１時)

会場 ウェスティン都ホテル 瑞穂の間

会費 18000円 (会員ご夫婦 35000円)

(第二部はどこからの出席でも18000

円です)

会 長 辻 玲子

実行委員長 鈴木美保子

プログラム

★第一部

【記念式典】午後２時～

★第二部

【講演会】午後３時～

講師：�� ������	

『道草をくいながら』

【コンサート】午後４時30分～

演者：
����

『タンゴショー』

【祝宴】午後５時30分～

50周年記念行事
創立50周年記念式典
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平成17年国勢調査へのご協力お願い

本年10月１日を期して, 全国一斉に平成17年国勢調査が実施されます｡

本調査は統計法 (昭和22年法律第18号) および国勢調査令 (昭和55年政令第98号) に基づい

て実施されるもので, 大正９年以来５年ごとに行われており, 平成17年調査は18回目とな

ります｡

調査の結果は, 逐次公表され, 法定人口としての利用や社会福祉施策, 環境整備, 防災計画

などを進める上での基礎的資料となる等, 多方面で利用されています｡

各施設に対しては, ９月23日～９月30日までに市町村または国勢調査員から別途, 依頼がさ

れる予定ですが, 特に下記事項の調査対象者について, ご協力いただきますようよろしくお願

いいたします｡

記

調査対象者
＊調査期日において, すでに３か月以上入院されているか, またはその見込みの者｡

＊入院または入所している者で他に住居を有しないもの｡

＊看護師寮など従業員寮に居住している者｡

＜本調査についての問い合わせ先＞

京都府総務部統計課人口労働係 (国勢調査担当) TEL 075－414－4484

京医選管発第８号
平成17年９月６日

会 員 各 位
京都府医師会選挙管理委員会

委員長 福田 濶

京都府医師会代議員選挙 (中京西部) における当選人について

平成17年９月６日執行の京都府医師会代議員選挙における当選人が決定いたしましたので,
府医選挙規定第32条により告示します｡

記

府医代議員当選人
尾崎信之

なお, 開票結果は次のとおりです｡
尾崎信之候補 55票
島津恒敏候補 19票
無 効 票 ３票
計 77票

投 票 率 32.8％
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と き 10月23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)

会 費 2,000円 (昼食・飲物代含む)

◇申し込みおよび詳細については, 平杉嘉昭 (TEL 075－332－1198, FAX 075－332－

6503) 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｡

親親親善善善テテテニニニススス大大大会会会のののごごご案案案内内内
京都府立医科大学と京都大学
医学部との交流テニス大会

○○������ ○○

����

と き ���������正午～午後５時

ところ ゼスト御池 地下街河原町広場

(地下鉄京都市役所前下車すぐ)

●眼科専門医による目の無料健康相談
●パネル展示・説明 (目の常識のウソ・目の病気)
●検査 (視力・屈折・眼圧)
●メガネ相談
●盲導犬デモンストレーション
●ロービジョングッズ展示
●眼の病気の冊子進呈

共 催 京都府眼科医会・京都市・京都府医師会・京都眼鏡専門小売協同組合・

日本視能訓練士協会京滋ＯＲＴの会

(社)日本眼科医会 ホームページアドレス http://www.gankaikai.or.jp/
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● 医業承継事業について ●

府医では医業経営事業の一環として, 後継者の

いない医療機関に医師を斡旋する ｢医業承継事業｣

を行ってきましたが, 今回, 下記の案件について

照会 (医療機関の賃貸) がありましたので, ご理

解・ご協力いただける先生がおられましたら, 下

記までご連絡ください｡

医療機関所在地：

京都市左京区吉田中阿達町28 (地図参照)

連絡先：075－751－8482 (真田)

医医医薬薬薬品品品等等等ののの回回回収収収ににに関関関すすするるる情情情報報報

以下のとおり医薬品等の回収に関する情報が出されておりますので, ご留意ください｡ なお,

掲載しているのは ｢クラスⅠ｣ のみです｡ ｢クラスⅡ｣ ｢クラスⅢ｣ に関する情報および回収情

報の詳細をご覧になりたい場合は ｢医薬品医療機器情報提供ホームページ｣ (http://www.info.p

mda.go.jp/) にアクセスしてください｡

[2005年９月：クラスⅠ]

※上記に記載のある日本赤十字社の新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ につきましては, 各販売名とも対象

ロット, 数量および出荷時期が異なりますので, 詳細につきましては, ホームページをご覧

ください｡

年月日 種 類 一般名 販売名 製造販売業者等名称

９／２ 医療機器 手動式医薬品注入器 オプチクリック
アベンティスファーマ株式
会社

９／１ 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社

８／31 医薬品 新鮮凍結人血漿 新鮮凍結血漿 ｢日赤｣ 日本赤十字社

８／31 医薬品
自己検査用グルコー
スキット

サイクリックＧＢセンサー グンゼ株式会社
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会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 出身大学 診療科目

中村佳子 Ａ 中西
中京区西ノ京御輿岡町９－４
メゾン・ド・セドレ１Ｆ
北辰堂眼科クリニック

461－8011
北里大
Ｓ54年卒

眼

田中俊彦 Ａ 下東
下京区四条通柳馬場西入る立売
中之町99 四条ＳＥＴビル５Ｆ
たなか睡眠クリニック

257－1287
秋田大
Ｈ11年卒

耳・内・
精・神

稗田 牧 Ａ 左京
左京区北白川上池田町12
バプテスト眼科クリニック

721－3800
府立医大
Ｈ５年卒

眼

鶴田千尋 Ａ 西京
西京区桂南巽町126
鶴田メンタルクリニック

381－6631
近畿大
Ｓ57年卒

精・心内

生嶋 聡 Ａ 伏見
伏見区羽束師志水町128－１
マンションフジⅡ １－Ｂ
生嶋こどもクリニック

924－2380
信州大
Ｓ57年卒

児・アレ・
内

北中重行 Ｂ 中西
中京区西ノ京車坂町９
洛和会丸太町病院

801－0351
関西医大
Ｈ15年卒

整外

日比野佐和子 Ｂ 中西
中京区西ノ京春日町16－１
京都民医連中央病院

822－2777
大阪大
Ｈ８年卒

眼

武藤文隆 Ｂ 左京
左京区大原井出町164
大原記念病院

744－3121
府立医大
Ｓ52年卒

外

平岡範也 Ｂ 東山
東山区本町15丁目749
京都第一赤十字病院

561－1121
川崎医大
Ｓ60年卒

呼

木田順富 Ｂ 伏見
伏見区石田森南町28－１
医仁会武田総合病院

572－6331
奈良医大
Ｈ10年卒

不整脈

新井祐志 Ｃ 府医大
上京区河原町広小路
府立医大附属病院

251－5571
府立医大
Ｈ５年卒

整外

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

訃 報

大原才陰氏／東山・３・８月26日ご逝去・83歳

＜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

亀井里実 Ａ 左京 乾 恵美 Ｂ 西京 宇都宮剛 Ｂ 山科

岡野星子 Ｂ 山科

【報 告】

１. 平成17年度初心者医療事務講習会の

状況

２. 第46回近畿学校保健主事研究協議大会

の状況

３. ８月度地域医療担当部会の状況

第18回定例理事会 (８.18)
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理
事
会
だ
よ
り

４. 第６回基本健康診査委員会の状況

５. 臨床研修制度検討委員会小委員会の

状況

６. 府医学術講演会の状況

７. 第８回医療事故処理室の状況

８. 第３回日医勤務医委員会の状況

９. 第３回京都府ＤＶ基本計画検診委員会

の状況

【議 事】

10. 会員の入会・異動・退会12件を可決

11. 常任委員会の開催を可決

12. 京都府医師会諸会費の免除を可決

13. 事務局パート職員の採用を可決

14. 第９回府医選挙管理委員会の開催を

可決

15. ｢ＴＶ会議システム｣ 稼働に伴う府医

会館内のインターネット回線工事を可決

16. 京都市国保運営協議会委員の推薦を

可決

17. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

18. 京都市介護認定審査会委員の推薦替え

を可決

19. 平成17年度民営保育所 (園) 保健衛生

研修会の講師派遣を可決

20. 平成17年度京都府医師会子宮がん検診

研修会の開催を可決

21. がん実態調査報告書 (2002年) の印刷

を可決

22. 第54回近医連学校医研究協議会総会へ

の出席を可決

23. 第36回全国学校保健・学校医大会の参

加を可決

24. 子育て支援シンポジウムの開催を可決

25. 平成17年度 (第56回) 全国労働衛生週

間行事の協賛を可決

26. 平成17年度 ｢結核の予防とがんを考え

るつどい｣ への共催を可決

27. 京都府老人クラブ連合会への講師派遣

を可決

28. 融資斡旋を可決

29. 府医学術講演会の開催を可決

30. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

31. 第４回近畿痛風談話会の後援を可決

32. 勤務医部会幹事会幹事の交替を可決

33. 第５回勤務医部会幹事会の開催を可決

34. 平成17年度全国医師会勤務医部会連絡

協議会への出席を可決

35. 臨床研修指定病院協議会・第５回臨床

研修制度検討委員会の開催を可決

36. 研修医のための研修と交流会の開催を

可決

37. 第２回剣道定例段位審査会への医師の

派遣を可決

38. 京都府准看護師試験委員の推薦を可決

39. 看護専門学校専任教員の採用を可決

40. 看護専門学校臨時教員の採用を可決

～ 10月度請求書 (９月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (祝) 午後５時まで

＊医保分点検＝７日

△

国保 10日 (祝) 午後５時まで

＊国保分点検＝７日

☆基金・国保とも８日 (土) 午前９時

から午後５時まで受け取り業務あり｡

△

労災 12日 (水) 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｡


