
1
8
2
4

7

1

１
日

毎月２回 (１日・15日) 発行 購読料・年 5,400円
昭 和 29 年 ５ 月 18 日 第 ３ 種 郵 便 物 認 可

2005
November

11

発行所 京都医報社
〒604－8585 京都市中京区御前通松原下ル TEL 075－312－3671

発行人 油谷桂朗 編集人 中嶋章作

No.1824 平成17年11月１日



目 次

●日医 『医療費についての要望』 提出 1

●地区医師会との懇談会 ｢中京東部医師会｣ 3

｢中京西部医師会｣ 5

｢綾部医師会｣ 7

●介護保険ニュース 9

●第31回京都医学会 10

●日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ 14

●他山の石 16

●地区だより ｢北桑田医師会｣ 18

●会員の声 19

●北山杉 20

●図書室だより 22

●医薬品・医療用具等安全性情報 23

●会員消息 28

●理事会だより 30

＜付 録＞

●学術講演会のお知らせ

●生涯教育研修プログラム

●保険だより

●保険医療部だより

●地域医療部通信

……………………………………

……………………………

……………………………

…………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………

焼岳
作／津田弘太郎 (右京)

五月初めの雪渓に蔽われた焼岳です｡

他に穂高連峰, 梓川や大正池など上高地は何度行っても

感動させられ, 心が洗われる素晴らしいところで大好き

です｡

他山の石

今回は

｢カテーテルの自己抜去｣

｢日常診療のための専門外講座Ｑ＆Ａ｣
今回のテーマは

｢未破裂脳動脈瘤にどのように
対処すべきでしょうか (その１)｣

国立病院機構京都医療センター 脳神経外科

塚原 徹也 先生
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－－－ 厚厚厚生生生労労労働働働大大大臣臣臣宛宛宛 『『『医医医療療療費費費にににつつついいいてててののの要要要望望望』』』 提提提出出出 －－－

９月11日, 総選挙による自民党圧勝を受けて, 経済財政諮問会議を中心とする医療費圧縮の

攻勢が強化される中で, 軽医療免責制や診療報酬引き下げ案までもを含む ｢医療制度改革の論

点｣ が, 財務省から厚労省に対して申し入れられた｡

このような政治環境を受けて, 厚労省における, 短期および中長期の医療費適正化策の検討

が様々にされていることに対し, 厚労省の最終試案の提示を前にして, 日本医師会は10月13日,

以下の要望書を厚生労働大臣に提出した｡

医療安全と質の向上や, 医師偏在の解消の方策として, 来る平成18年度診療報酬改定におい

ては, 少なくとも３％のプラス改定が必要という内容になっている｡

2005年10月

厚生労働大臣

尾 辻 秀 久 殿

日本医師会長

植 松 治 雄

医療費についての要望の提出について

少子・高齢化において, 長期化する経済不況の中, 国民の健康を守るためには, 国民皆

保険制度の堅持が不可避である｡ また, 憲法に規定する国民の健康権を守るため, 良質か

つ適切な医療を安定的に提供することが必要である｡

これらの実現には, 医業経営基盤の安定が不可欠であり, 医療の安全確保, 医療の質の

確保, 小児医療・産科医療等への対応等を保証するための診療報酬財源として, 少なくと

も３％以上が確保されるべきである｡

しかるに, 長年にわたり技術評価は低く抑えられ, 加えて, 平成14年度の診療報酬改定

においては, 技術料本体の引下げが実施され, さらに平成16年度改定では技術料本体が据

え置かれた｡ このままでは, 医療安全はもとより医療の質の低下を来しかねない状況に

ある｡

国民医療という視点から, 良質な医療の継続的な提供を可能とするため, 診療報酬改定

が必要であり, 国民が安心して良質な医療を受けられるために, 特段の配慮を求める｡
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医療費についての要望

2005年10月 日本医師会

１：医療費における政策目標の設定について

国民に必要な医療は経済変動に一致して変化するものではない｡

ＧＤＰ等の経済指標を基本とする医療費の伸び率管理制度は, 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, 生活習慣病対策等の予防医療を推進し, 高齢者になっ

ても健康を維持できるようにすべきである｡

医療費の適正化は, 薬剤および医療材料の再評価, 事務の効率等を含め各々の積み

重ねによってなされるべきである｡

２：診療報酬改定について

(１) 医療の安全確保のために

診療報酬の対象となる医療機関における医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の数

は平成10年を基点にすると10数％以上増加している｡ そのために, 医療従事者の給

与は, 人事院勧告以上に削減されている｡

医療の安全のためには, 最低年1.5％以上のマンパワーの強化が必要であり, 実

際, 国家資格である医師・歯科医師・薬剤師・看護師は各々年1.5％以上の増加が

推定されている｡ その増加に対する費用については, 診療報酬によって補填されな

ければならない｡

(２) 医療の質の確保のために

これまでの厚生労働省の試算においても, 医学・医療の進歩によって年１～２％

の総医療費の増加が推定されてきた｡ しかし, この６年間, 各医学会の要望項目は

診療報酬改定においてまったく認められていない｡ 医療の質を保つためには十分な

費用を給付すべきである｡

(３) その他：小児医療・産科医療等への対応のために

小児救急体制の整備は, 国民の喫緊的要望である｡ さらに新規に対応しなければ

ならない国民の要望が, 産科医療対策と共に山積している｡ また, 環境問題のため

に感染性廃棄物を含む医療用廃棄物処理費用への対応が必要である｡

以上により, 日本医師会は次期診療報酬改定において少なくとも３％以上の引上げ

を要望する｡
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冒頭, 坂部一夫中京東部医師会長の開会挨

拶に続き, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 次期

改定に向けて具体的な医療費抑制策が検討さ

れる現状に際し, 日医の今後の対応策として

先般行われた日医代議員会での植松日医会長

の答弁に触れ ｢(施策が) どのような内容か

をよく見極め, その内容次第で国民運動を展

開する｣ との内容に留まり, 具体的な対応策

には言及しなかったことを報告した｡ また,

自民党圧勝に終わった選挙も医療制度の是非

が問われた結果ではなく, 今後に向けてまず

我々医師や医師会が覚悟を決め, 医療の信頼

につなぐため医療安全に徹し, 患者の視点で

の医療提供体制が不可欠との方向性を示し

｢地域住民・患者への説明責任を果したうえ

で国民の良識に委ねた選択に期待するしかな

い｣ と述べ, 各会員一人ひとりの協力を求

めた｡

次期診療報酬改定について

最初に安達府医理事より中央情勢として

｢骨太の方針2005｣ および来年度予算概算要

求基準での社会保障費2200億円の圧縮が示さ

れた経過について説明｡ 谷垣財務大臣が当然

のごとく医療費縮小を随所で公言しているこ

とからも ｢今後一層医療分野への風当たりが

強くなることは明白｣ と危惧し, 医療費縮小

を進める財務省に正面から反論できる理論構

築を確立すべきと言及, 国民医療費の国庫負

担は４分の１にもかかわらず, 医療費すべて

を国家が負担している西欧諸国のように一方

的縮小策を講じることは ｢理不尽かつ不合理｣

との見解を述べ, 日医を中心にさらなる国民

運動を展開すべきとの姿勢を示した｡

また, 18年度改定の方針には ｢具体的には

まだ見えないが, 軽医療費の免責制度化, 高

額療養費の自己負担部分の拡大, 総治療日数

の制限等があがっている｣ と述べた｡ 油谷府

医会長は 『中医協の在り方に関する有識者会

議』 で基本的医療政策が中医協から切り離さ

れ診療報酬決定の権限が社会保障審議会に委

ねられることに触れ, 中医協の存在意義に危

惧を示した｡

地区医師会から今後の展望として出来高払

い制度を死守していくのかとの質問に, 安達

府医理事は ｢日医の基本的スタンスは包括化

には反対｣ と示し, 森府医副会長は ｢実施し

た検査や薬剤に対する対価としては出来高払

いが基本であるが, 財政面の問題と一部で過

中京東部医師会と府医執行部との懇談会が10月３日, からすま京都ホテルで開催され, 地区

から15名, 府医から７名が出席, 西村利朗中京東部医師会副会長の進行のもと約２時間にわた

り活発な意見交換が行われた｡

中中京京東東部部
医師会との懇談会

診療報酬改定, かかりつけ医機能など幅広いテーマで議論展開

中京東部医師会との懇談会 (10.３ からすま京都ホテル)
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剰な検査・投薬がある例もあり, 包括との考

え方が出てきている｣ とも指摘した｡

改正薬事法について

安達府医理事は, 本年４月より施行された

改正薬事法を逆手にとったインターネット商

法への対応策について, 厚生労働省が規制を

設けるべく検討中であることを報告｡ 続いて

油谷府医会長は, 厚生労働省の検討委員会で,

昭和35年以降見直されていなかった薬事法に

ついて処方の有無に関わらず販売系統の安全

が保たれるよう検討が進められている状況を

説明した｡

地区医師会入会について

地区医師会より, 何らかの問題が発生した

ために入会を拒否する場合, 独占禁止法に抵

触するのかとの質問があり, 久山府医理事か

ら医療機関の開設は, 医療法による届出制で

あり, 地区医師会がなんら関与することはで

きないが, 裁判で係争中など正当な理由によ

り地区医師会が入会を拒否することは独占禁

止法に抵触するわけではないと述べたうえで,

各地区医師会の会則に ｢理事会で不適格と承

認された場合, 入会を拒否する｣ との文言が

設けられていれば法的にも正当な理由として

認められると示した｡

日本の医療制度
(専門医指向) について

地区医師会より開業医とは何か, また患者

の専門医指向の現状を踏まえ, 日本の医療提

供体制の現状と未来像について質問があり,

中野府医理事より, 開業医が ｢専門医｣, ｢か

かりつけ医｣ の両方の立場から, 今後地域医

療のなかでどのように位置づけられていくか

を説明｡ 日本医師会は患者の生活や家庭環境

を踏まえサポートできる 『かかりつけ医』 を

持つことを推奨しており, 平成17年度事業計

画にも ｢『かかりつけ医機能』 を中心に捉え

た地域医療のさらなる充実を目指す｣ と掲げ

ていることを紹介し, 厚生労働省においては

一昨年から導入された新医師臨床研修制度や

｢医療計画の見直しに関する検討会｣ におけ

る ｢かかりつけ医｣ についての議論に見られ

るように将来的には日医と同様かかりつけ医

を患者の医療へのゲートキーパー役として考

えているとの見解を示した｡

また, 専門医制度については, 各種委員会

等で各学会の専門医制度の調整を行っている

さなかに, 医療情報の開示ということのみで

医業広告の規制緩和が出たことは遺憾である

との見解を示した｡ 森府医副会長は専門医制

度は学会の存在意識を高めるものと指摘し,

｢日本の医療体制をどうするかとの検討がま

ず必要｣ との見解を示した｡ 地区医師会から

は, ｢若い医師達のためにも医師として生き

甲斐のある制度を構築いただきたい｣ との要

望が出された｡

その他, 個人情報保護法について, 久山府

医理事より警察・消防からの医療情報照会に

関して, 本人の同意なしに情報提供しても個

人情報保護法に抵触しないとの通達を紹介し,

医師の守秘義務を遵守し対応していただきた

いとの周知がされた｡

最後に, 西村中京東部医師会副会長より,

｢医療に偏見を持つ方があれば, 今回の郵政

民営化の是非を問うといった選挙にもなりか

ねない｡ そうならならないためにも日医・府

医・地区医師会で協力し, よりよい医療の充

実を目指したい｣ との挨拶で閉会した｡
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地区医師会から資格喪失後の保険証未回収

による保険者からのレセプト返戻の対応につ

いて質問があり, 安達府医理事は ｢巨額な未

収額に達しており, 非常に大きな問題｣ と述

べ, 保険者への速やかな資格証回収を依頼し

ていることを報告, 防止策として月１回の保

険証確認の励行が求められた｡ また, 日医代

議員会で松原常任理事が ｢低価格で有効期限

を判断できるようなカードシステムにしてい

きたい｣ と発言されたことを紹介, 続いて森

府医副会長が ｢各保険者とのオンラインでは

ないため有効期限の確認には限界があるだろ

う｣ との見解を示した｡

冒頭, 木戸敬中京西部医師会長の開会挨拶

に続き, 油谷府医会長は医療費抑制に向けて

進む医療制度改革について言及｡ 特に, 生活

習慣病を中心に抑制策を強化していると報告

したうえで, 健診事業ならともかく, 医療の

内容にまで言及して医療費の圧縮を強化して

いることに危機感を示した｡ またマクロの経

済指標による伸び率管理は, 一旦 ｢骨太の方

針2005｣ から削除されたが, 衆議院選挙後,

経済財政諮問会議が再提案しており, 巧妙な

世論操作を進めていると危惧を示した｡

これに対し, 府医は基本的には日医と共同

歩調をとるが, 独自の国民運動はすすめる必

要があるとの姿勢を示し, あらゆる角度から

筋道をたて, エビデンスを求め, 納得いく理

論武装をしたうえで, 国民に訴え, 運動を実

施すると強調し会員の理解と協力を求めた｡

加速する医療費抑制策
経済財政諮問会議の動きを警戒

安達府医理事は ｢骨太の方針2005｣ の医療

費の総枠管理規制は一旦削除されたにもかか

わらず, 先日行われた衆議院選挙の結果を踏

まえ経済財政諮問会議で再浮上してきている

ことを報告した｡ 厚労省の ｢骨太の方針2005｣

に対する政策目標は, 経済の伸び率に合わせ

た医療費総枠の管理を回避することが基本的

スタンスであるが, 各論の積み上げである程

中京西部医師会と府医執行部との懇談会が10月７日, 京都府医師会館で開催され, 地区から

15名, 府医から５名が出席, 一色哲志中京西部医師会庶務担当理事の進行のもと約１時間にわ

たり活発な意見交換が行われた｡

中中京京西西部部
医師会との懇談会

医療制度改革めぐる諸問題で議論

中京西部医師会との懇談会 (10.７ 京都府医師会館)
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度の医療費削減が可能であることを経済財政

諮問会議に納得させる必要があると説明した｡

次期改定は具体的な中医協での検討の中で

厚労省がどの医療費抑制策を出してくるのか

まだ判明していない状況であるとしながらも,

軽度・軽医療の保険免責制の導入については

厚労省が検討課題として今回正式に明記をし

ていることについて, 社会保険被用者本人負

担を２割から３割に引き上げたとき, 自己負

担３割を維持する付則があることに言及, 簡

単には実施できないだろうと見解を示した｡

また軽度・軽医療費の免責制度は, 自己負担

100％になれば還付されるのは自己負担の保

険料のみで, 雇用者負担の保険料の還付はな

いとして, 結局, 同じ医療を免責で受診すれ

ば本人にとっては負担増になるのは自明の理

であると強調した｡

また, 日本経済新聞に医療費の圧縮幅が２

～５％という数字が掲載されたが, 経済財政

諮問会議の総枠規制は簡単にいえば, 対前年

比の医療費の伸びが２％以内であれば, 2025

年の医療費のＧＤＰ比が現在と同じくらいで

収まると説明したうえで, 現在の医療費に対

する予算は, 自然増の3.7％を現実に掛け合

わせていくと2025年の総医療費は69兆円と厚

労省の試算に近い数字になる｡ 高齢化社会を

考慮すれば3.7％～４％が現実に近い数字で

あるが２％まで下げれば, 経済財政諮問会議

が提案している経済伸び率に合った数字にな

る｡ ４％の伸びを２％にするというのが２％

圧縮の根拠と考えられる｡ また, ５％の根拠

ついては, 10月４日開催の経済財政諮問会議

での診療報酬の中味の配分は50％が人件費で

あるとしたうえで, ここ数年間の人事院勧告

と物価指数の下げ率が平均で96％であり, 診

療報酬上昇率は100.6％, 差額が約５％と示

し, それに合わせればマイナス５％になると

いう見方であることを説明した｡

それに対して, 医療は皆保険制度のもとで

保険請求をして事業収入を得ており, 保険法

における契約に基づく診療であり, 医療の質

の向上, 安全はこの条件では確保できないと

いう条件闘争の議論を今後はしていかなけれ

ばならないと言明した｡

地区からの ｢現実に公的医療保険で診療で

きない病名が具体的にあるのか｣ との質問に

対して安達府医理事は, 厚労省が免責となる

病名をあげているわけではなく, 免責額をど

の程度にするか検討していると回答した｡ ま

た地区からの ｢国家財政負担について, 医療

費を削減したくらいでは成り立たない程, 国

は財政破綻状況であるが, 逆に銀行の不良債

権などは全て棚上げし公的資金を投入してい

るが, 医療費については国民に負担を押しつ

けている｡ その辺を明らかにする必要がある

のではないか｣ との指摘には, 安達府医理事

は ｢ご指摘のとおりだと感じているが, では

先日の衆議院選挙の民意は何だったのかとい

うことになる｡ 我々は政治のプロではない,

医療のプロとして医療の国家的な位置付けは

なにか, 国民と一緒に考えて行政に提案する

しかない｣ と答えた｡

その他, 地区からは薬事法の改正に伴う非

処方箋薬が医師の処方箋なしでも薬局で買え

ることに関する府医の見解, 二条駅前のＪＲ

西日本のテナントビルの医療機関誘致につい

ての問題が提起され, テナントビル問題につ

いては油谷府医会長が ｢規制緩和等むづか

しい問題ではあるが事実を確認して府医が

支援できる事があれば協力していきたい｣

と答えた｡
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冒頭, 挨拶に立った油谷府医会長は, 私見

として今後の医師会活動の進め方について言

及｡ 医師会として自立する方向を固め, 学術

集団としての本分を発揮することが求められ

るとの見解を示した｡ また, 国民にとって開

かれた存在になるべく, 医師だけで全てを決

定するのではなくマスコミ・弁護士・政治家

等を含めた形でブレーンを形成し, そこで決

定して実行していくという日医の基本戦略を

説明, 今後は国民のために活動していること

をアピールしていく必要があるとした｡

介護保険制度改革の概要を説明

北川府医理事は10月からの介護保険制度改

定および来年４月からの制度改革について,

その変更点を説明｡ 新たに設置されることに

なる地域包括支援センター運営協議会への支

援・参加を要請した｡ また, 主治医意見書の

様式が変更され, サービス導入のためのアセ

スメント情報や指示に更に大きな機能を果た

すことになると説明, 11月から開始されるモ

デル事業への協力を呼びかけた｡

地区からは, 新制度導入に伴い自治体が混

乱している現状が報告されるとともに, 変更

の詳細について質問が挙げられた｡

平成18年度診療報酬改定・
医療制度改革について

安達府医理事は18年度診療報酬改定・医療

制度改革をめぐる環境と実状を説明｡ このよ

うな方向に対する手段として, 国民とともに,

国民の視点で行動することが重要であるとし

た上で, ｢このような施策で医療の安全を守

れるのか｣ と国民に対して正確に訴える手段

を用意しなければ対抗できないと強調した｡

医療に関する税制改正要望について

大藪府医理事は, ７月に日医で決定された

18年度税制改正要望として①ゼロ税率ないし

軽減税率に改める②経過措置として医療機器・

建物等の消費税課税仕入対象資産について,

控除または特別償却の措置を創設する③社会

保険診療報酬に対する事業税非課税の特例措

置を存続する④所得計算の特例措置 (四段階

制) を存続する等, 計24項目が挙げられてい

ることを報告｡ ゼロ税率から軽減税率への要

望に変更した経緯と理由を説明した上で, 先

日実施したアンケートでは軽減税率への要望

について回答者の90％が同意したとの結果を

綾部医師会と府医執行部との懇談会が10月８日, 亀甲屋で開催され, 地区から24名, 府医か

ら10名が出席, 安村忠樹綾部医師会副会長の司会のもと, 約１時間半にわたり活発な意見交換

が行われた｡

綾綾 部部
医師会との懇談会

今後に控える諸制度改革に関し活発な議論展開

綾部医師会との懇談会 (10.８ 亀甲屋)
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報告した｡

産業医委託契約時の諸問題について

地区から, 今年４月に更新された産業医３

者契約書の第６条 ｢事故に対する補償｣ に記

載されている補償範囲の文言に関して企業側

の同意が得られず, 契約に至らなかった事例

の紹介がなされるとともに, このような事例

における対処法について質問が挙げられた｡

これに対し中野府医理事は, 新契約書は日

医がモデルとして提示しているものとほぼ同

一であり, さらに府医顧問弁護士の監修のも

と作成したものであることを説明した上で,

今回の事例については ｢産業医の出務時およ

び往復途上の事故については当然企業側が補

償すべきものである｣ との見解を示し, 今回

のケースで契約されなかった地区医の対応に

理解を示した｡ 今後, 産業医３者契約の際は

新契約書の形式で行うことを原則とするが,

当事者間の同意のもと契約内容の修正, 追加

等を行う場合, その内容が府医としても妥当

であると判断したならば, その内容で３者契

約を締結するなど弾力的な運用をしていく方

針であると述べた｡

地区からのご意見・ご要望

自民党を支持することへの矛盾を指摘する

意見に, 森府医副会長は ｢自民党が勝利した

ことで医療にとって財政面で厳しい状況にな

ることは予想されるが, 現状では政権与党を

支持せざるを得ず, 国民を味方につけるため

に我々は何をすべきかを考え, 正論で正面突

破するべく活動を展開していかなければなら

ない｣ と, 新たな活動への意気込みを示した｡

地区からは他に, 無診投薬と思われる事例

を地元新聞社が記事として取り上げたことが

報告されたほか, 平成15年10月１日から施行

された改正消防法施行令に関する質問, 臨床

研修制度や専門医認定に関する意見・質問が

挙げられるなど, 幅広い話題が提示され, そ

れぞれ質疑応答がなされた｡

京医選管発第10号

平成17年11月１日

選 挙 人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 福田 濶

京都府医師会会長ならびに京都府医師会代議員・
予備代議員の選挙について (予告)

現在の京都府医師会長の任期が平成18年３月31日に, また, 同代議員・予備代議員の任期が

平成18年１月31日をもって満了となります｡

つきましては, 下記のとおり府医会長・代議員・予備代議員選挙を告示しますので, 府医選

挙規定第18条第２項により予告します｡

記

〈告 示 日〉 平成17年11月28日(月)

〈立候補締切〉 平成17年11月30日(水) 午後４時

※届出は文書をもって府医選管委員長宛 (担当：府医事務局 総務課)

〈投 票 日〉 平成17年12月18日(日) 午後２時～５時
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介護保険法改正によって新予防給付が始まることに伴い, その振り分けのための要介護認定

が18年４月１日以降の認定申請から変更になります｡ 具体的には主治医意見書, 訪問調査各々

の項目の一部と認定審査手順の一部変更です｡ ４月からの変更の前に11月に全市町村で第２次

モデル事業が行われることになっており, これに向けて府医では主治医意見書の項目変更を中

心に, ｢介護保険主治医研修｣ を各地で開催し, 多数の会員各位にご参加いただいたところ

です｡

モデル事業は11月中に各市町村が定める連続した１週間の期間中に, 要介護認定の新規また

は更新申請をされた方のうち, モデル事業への協力に同意された方を対象に実施します｡ これ

らの方に, 項目が追加になった主治医意見書と認定調査表をもとに通常の認定審査を行い, そ

の結果要介護１となった方に対してのみ, 新予防給付を行うことによる状態の維持・改善の可

能性の有無を審査します｡ 来年４月以降は有なら要支援２ (新予防給付), 無なら要介護１

(従来の要介護１) となります｡

国はこの審査結果を本年12月中に各市町村から報告を受けて, 必要があれば修正を加えて４

月からの改正 (更新申請は60日前から可能なため実際には２月から) に向けて準備を進めます｡

このようなタイトなスケジュールであり, もともと認定結果が出るまで申請から約１ヶ月を要

することから, より有効なモデル事業結果が得られるよう, 主治医意見書の迅速な記載をお願

いします｡

なお, 日医総研作成の主治医意見書記載支援ソフト ｢医見書｣ の新様式対応版は, ２月にリ

リースの予定とのことで, モデル事業には間に合いません｡ ただ, モデル事業における主治医

意見書の記載の機会は, 普段意見書を記載されている医師１人あたり, 平均１名程度とのこと

です｡

また, 新予防給付のサービスメニューには, 現行の予防給付のメニューから削除されるもの

はなく, サービス内容も訪問介護と通所系サービス, および福祉用具貸与について, 本来ある

べき ｢要介護状態の維持・改善｣ に資するものとなるよう適正な姿を求めるものであり, 一部

報道で言われたような, 筋トレやパワーリハを強制されるものではありません｡ しかしながら,

現行の要介護１の方の一部が要支援２となって新予防給付の対象となると, 介護給付を受ける

ことができなくなる, つまり介護保険施設への入所等ができなくなります (すでに入所中の方

については３年間の経過措置あり) ので, 主治医意見書における状態の維持・改善の可能性の

有無の判断の基となる記載がきわめて重要となってくることから, 利用者の日常生活を見据え

た心身の状況について的確な記載が求められます｡

要介護認定第二次モデル事業始まる
主治医意見書の迅速かつ的確な記載を
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口演演題・ポスターサロン・ビデオ演題

勤務医の積極的なご応募により盛況が続い

ている口演演題の発表は, 80題の応募を得て,

午前９時から４会場にわかれて熱心な発表・

討論が行われた｡ また, 今回はじめて全口演

演題を, 以前より要望のあったＰＣによる発

表としたが, 次回に向けていくつかの反省点

が見つかった｡

今回も統一テーマ ｢リハビリテーション｣

に関連する数多くの演題が提示され, 活発な

論議をしていただいたが, 次年度も統一テー

マを設定しての医学会運営を考えているので,

各科に幅広く共通する望ましいテーマについ

て, 会員諸氏のご意見を是非お寄せいただく

ようお願いしたい｡

なお, 本年も司会進行と座長を府医学術・

生涯教育委員会委員の方々にお願いし, 優秀

演題の推薦をいただいた｡ 当該演題について

は, 京都医学会雑誌へのご投稿をお勧めし,

京都府医師会学術賞または勤務医部会学術奨

励賞の候補論文としたい｡

ポスターサロンの企画は今年で５度目とな

り, 有意義な取り組みとして定着してきた｡

今回もポスター発表者の解説時間を設け, 掲

示内容のより詳しい説明をしていただいた｡

さらに, 午後のシンポジストの講演スライド

もポスター掲示したため, 参加者の研鑽をよ

り深めるものとなった｡

また, 今回は統一テーマに沿って, 口演演

題では紹介できないリハビリテーションの実

状を報告していただくビデオ演題を受け付け

た｡ 熱心な医療機関より６題の応募があり,

具体的な取り組みを知りうる機会となったが,

会場が離れていたためか聴衆が少なかったの

が残念であった｡

特別講演

特別講演は, 東京都老人医療センター院長

の林 �史先生に, ｢高齢社会におけるリハ

ビリテーション｣ と題して約１時間のご講演

をいただいた｡

林先生はまず, 高齢社会における新たなリ

ハビリテーションの概念として, 従来の ｢急

性期・専門的・維持的リハビリテーションの

３層体制｣ ではなく, これらを ｢３相体制｣

として考えること, 各相のそれぞれが重要で

あるとの認識を持つべきであることを指摘さ

れた｡

また, 多障害者の増える高齢社会を迎えて,

｢従来の復権を求めてのリハビリテーション

の思考｣ から, 住み慣れた地でそれぞれの能

力にあった自立, 生活の質が得られるように

生活機能を上げ, ｢実生活に適応させていく

といった思考｣ にシフトさせていくことが大

第 31回京都医学会開く
～ ｢リハビリテーション｣ を統一テーマに ～

９月25日(日), 京都府医師会館において第31回京都医学会が開催された｡

今年度は ｢リハビリテーション｣ を統一テーマとし, 318名の参加のもと, 口演演題・ビデ

オ演題の発表から, ポスターサロン, 特別講演, シンポジウムに至るまで, 終日熱心な討論・

研鑽が展開された｡ また, 学術賞・学術研鑽賞の表彰式も行われた｡

統一テーマに関連する企画として, 介護用品の展示, リハビリテーションに関する書籍の販

売を行った｡



11

第
31
回
京
都
医
学
会

切であることを強調された｡

老年症候群・廃用症候群が修飾する高齢者

疾患に対しては, ①急性期・維持期リハビリ

テーションを重視し, ②生きるための食べる

ことへの支援, ③密度の濃いリハビリテーショ

ン, ④医療と作業療法の協働による在宅リハ

ビリテーション, ⑤予防的リハビリテーショ

ン, のそれぞれが重要であるとされた｡ この

うち, ②では, 高齢者, 特に後期高齢者に対

しては, 移動能力に加えて摂食能力を向上さ

せることが重要であるとして嚥下障害への対

応について解説された｡ ③に関しては, 土・

日曜日や, 平日の訓練をしていない22～23時

間はベッド臥床をしている患者が多い現状を

改善し, 病棟と訓練室を一体化し, 看護師・

家族をリハビリテーションチームの一員に加

えて, 休日なしの訓練 (Full-time Integrated

Treatment, FIT) プログラムによって廃用症

候群を防止すべきであるとされた｡ ④では,

住み慣れた地で能力にあった自立・生活の質

を得て暮らせるようにするためには, 医療と

作業療法の協働による在宅リハビリテーショ

ンの役割が重要であることを述べられた｡ そ

して⑤に関しては, リハビリテーションの手

法を介護予防・生活習慣病予防など予防医療

に役立てるなど, 攻撃的 (予防的) リハビリ

テーションを行って健康長寿を達成しなけれ

ばならないことに言及された｡

また, 虚弱老人に対しては特にチームとし

ての取り組みが重要であることを指摘された｡

すなわち, 主治医 (診断・検査・治療・治療

計画のマネージメント), 看護師 (患者のケ

ア・総合的な指導), 理学療法士 (運動療法・

ＡＤＬ改善), 栄養士 (栄養指導), ＭＳＷ

(社会資源の活用), 薬剤師 (服薬指導), さ

らに在宅においては在宅医師, 訪問看護チー

ム, ヘルパーなど, 多職種による介入の重要

性について述べられた｡

さらに, リハビリテーション医療というと,

ともすれば ｢訓練｣ だけと受けとめられがち

であるが, そうではなく, 装具や自助具, 福

祉機器, 人的援助, 工学技術 (リハ工学),

さらには環境整備等々が, 特に在宅リハビリ

を円滑に進めるために重要であることを指摘

された｡

介護予防のためには, 要注意高齢者を早期

に発見して対処することが重要であるとして,

注意すべき症状ごとに対処するプログラムの

具体例にも言及された｡

最後に, 転倒防止・骨折防止に対する散歩

の有効性について言及されるとともに, 一日

あたり歩行時間が多くなるほど医療費は少な

くてすむという興味あるデータを示された｡

寝たきりの原因について, 65～69歳では ｢脳

卒中｣ が半数を占めるが, 年齢が高くなるほ

ど ｢転倒・骨折｣ や ｢衰弱｣ が多くなり, 80

歳を超えると ｢脳卒中｣ を上回り, 90歳以上

では約６割を占めることを示された上で, 健

康長寿の達成には骨折予防が大切であると結

ばれた｡ [座長：立入克敏 記]

シンポジウム

今年のシンポジウムは統一テーマのリハビ

リテーションを正面から取り上げる企画とし

て, ｢健康長寿とリハビリテーション－今,

われわれは何をするべきか｣ が選ばれた｡ ま

ず総括司会の京都府立医科大学リハビリテー

ション (以下リハ) 部部長の長谷 斉先生か

ら, リハ医学は従来の医療とは異なり疾患で

はなく障害を対象とし, 各診療科を超えた横

断的な新しい医療分野であるとのお話があり,

チームとして医師やコメディカルが連携する

ことの重要性や各ステージ (急性期・回復期・

維持期・終末期) でのリハ医療の流れを示さ

れた｡

続いて ｢一般病院における急性期および回

復期リハ｣ との題で第二岡本総合病院の�橋

守正先生は, 病院での実際の数字から廃用症

候群を予防するためにはいかに早く急性期リ

ハを始めるかが重要であると述べられ, 早期

の方向性提示や回復期へのスムーズな移行が
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入院期間短縮, 在宅復帰率向上に寄与するこ

とを示された｡ また摂食・嚥下リハの重要性

を強調され, 実際に造影剤添加の食物を透視

下で嚥下する説得力のある映像をみせていた

だいた｡

次に ｢回復期リハ病棟の実態と課題｣ とい

う演題で大原記念病院院長の三橋尚志先生が

講演された｡ 三橋先生はご自身で回復期リハ

病棟として３病棟 (147床) を運営されてい

る経験から, チームアプローチの重要性と課

題を詳細に挙げられた｡ ナース, ＰＴ, ＯＴ,

ＳＴ, ＳＷに医師を交えたケアカンファレン

スが非常に有効であること, 入院中に退院後

の生活を想定してのリハや生活設計をするこ

とが維持期に向けて大切であることなど, 開

業医がふだん知らないことを丁寧に教えてく

ださった｡

次に高整形外科医院の高 謙一郎先生は

｢在宅高齢者のリハを行うために－診療所と

併設介護施設での取り組み｣ として, 経営さ

れている診療所における通院リハと介護施設

における通所リハの実情を紹介された｡ 特に

高齢者における身体的, 心理的, 環境的要因

を考慮した高齢者総合機能評価の重要性と,

在宅高齢者を地域として支える仕組みの必要

性を力説された｡

さらに ｢在宅におけるリハ｣ に関して塚本

医院の塚本忠司先生は神経内科医としての専

門性を生かしながら, 設備や人員なしでも行

う在宅リハ, 特に疾患の種類に関係なく進行

する廃用症候群に対する訪問リハの状況を示

された｡ 医療保険と介護保険のリハに関する

相互関係, 連絡表を用いてのＰＴやケアマネ

との連絡など, 実際的でありながら開業医が

苦手とする分野に関して熱意をこめて説明さ

れ, 聴衆に感銘を与えられた｡

これらの話を受けて京都府リハ支援センター

所長の武澤信夫先生は京都府として府全体の

リハをレベルアップするための様々な取り組

みを紹介され, 従事者の教育・研修の推進,

各医療圏や施設に応じたリハの目標について

述べられた｡ またＰＴやＯＴの地域的偏在も

問題にされ, 少ない人員を生かすためのリハ

ネットワーク構築に意欲を示された｡ また指

定発言として府医脳卒中登録事業委員会委員

長で啓信会理事長の中野博美先生から京都府

リハマップ作成の経緯を説明していただいた｡

府民がインターネットを利用してリハ施設を

検索したり, その施設の実情がわかるような

マップを作成中であることを述べられた｡ そ

してそのデータベースを作るための協力を要

請された｡

それぞれの先生方の熱のこもった講演で時

間がやや延長してしまったが, 最後まで多く

の聴衆が残られ, 今後の京都府下でのリハの

充実に希望のもてるシンポジウムとなった｡

[那須 芳 記]

学術賞・学術研鑽賞の表彰

特別講演・シンポジウムに先立ち, 京都医

学会油谷桂朗会長の挨拶に続いて, 平成17年

度学術賞および学術研鑽賞の表彰が行われた｡

京都府医師会学術賞は過去１年間に 『京都

医学会雑誌』 に掲載された一般応募論文の中

から学術・生涯教育委員会委員の投票によっ

て選定された論文に授与されるものである｡

賞金は, １位論文１編に対して50万円, ２位

論文１編に40万円, ３位論文１編に30万円が

授与された｡ 学術研鑽賞は前年度中に京都府

医師会および地区医師会が主催・共催した学

術講演会に率先出席し, 卒後研修の努力著し

い会員を表彰するもので, 京都市内および乙

訓・宇治久世より29名, 綴喜・相楽より３名,

亀岡以北より６名の計38名が選ばれた｡

学術賞および学術研鑽賞の受賞者は以下の

とおり｡
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○学術賞

・１位

｢当診療所における在宅訪問診療：

第１報～第３報｣

安村 忠樹 (綾部)

・２位

｢耳鼻咽喉科領域の各種異物

－過去10年間の集計から－｣

佐藤 文彦 (左京)

・３位

｢医事紛争から訴訟まで

－京都府内での平成3年度から10年度

間の医事紛争628例の統計的概要－｣

宇田 憲司 (宇久)

○学術研鑽賞

(京都市内・乙訓・宇久)

播岡 敏弘 (下東), 竹中 健 (西陣),

今井貴美子 (伏見), 前川 央 (上東),

加藤善一郎 (下西), 金 泰希 (左京),

潮田智恵子 (下西), 松田 辰雄 (下西),

飯塚 康公 (宇久), 上山 恒則 (下東),

森島 正樹 (中西), 高島 文一 (中東),

藤井 政昭 (宇久), 景山 精二 (右京),

岸田 進 (伏見), 中川 卓雄 (伏見),

小林キク子 (宇久), 水本 静枝 (山科),

本吉 徹三 (左京), 松田 恒知 (宇久),

山本 正人 (中西), 河村ゆか子 (山科),

猪谷 孟雄 (乙訓), 角谷 真二 (山科),

目片 秀祀 (伏見), 須川 勇 (上京),

高島 基三 (右京), 上田 通章 (宇久),

原山 房子 (左京)

南部 (綴喜・相楽)

高橋 宏 (綴喜), 赤坂 裕三 (綴喜),

河村 允 (相楽)

北部 (亀岡・北桑田・船井・綾部・福知山・

舞鶴・与謝・北丹)

冨阪 静子 (福知山), 藤田 洋一 (船井),

村上 貞次 (船井), 牧野 吉秀 (福知山),

佐藤 俊之 (亀岡), 渡辺 一郎 (舞鶴),

(敬称略)

学術賞・学術研鑽賞を受賞された方々
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未破裂脳動脈瘤にどのように
対処すべきでしょうか

国立病院機構京都医療センター 脳神経外科

塚原 徹也

その１

脳ドックを受診したところ, 脳動脈瘤か

もしれないと指摘され, 心配になり来院さ

れた患者さんがいます｡ どのような, アド

バイスをすればよいでしょうか｡

はじめに

脳卒中はわが国における最大の要介護性疾

患の位置を占めており, さらに人口高齢化の

進行に伴い, 死亡者数, 有病者数は, 今後25

年で倍増すると見込まれています｡ 特に, く

も膜下出血等の重症の脳卒中は, 発生後の治

療が必ずしも容易でないことより, 予防的治

療に対する関心が高まっています｡ 近年, わ

が国ではいわゆる脳ドックが多く開設されて

おり, 脳動脈瘤のスクリーニング検査が広く

おこなわれるようになってきました｡ その結

果比較的高率 (約５％) に, 脳動脈瘤の存在

が指摘されていますが, この脳動脈瘤にいか

に対処すべきかについては, 治療指針が必ず

しも確立されていないのが現状であり, 学会

でも, 多くの議論がなされています｡ 患者さ

んにしてみますと, 脳ドックを受けてみたも

のの, 思ってもみなかった脳動脈瘤が指摘さ

れ, パニックとなり, 先生方にアドバイスを

求めて来院されたのではないでしょうか｡

それでは, このような場合に具体的にどの

ように対処すればよいでしょうか｡

一般的に治療選択を行う場合, 病態の自然

経過と, 治療の効果とそれに伴う合併症を勘

案して決定しますが, そこで問題になるのが,

未破裂脳動脈瘤の出血率, すなわち, くも膜

下出血の発症率と, 手術をした場合の治療成

績ということになります｡

くも膜下出血は, 10万人に対して, 約10－

20人発症すると見込まれていますが, 他の出

血性脳血管障害と比較して, 最も大きな特徴

は, その極めて悪い予後にあり, 統計上約０－

60％が死亡し, 生存者の約30％が社会復帰困

難な状況に陥るといわれています｡ したがっ

て, 手術による死亡率, 合併症率が非常に低

く, 未破裂脳動脈瘤の出血率が高ければ, 脳

動脈瘤に対し, 破裂を予防し, くも膜下出血

を未然に防ぐため予防的手術を行うことが適

切であると考えられます｡

未破裂脳動脈瘤の出血率については, さま

ざまなデータがありますが, いままでの日本

の研究者による報告では, 年間２％程度であ

り, 経過観察中に出血した22個の脳動脈瘤の

内の11個は９㎜以下, その内の５個は５㎜以

下の大きさであったと報告されています｡

専門外講座
日常診療のための
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しかし, 1998年に欧米の53施設による共同

研究により, 10㎜未満の大きさの未破裂動脈

瘤の出血率は, 年間0.05％と報告されました｡

(International Study of Unruptured Intracranial

Aneurysms (ISUIA) N Eng J Med；1998：

339：1725-1733) この報告は, 著名な医学

雑誌に掲載されたことにもより, 大きな社会

的影響があり, 10㎜未満の大きさの脳動脈瘤

は, 手術する価値がないなどの誤解も生じた

結果, この報告がなされて以後, 未破裂脳動

脈瘤の手術を受けて結果が良くなかった場合

など, 治療をめぐっての訴訟が多発してい

ます｡

しかし, ほんとうに小さな未破裂脳動脈瘤

は破裂しないのでしょうか｡ 私たち, 脳外科

医は, 小さな脳動脈瘤が, 激しいくも膜下出

血を引き起こした症例を, いくつも経験して

いますし, 出血率が動脈瘤の大きさのみで影

響されるはずはないと思っています｡ そこで,

日本においても, 未破裂動脈瘤の出血率や治

療成績について調査研究が組織されました｡

国外での研究対象となった脳動脈瘤の大部分

は, 症候性脳血管障害に伴い発見されたもの

で, いわゆる脳ドック検診で発見された無症

候性の脳動脈瘤とは病態が異なり, 手術成績

も異なります｡ いわゆる脳ドック検診が広く

おこなわれている日本国内での調査研究は大

きな意味があると考えられます｡

その結果, 私たちの国立病院を中心とした

研究では, 右記のように, 大きな脳動脈瘤は,

破裂率が高いものの, 小さな脳動脈瘤でも破

裂することが明らかになりました｡

特に, 小さい動脈瘤でも, 形が不整形のも

の, 中でも, 動脈瘤のドームの雪だるまを重

ねたように, ブレブと呼ばれる突起が出てい

るものは, 極めて高い破裂の危険性があるこ

とが明らかになり, このような動脈瘤は治療

の必要があると考えています｡

(脳動脈瘤の術中写真, 矢印はブレブを示す)

次回は, 未破裂脳動脈瘤の手術について具

体的に述べることにします｡
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78歳女性｡

肺炎で入院｡ 環境に順応できず, 夜間

不穏あり, 鎮静が必要であった｡ セレネー

ス注射, 不眠時の内服薬服用などは効果

がある時と無い時があった｡ 酸素カニュー

レを外したり, カテーテルを抜いて欲し

いと訴えていた｡ 危険行為を防止するた

め, 看護計画にも不穏, 譫妄時の看護計

画が立てられていた｡ 日中は意味不明な

言動が多くみられた｡ 当日22時は睡眠中｡

23時頃看護師が訪室, 中心静脈ライン,

バルンカテーテルの自己抜去を発見｡ 再

挿入となった｡

【患者家族への説明】
夜間不眠のため, 薬を使用している｡

また治療と安全のため安全ベルトを使用

しているが, 自己抜去, 再挿入となった｡

【原因・背景要因】
１. 入院による環境の変化等で理解能力

や知的能力が低下している｡

２. 不穏時の指示薬使用していたが効果

が無い時がある｡

３. 安全ベルトを使用していたが, 少し

ギャッジアップしていたため, 体位の

ズレでカテーテルに手が届いた｡

【対策】
１. 体位により安全ベルト使用方法を変

える｡

２. 安全ベルトの固定をしっかり確実に

して, 訪室の回数を増やす｡

３. 必要時セデーションも考慮する｡

４. 不眠時の指示の考慮 (精神科受診し

て眠剤の指示)｡

人間の異物を排除するという自然の行

動が医療の現場では, カテーテルの自己

抜去でありチューブの自己抜去である｡

患者側にはカテーテル留置を理解するこ

とが困難であることがこの事例の背景に

ある｡ また, 患者の情報がチーム医療の

中で生かされてない場合がある｡ この事

例でも夜間不眠のための薬剤投与, 安全

ベルト使用, 看護師の頻回の訪室による

早期発見など対策は実施されていても薬

剤量調整, 安全ベルトの使用方法, また

患者はカテーテルを抜いて欲しいと訴え

ていたこと等, 患者の経過を追ってのア

セスメントが不足していた｡

患者のサインを受け止め, リスクを予

測出来ることが大切である｡

事故事例は結果として表に出て来るも

ので, 事故の根本的原因追求や事故の背

景にある要因に注目し, 検討・評価する

ことが大切である｡

カテーテルトラブルにおいては, 治療

上必要である処置が患者にとっては, 苦

痛の要因になり, トラブルへのきっかけ

となることがある｡

したがって, それらの処置を実施する

時点でのチーム医療は, 安全対策に関し

ても重要な役割を果たすと云える｡

◆

他
山
の
石

カテーテルの
自己抜去
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平成17年度

京京都都府府医医師師会会 医医療療安安全全講講演演会会

と き 平成18年１月21日(土) 午後２時30分

ところ 京都リサーチパーク ルーム１ (西地区４号館２階)

ＪＲ丹波口駅より西へ徒歩５分 (五条七本松通下る西側)

テーマ ｢患者と医師のコミュニケーション｣

対象者 府医会員および医療関係者

演 者 橋本信也日本医師会常任理事

※講演後, 日本医師会医師賠償責任保険の説明を行います｡

※多数のご参加をお願いします｡

京都大学医学部附属病院
南西病棟改修に伴う新規入院患者の受入について

京都大学医学部附属病院では南西病棟の結核および一般病床の再配置と診療環境の向上・

整備を目的とした工事が10月以降, 順次着手されます｡ 詳細は下記のとおりですが, 工事

期間中, 患者の受け入れについて困難な時期が生じることになりますので, 会員各位のご

理解とご協力をお願いいたします｡

記

・結核病床 (南西５階)
10月22日(土)
～11月27日(日)

新規結核患者の受け入れが不可能
となります｡

・呼吸器内科 (南西４階)
10月22日(土)
～１月31日(火) 新規入院患者の受け入れ, 特に緊

急入院患者の受け入れが困難にな
ります｡・糖尿病栄養内科,

免疫膠原病内科 (南西３階)
10月22日(土)
～１月９日(月)

�
�
�
�
�
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地区だより執筆のご依頼いただきましたが,

今回はいささか緊張を禁じ得ません｡ 私ども

北桑田医師会は, 京北町と美山町に在住する

医師で構成されていましたが, 本年４月京北

町が京都市へ編入合併し, また美山町は中丹

地域の園部町や八木町などの数町村と来年１

月に合併を予定しています｡ これに伴って北

桑田医師会は本年度をもち発展的に解消し,

それぞれ所属する行政区の医師会に新たに入

会させていただく予定でいます｡

私がこの地域にかかわりをもった最初は,

パート医として国保京北病院に勤務させてい

ただいた1980年頃にさかのぼります｡ 診療の

傍ら, 風光明媚な風景, 北山杉, あゆや松茸

など自然の恵みに囲まれて豊かさを象徴する

かのような美しい家並みに魅せられて, 四季

おりおりの週末, およそ道のあるところくま

なくカメラをもって車で走りました｡ それだ

けでなく, この地で慢性骨髄性白血病の時空

間的集積を観察したことや, 当時は胃腸薬に

含まれていたアネステジンで誘発された遺伝

性メトヘモグロビン血症の大きな家系を見い

だし, その解析を通して血液学, 遺伝学研究

へのさい先のよい出発ができたことです｡ 畏

友山中祥弘先生のご好意によるところが大き

かったのですが, 私だけでなく, パート医と

して一時的に京北病院に勤めた医師の数名が

後に府立医大の教授になっています｡ 最近血

液内科の教授に内定した谷脇雅史先生もその

一人です｡

永く医師会長を務めた山中先生を通して,

地域の多くの先生がたと知り合いになりまし

た｡ しかし, この数年間で長老だった伊藤盛

夫, 岡田公彦, 福田 尚の諸先生が相次いで

ご他界され, またそれと同時に診療所 (医院)

が閉鎖されたことをさびしく思っています｡

昨年, 福田 尚先生の追悼文を書かせていた

だきました｡ 先生は, 厚生大臣, 文部大臣表

彰から京都新聞社社会賞など10指に余る受賞

をされているのに驚き, 交通事情が悪かった

頃, 渾身の力をふりしぼって地域医療に献身

されたことにふかく思いを致しました｡ 同時

に, この２, ３年急激に変化している医師の

動向や医療事情を考えるとき, 先生の生涯に

医の原点を見いだせるのではないかと思って

います｡

平成13年以降私は縁あってふたたび京北病

院に勤務しています｡ 北桑田医師会の会長も

お引き受けしました｡ 大学退職直前, 百年前

を真摯に生きたドイツの一神経内科医Ａ.ス

トゥリュンペルの自伝を翻訳し, その生きざ

まにいたく感動していましたので, この決定

をうれしく思っていました｡ 実際, 最初３年

間, 病院もまずまず順調, 医師会も定期的に

開催でき, いろいろ学術的な交流ができまし

た｡ 美山診療所に勤務しておられた松本先生

は非常に熱心で, 芋煮会などをして多数の患

者さんとふれ合う機会をもたれたことなど印

象に残ります｡

事情が一変したのは昨年の夏頃からです｡

噂に聞いていましたが, 新研修医制度の影響

で医師不足がこうも重くのしかかってくると

は予想しませんでした｡ 京都では人口10万対

260人 (厚生省の当初計画は10万対160) を超

えようとしているので, 正直驚きました｡ し

かしこれは, 私どもだけでなく, 京都府北部

の中小病院は軒並みのようですし, リソース

である大学も非常に困窮しているので, なん

とか凌がなければと思っています｡ 紙面が少

なくなりましたので, このことに関連して最

近印象に残った厚生省の (新研修医制度) 政

策の自賛 (宇都宮啓, 医学会新聞, Ｈ17年９

月12日, 2649号) と朝日新聞の現状ルポ (Ｈ

17年10月12日朝刊) をとりあげて先生がたの

ご判断を仰ぎたいと思います｡ ありがとうご

ざいました｡

北桑田医師会
会 長

阿部 達生
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｢気｣ は目に見えないが, 働きがある｡

病気, 元気の｢気｣の研究はなかなかむずかしい｡

以前平成６年４月前日本内科学会会頭・新潟大

学教授・柴田 昭先生は, 精神・神経免疫学で,

｢病は気から｡ 奥さんが亡くなるとご主人がポッ

クリ死ぬ｡ イボは約２年で治るが, 手をあてると

早く治る｣ と話された｡

まず主観が大切で, 次に客観, 証拠が生まれる｡

心身統合の学問, 生命哲学, 宗教の学問が重要

と考える｡

｢気｣ はプラスの潜在意識を刺激することによ

り視床下部を介して働いているものと思う｡

｢気｣ の体を治すことによって肉体を治す｡ 病

気のエネルギーと ｢気｣ のエネルギーの差は個体

によって決まっているような気がする｡

その後の ｢気｣ の手掌間実験 (１ｍの間隔) で

は, 11例となる｡ 有効例は９例で有効率は82％で

ある｡

その中の２例の被験者の自筆, 写真を参照して

ください｡

第５例 自筆

第６例 自筆 16.３.２

対称実験：写真を参照してください｡

環境条件をきびしくした上, 生命エネルギーの

ないモビール (mobile) と私の手掌間隔を１ｍに

して ｢気｣ をかけたが, 反応なく動かなかった｡

手掌療法は,

副作用なく, 適

応症については,

西洋医学と併用,

また単独で効能

があると考えら

れる｡

結 語

１) ｢気｣ の人体手掌テスト11例中９例, 82％に

有効であった｡

２) 生命エネルギーのないモビール (mobile) で

は, 反応がなく, 動かなかった｡

ここに新知見 (new finding) を得た｡

欄筆するにあたり諸先生並びに皆々様のご指導

に対し深謝申し上げます｡

文 献

１) 上林昌生：｢気｣ 等について：日本医事新報

No.3710 (平成７.６.３) Ｐ74

２) 上林昌生：｢気｣ の研究(Ⅰ)：京都医学会雑誌

第48巻第１号 (平成13年６月) Ｐ71－72

３) 上林昌生：｢気｣ の研究(Ⅱ)：京都医報 2003

April４ Ｐ22－23

４) 神渡良平：安岡正篤の世界 同文館 (平成５

年10月15日) Ｐ373－376

５) 五木寛之 (対談者 望月 勇(気功家))：気の

発見：Ｐ43－64 平凡社 (2004年５月25日)

｢気｣ の研究 (Ⅲ)

舞 鶴 上林 昌生
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生命保険, 損害保険加入にはそれほど計画性

を持っていたわけではありません｡ 高い掛金は

死亡時のことだけ考えてのことでした｡ しかし

傷害にせよ, 疾病にしろ長期間入院した場合ど

うなるのか考えるようになったのは, 多分高血

圧の治療を開始した時期だと思います｡ 近所の

おばさんの強引な勧誘による○○生命, 職場で

入った日赤保険, 保険医協会の傷害, 疾病, 所

得保障保険, クレジット会社が斡旋する外資系

の○○○○○と○○○○○のがん保険や入院保

険と, 知らない間に掛け金が１ヶ月15万円位に

なっていました｡ さらに家内が付き合いで掛け

ていた生命保険も７, ８万円ありました｡ 入院

証明書だけでも５, ６枚書いてもらう羽目になっ

ていました｡ びっくりしたのは外資系保険会社

の対応の早いこと, 請求して10日目には銀行口

座に振り込まれていた事実です｡ がん保険の威

力は大変有難かった印象を受けました｡ あとは

所得保障保険と休業補償, 高額医療費の一部払

い戻しもうれしく思いました｡ ただ申請書類が

複雑で, 入院ベッドの上に並べていっせいに作

成しました｡ 診断書料も馬鹿になりません｡

確定申告も入院中に行いました｡ 退職金をも

らった年でもあり, 計算が複雑でした｡ 白色の

特別な用紙を使いました｡ 青色が税務署から来

ていましたが, 結局は書き直しました｡ ３ヶ月

収入がありませんでしたので, 申告すれば所得

税の還付があると思っていましたが, ほんの少

しでした｡ でも医療費控除は全額認めてもらえ

ました｡ 領収書を保存しておいたことと, 内訳

を細かく記載したこと, 自分で購入した治療材

料, 保護材料の用途の説明をしたことが評価さ

れたのか, 感謝しています｡ 入院して時間をも

てあましていたのと, 確定申告に必用なテキス

トを差し入れてくれた同級生のおかげでもあり

ます｡ 今から振り返れば, 書類作りの集中力は

大したものでした｡

ノートパソコンを持ち込んで, ネットによる

株の取引, 馬券購入, オークション商品の購入

などで結構楽しみました｡ 株にせよ馬券にしろ,

オークションにしても, 締め切り時刻ぎりぎり

に購入できる魅力はたまりませんでした｡

看護師の質：ベッドの頭側の枠にぶら下がっ

ていた名札には, 主治医と一緒に受け持ち看護

師として, 入院時から退院するまで名前が書い

てありました｡ ３ヶ月ぐらいの間どの人か知り

ませんでした｡ 名前と顔が合わないのです｡ で

もバランスの取れた優秀な方でした｡ そのほか

Ｗ. Ｎ. Ｋさんには, 自分が一患者であっても

医療関係者扱いをしてもらえました｡ 知識も豊

かで, 対応が早く, 今何を一番にするか判断の

できる方々でした｡ 大人の会話ができ, 癌術後

の病棟には必要な看護師さんです｡ 医者も患者

の一人ではありますが, ガイドラインやクリニ

カルパスに忠実過ぎるワンパターンの看護に引

き入れて欲しくなかったことは事実です｡

６ヶ月の入院中に４人の研修医に出会いまし

た｡ ２人は２年目, １人は半年目, もう１人は

成り立てでした｡ 腹部透視に出かけるのにたえ

ず患者 (自分) の前を早足で歩くＡ君が印象的

でした｡ 何でも自分でやってみるチャレンジ精

神は外科向きです｡ いい結果が出ると, 患者の

ことであろうと, 自分の腕のことであろうと,

場違いのところだと思うのですが ｢すばらしい！｣

発言が癖なのでしょう？

半年目の女医さんは, 自分では外科に向かな

いといやいやでしたが, ２ヶ月目からは私のラ

イフサイクルに合わせてくれる, 気が利く医者

の素質を見せ始めました｡ 男っぽい振りをしな

がら細やかな女性でした｡ ｢素敵！｣ と情が移っ

た研修医でした｡ 私の疾病に付き合い, 外科の

すばらしさも体験されたと思っています｡

��������
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右 京 大島 良夫
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������������������ 京京京都都都府府府医医医師師師会会会南南南部部部学学学術術術講講講演演演会会会

と き 11月26日(土) 午後３時から午後５時

ところ 長岡京市立中央公民館３階 市民ホール

(長岡京市天神四丁目 (長岡京市立図書館北),

阪急長岡天神下車徒歩５分, TEL (075) 951－1278)

※駐車スペースが少ないため, 出来るだけ公共交通機関をご利用か, 乗り合わ

せにてご来場くださいますようお願いします｡

ご講演 ｢これからの地域医療・地域福祉を考える｣

…地域包括ケアシステムの必要性

尾道市医師会会長 片山 壽氏

日本の高齢社会の進展はかねてより想定された事とはいえ, これまでの社会の様々

な制度や仕組みの中では対応しきれず, 大きく見直しが迫られています｡ そのこと

はそれぞれの地域で生活を営む地域住民の意識・価値観もまたその変革が迫られて

いるといえます｡

平成18年４月に介護保険法の改定が決まっておりますが, その中味である地域包

括支援センターの創設や介護予防給付, 地域密着型サービスなど考え方の中心は,

高齢者の方が住み慣れた家, 住み慣れた地域で, 最期まで個人の尊厳を持った生活

が継続できるための ｢地域の仕組み作り｣ であります｡

厚生労働省が注目し, 先駆的にその仕組み作りを実践されている広島県・尾道市

医師会の取り組みについて, 指導的役割を果たされた片山 壽先生の講演を聞きな

がら, 地域医療・地域福祉のあり方として医療・介護・福祉機関, ならびに行政機

関が連携した新たな仕組み (地域包括ケアシステム) 作りについて考えていきたい

と思っています｡ そのような趣旨で京都府医師会と京都府南部４地区医師会で表題

の講演会を企画いたしました｡

医師会会員はもとより, 医療機関職員, 保健・介護・福祉関係の方など, 一人で

も多くのご参加を心からお待ちしております｡

申込先 FAX番号：075－952－2343

問合せ先：075－953－3914 (乙訓医師会事務局)

E-mail address：jotokuni@skyblue.ocn.ne.jp (メールでも結構です)

参加費 無料

共 催 京都府医師会 宇治久世医師会・綴喜医師会・相楽医師会・乙訓医師会
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府医図書室検討小委員会では, 明るく利用し

やすい図書室をめざして, 種々検討を重ねてま

いりましたが, このたび, 図書室内の書架２本

を取り払って, 古い雑誌等を倉庫に移動させ,

図書室を広く明るく利用しやすいように模様替

えをいたしました｡ 一度, ぜひお立ち寄りくだ

さるよう, ご案内申し上げます｡

☆｢医中誌｣ ・ ｢今日の診療 ハイブリッド CD-ROM版｣ ・ ｢ステッドマン医学大辞典｣ 等の

パソコン検索ができます｡

☆ビデオ・ＤＶＤを室内でご覧いただけます｡

学術講演会のビデオ, ＤＶＤをご覧ください｡

ソフトの貸し出しも行っております｡

☆新着雑誌の目次コピーサービスもご利用くだ

さい｡

ご希望の雑誌の目次のコピーを継続してお送

りいたします｡ 目次をご覧になって必要な記

事をお申し出いただきますと, コピーをＦＡＸ

にてお送りいたします｡ 現在, ９人の方にご

利用いただいております｡

☆文献コピーは１回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いただけます｡ 府医図書室にて取次ぎサービスをいたし

ますので, 府医にない雑誌についてご利用ください｡

☆湯茶の用意もしております｡ お気軽にお越しください｡

なお, 図書室には午後１時から４時半まで, 担当者が常駐しております｡

(TEL 075－312－3671 内線302, FAX 075－314－5042)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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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医薬品安全性監視の計画について (通知) (京都府薬務室長)

近年, 優れた新医薬品の地球規模での研究開発の促進と患者への迅速な提供を図るため, 承

認申請資料等の国際的ハーモナイゼーション推進の必要性が指摘されています｡

このような要請に応えるため, 日米ＥＵ医薬品規制調和国際会議 (以下 ｢ＩＣＨ｣ という)

が組織され, 品質, 安全性, 有効性を含む各分野で, ハーモナイゼーションの促進を図るため

の活動が行われているところです｡

今般, ＩＣＨにおける三極の合意に基づき, ＩＣＨ Ｅ２Ｅガイドライン ｢医薬品安全性監

視の計画｣ が厚労省によりとりまとめられ, その周知が求められたものです｡

②カートリッジ型のインスリン製剤 (ランタス注オプチクリック300) 及び専用の手動式医薬

品注入器 (オプチクリック) の安全対策について (日医常任理事)

標記製剤について, カートリッジからの液漏れが報告され, また専用の手動式医薬品注入器

(オプチクリック) の注射液量を示すディスプレイの表示が投与量の設定後に意図せずに設定

前の状態 ｢００｣ の表示に戻る事象が起こる可能性があることが判明しました｡ 本件は, これ

らの事象について医療関係者及び使用患者に注意喚起する必要があることから, ランタス注オ

プチクリック300について, ゴム栓中心部に注射針をまっすぐに取り付けることの必要性とそ

の具体的方法の説明, オプチクリックについてディスプレイの表示が意図せずに ｢００｣ と戻っ

た可能性のある場合, 必ず空打ちを行った後, 投与量を再設定し, 設定後は直ちに投与する必

要性及びその具体的方法を説明するよう, 本会会員に対して周知するよう求められたものです｡

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』』』』』
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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平成17年度医療施設受診環境整備補助金に

係る事業計画の募集について

本事業は, 年齢や性差別等に対応した医療提供を促進するため, 医療施設の開設者が行う高

齢者や障害者, 女性等が受診しやすい環境を整備するための事業に対する助成で次に掲げるも

のを交付の対象としています｡

①高齢者等にやさしい医療施設整備促進事業

病院, 診療所及び歯科診療所の開設者が行う高齢者等の受診に配慮した環境づくりのた

めの施設改修等の事業

②女性専用外来整備促進事業について

病院, 診療所の開設者が行う女性専用外来開設のための診療室改修等の事業

つきましては, 今年度中に改修計画がある医療機関で, まだ申請されていない場合は下記の

要領にて受付をいたします｡

なお, 当計画は補助金交付申請に先立ち補助対象の可否および予算措置等の参考とするもの

であり, 補助金の交付を確約するものではありません｡

記

１. 提出書類
(１) 事業計画書 (３) 工事見積書

(２) 工事箇所の図面 (４) 仕様書 (設備の場合は商品カタログの写しでも可)

２. 提出期限
平成17年11月22日(火)

３. 提出部数および提出方法

※この件に関するお問い合わせは, 京都府医師会事務局総務課 (TEL 075－315－5273)・京

都府医療室地域医療事業担当 (TEL 075－414－4744) までお願いいたします｡

京都市内に所在する医療機関 １ 部 京都府医療室へ直接提出

京都市外に所在する医療機関 ２ 部
所管保健所を経由の上, 京都府医療室へ
提出
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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 1.450％ 1.950％ 1.550％

10年以内 1.550％ 2.050％ 1.650％

20年以内 1.550％ 2.050％ 1.750％

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 18 年１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 18 年１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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競技は, 60～69歳の方のシニアの部, 70歳

以上の方のグランドシニアの部に行われ, シ

ニアの部は優勝が余 昌英氏 (北), 準優勝

に油谷志寿意氏 (綴喜), 第３位に余 貴順

氏 (北) が, グランドシニアの部は大野正彦

氏 (西陣) が優勝, 準優勝に中部晋行氏 (伏

見), 第３位を中村 昭氏 (綴喜) が獲得

した｡

プレー後は, 安田迪之氏 (東山) 司会のも

と懇親会が行われ, まず主催者を代表して油

谷府医会長より挨拶, 続く表彰式では, 各受

賞者に賞品が手渡される度に参加者から大き

な拍手が送られ, 会場は和やかな雰囲気に包

まれた｡

本日のプレー内容等ゴルフ談義に尽きない

様子であったが, 最後に来年の大会への参加

を呼びかけ, 第27回府医懇親シニアゴルフ大

会は成功裡に閉会した｡

◇主な成績

シニアの部

優 勝 余 昌英氏 (北)
準優勝 油谷志寿意氏 (綴喜)
第３位 余 貴順氏 (北)
ベストグロス 藤田 邦浩氏 (北)

グランドシニアの部

優 勝 大野 正彦氏 (西陣)
準優勝 中部 晋行氏 (伏見)
第３位 中村 昭氏 (綴喜)
ベストグロス 松木 正義氏 (右京)

第第第第第第222222777777回回回回回回 府府府府府府医医医医医医懇懇懇懇懇懇親親親親親親シシシシシシニニニニニニアアアアアアゴゴゴゴゴゴルルルルルルフフフフフフ大大大大大大会会会会会会

シニアの部 余 昌英氏(北),
グランドシニアの部は大野正彦氏(西陣) が優勝

10月10日(祝), 第27回府医懇親シニアゴルフ大会が, 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コースで開催

された｡ 時折小雨が降る天気となったが, ご婦人の方も含め11地区28名の参加のもと熱戦が展

開された｡

シニアの部優勝の余 昌英氏 (左) と
グランドシニアの部優勝の大野正彦氏 (右)
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献血にかかる検診医の募集

京都府赤十字血液センターでは, 献血者の検診を行う医師を募集しています｡ 献血は医

療機関が必要とする血液製剤を確保するための重要な事業です｡ 会員各位のご協力をよろ

しくお願いします｡

△

内 容 献血者の検診 (問診, 血圧測定)

△

場 所 献血バスまたは献血ルーム

△

時 間 バ ス ８：30～17：10

ルーム ９：20～18：00

△

勤務日 月曜～金曜, 土曜, 日曜も歓迎

曜日および日数は相談に応じます

△

報酬他 下記連絡先までご照会ください

＊連絡先 京都府赤十字血液センター

所長：藤井, 副所長：伊藤, 医務課：松村の各氏まで

電話 (075) 531－0111

京都府医師婦人会は昭和30年発足以来,

今年で50周年を迎えることとなりました｡

つきましては, 下記のように記念式典を

予定いたしておりますのでご参加くださ

いますようよろしくお願いいたします｡

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｡

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～

会 長 辻 玲子

(0774－43－1158)

実行委員長 鈴木美保子

(493－7778)

50周年記念行事
創立50周年記念式典
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訃 報

前田基彰氏／東山・第一日赤・10月６日ご逝去・57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

金城信雄 Ｂ 下西 湯本義一 Ｂ 伏見 鹿江 寛 Ｂ 宇治

久津見弘 Ｂ 東山 田中裕久 Ｂ 山科 中澤優子 Ｂ 宇治

尾木祐子 Ｂ 宇治 中島 亮 Ｂ 宇治

会
員
消
息

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

米田誠一 Ｂ→Ａ
船井→
乙訓

長岡京市野添２丁目10－16
よねだ内科クリニック

951－1110 内・循・消

高屋和志 Ｂ→Ａ
亀岡→
船井

船井郡園部町小山東町平成台１号５－１
高屋こども診療所

(0771)
68－1155

児・アレ

漆原令子 Ａ→Ｂ
左京→
中西

中京区西ノ京北壺井町67
京都工場保健会診療所

802－0131 内

酒井 章 Ａ→Ｂ
左京→
左京

左京区上高野東山町65
高折病院

781－3161 内・循

新谷不二雄 Ａ→Ｂ
東山→
東山

東山区渋谷通大和大路東入下新シ町338
新谷医院

561－3075 内

井上 衛 Ｂ→Ｂ
東山→
綴喜

八幡市川口別所61
京都八幡病院

971－2001 内

木谷圭介 Ｃ→Ｂ
府医大→
宇治

宇治市五ヶ庄三番割32－１
宇治黄檗病院

(0774)
32－8111

内

� 会員の声 ｢気の研究 (Ⅲ)｣ について

上林先生から ｢気の研究 (Ⅲ)｣ をご投稿いただきました｡ ｢気｣ の概念につきまして

は現代医学の中でその位置づけが未だに困難なものであり, 掲載につきましては会員各

位から色々なご意見があるかと思われます｡ 今回は編集人の責任のもとで掲載させてい

ただきますとともに, 先生のご研究が深化されますことを期待いたします｡

� 前田先生のご逝去に接して

元府医広報委員の前田基彰先生がご逝去されました｡ 昨年来, 心身ともにお辛いなか

で闘病記を医報に連載寄稿していただきました｡ 多くの会員が, あらためて医師として,

人として, 親としての先生のお人柄に接することが出来たのではないかと思います｡ 心

から先生のご冥福をお祈り申し上げます｡

編集人 記
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理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 第５回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

２. ９月度基金幹事会の状況

３. ９月度労災審査協議会の状況

４. 新規指定前講習会の状況

５. 京都府内における予防接種広域化実施

説明会の状況

６. 産業医研修会の状況

７. 第６回産業保健委員会の状況

８. 介護報酬説明会の状況

９. 第11回地域ケア委員会の状況

10. 第59回府医懇親ゴルフ大会の状況

11. 近畿ブロック広報担当理事連絡協議会

の状況

12. 地区医師会広報担当理事・情報企画委

員会委員合同協議会の状況

13. 第31回京都医学会の状況

14. 第10回生涯教育検討小委員会の状況

15. ９月度協会医賠処理室会提出件数

16. 日医第８回ＩＴ問題検討委員会の状況

17. 日医第３回医療情報システム連絡協議

会の状況

18. 日医健康スポーツ医学委員会の状況

19. 京都私立病院協会との役員懇談会の

状況

【議 事】

20. 会員の入会・退会９件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

第23回定例理事会 (９.29)
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22. 第３回京都学生祭典への医師派遣を

可決

23. 第６回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

24. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

25. 京都市肺がん検診読影委員会委員の推

薦を可決

26. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

27. 2005年度 ｢京都府北部三療学術研修会｣

への講師派遣を可決

28. 第46回京都糖尿病週間行事への後援を

可決

29. 平成17年度第１期健康教室の認定を

可決

30. 兵庫県臨床検査値統一化記念講演会へ

の出席を可決

31. 府医学術講演会の開催を可決

32. 学術講演会の開催並びに ｢日本内科学

会認定内科専門医資格更新講座｣ の申請

を可決

33. 指導医のためのワークショップ打合せ

並びに懇親会の開催を可決

34. 看護専門学校専任教員の本採用を可決

35. 両会懇談会の中止を可決

36. 平成17年度四師会懇談会の開催を可決

【報 告】

１. 10月１日現在の会員数

10月１日現在 4,235名 (＋２名)

２. 中東医師会との懇談会・保険懇談の

状況

３. 総務担当部会の状況

４. 第13回社会保険研究委員会の状況

５. 厚生労働省特定共同指導の状況

６. 第４回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

７. ＩＴ (ケータイ) 活用健康づくり研究

会第５回会議の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 介護保険主治医研修会の状況

10. 平成17年度子育て支援シンポジウムの

状況

11. 乳がん検診症例検討会の状況

12. 第７回感染症対策委員会の状況

13. 第４回環境保全対策特別委員会の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. 第14回医療安全対策委員会小委員会Ａ

の状況

16. 第113回日医臨時代議員会の状況

17. 日医社会保険診療報酬検討委員会の

状況

【議 事】

18. 会員の入会・異動・退会25件を可決

19. 常任委員会の開催を可決

20. 専門医会への助成金交付を可決

21. 第７回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

と き 11月16日(水) 14：30

22. 京都府医師会諸会費の免除を可決

23. 新規個別指導の開催を可決

24. 地区社会保険担当理事連絡協議会の開

催を可決

と き 11月19日(土) 14：30

25. 府内市町村国保運営協議会連絡会の開

催を可決

26. 京都市介護認定審査会委員の推薦を

可決

第24回定例理事会 (10.６)
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27. 京都市肺がん検診読影委員会委員の追

加推薦を可決

28. 産業医研修会の共催を可決

29. ｢京都介護・福祉サービス第三者評価

等支援機構｣ への入会と設立総会への出

席を可決

30. 第１回京都ピンクリボンフェスティバ

ルの後援を可決

31. 第８回京都マンモグラフィ講習会の開

催を可決

32. ｢皮膚の日｣ の行事への共催および助

成金交付を可決

33. ｢脳卒中市民講座｣ への後援を可決

34. 平成17年度近医連医業経営担当理事連

絡協議会への出席を可決

35. 平成17年度医療安全講演会の開催を

可決

36. 第３回医療安全シンポジウムの開催並

びに寸劇にかかる発注を可決

37. 府医学術講演会の開催を可決

38. 学術研修会の後援並びに日医生涯教育

講座 (３単位) の認定を可決

39. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

40. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

41. 平成17年度日医都道府県医事紛争担当

理事連絡協議会への出席を可決

42. 第３回臨床検査精度管理特別委員会の

開催を可決

～ 11月度請求書 (10月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (木) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (木) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 14日 (月) 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｡

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

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｡




