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ショイベ (Heinrich Botho Scheube 1853－1923)
1853年, ドイツのツァイツ (Zeitz) に生まれる｡ 1876年

ライプチヒ大学を卒業｡ 明治10年 (1877) マンスフェルト
の後任として京都府療病院教師に就任｡ 西洋の最新医学を
携えての朝の講義と診療, 午後の療病院での診療と研究,
帰宅後も勉強をつづける精励さにより, 青年医師ショイべ
はヨンケル, マンスフェルトにくらべ遥に評価は高い｡ 明
治14年 (1881) 12月京都府の予算削減問題に絡み解雇され
る｡ 在京４年の主たる研究は脚気と寄生虫であり, 前者は
伝染病説をとり, 後者には十二指腸虫の発見, マンソン弧
虫の発見, フィラリアの日本での初発見などがある｡ 1882
年熱帯アジア (中国, シャム, ジャワ, セイロン) への長
期の学術旅行のち帰国｡ ライプチヒ大学で私講師をしたの
ちグライツ (Greiz) にて開業｡ 1923年没, 享年70｡ ｢熊文
化とアイヌの熊祭り｣ ｢日本人の脚気｣ ｢日本人の栄養｣ ｢フィ
ラリア病｣ など日本に関する論文も多い｡
(参考文献：｢京都府立医科大学眼科学百二十年史｣)

奥沢康正 (西京)
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次次期期京京都都府府医医師師会会長長
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来年４月１日より新しい任期の始まる京都府医師会会長に, 森 洋一 氏 (乙訓) が初

当選し, 第14代会長に決まった｡

次期会長は本年12月18日投票の選挙において選出される予定であったが, 立候補締切日

の11月30日午後４時までに森 洋一氏以外の届出がなかったため, 無投票で当選が確定

した｡

任期は平成18年４月１日から平成20年３月末までの２年間｡

なお, 副会長・理事は来年２月18日に開催される京都府医師会第171回臨時代議員会で

選任・報告される｡

森氏は, 京都府出身で58歳｡ 昭和47年,

京都大学医学部卒業｡

国立京都病院勤務を経て, 昭和56年長岡

京市で開業｡

平成８年から京都府医師会理事, 平成13

年から京都府医師会副会長のほか, 京都府

地方社会保険医療協議会委員などを歴任｡

標榜科目は, 小児科, 内科, 循環器科｡
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冒頭の開会挨拶で, 上原従正乙訓医師会長

は, 先の衆議院議員選挙で自民党が大勝した

ことに触れ, 小泉政権は官邸主導, 財政主眼

の医療制度改革を推し進めようとしていると

述べるとともに, 新聞で報道された医療経済

実態調査の報告について, 大幅なマイナス改

定へ誘導するマスコミの操作ではないかとの

見方を示した｡

続いて, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 18年

度予算編成や厚生労働省試案等についての見

解を示すとともに, 今後の日本医師会, 京都

府医師会としての活動方針等について説明を

行った｡

油谷府医会長は冒頭の挨拶で, 医療制度改

革はこれから正念場を迎えるとの見方を示し

た上で, 厚労省試案が出されて１ヶ月が経過

したことから, 政府は関係各方面の意見をと

りまとめて18年度予算編成に取りかかる予定

であると説明した｡ また, これまで医療制度

改革は経済財政諮問会議が中心となっていた

が, 今後は与党中心の医療制度改革協議会に

委ねられるとし, 小泉首相は ｢自民党をぶっ

壊す｣ としているものの, 今のままでは民主

主義も崩壊させかねないとの見方を示した｡

小泉政権に対抗する手段として, 国民運動,

｢医療制度を考える集い｣ を開催して, 国民

に疑問を投げかけるしかないとの意向を示

した｡

�������

保険医療懇談会では, 森府医副会長から昨

年度の主な指導状況として, 特定疾患療養指

導料の診療録への内容記載不備, 画一的な検

査の施行等について説明がなされた｡ また,

審査機関からの返戻の対応や院外処方せん発

行医療機関の病名漏れがあるとそのまま減点

に繋がることが指摘された｡

油谷府医会長からは, 地区懇談会に保険医

療懇談会を入れた経緯および個別指導の発端

を十分理解願いたいことが説明された｡

地区からの ｢審査基準等の内規があれば周

知してもらえないか｣ との意見に, 森府医副

会長は ｢審査機関の中央から公開されている

内容がいくつかあるが, 京都で認められない

と決定した内容については, 京都医報で周知

していきたい｣ と述べ, 理解を求めた｡

その他, 一次審査並びに再審査の減点に関

乙訓医師会と府医執行部との懇談会が11月14日(月), 乙訓休日応急診療所において開催され,

地区から26名, 府医から６名が出席, 水黒知行乙訓医師会副会長の司会のもと約２時間にわた

り活発な意見交換が行われた｡

乙乙 訓訓
医師会との懇談会

医療を巡る諸問題でフリートーキング

乙訓医師会との懇談会 (11.14 乙訓休日応急診療所)
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する質問, ＯＲＣＡの普及状況に関する質問

等が挙げられるなど, 活発な質疑応答がなさ

れた｡

フリートーキング形式での議論展開

懇談会はフリートーキング形式で進行され

た｡ 地区から, 先日の ｢医療経済実態調査に

基づく個人立診療所は228万円の黒字｣ とい

う報道について指摘があり, 森府医副会長は,

２年ごとに中医協において医療経済実態調査

が行われ, 診療報酬改定時期と重なってくる

ことを示した上で, 確実に恣意的に出されて

いるとの見解を示し, また, ｢(医療経済実態

調査が) 出される度に指摘をしている｣ と述

べた｡ また, 228万円の中には医療機器や建

物費用, 従業員・事業主の退職金引当金が含

まれることから, 一概に全てが純利益となっ

ている訳ではなく, 賞与分等を勘案し差し引

きすると約100万円の給与額となること等を

説明, 医療機関の実態を整理して近々京都新

聞へ提言するとの意向を示した｡

また, 日本医師連盟による自民党への政治

献金について話が及ぶと, 森府医副会長は植

松日医執行部発足後は従来の政治献金の形態

をとっておらず, 必要に応じた献金を行うよ

うにしているとした上で, 近年は日本医師連

盟会費の40％が都道府県医師連盟に還付され

ている現状を説明した｡ これに対し地区から,

献金を全て廃止し国民の理解を得るために新

聞広告等に費用を費やしてはどうかとの提案

がなされ, 森府医副会長は, (新聞広告を出

しても) 意外に目に入らず, 注意深く読んで

もらえない可能性が高いと指摘, 費用対効果

の見極めが必要との見方を示した｡ また, 国

民の理解を得る方策として, 12月10日に京都

府医療推進協議会主催で ｢これからの日本の

医療制度を考える集い｣ を開催した上で, 現

在の財政主導の医療制度改革について, 直接

国民に疑問を投げかけるとし, 集いの具体的

内容について説明を行った｡ さらに国民医療

推進協議会において ｢国民皆保険制度を守る

署名活動｣ を展開するとし, 京都府医療推進

協議会でも各地区医師会へ強力を呼びかけて

いる現状を示すとともに, 署名活動の要項を

述べ, スケジュール (中間報告・最終報告日

程), 目標署名数等, 具体的な説明を行った｡

また, 地区から, 若い会員の医師会活動離

れが目立つことから組織率の低下につながっ

ている現状が指摘され, ｢京都府医師会とし

て若年層の会員との話し合いを持つなどの見

直しが必要ではないか｣ との意見が挙がった｡

森府医副会長は, 長期的目標として大学の医

学部学生に講義を行い, 医師としての倫理,

地域医療の在り方等を示していくこと, また,

研修医に対しても同様の活動を実施していく

ことの重要性が訴えられた｡ また, 藤村府医

理事は, 府医としては新入会員との懇談会を

年に２回実施していると述べた上で, 研修医

制度について, ｢学術団体｣ という方向から

医師会のＰＲを行うことが重要との見方を示

し, 府医共催の学術講演会においてパンフレッ

ト, ポスターを作成し, 医師会員でなくとも

(学術講演会に) 参加が可能であることを広

報していると説明した｡ これに対し地区でも

研修医の保健所研修の中で在宅療養手帳の説

明, 主治医意見書の記載マニュアル説明会等

を開催したとの報告がなされ, 乙訓医学会に

おいても研修医の発表が多くを占め, 活発な

交流を行うことができたとの見解が示された｡

その他, 医療制度改革の医療費総枠管理に

ついての質問や病・診連携, 基本健康診査,

についての活発な意見交換がなされ懇談会は

盛況の内に幕を閉じた｡
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冒頭の開会挨拶で, 内山卓京大医師会長は,

最近の医療を取り巻く環境の厳しさに触れ,

府医と地区医師会の共通した問題, とりわけ

18年度診療報酬改定の状況によっては, 大学

病院の役割を十分果たすことができるか気が

かりとの見解を示すとともに大学病院特有の

問題について協議していきたいとの意気込み

が示された｡

続いて, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 医療

費の適正化, 医療提供体制の見直し等医療制

度改革の根幹を占める部分についての説明を

行うとともに, 平均在院日数の短縮や中核病

院の役割の見直し等の各論についての見解を

示した｡

油谷府医会長は挨拶の中で, 医療制度改革

は大詰めを迎えるとした上で, 医療制度改革

の柱は医療費の適正化, 医療提供体制の見直

しに尽きるとの見方を示し, 国は各都道府県

に (医療費の) 適正化を実現させるための適

正化計画を策定させ, 目標に届かない場合は

補助金の削減等のペナルティを課すことが試

案に盛り込まれていると説明した｡ 具体的に

は, 平均在院日数の短縮や中核病院 (拠点病

院) の役割の見直し, 患者の視点から広告規

制の在り方の見直しが我々に関係するとし,

在院日数の短縮については我々も協力しなけ

ればならないが, 拠点病院の役割については

診療実績の向上もさることながら, 連携実績

の評価を見極めていく必要があるとの見解を

示した｡ 広告規制の問題についてはポジティ

ブリスト方式から包括規定方式とし, 一定の

エビデンスに基づき, 客観的に判断できる広

告方法をとることにより, 広報の質の担保や

情報提供量の増加見込まれているとした｡ ま

とめとして, 京大医師会に対し, 独立法人化

されたことにより財政的な問題等が山積して

いる状況に理解を示しつつも, 以前と変わら

ずアカデミックな姿を維持してほしいとの意

向を示した｡

総合臨床教育・研修センター
の設置について

地区から, 総合臨床教育・研修センターの

機能図が示され, 移行前は卒後臨床研修セン

ターや薬剤部看護部等各々が独立していたと

した上で, 移行後は総合臨床教育・研修セン

ターとして有機的に一つのセクターに統一し,

順次運営していることが報告された｡ 東府医

理事からの ｢当センターの設置は卒後教育に

京大医師会と府医執行部との懇談会が11月21日(月), 京都大学医学部附属病院において開催

され, 地区から９名, 府医から７名が出席, 約１時間半にわたり活発な意見交換が行われた｡

京京 大大
医師会との懇談会

大学病院を取り巻く諸問題で活発な議論

京大医師会との懇談会 (11.21 京都大学医学部附属病院)
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絞ったものか｣ との質問に対しては, 現実に

は卒後が主体とはなるが, 総合的に臨床教育

に関わるのもであるので卒前教育にも関わる

との意向が示された｡ さらに東府医理事から,

京都大学医学部附属病院での京都府医師会看

護専門学校の実習費が大幅に引き上げられた

ことについて触れ, 京都府医師会と京大医師

会間の連携強化の必要性が指摘された｡ 森府

医副会長は, 独立行政法人化されたことによ

る財政的な厳しさに理解を示しつつも, ｢連

携｣ の観点から事前の報告や協議を行う場を

求めた｡ また, 先般開催された日本医師会代

議員会において, 卒前教育の中で医師の倫理

観を教育することの必要性を訴えた結果, 全

国病院長会議において議題として取り上げら

れ, ｢カリキュラムとして組み込むための検

討を行う｣ との回答を得たと報告した｡

専門医修練 (卒後３年目以降)
の受入について

地区から, 初期臨床研修について大学離れ

が潮流として進んでいる現状が示され, 卒後

３年目以降の医師に対しての指針を示し, 卒

後３年目から７年目までの医師の中で専門医

を目指し, 診療チームでリーダーシップを発

揮できる医師の育成を目指しているとした上

で, 地域医療機関とローテートし地域医療の

活性化を目標としているとの意向が示された｡

東府医理事から本研修制度によって郡部の

医師不足が深刻化し, 地方の医療機関は困窮

している現状が示され, 地区から専門医修練

を具体的に進めるには地方医療機関もターゲッ

トにする必要があるとの見方が示されるとと

もに, 全国レベルでの誘導策の必要性が訴え

られた｡ 安達府医理事は, 卒前教育の一環で

地方の医師不足の状態を見て, 医師としての

使命感を感じる者も出てくる可能性を示唆し,

改めて卒前教育の重要性を訴えた｡ また, 専

門修練を終えた医師に対しての配慮を怠れば,

必ず経済財政諮問会議や規制改革・民間開放

推進会議は, 医師の人材派遣事業に目を付け,

ニーズに応じた適正な医師の配置が侵害され

る恐れがあるとの指摘を行った｡

また, 油谷府医会長は, 専門医である前に

医の倫理や地域医療, 地域保健にも精通した

医師を養成する必要があるとした上で, 研修

医が一般の病院に流れている現状を十分に分

析し, 卒業生が母校で研修できる最大の魅力

を模索するべきとしつつも, (一般の病院と)

競合して財政中心の方針・施策を採るべきで

はないとの見方を示した｡

その他, 地区から紹介初診患者予約システ

ム, 地域医療機関への広報活動についての見

解が示され, 活発な意見交換がなされた｡
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冒頭, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 医療制

度改革について言及｡ 療養病床における食住

費の自己負担と現役並みの所得がある70歳以

上高齢者の３割負担がほぼ決定しかけている

ことに加え, ｢政府・与党医療改革協議会の

中では診療報酬を下げる方向で認識が一致し

ている｣ との流れを述べ, 中医協および社会

保障審議会等の場を通り越してトップダウン

で決定されることに懸念を示した｡

またこの状況を踏まえ, ｢日医は今後の結

果によっては, 斬新な活動への意気込みを示

さなければ, 存在意義が問われることになる｣

とし, これからは将来展望に繋がるような見

通しを持って行動を起こしていかなければい

けないと述べた｡ その上で, ｢日医の政策決

定プロセスやブレーンを再構築し, 国民の為

に活動している姿を示していくことが必要で

ある｣ との見解を示した｡

診療報酬改定・
医療制度改革を控えて
～各医療機関での地道な

広報活動が不可欠～

中嶋府医理事から来年度診療報酬改定をめ

ぐる動きと現在の検討状況について説明, そ

の後質疑応答がなされた｡ ｢日医として反論

はしないのか｣ ｢なぜ状況がこれほど逼迫す

るまで行動に移さなかったのか｣ という質問

に対し中嶋府医理事は ｢改定率の根拠となる

医業経済実態調査以外の要素において, 財務

省や内閣府の力が今まで以上に強くなってい

る｣ と現状での問題点を説明｡ 立入府医副会

長は, ｢日医としても従来から反論してきて

いる｣ と述べ, 日医の主張が聞き入れられな

い状況にあることに言及した｡

一方, 地区からは ｢医療の問題に医師の意

見が反映されないのは憂慮すべき事態である｣

との意見が挙げられた｡ 上原府医副会長は,

正論が通らないのが現状であるとした上で

｢打開策は国民を味方につけることしかない｣

との見解を示し, ｢日医だけに任せるのでは

なく, 各医療機関で患者に理解してもらう努

力も必要である｣ と強調した｡ 加えて久山府

医理事は ｢医療についてマスコミで取り上げ

られても, 現場の声は届かない｡ 医療関係者

だけでなく, 医療推進協議会のように患者団

体も含めた団体で周知し, 臨床の現場で国民

を目覚めさせる方策を採る必要がある｣ とし,

署名運動への協力を改めて依頼した｡

西陣医師会と府医執行部との懇談会が11月29日, 京都ブライトンホテルで開催され, 地区か

ら14名, 府医から10名が出席, 垣田敬治西陣医師会長の司会・進行のもと, ２時間にわたり活

発な意見交換が行われた｡

西西 陣陣
医師会との懇談会

医療保険制度, 介護保険制度改革を巡る課題で意見交換

西陣医師会との懇談会 (11.29 京都ブライトンホテル)
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地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

油谷府医会長は, ｢財政再建＝日本の方向

性というあおりを受けているのが社会保障分

野であるということに国民は気付いていない｣

と指摘し, ｢国民に関心を持ってもらう方法

を皆で一緒に考えて欲しい｣ と呼びかけた｡

地区からはこれに関連し, ｢任期満了によ

る首相交代で事態は好転するのか, またその

場合に日医はどう行動するのか｣ との質問が

挙げられ, 油谷府医会長は ｢この流れに乗る

市場原理主義者が存在する限り, 流れは続く｣

との見通しを述べるともに, ｢日医は今後の

動きに対し慎重な姿勢だが, 府医としては提

言を続けていく｣ との意気込みを示した｡

さらに, 今後の支持政党を問われ, 上原府

医副会長は ｢会員の権利を守るために, 団体

としては政権政党を支持せざるを得ない｣ と

説明した｡

また, ｢医療機関でできる医療費削減策と

して, 高価格の薬剤の使用を控えたり, ジェ

ネリック医薬品を使用するのはどうか｣ との

提案に, 上原府医副会長は, ｢まず第一に薬

剤費や材料費が高いことを広く訴えていくべ

き｣ と述べた｡

広報に力を入れるべきとの指摘に対し立入

府医副会長は, 力は入れているが費用の面で

限界があり, 非常に難しい側面があると説明｡

中嶋府医理事は, ｢各会員が危機感を持って

いないことが一番のネックである｣ とした上

で, 会員の興味を惹く広報活動展開への意気

込みを示すとともに, ｢一番の広報は, 医師

が患者に直接訴えかけることである｣ と述べ,

各会員の地道な活動が重要な要素であると述

べた｡

介護保険制度改革
～診療所の将来を見据え,積極的参加を～

北川府医理事は来年度の介護保険制度改革

について, ｢給付抑制のための改革である｣

との認識を示すとともに, 予防重視型システ

ムへの転換や, 10月から実施されている施設

入所者の自己負担増等, その概要について説

明｡ 医療的要素が強いサービスが増えること

から, 医師がケアマネジャーとの連携を深め,

利用者の不利益にならない形にすることが重

要であるとし, 主治医意見書の記載と地域包

括支援センター運営協議会への支援を呼びか

けた｡

油谷府医会長は ｢在院日数短縮により病診

の役割分担が明確にされる中, 国の考えでは

退院患者の受け皿となり, 好むと好まざるに

拘わらず在宅患者を診ることが診療所の役割

となってくる｣ と今後の見通しを示し, 介護

に積極的に関わるよう考えていただきたいと

述べた｡

地区からは, ｢国民のための福祉という観

点から見て, このシステムをどう評価するか｣

という質問が挙げられた｡ 油谷府医会長は

｢制度発足時の思いとしては, 医療と介護を

明確に分けた上で制度間連携をするというも

のであったが, 今は医療が介護に飲み込まれ

つつある｣ と述べ, 府医としても日医に対し,

原点を守るべきと訴えていると報告した｡

他に地区からは, ある事業所の指定取消を

受けて対応に苦慮した具体例が紹介されると

ともに, ケアマネジャーのレベルに相当の乖

離が見られることから, 府医からのバックアッ

プを求める要望が挙げられた｡ 上原府医副会

長は ｢営利企業の参入により, 今までに予測

できなかったような事件等も起きているが,

医療系の事業所を優遇せよとは言えず, ジレ

ンマはある｣ と述べた｡ 地区からは, 事業所

の指定取消により利用者と医療機関に多大な

影響が出ることから, 取消後の利用者の振り

分け等, 対応策も考えるよう行政に申し入れ

て欲しいとの要望が挙げられた｡
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京医選管発第22号

平成17年11月30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

京都府医師会長ならびに京都府医師会代議員・
予備代議員選挙における候補者について (告示)

12月18日執行の標記選挙における候補者は次のとおりにつき, 府医選挙規定第29条により告

示します｡

会長候補者 定数１名 森 洋 一

代議員・予備代議員候補者 (下記のとおり)

代議員・予備代議員立候補者一覧

選挙区 定数 届出数 代議員候補者 届出数 予備代議員候補者

北 ４ ４
田村 元 稲葉 正
梅原 誠 水谷 均

４
柏井真理子 田代 研
陶山 芳一 出口 武司

西 陣 ５ ５
垣田 敬治 佐々木義文
伊谷 賢次 渡辺 賢治
進藤 博章

５
塚田 英昭 依岡 省三
大澤 正巳 澤田いずみ
高橋 真

中京東部 ３ ３
坂部 一夫 林 治材
西村 利朗

３
新屋 明美 柴田 安宅
早川久仁子

中京西部 ６ ６
坂中 俊男 岡田 楯彦
山本 正人 一色 哲志
木戸 敬 尾崎 信之

６
丹生 智史 池垣 岩夫
柴垣 一夫 金子 優子
川口 毅 谷口 浩也

下京西部 ８ ８

渡辺 寛 西山 康之
横江 信義 大森 浩二
西澤 明彦 竹内 一実
関 透 武田 靖

８

上田 尚司 武田 敏也
山下 琢 木村 繁男
山本 昭郎 岡林 秀興
安田 雄司 関沢 敏弘

左 京 ８ ８

垣内 孟 佐藤 文彦
吉良 康男 吉川 順介
廣崎 彰良 藤田 宗
原山 憲治 和田 泰三

８

池田 正隆 赤木 太郎
児嶋 久剛 柴田 修宏
米田 武史 出木谷 寛
田中 淳夫 山本 博

右 京 ５ ５
岩田 征良 田代 博
伊東三喜雄 村上 堯
内田 実

５
鈴木 新 國枝 恒治
古谷 幸夫 宮下 善行
米林 功二
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選挙区 定数 届出数 代議員候補者 届出数 予備代議員候補者

西 京 ６ ６
松原 健 奥村 正治
大八木 明 曽我部俊大
宮地 芳樹 木村 敏之

６
井口 公雄 蘆田 光
尾崎 望 山内 英子
土井 康生 吉田 孝

東 山 ３ ３
大本 一夫 岡田 温
礒田 次雄

３
中嶋 毅 名和 正訓
安住 有史

山 科 ７ ７

津田 治巳 服部阿紀彦
水野 朝之 山田 一雄
鈴木 学 藤原 康典
服部 康夫

７

牧野 弘之 �須 雅史
小泉 健二 �瀬 卓志
谷口 浩一 蘆原 亨
大塚 健

伏 見 11 11

藤田 克寿 泉川 文彦
金井 武雄 坂東 一彦
岡本英四郎 清水鴻一郎
小川 直 岸田 進
� 謙一郎 吉田 昭和
松井 哲雄

11

石川 理 辻 一弥
辻 光 松永 隆
山本 慎吾 若林 正之
辻 和夫 田中 熟
辻 康平 佃 信博
古家 敬三

乙 訓 ４ ４
片岡 卓三 稲田 安昭
上原 従正 水黒 知行

４
道畑 隆 馬本 郁男
在田 継久 横林 文子

宇治久世 ９ ９

赤松 春義 岡田 勝彦
大石 嘉啓 松� 修二
�橋 権也 大石 明人
西野 泰典 山下 光洋
北 堅吉

９

沼 朝代 佐々木信幸
上口美知子 大村 誠
阪井 隆 諏訪 隆雄
中田 哲雄 倉澤 卓也
�岡うた子

綴 喜 ３ ３
西村 完生 下野 廣昭
澤井 公和

３
香月 昭人 芳野 二郎
中村 俊孝

相 楽 ３ ３
池田 文武 岡田 善臣
飯田 泰啓

３
若菜 和雄 藤木 新治
柳澤 衛

亀 岡 ２ ２ 内田 一男 小牧 貫治 ２ 金子 義雄 小原 正宏

船 井 １ １ 佐野 求 １ 佐藤 史朗

福 知 山 ２ ２ 松山 均 冨士原正人 ２ 井土 昇 古川 泰正

舞 鶴 ２ ２ 岸本 良博 荒木 義正 ２ 岸本 孝博 本合 幹

北 丹 １ １ 奥田 聖介 １ 斉籐 治人

京都大学 ２ ２ 中村 孝志 平岡 真寛 ２ 小川 修 福田 和彦

府 医 大 ３ ３
吉川 敏一 久 育男
山岸 久一

３
田中 義文 木下 茂
杉本 徹
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京医選管発第23号
平成17年11月30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

京都府医師会長ならびに京都府医師会代議員・
予備代議員選挙における当選人について (告示)

標記の選挙において京医選管発第22号にて告示した候補者については, いずれも定数を超えなかっ
たため, 投票は行わず, 府医選挙規定第31条により候補者をもって当選人と決定いたしましたので
告示します｡

京医選管発第24号
平成17年12月15日

当該地区選挙人 各 位
京都府医師会選挙管理委員会

委員長 福田 濶

京都府医師会代議員・予備代議員の補充選挙について (予告)
11月30日に立候補を締め切った府医代議員・予備代議員選挙において, 立候補届が未着等の地区

がありました｡ つきましては, 下記のとおり, 補充選挙を告示しますので, お知らせします｡
記

告 示 日 平成18年１月10日(火)
立候補締切日 １月12日(木) 午後４時
投 票 日 時 １月30日(月) 午後２時～５時
定 数 代 議 員：【上東】３名, 【下東】３名, 【北桑田】１名,

【綾部】１名, 【与謝】１名
予備代議員：【上東】３名, 【下東】３名, 【北桑田】１名,

【綾部】１名, 【与謝】１名

京医選管発第29号
平成17年12月15日

綴喜地区選挙人 各 位
京都府医師会選挙管理委員会

委員長 福田 濶

京都府医師会予備代議員の補欠選挙について (予告)
綴喜地区におかれまして辞任の申し出がありましたので標記選挙を下記のとおり実施します｡ 当

該地区の選挙人におかれましては自ら立候補あるいは適切な候補者を推薦していただきますよう,
お知らせします｡

記
＜告 示 日＞ 平成18年１月10日(火)
＜立候補締切日＞ １月12日(木) 午後４時
＜投 票 日 時＞ １月30日(月) 午後２時～５時
＜投 票 場 所＞ 京田辺市大住ヶ丘１－16－３ 西村外科医院
＜定 数＞ 予備代議員：１名
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平成17年度京都府保健医療・救急医療功労者表彰

保健医療・救急医療の各分野で
個人６名, ３団体が受賞

平成17年度京都府保健医療功労者等表彰式が11月22日, 京都府公館で行わ
れました｡ 医師および医療機関の受賞者は下記のとおりです｡
先生方のご受賞を心からお喜び申し上げますとともに, 今後ますますのご

活躍を祈念いたします｡

《保健医療功労》
○個人の部 母子保健部門 伊藤 誠一氏 (左京)

精神保健部門 喜多 健氏 (伏見)
地域保健医療部門 中江登志雄氏 (北丹)

○団体の部 成人保健部門 財)高雄病院 (右京)
地域保健医療部門 独)国立病院機構 宇多野病院 (右京)

《救急医療功労》
○個人の部 津田 天与氏 (伏見), 赤松 春義氏 (宇久)

梶田 芳弘氏 (船井)
○団体の部 医)回生会 第二京都回生病院 (乙訓)

めでたく表彰を受けられたみなさん
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第
44
回
十
三
大
都
市
医
師
会
連
絡
協
議
会

第44回十三大都市医師会連絡協議会が11月26日(土), 27日(日) の両日, リーガロイヤルホ

テル小倉において, 北九州市医師会主務 (会長：上野陽石氏) で開催され, 全国の政令指定都

市から389名が一同に集い, 活発な意見交換, 情報交換が行われた｡ なお, 京都からは油谷桂

朗府医会長以下役員, 奥村正治西京医師会長, 吉田昭和伏見医師会副会長ら総勢26名が参加

した｡

初日の分科会では, ｢小児救急医療を取り巻く諸問題｣ ｢健康づくりにどう取り組むのか｣

｢災害時における十三大都市医師会の連携｣ をテーマに協議が行われ, 各分科会において府医

理事が発言, 活発な議論が展開された｡ (各分科会の状況は後述の分科会報告参照)

２日目には, ｢どうする医療制度改革｣ と題し, シンポジストを迎えての特別シンポジウム

が開催された｡

第44回
十三大都市医師会連絡協議会

｢｢｢小小小児児児救救救急急急医医医療療療ををを取取取りりり巻巻巻くくく諸諸諸問問問題題題｣｣｣ ｢｢｢健健健康康康づづづくくくりりりににに
どどどううう取取取りりり組組組むむむのののかかか｣｣｣ ｢｢｢災災災害害害時時時にににおおおけけけるるる十十十三三三大大大都都都市市市
医医医師師師会会会ののの連連連携携携｣｣｣ にににつつついいいててて熱熱熱いいい議議議論論論展展展開開開

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

第第第１１１分分分科科科会会会 ｢｢｢小小小児児児救救救急急急医医医療療療ををを取取取りりり巻巻巻くくく諸諸諸問問問題題題｣｣｣

市民の声を背景に自治体への働きかけ強化を
各都市とも小児科医師の確保が課題

｢小児救急医療を取り巻く諸問題｣ を協議

した第一分科会では, 各都市とも小児科医師

の確保に苦慮しており, 少子化が進んでいる

にもかわらず急病診療所や小児救急対応病院

への受診が急増しているため, 小児科医師

に一層の負担をかけていることが明らかに

なった｡

千葉市医師会では, 一次救急としての夜間

救急診療所や休日診療所に ｢小児科医師の入

会時に参加を確約してもらっており, 65歳以

下の会員は準夜, 深夜の出務が義務づけ｣ ら

れており, 深夜の対応は60歳以下の会員に休

診日の前日に出てもらうことで週４日は医師

会が対応している｡ ｢月１回出務することで,

他の日は夜間救急や休日診療所に任せること

ができる｣ ため会員から不満の声は出てい

ない｡

一方, 横浜市では午後８時から翌朝６時ま

で対応している夜間急病診療所に行政が指定

管理者制度を導入し, その補完として小児救



13

第
44
回
十
三
大
都
市
医
師
会
連
絡
協
議
会

急拠点病院が一次・二次とも対応するとして

いるが, 拠点病院の医師数が４人以上となっ

ており, ｢とても24時間, 365日応需する体制

ではない｣ ため, 11人以上の医師確保と大学

病院との連携の必要性を行政に訴えている｡

神戸市では ｢初期救急はかかりつけ医｣ を

｢保健医療計画2010｣ で謳っており, 一次救

急に①休日急病電話相談所②急病診療所③小

児休日診療所が, 二次救急に①病院群輪番制

②西市民病院③西神戸医療センターが, 三次

救急として①中央市民病院②神戸大学③県立

こども病院④県立災害医療センターがそれぞ

れ位置づけられている｡ 平成14年度以降は休

日診療所の受診者が増加するに伴い二次救急

の受診者が減っている｡

広島市では市立舟入病院が24時間年中無休

で小児救急に対応している｡ しかし, 小児科

医師10人体制で, 患者が１日200人を超える

だけでなく時間外の受診が多いため勤務医の

疲労がひどくなってきており, 小児救急電話

相談事業の活用により初期医療の抑制を図っ

ている｡ 相談事業は平成14年度から３年間国

のモデル事業として実施, 今年度から本稼働

となり広島県から委託を受けている｡ しかし,

医師が在宅で対応しており, その責任の度合

いに比してあまりに低報酬であることや補償

が明確でないことに対して, フロアから指摘

があった｡ 他都市では, 特定の施設に出務し

ており, 必ずしも医師ではなく看護師等が対

応しているところもある｡ 報酬についても都

市によって大きな開きがあった｡

電話相談事業についてはその効果に疑問の

声も出されたが, 住民の満足度も高く, 子育

て支援も含めて評価できるのではないかとの

意見もあった｡

京都市と同様に夜診のある大阪市では, 午

後10時から午前１時まで診療する中央急病診

療所と６ヶ所の休日診療所によって一次救急

を行っており, 中央急病診療所では市内26地

区医師会が対応している｡ また, 小児科医師

の高齢化に伴い小児科開業医が減少しており,

二次救急病院に患者が集中して勤務医の病弊

が見られる｡ これに対しては, 電話相談の普

及, 小児科以外の従事者 (医師, 看護師) の

ための研修会開催などで解消を図ろうとして

いる段階である｡

このほか仙台市では出務医師に対する報酬

に関して, １時間あたりの患者数, 患者１人

あたりの診療時間数に基準を設け, 超過した

場合の割り増しを定めている｡

公務員である医師の出務および報酬につい

ては, 兼業願いを出すことで出務は可能だが

報酬に制限のある都市が多くを占めた｡

京都からは辻理事が本年９月から平日準夜

を拡大した京都市急病診療所の状況を報告,

患者家族が初期, 一次救急として医療機関を

受診する際の判断・ルールについて周知徹底

することが今後の課題であると述べた｡

患者家族への働きかけでは, 千葉市医師会

が ｢救急診療所へのかかり方｣ ｢こども急病

電話相談｣ というパンフレットを発行して

いる｡
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第２分科会では, 地域医師会が ｢健康づく

りにどう取り組むのか｣ をテーマに, 京都府

医師会を含めた８医師会がそれぞれの取り組

みの状況とかかりつけ医の役割について報告

した｡

座長の村上北九州市若松医師会長から ｢厚

生労働省が2001年に10年間の計画で国民の健

康づくり運動として提唱した 『健康日本21』

は, まさに医師会が率先してやるべき事業で

あり, 中間年である今年, 各医師会の 『健康

づくり活動』 を紹介していただき, 次の５年

間の課題と抱負を発表していただきたい｡ ま

た, 健康づくりにおけるかかりつけ医の果た

す役割について討議していただきたい｣ と趣

旨を述べられた｡

最初に, 産業医科大学の池田正春教授から

｢健康指導 (運動・栄養) の実践｣ について

の講演があり, その中で ｢現代社会が健康阻

害と運動不足をもたらしている｡ 生活習慣病

予防を重視した生活習慣の修正指導等健康指

導の実践を通して①医学的検査値の改善②

メンタルヘルスへの効果があった｣ と報告

された｡

次に各医師会の具体的な取り組みやその成

果と課題についての報告を行った｡

札幌市医師会では家庭医学, 健康教育, 地

域健康教室等の活動や, 今年度マンモグラフィ

検査を導入した乳がん検診で, 研修会を開催

して行った精度管理体制づくりを紹介｡

千葉市医師会ではタバコは個人, その家族,

職場・学校, 地域の健康を阻害しているとし

て ｢禁煙運動｣ に積極的に取り組んでおり,

健康管理に携わる医師の喫煙の実態を調査す

るため千葉市医師会全会員にアンケートを実

施, その結果を報告された｡ 全国医師の喫煙

率が約21％であるが7.3％であった｡

東京都医師会では, 今年度から糖尿病に関

して要指導者に自己血糖測定器を貸し出し,

自立的・主体的な生活習慣の改善の取り組み

を支援する ｢糖尿病予防自己管理支援モデル

事業｣ を開始｡ また, 産業医との連携の中で,

地域のかかりつけ医による一次予防と健診デー

タ管理の一元化の取り組みを始めたことを紹

介された｡

川崎市医師会は市民広報紙 ｢ほほえみがえ

し｣ を年２回発刊し, 市民の健康教育や日本

の医療行政の実情を紹介するなどの啓発活動

を報告｡

名古屋市医師会では, 平成16年に基本健診

受診者のうち登録同意者に限って ｢医師会情

報共有化システム｣ を開始したこと, また長

期にわたるデータが蓄積すれば生活習慣病対

策が可能となり, 健康づくりに大きな力とな

ると発言された｡

京都府医師会の取り組みを福州理事が紹介｡

健康づくりには予防医学の面から公衆衛生活

動が重要であるとして, 府民・市民と密着し

た健康づくり事業の取り組みを紹介した｡ 特

に今回32回を迎え, 毎回入場者も約6,000人

を数えるなど地域住民に定着した ｢くらしと

健康展｣ の取り組みや健康情報誌 ｢医師会か

らの健康だよりＢe Ｗell｣ の発刊等を紹介し

たほか, 昨年発足した医療関係団体で構成し

ている京都府医療推進協議会の取り組みにつ

いても紹介した｡

また, 基本健康診査については, 府医は行

第第第２２２分分分科科科会会会 ｢｢｢健健健康康康づづづくくくりりりにににどどどううう取取取りりり組組組むむむのののかかか｣｣｣

国民の健康づくりはまさに
医師会が率先して取り組むべき事業
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政と検査項目や健診単価の設定等総括的な折

衝のみ行い, 業務については各地区医師会に

再委託し実施しており, 基本健診が住民と地

域医師との接点になっていると説明した｡

広島市医師会からは市民検診実施状況, ま

た, 思春期に最も多く発症する ｢脊柱側彎症｣

を見逃さないため, 平成15年～17年のモデル

事業として小学４～６年生・中学１年生を対

象の姿勢検診を実施し大変好評であったと報

告された｡

北九州市医師会からは地域－区－市の三層

構造による健康づくりネットについて紹介が

あった｡

ディスカッションでは基本健診を中心に,

いかに受診勧奨を行っていくか, また検診精

度管理の取り組みや検査データの活用, 一次

予防におけるかかりつけ医の役割について討

議された｡

依田府医理事は ｢老健事業としての検診で

は, 経年的にデータを持っていながら活用さ

れていない｡ それを考えるならば, 医療機関

による個別検診にして指導していくのが良い｡

また, データ管理に当てる財源がなければ実

費分を有料にしても価値があるのではないか｣

と発言するとともに, 胃がん検診ではＸ線フィ

ルムの読影力が低下している現状を報告した｡

また, 健康づくり活動を推進していくうえ

での健康スポーツ医の役割については, 日医

健康スポーツ医学委員会副委員長を務める立

入府医副会長から ｢当委員会は日医より 『健

康長寿の延伸とその役割』 について諮問を受

けている｣ との説明があった｡

各医師会とも健康教室や市民公開健康フォー

ラムなどの開催や基本健康診査, がん検診等

の受診勧奨と事後指導などを通して健康づく

りのための啓発活動を積極的に推し進めてい

くことが重要であり, そのためには行政や医

療関係団体との連携・協力が必要であるとし

た｡ また, 疾病予防を効果的に展開させてい

くためには, かかりつけ医を中心として基本

健診のデータ管理や事後指導が必要された人

の健康管理を行うことが必要であると述べた｡

第３分科会のシンポジウムでは, ５つの医

師会から基調報告が行われ, その後大都市に

おける巨大地震等大災害への対応はどうある

べきか, また十三大都市医師会として可能な

災害時の連携について, 活発な協議が行わ

れた｡

震災等の経験踏まえ,
具体的な問題提起

神戸市医師会は, 阪神・淡路大震災による

被害, 特に人的被害を中心に報告した｡ 被災

医療機関も含め, 医師会として何ができて,

何ができなかったのか検証し, 今後の課題と

して①医療情報ネットワークの構築 ②

Preventable death を回避するための災害医療

の取り組み ③救護所ごとの医療分担など日

頃からの備え ④災害時患者搬送システムの

構築 ⑤ＰＴＳＤ対策など心のケア, 等の問

題提起を行った｡

東京都医師会は, 平成16年８月, 全国に先

駆けて発足させた ｢東京ＤＭＡＴ (Disaster

第第第３３３分分分科科科会会会 ｢｢｢災災災害害害時時時にににおおおけけけるるる十十十三三三大大大都都都市市市医医医師師師会会会ののの連連連携携携｣｣｣

連携の方策探るため実務者会議で協議継続

���������������������������������������������������������������������������������
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Medical Assistance Team)｣ と災害拠点病院

の報告を行った｡ 東京ＤＭＡＴは都市におけ

る多様な災害に対応するため専門的なトレー

ニングを積み重ねた災害医療派遣チームで,

基本的に医師１名, 看護師２名, 事務１名か

ら成り, 現在13病院, 約250名の隊員により

編成されている｡ 問題点として, 被災現場と

いう特殊な環境で医療救護活動を行うことか

ら, その能力の維持向上を図るための再研修

の必要性や, 都外へ出動した場合の指揮命令

系統などを挙げた｡

名古屋市医師会は, いつ来てもおかしくな

いといわれる東海・東南海・南海地震への備

えについて報告した｡ 一昨年に地震対策の小

冊子を作成し会員に配布したが, 昨年４月名

古屋市と災害救護協定の改正を行ったのを機

に, 医師会の災害事故医療救護指針にも地震

災害を想定したマニュアルを加え, 改訂版を

本年４月会員に配布した｡

横浜市医師会は, 医薬品, 医療資器材の備

蓄を中心とした広域災害連携について報告し

た｡ 横浜市との間に災害時救護協定を結んで

おり, 震度５弱以上の地震発生時には, 協定

に基づき各区医師会から医療救護隊が地域医

療救護拠点 (中学校区に１個所, 計145個所)

に出動し, トリアージや応急処置等を行うこ

とになっている｡ この地域医療救護拠点には

医薬品, 医療資器材等がそれぞれ100名分ず

つ備蓄され, 管理は横浜市薬剤師会が行い,

使用期限間近の医薬品等は毎年, 横浜市予算

の枠内で更新される｡

福岡市医師会は, 携帯電話のメール機能を

用いた災害医療情報ネットワークづくりへの

提言を行った｡ 災害発生時に, 医師の安否や

患者の受け入れ可能人数などを携帯メールで

確認できる ｢モバイル一斉連絡システム｣ を

ドコモアイ九州と共同開発し, 本年６月から

稼働開始した｡ 災害発生時に登録医師の携帯

電話にメールを一斉送信し, 医師は送信され

たメールから, 被災状況や患者受け入れ可能

人数などを選択式で答える｡ 集計データは消

防など行政にも提供され, 被害状況の迅速な

把握はもちろん, 救護所への医師派遣, 救急

病院で収容しきれない患者の個人病院への収

容などにも活用できる｡ 災害で電話が不通に

なっても携帯メールは使える場合が多く, 情

報の集約も速いことから, 都市型災害で威力

を発揮すると強調した｡

十三大都市医師会共通の
問題点と地域固有の問題が交錯

ディスカッションでは, 災害時における十

三大都市医師会の連携について, 意見が分か

れた｡ 十三大都市医師会で連携を強化し相互

支援協定を結ぶ方向へといった意見から, 連

携の意義は認めつつも, 実際の災害発生時に

はまず近隣医師会同士の連携が現実的である

ことから, こちらの具体的対応を優先すべき

といった意見も出た｡ また, 都道府県レベル

で現行の広域災害救急医療情報システムなど

により広い連携を目指すことと, 市レベルで

よりきめ細かな連携を図ることとを分けて議

論すべきと指摘する声も出た｡

一方, 十三大都市医師会共通の災害時対応

マニュアルを作成してはどうかとの提案も出

たが, 地域性等がかなり異なるため無理との

意見が大勢を占めた｡ しかし, 大都市医師会

共通の事情や悩みがあることも事実で, 医師

会間でノウハウやデータを交換し, 情報の

共有と問題の解決を図ることでは意見が一

致した｡

結局, 十三大都市医師会の災害時の連携に

ついては, 座長から, 連携が可能かどうか引

き続き検討するため実務者会議を設置するこ

とが提案され, 承認された｡ メンバーは基調

報告を行った５氏とし, 相互支援について大

小の視点から具体策の検討を求め, 次回の十

三大都市医師会連絡協議会 (大阪) で報告を

受ける｡
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特別シンポジウムでは, ｢どうする医療制

度改革｣ として日本医師会副会長 櫻井秀也

氏, 参議院議員 西島英利氏, 厚生労働省医

政局長 松谷有希雄氏, 日本経済新聞社論説

委員 渡辺俊介氏, ４名のシンポジストを迎

えて開催された｡

各シンポジストから医療制度改革について

の解説や厚労省試案の概要, 国民に望まれる

医療制度に必要な医療構造改革等が示された｡

現状の日本の医療制度は世界的に最も優れて

いるとし, 国民が望む改革と小泉首相が描く

改革とは大きな隔たりがあるとされ, 財政主

導の医療制度改革には反対の意向が示された｡

シンポジウムの中で森府医副会長が指定発

言に立ち, 日本の医療は質・コスト・アクセ

スのバランスがとれており, 世界に誇るべき

医療制度と前置きした上で, あたかも医療費

の伸びが日本の国家財政を圧迫しているよう

にとらえられていると指摘, 厚労省の医療費

の推計値 (2025年に69兆円) については大き

な誤りがあることを示した上で, この誤りを

財務省・経済財政諮問会議は巧みに使用して

いるとの見解を示した｡ また, マスコミに対

しても正当な報道がなされていないとの見方

を示し, 先日の ｢個人立診療所の黒字228万

円｣ の報道は, ｢紛れもなく恣意的｣ と真っ

向から (報道が) 不適切であるとの見解を示

した｡

特特特別別別シシシンンンポポポジジジウウウムムム ｢｢｢どどどうううすすするるる医医医療療療制制制度度度改改改革革革｣｣｣

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●脳卒中登録にご協力を！
－個人情報保護条例等には抵触しません－

ご承知のように, 脳卒中登録事業は, 平成元年より府医が京都府からの委託を受けて行っ

ております｡ 京都府内の脳卒中患者の発症と経過に関する情報を継続的に収集, 保存し,

脳卒中発生の頻度と疫学的特性を把握し, 予防から社会復帰までの一貫した脳卒中対策の

推進を図ることが目的です｡

そのためには, 脳卒中登録数を増やすことが何よりも重要な課題となります｡ 個人情報

保護の観点から, この脳卒中登録に対しても慎重になっておられる医療機関あるいは医師

各位がいらっしゃいますが, 京都府と折衝を重ねた結果, 府医の脳卒中登録事業は, 京都

府個人情報保護条例における収集の制限の ｢適用除外｣ に該当することを確認いたしまし

た｡ がん登録同様に, 個人情報保護に抵触するご心配はご無用です｡

先般, 関係各位にはこの旨詳述した協力依頼文書と登録票用紙等をお送りしたところで

すが, ここにあらためて登録へのご協力をお願い申し上げる次第です｡

なお, 現在お願いしているのは, 平成16年・17年に発症のあった脳卒中患者登録票の届

け出です｡ １件につき350円の登録手数料を本年度末にお支払いさせていただきます｡

◇問い合わせ先：府医地域医療課脳卒中登録係 (電話：075－315－5274)
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京都府における予防接種広域化

一部市町で実現

府医では, 予防接種広域化対策委員会の報告書 (４.15付け京都医報第1811号参照) に基づき, 法

律に基づく定期の予防接種について京都府内のいずれの協力医療機関でも接種ができるようにする

ため, 協力医療機関を募集し, 京都市を除く全自治体担当者に説明を行いました｡ その結果, 12月

１日時点で, 園部町, 日吉町, 八木町, 京丹波町, 亀岡市, 京丹後市の２市４町で, ポリオ, ＢＣＧ

を除く予防接種の広域化が受け入れられました｡

したがって, 当該２市４町の住民は, 自市町の医療機関で接種を受けるのと同様に京都府内の接

種協力医療機関で予防接種を受けることができます｡

府医では, 当該２市４町住民からの接種協力医療機関の照会に対応するため, 当該市町および京

都府内の各地区医師会に京都府内の広域化協力医療機関名簿を送付しております｡ この名簿は, 京

都市以外の医療機関については各地区医師会に募集をお願いし, 京都市内の医療機関については本

年７月に京都市インフルエンザ接種協力医療機関に直接諾否をお尋ねして作成したものです｡ その

後, 医療機関の異動, 接種項目の追加や変更がありましたら, 京都府医師会事務局地域医療課 (FAX：

075－315－5290) あてご連絡ください (決まった書式はありません)｡ なお, 新規協力医療機関の申

し出についても, 随時受け付けておりますので, 電話 (075－315－5274) 等によりご連絡いただき

ましたら所定の承諾書をＦＡＸ送付いたします｡

予防接種広域化を承諾された協力医療機関には, ２市４町の住民が受診した際の対応について,

以下の内容をお知らせしております｡

記

１. 被接種者が持参する当該市町の予診票が被保険者証等により住民票の存在する住所と合致して

いることを確認する｡

＊当該市町が発行した予診票を持参しても接種時点で他市町村に転居している場合など, 住民

票のある住所地が当該市町と異なる場合, 委託料は支払われません｡

＊予診票は原則として受診者が持参する｡

２. 接種期間, 自己負担金などは当該市町の実施要領に基づいて実施する｡

＊接種期間が明記されていないものについては, 通年とする｡

３. 京都市以外の医療機関で, 京都市住民が予防接種を受ける場合は, 当該医療機関は府医に ｢京

都市が実施する予防接種への協力に関する承諾書｣ を提出してください｡

＊承諾書は府医までお申し出ください｡

４. 委託料の請求については, 予診票を添付して当該市町担当部署に送付する｡

(請求書は各市町, もしくは府医に該当各市町分を用意しているので, 要請があれば送付可能｡)

＊京都市の場合は, 予診票は医療機関で保管することになっており, 請求に当たっては, ｢予防

接種受託報酬請求書｣ に接種券を添付して ｢各種健康診査・予防接種 (京都市) 及び医保福

祉併用分総括表｣ により国保連合会へ請求する｡ 他市町では, 予診票そのものを添付するこ

とになっているので, 医療機関ではコピーを保存しておくことが望ましい｡
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看護学科３年課程６期生の戴帽式が, 11月16日(水) 京都府医師会館で行われました｡

式典は, 戴帽の歌斉唱にはじまり, 戴帽の儀では一人ひとりの学生が登壇し, 本校教員から

の戴帽に続き, 手に持ったローソクに点火後, 41名が全員そろったところでナイチンゲール誓

詞斉唱でクライマックスを迎えました｡

油谷桂朗校長から ｢本年４月の入学以後, 医療や福祉, 看護の知識と技術など多くのことを

学んでこられました｡ 今日戴帽式を迎えられたことは, 人々の生命と健康を護る専門職として

スタートに立つことを認められたということであります｡ このローソクの灯は生命を護ること

を誓う灯でもあります｡｣ と式辞が述べられた｡ 来賓を代表して, 京都府知事, 京都市長から

の祝辞 (代読) をいただきました｡ また, 在校生を代表して古村奈津さん (５期生) の祝いの

言葉につづいて花束贈呈, 戴帽生を代表して作平真理恵さんがお礼の詞を述べ, 式典は緊張感

漂うなか厳かに行われました｡

戴帽式は, 看護を学ぶものとしての責任感の自覚を新たにし, 学習意欲を一層高め, 看護す

る者の精神を養う第一歩として, 看護の道を目指す学生にとって生涯忘れられない思い出の儀

式になりました｡

これからの２年有余の間, 本校での基礎分野, 専門基礎分野, 専門分野をはじめ, 臨地実習

での大きな学習成果と人間的成長を期待しています｡ 特に, 臨地実習病院等関係者の皆様には,

時には厳しく, そして心温かくご指導いただくことを願っています｡

●●● 戴帽生の声 ●●●

石 川 惠 子
戴帽式を終えて, 改めて自分は看護師という仕事を目指していることを自覚することができ

ました｡ 看護師としての道はスタートしたばかりですが, 今日この日を機会に自分に甘えるこ

となく, また, クラスの仲間と勇気を出し合ってがんばっていこうと思いました｡

千 葉 阿佑美
入学してから苦しいことが何度もあったが, 無事戴帽式を迎えることができ, とても嬉しい

気持ちです｡ ナースキャップをいただき, これから看護師になろうという決意を新たに持つこ

とができました｡ まだ卒業まで２年半あるので, クラスメイトと力を合わせ, チームワークの

良いクラスとして卒業式を迎えたいと思っています｡

京京都都府府医医師師会会看看護護専専門門学学校校

戴 帽 式
(看護学科３年課程６期生 41名)

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
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救命率向上のため, 救急関係者の連携強化を

第４回京都救急医療研究会開く

京都の救急医療の充実に向けて

11月19日, 京都駅南の ｢マリアージュ｣ で第４回京都救急医療研究会が開催され, 医師, 看

護師, 救急救命士等139名が参加し, 京都の救急医療の充実に向けて活気にあふれた討議を

行った｡

この ｢京都救急医療研究会｣ は, 府医, 府

病協, 私病協の３団体の主催により, 救急医

療およびその関連分野の発展を図り, この方

面の新しい知見の普及, 啓発ならびに地域医

療の充実発展に寄与することを目的として平

成14年に発足した｡ その事業の一つとして,

医師, 看護師, 救急救命士をはじめ, 救急医

療従事者の研鑽のため, 学術集会を年１回開

催することを掲げており, 本年が第４回の開

催となった｡ 今回も, 京都府消防長会, 京都

市消防局, 京都府看護協会, 京都府救急救命

士会の４団体の後援を得た｡

救急医療をめぐっては救急救命士の活動範

囲が拡大し, 除細動に加え, 医師の具体的指

示の下で気管挿管の実施が認められ, さらに

18年４月からエピネフリン１剤の薬剤投与も

認められるなど, 激変が続いている｡ 今後,

救急業務の高度化に向けて, メディカルコン

トロール体制のさらなる充実が求められると

ころである｡

このような情勢を受け, 挨拶に立った中野

府医理事は, 医療を担う側として救急救命士

をはじめ救急業務従事者との連携をより一層

強化し, 救命率向上のため尽力したいと訴

えた｡

標準化プログラムを一人でも多く普及させるために－シンポジウム

シンポジウムは ｢救命医療の標準化プログ

ラムの普及とシステムの整備について｣ と題

して行われた｡

近年, 病院前救護活動を含めた外傷診療の

質を確保するために, 外傷診療を標準化し教

育体制を確保する取り組みが進められ, 救急

救命士が行う病院前救護活動のプログラムと

してのＪＰＴＥＣ (Japan Prehospital Trauma

Evaluation and Care) と, 搬送先医療機関で

行う初期診療のプログラムとしてのＪＡＴＥＣ

(Japan Advanced Trauma Evaluation and Care)

が作成され, これらに準拠したトレーニング

コースが各地で開催されている｡

本シンポジウムでは, まず基調報告として

①京都北部で一人でも多くの救急医療関係者

にＪＰＴＥＣを普及させようと精力的な活動

を続けている京都北部救急研究会の取り組み

②年間の救急車受け入れ台数が4,000台に迫

る状況の下, グループ診療としての外傷診療

を有機的に機能させ, ＰＴＤ (Preventable

Trauma Death：避けうる外傷死) を減らすた

めにＪＡＴＥＣを展開している京都医療セン



21

第
４
回
京
都
救
急
医
療
研
究
会

Preventable Trauma Death を回避するために－特別講演

特別講演は ｢Preventable Trauma Death を

回避するために－外傷患者に対するメディカ

ルコントロールの重要性と外傷初期診療に求

められるもの－｣ と題して, 大阪府立泉州救

命救急センター所長 松岡哲也氏により行わ

れた｡

外傷患者の Preventable Trauma Death を回

避するためには, 病院前救護, 救急搬送およ

び外傷初期診療にかかる体制の整備と, それ

らに携わる医療従事者の質の向上が必要であ

る｡ そのため, シンポジウムでも報告された

ように, ＪＰＴＥＣやＪＡＴＥＣが作成され

てそれらに基づいたトレーニングコースが実

施されており, また, 救急救命士の病院前救

護活動や救急搬送に関しては, メディカル

コントロール体制が整備されているところ

である｡

このような状況を背景に, 松岡氏は泉州地

域で行われている外傷患者に対するメディカ

ルコントロールの内容を紹介し, アンダート

リアージされやすい症例の特徴やアンダート

リアージを減少させるための試みとその結果

を詳しく報告した｡ またアンダートリアージ

された患者の搬送先医療機関での適切な対応

と, 重症外傷患者を受け入れる三次医療機関

に求められる要件について, 泉州救命救急セ

ンターのデータや症例を提示して解説した｡

最後に, Preventable Trauma Death を回避

するための条件として, あらためて①外傷患

者に対する救命の連鎖＜通報～救護活動～病

院選定・搬送～初期診療～根治的治療＞の徹

底②個人の能力を高める③病院前救護体制や

診療体制の整備, を強調した｡

ターの取り組み③昨年から全身固定具として

バックボードを救急器材として取り入れ, 外

傷をはじめとする傷病への対応に活用してい

る京都市消防局の活動の現状, の３題が報告

された｡ それらの中で標準化プログラムの普

及はもちろん, システムの質の充実と向上に

向けて努力することの重要性も強調され, 参

加者の関心は高く質疑も飛び交った｡

満員の会場での特別講演



『『日日医医標標準準レレセセププトトソソフフトト』』
のの普普及及・・強強化化にに向向けけてて

今回も実際に ｢日医標準レセプトソフト｣ を導入された先生のご意見をお聞きしました｡ 来

年４月の診療報酬改定を前に, レセコンの買い換えを検討中の先生方, ぜひ, 今回の記事を参

考にしてみてください｡

日医標準レセプトソフトを導入して

医 療 機 関 名 はった医院 (西陣医師会)

院 長 名 八田 隆志 先生

診療科名・病床数 内科・消化器科

サポート業者名 松浦産業

システムの簡単な構成の概要 サーバ＋クライアントの２台構成

Ｑ１：日レセを導入した理由はなんですか？

Ａ１：Ｍａｃで電子カルテを使うことを大前提に色々と検討した結果, WINE Style という

電子カルテを選択しました｡ WINE Style がレセコン機能をもっておらず, ＯＲＣＡ

との連携が前提となっていましたので, 必然的にＯＲＣＡを導入することになりま

した｡

Ｑ２：導入～稼働までの苦労話などをお聞かせください｡

Ａ２：まず開院日を決めてしまい, 各業者さんとの折衝がぎりぎりのタイミングとなってし

まいました｡ その上, 開院の１ヶ月前の段階でお願いする予定だったＯＲＣＡのサポー

ト業者さんが手を引くことになって, 急遽松浦産業さんにお願いすることになりまし

た｡ さらに, 工事をぎりぎりまで (開院してからも少し) していましたので, 工事し

ている中での講習となってしまいました｡ 逆に, 開院時の導入でしたので, データの

移行などは全く考える必要がありませんでした｡

Ｑ３：導入後のメリット・デメリットは？

Ａ３：先に書いたように開院時の導入ですので, メリット・デメリットについては特にあり

ません｡ 比較対象がありませんので｡

22
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集Ｑ４：今後の日レセに期待することは何ですか？

Ａ４：普及が進むように, 使っている私たちの安心度が高まるようにお願いします｡

Ｑ５：これから導入をお考えの医療機関に対するアドバイスなどがあればお願いします｡

Ａ５：大手のレセコンメーカーさんと比べてのメリットは…よくわかりません｡ しかし, あ

る会社の利益によらない, オープンなシステムで開発されていることは評価されるべ

きと思いますし, まだ全体の数％しか導入されていないのは残念に思います｡

一昔前のバージョンの情報に基づいた悪い評判をお耳にされたなら, 実際に最新の

ＯＲＣＡがどうなのかをお調べください｡ すでにレセコンをお使いの先生の場合, デー

タの移行が一番問題になると思います｡ サポート業者さんにもよるようですが, 大手

のレセコンメーカーさんのデータをコンバートすることが可能になってきているそう

です｡ 開業時の導入の先生の場合はその心配は全くいりません｡ ＯＲＣＡと接続する

電子カルテの数も増えていると聞きます｡ 現状でももちろん運用に支障はないです

し, さらなる機能の追加もありまだこれから良くなっていくとされています｡ ぜひ選

択肢の一つに入れてください｡ これまでレセコンを使っておらず, 新規開業間もない

新参者, 使い始めてまだ３ヶ月…果たして先生方の参考になるのかどうか, 不安です

が一応書かせていただきました｡

ＩＴフェア ｉｎ ＫＹＯＴＯ
体験してみてください！ ｢日医標準レセプトソフト｣

府医では ｢日医標準レセプトソフト｣ の普及強化を図るべく, 会員のため ｢ＩＴフェア

in KYOTO｣ を開催することとしました｡ この機会を通じて, より多くの会員の先生方に

｢日医標準レセプト｣ を直接見て, 触れていただくため, 日医認定サポート事業所による

｢専用ブース｣ の出展を行いますので, 多数ご参加ください｡

と き：平成18年１月19日(木) 午後２時～４時
と こ ろ：京都府医師会館

講 演：｢日本医師会標準レセプトソフトの普及に向けた取り組み (仮題)｣

参 加 費：無 料

参加資格：京都府医師会員の医療機関 (会員および従業員)

申 込：12月22日(木) までに①氏名 ②地区医師会 ③医療機関名 ④参加人数を明記

の上, FAX (075－314－5042) にてお申し込みください｡

当日は日医認定サポート事業所による ｢専用ブース｣ の出展も行います
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医医療療安安全全レレポポーートト
(２) ｢内服のひやり, ハット｣

－外来看護師の報告から－

府医 医療安全対策委員会 委員 松山 澄子 (京都府看護協会)

○月×日・内科外来で診察待ちの患者さん

が嘔気と頭痛を訴えられた｡ Ａ看護師は処置

室で安静臥床を促し血圧測定を行った｡ 血圧

は210／110mmHg あり, 担当医に観察内容

を報告したところ, 口頭で降圧剤の舌下錠投

与指示を受けた｡ Ａ看護師は救急薬品の棚か

ら指示薬を取り出したが, それは同名称の舌

下錠ではなく内服錠であった｡ 傍にいたＢ看

護師が間違いに気づき, 舌下錠に改めたので

指示通り与薬を行う事が出来た｡

今回のまちがいの要因を検討すると, 指示

された降圧剤は同じ名前で舌下錠と内服錠の

２種類があり, 舌下の指示は病態により出さ

れたことを理解していなかった｡ また医師の

処方箋を受け取らず, 口頭指示で行動した｡

救急薬品の中から看護師が直接薬を取り出し

たこと等が考えられる｡ 今後の対策としては

｢待てる場合｣ は口頭指示でなく, 処方箋に

基づき薬剤師の調剤を受ける｡ 与薬の確認５

原則を実施する｡ 投与前に看護師２人でダブ

ルチエックを行う｡ また薬品や用量だけでな

く投与方法も病態により指示が異なることを

再学習する｡ 舌下錠と内服錠の置き場所を変

える｡ 製薬会社に区別できる名称の改善を相

談する等が必要である｡

看護師には指示された与薬を安全に完遂す

る責務がある｡ そのためには上記対策のみで

なく妊婦, 小児, 高齢者の特徴や生活習慣等

特殊性や個別性を配慮した看護過程に基づく

援助を行う｡ 与薬に係わる関係者間の協働で

コンプライアンスの向上を図ることが重要で

ある｡

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｡
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現在, 日本の糖尿病患者は740万人, そ

の予備軍は880万人といわれています｡ そ

して, その内５－６人に１人が虚血性心疾

患で, ７人に１人が脳卒中で死亡し, 毎年

１万人以上が人工透析を導入され, ４千人

近くが失明をしています｡ そして本年４月

にはメタボリックシンドロームの診断基準

が策定され, 生活習慣病の予防・治療の重

要性が医療関係者のみならず国民全体に浸

透してきました｡

今年度より厚生労働省は数億円の研究費

を配して糖尿病予防対策研究(Japan Diabetes

Outcome Intervention Trial : J -DOIT) を創

設し３つのアウトカム [耐糖能異常から糖

尿病型への移行率が半減する介入方法の研

究 (J-DOIT 1), 糖尿病患者の治療中断率

が半減する介入方法の研究 (J-DOIT 2),

糖尿病合併症の進展を30％抑制する介入方

法の研究 (J-DOIT 3)] を設定し, すでに

研究が開始されています｡

また日本医師会, 日本糖尿病学会, 日本

糖尿病協会が共同で ｢糖尿病対策推進会議｣

を設立し, 糖尿病の発症予防・早期発見・

合併症予防を促進するため国民向けリーフ

レットの作成・配布, 糖尿病治療のエッセ

ンスだけをまとめた医師向けガイドライン

の作成・配布, 地域における糖尿病対策の

推進, などが計画されています｡ 京都でも

間もなく京都大学 稲垣暢也教授を委員長

とする糖尿病対策推進会議京都支部が設立

されると聞いております｡

さらに, 今回の医療制度改革のなかに生

活習慣病対策が掲げられています｡ 生活習

慣改善支援サービスを導入して健診と保健

指導を充実させ, 糖尿病や心疾患, 脳卒中

などの予防を目標にメタボリックシンドロー

ムの有病者や予備群が保健指導を確実に受

けられる仕組みを設け, 生活習慣改善の取

り組みを支援する, というもののようです｡

このように, 増え続ける糖尿病を始めと

する生活習慣病の予防・早期発見を目的と

した種々の取り組みがすでに開始されてい

ますが, われわれも一人ひとりが日常の診

療や検診事業を通じて積極的に関わってい

かなければなりません｡ 京都府医師会の専

門医会である京都糖尿病医会では, 糖尿病

のみならず生活習慣病全体の診療向上を目

指して内科, 眼科, 泌尿器科, 救急など多

科にわたる医師が会員となり勉強会が行な

われています｡ 京都糖尿病医会は糖尿病専

門医集団ではなく糖尿病や生活習慣病の１

次, ２次, ３次予防のスキルアップを目指

している医師の集まりです｡ ぜひ多くの先

生方と知恵を出し合って, これらの大事業

を成し遂げていきたいものです｡

(情報企画委員会委員 東山 和田成雄)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

◇ 医業経営収支簿について ◇

京都府医師会作成の ｢医業経営収支簿｣ につきましては, 平成17年分より 『送付希望』

のお申出のあった会員にのみ配付することとしております｡

つきましては, 医業経営収支簿をご希望の方は, 京都府医師会学術広報課まで電話

(075－315－5276) またはＦＡＸ (075－314－5042) にてご連絡ください｡
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不思議な世界である｡ 40台後半になっても

｢若手｣ と呼ばれるのである｡ 企業なら順調

に昇進していれば管理職…課長クラスであろ

うか｡ その私がいつまでも若手と呼ばれるの

であるから, 実に妙な世界である｡

父の医院を継承して約８年…思い返せば実

にいろんなことがあった｡ 開業して半年後に

何故か地区医師会の理事を拝命し, ４期８年

間務めた｡ 医師会の仕事の多くは在宅事業と

介護保険がらみであった｡ 理事になった直後

に介護保険制度の導入があり, 医療界は上へ

下への大騒ぎとなってしまった｡ その変革の

中, 訳も分からず, まさに無我夢中で地区医

師会の理事として勉強させていただいたこと

は, 今でも私の大きな財産となっていること

は疑いのない事実である｡ 右も左も分からな

いのであるから, 言いたいことが言える訳で,

諸先輩方は ｢好き勝手なことを言う若造だ｣

と思われたことであろう｡ この短いようで長

かった８年間で私が実感した事を振り返って,

現状へとつながる過程を整理してみたい｡

いつの間にか ｢先生のご専門は？｣ という

質問に ｢介護保険｣ と答えてしまうのではな

いかと思うほど, 地区では関わらせていただ

いた｡ 介護保険事業を自分でやっている訳で

も, やるつもりもないのにである｡ ご承知の

ように介護保険には制度導入当時から疑問や

矛盾や無駄や, いわゆる医療側から見ると納

得できない点が山積であった｡ 京都府医師会

も介護保険担当理事連絡協議会を頻回に開催

され地区の意見を聞いてその意見を集約され

折衝を重ねられていた｡ 京都府保険医協会で

も介護保険担当者の会議を開催され意見を同

様に収集されていた｡ 私は地区の代表として

両方の委員会に出席して, 先に述べたように

言いたいことを言っていたのである｡

京都府医師会は唯一の行政と我々との窓口

たる団体であるがゆえに, 折衝し同意した点

に文句を言ったり, 否定したりはできないの

は当然である｡ 一方, 京都府保険医協会は任

意団体であるがゆえに行政と団体として交渉

したりはできない反面, 府医師会がやむなく

同意した点に関しても反論したり文句を言っ

たりできるのである｡ いわば, 正面玄関たる

府医と裏口たる協会の立場の違いを実感する

瞬間であった｡ 実際に協会は集約した意見を

速やかに文書にして京都府庁に出掛けて要請

を行なった｡ 実効性があるか否かは別にして,

多くの会員がおかしいと感じていることを速

やかに形として具体化し動いてくれていると

いう事実に驚いたのを覚えている｡ ちょうど

その頃, これまた何故か私は地区代表として

協会の理事を拝命することになったのである｡

府医師会の立場なら, 不本意ではあっても,

自分自身がテーブルについて同意してしまっ

た事を, 会員が反対意見を述べたからといっ

て否定する事はできないのは当然であるし,

すべきではないであろう｡ つまり, 府医師会

と協会は両会に属する会員からすれば全く立

場や役割が違ってしかるべきである｡

しかし, 今や府医と協会は同じような事業

を行い, 同じようなスタンスになってしまっ

ている｡ 同じようであるがために, 区別する

必要に迫られイデオロギーが持ち出されてい

るようにも思える｡ 両会に入会した会員は,

本当に入会時にイデオロギーを意識して入会

したのだろうか？ 少なくとも私は全く意識

せず入会したのである｡ 同世代の若手と呼ば

れる世代の中にイデオロギー論争や背景を理

解できるものがどれだけいるであろうか｡

実際に８割を越える両会ともに属する会員

が ｢協会は不要だ｣ とおっしゃるのなら, つ

ぶしてしまえば良い｡ 協会は, 我々が会費を

払って運営しているのであるから｡ いらない

なら, 私もさっさと理事をやめさせていただ

こうと思う｡ 自分の大事な時間をつぶして協

融和を求めて

伏 見 小川 直
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会の仕事に費やす必要も全くないのだから｡

実は私の過剰反応かもしれないが, 特に最近,

両会の関係がギクシャクしている事や, 私の

世代には理解しにくいイデオロギー論争に巻

き込まれる事等, 協会の理事だという事に居

心地の悪さを感じる｡ 府医師会の代議員会で

も, 地区医師会でも, 専門医会でも同様に感

じてしまうのである｡

今, 医療界は未曾有の医療構造改革の波に

巻き込まれようとしている｡ 先の総選挙の大

勝で, 郵政の次は医療とターゲットは絞られ

ている｡ その重大時に京都府における医療団

体が妙な形で反目しているのは, 両会共に属

する会員にはどう写っているのであろうか？

｢そのような大きなテーマは日本医師会の問

題｣ と思われるかもしれないが, そうではな

い｡ 先に示された医療構造改革試案には, 多

くの問題点が指摘されているが, その中の一

つは国が責任を回避し都道府県に転嫁してい

る部分である｡ 今後は京都府と診療報酬に関

わる交渉や折衝をする可能性が出てきたのだ｡

そうなると, 医療団体は府民にも理解を得る

必要があり, 合意を形成していく必要が出て

くる｡ 益々啓発も重要になってくるのである｡

協会など26団体で構成された実行委員会は

11月５日に ｢弱きを助け強きとたたかう！

みんなのつどい｣ を開催し, 府民2500名を集

めた｡ 地元国会議員の参加も得て直接対話し

社会保障の拡充を訴えた｡ こういう活動を続

けることが, 先に述べた合意形成, 啓発には

重要だと考える｡ 府医は正面から折衝し, 協

会は府民との合意形成や啓発をサポートする,

今こそこういった ｢お互いの利点を生かした

活動｣ をすることが必要ではないのだろうか？

よく我々の世代は三無主義といわれてきた｡

無関心, 無気力, 無責任である｡ このままで

は私と同様の感覚を持つ多くの ｢若手｣ と呼

ばれる世代は, 全てのそういった会や団体の

運営に係わることを避けるようになってしま

うのではないかと危惧する｡ 私自身も, もう

そういう居心地の悪さも我慢ができず決別し

たいと思っているのである｡ ｢若手｣ が, こ

ぞって関わりを持たなくなってしまった時,

一体だれがその責任を問われるのであろうか？

そして, だれがその状況を打破できるのであ

ろうか？ 団体のリーダーたる経験豊富な諸

先輩方には, その構図が見えているはずであ

る｡ もっと両会の会員を最優先に考えて, 両

会のリーダーは舵をとっていただかないと会

員が徐々に離れていく事になるのではないか

と考えている｡ 両会ともに属する会員は両会

の特性を生かした会員本位の融和を求めてい

るのだと信じて疑わない｡

会
員
の
声

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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病院には七不思議とか怪談話がよく伝えられ

ます｡ 午前２時になると顔が映らなくなる鏡と

か床が無くなるエレベーターとか｡ 入院中にこ

わいものには出くわさないですみました｡ 南４

階の個室では, 天井のしみが動き回りました｡

また西壁に子どもの顔が映し出されたことがあ

ります｡ また南３階のＩＣＵでは座敷わらしに

匹敵するのか, ５～６歳のおかっぱの女の子が

手洗い場に座っていました｡ にこにこして怖い

印象はありませんでしたが, 冷や汗をかいてい

ました｡ 夜中に部屋を間違って入ってくる患者

の方がよっぽど怖い｡

外来通院となると, 投薬はほぼ院外処方となっ

ています｡ 薬局を選べるメリットはありますが,

わざわざ出かける煩雑さがあります｡ 鎮吐剤を

５包処方してもらって, 薬局に出しますと, 30

分近く待たされました｡ 次には待つのが嫌だか

ら処方箋を出してコンビニへ買い物に行きまし

た｡ 戻ってきても調剤されていませんでした｡

30分待たされました｡ 前回コンビニに行って戻っ

てきてもできていなかったので, 今回はその旨

を告げ他の用事を済ませに行きました｡ 戻って

きてもやはりできていませんでした｡ また30分

近く待ちました｡ 一体どうなっているのでしょ

うね？ ５錠の頓服ぐらい30秒もあればと思い

ますのに｡ その薬局へは二度と行かないことに

しました｡ 今は自宅近くの薬局へＦＡＸ連絡し

てもらい, すぐに薬を受け取っています｡

癌治療で半年も入院し, 合併症の数々を経験

し, あらゆる検査と処置・治療に耐え, 精神的

にも限界に近いところまで落ちながら, 今何気

ない顔をして, 文章を書いているのが不思議で

仕方ありません｡ これこそ自分の運命というの

でしょうか？

ところで ｢医者に罹るこつについてのコメン

トは｣ と問われる時, 今までとは別の答えにな

りそうです｡ 素人受けする医者：患者やその家

族が決めることですから, 意味があります｡ 宗

教の教祖と信者の関係ですね｡ 医者仲間が認め

る医者：医師会の会合などで紹介した医者の出

来が良かった場合, 評判になるケースがありま

す｡ 症例数はともかくとして, 当たったことは

確かですから無難な医者です｡ 同業者が互いに

認める医者：学会発表などで実績がある専門医｡

玄人が認めるのですからレベルの高い医者です｡

ただし素人受けはしにくいでしょうね？ 多分

わがままで自分勝手でしょう？ 患者ががまん

できればそれも良いでしょう｡

同じ症例を沢山経験している医者が本当はベ

ストです｡ 特に外科系では何例似たような手術

をしたかで決まります｡ いろんなケースに出会っ

ているからです｡ 大学病院へ紹介してもらうこ

とは良いことです｡ しかし手術を含め, 本格的

な治療を受けることは必ずしも正解とはいえま

せん｡ 検査装置はフルに使ってもらい, 十分な

データーを得るには大学病院がベストです｡

ＣＴの解像力にはおそろしいほどの差がありま

す｡ しかし症例数が集まっているとは必ずしも

いえません｡ 癌はやはり癌センターでしょうか｡

私が扱っている皮膚の腫瘍やほくろの手術なん

か, ポピュラーすぎて大学病院ではあまり経験

しないでしょうね？ ところで大学病院の手術

には何故あんなに時間と人が必要なのでしょう

か？ 外科の手術セットや縫合セット, 交換車

の中身を見せてもらうと, 未だにこんな器具が

使われているのかとびっくりします｡ 縫合糸と

持針器とピンセットは40数年前のしろものです｡

形成外科は表皮をとても大事に取り扱います｡

表皮を損傷するような行為は行いません｡ テー

プ固定の仕方も気になりました｡ 創傷治癒の概

念については随分遅れているという印象でした｡

創面被覆材, 人工真皮, フィブラストスプレー,

軟膏の使い分けを知ってほしい｡

��������
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右 京 大島 良夫
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｢禁煙外来マニュアル｣
(中村正和／田中善紹 編著

日経メディカル開発 発行)

―禁煙治療の保険適用に絶好の参考書―

(府医健康日本21対策委員会委員・中西医師会
田中医院 田中善紹氏よりご寄贈いただきました｡)

生活習慣病予防と関連し, 禁煙治療が早ければ来年度から保険適用となる予定です｡ 喫煙者

との接点が多い各種医療現場での禁煙治療につき, 基礎知識から, 治療の実践方法, 関連情報

まで, 今すぐ活用できるノウハウ本です｡

●行動療法／薬物療法の基本をわかりやすく解説

●診療所・病院・健診・職域での実践を丁寧に解説

●保健所・薬局・歯科・精神科・チーム医療の取り組み,

女性／子どもへの喫煙対策を紹介

●９学会合同 ｢禁煙ガイドライン｣ を概説

●禁煙外来／開設・運営のためのＱ＆Ａ

と内容は豊富です｡ ぜひご一読の上, 各医療現場でご活用ください｡

購入ご希望の方は日経ＢＰ読者サービスセンター 0120－21－0546 へ｡ １冊2940円 (税・送

料込) Ａ５版180ページです｡ (田中善紹氏 記)

室室室 だ図図図 書 よよよ り

｢ネルソン小児科学 原著第17版 (日本語版)｣
(2005.11, 28,381円＋税＝2006.６までの特別定価)

｢ネルソン小児科学｣ 待望 (私だけ？) の日本語版がでました｡

英語版は言わずと知れた世界的な小児科のバイブルです｡ (これも

図書室で購入しており, 2003.８.１号に左京の舘石捷二先生の紹介

文が載っています)

私が研修医だった頃, 仲間内で ｢この病気はああだ, こうだ｣ と

言い合っている時, 誰かが ｢ネルソンにこう書いたった｣ というと論争は終わりでした｡ 水戸

黄門の印籠のような効果がありました｡ これはもちろんネルソンの権威が高い事を示している
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｢臨床病態栄養学｣ (文光堂, 2004, 10,500円)
｢よくわかる甲状腺疾患のすべて｣ (永井書店, 2003, 9,240円)
｢肥満症－生理活性物質と肥満の臨床－｣ (日本臨床社, 2003, 17,010円)

糖尿病医会が担当しました購入図書の選定, その紹介の２回目の今回は, 購入図書計５冊の

うち, 糖尿病以外の３冊を取り上げました｡

具体的には, 内分泌・代謝あるいは栄養に関するもので, 特に実地医家が少し掘り下げてこ

れらの領域について調べたい時に役立つような図書－病態栄養, 内分泌疾患でよく遭遇する甲

状腺疾患, 肥満症に関するものを取り上げています｡

１冊目は ｢臨床病態栄養学｣ で, 著者は徳島大学の武田英二教授です｡ 急増する生活習慣病

の食事指導, 高齢者に高頻度にみられる低栄養の管理を適切に行うためにも, 病態と栄養につ

いて最新の知識を得ることが重要ではないでしょうか｡ ぜひ一度目を通してみてください｡ 日

本の大学での栄養教育はまだまだ不十分であり, 医師自身の関心もごく狭い専門領域に偏りが

ちな昨今の風潮を打破するためにも, 医師会全体としても栄養に関する啓発活動を活性化して

いく必要があるのではないでしょうか｡

２冊目は, 昭和大学の伴 良雄教授が編集された ｢よくわかる甲状腺疾患のすべて｣ です｡

内分泌疾患のなかでも特に頻度の多い甲状腺疾患について, 臨床編・応用編・基礎編の３編に

分けて詳細に記述されているので, ‘from bedside to bench’の形で学習できます｡ 臨床編に

は, 実地医家にもすぐに役立つ臨床の基礎事項が書かれています｡ さらに応用編では専門施設

で行われている先端医療の概略を知ることができ, 基礎編では研究の最先端を垣間見ることも

可能です｡

のですが, もう一つ, みんなが読んでいるわけではなかった事も示しています｡ (やっぱり英

語は読みにくいものです｡ 私だけ？)

だいぶ前に１度日本語訳が出た事がありましたが, 医局のその本は本当にぼろぼろになって

いました｡ 実は新しいのが欲しくて出版社に電話した事がありましたが, その時は改訂版の出

版の予定はないと言われました｡ このたびの日本語訳の出版は ｢ついに出たか｣ という気分で

す｡ ちょっとたいそうになりましたが, 小児の医学情報の標準を手軽に知る事ができる本だと

思います｡ ぜひご覧ください｡ (府医学術・生涯教育委員会委員 川勝秀一)
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特に典型的なバセドウ病や橋本病 (慢性甲状腺炎) は, 一般的な身体ならびに検査所見をきっ

かけに甲状腺ホルモンや自己抗体を測定すれば診断は比較的容易ですし, 安定期の薬物療法も

決して難しいものではありません｡ ぜひ, もっと多くの実地医家の先生方に関心を持っていた

だければ幸いです｡

３冊目は, 日本臨床増刊号の ｢肥満症｣ を京都市立病院の吉田俊秀先生のご推薦により選び

ました｡ これも単行本ではありませんが, 基礎研究・臨床の進歩を概観することができる好著

です｡

今秋もいわゆる‘メタボリックシンドローム’と銘打った講演会が目白押しですが, その病

態の本質を見つめ, 最初から安易な薬物療法に走ることなく, 食事療法, 運動療法などのライ

フスタイルを改善する地道な治療をすることが実地医家として今一番求められていることでは

ないでしょうか｡ 何か疑問がある時にこれらの書物はきっとお役に立つと思いますので, ぜひ

繙かれることをおすすめします｡ (府医学術・生涯教育委員会委員 山本泰三)

11月12日 (土) 午後２時より, ウェス

ティン都ホテルにおき, 220余名のご出席

をいただき, 京都府医師婦人会創立50周

年記念式典・祝宴を開催いたしました｡

式典では辻会長の挨拶の後, 山田京都府

知事, 松井京都市副市長にご祝辞をいた

だき, 油谷京都府医師会長のご祝辞では,

今直面している医療制度の崩壊の危機の

お訴えと行動についてのアピールを提起

していただきました｡ 永年在籍会員への

感謝の花束贈呈で閉式となり, ２部に移

り岸田今日子さんの素敵な語り口でのお

話, 彼女の一生がとてもすてきな構成で

一遍のポエムになっていたのです｡ アス

トロリコ・タンゴアンサンブルの演奏に

移り, バンドネオン, ピアノ, バイオリ

ン, ベースの４人に男女２人のダンサー

とかわいい小学生の男の子ダンサー, 男

性歌手で, すばらしい迫力のタンゴを聞

かせていただきました｡ お食事をいただ

き閉宴でした｡ 創立50年, 大きなまがり

角を迎えましたが, やはり医療をめぐる

環境はきびしいようです｡ 医師会の先生

方に支えていただきながら, 医師婦人会

も協力し, 創立の頃の理念にかえって,

再スタートしなければとの思いを新たに

いたしました｡

創立50周年
記念式典・祝典
広報委員長 鈴木啓子
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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・医療機器等安全性情報第219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｣

硫酸バリウム (ＣＴ用製剤を除く), リン酸フルダラビンが掲載されています｡

｢２. 使用上の注意の改訂について (その170)｣

｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣

なお, これらは日医雑誌１月号に掲載される予定です｡

② コウジ酸を含有する医薬部外品等に関する安全対策について (日医常任理事)

コウジ酸と発がん性および遺伝毒性との関係が明らかになるまでの間コウジ酸含有医薬

部外品および化粧品の製造・輸入を見合わせることとなっていましたが, 薬事・食品衛生

審議会医薬品等安全対策部会において適正に使用される場合にあっては, 安全性に特段の

懸念はないものと考えられるとされたことから, 課長通知廃止について管下関係業者への

周知方を求められたものです｡

③ 厚生労働省通知 ｢遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律｣ の周知および遵守の徹底について (日本医師会長)

なお, 下記の治験に関する情報についても文書がきております｡ ご入用の先生はご連絡くだ

さい｡

④ 平成18年度大規模治験ネットワーク基盤整備研究事業 ｢地域等治験ネットワークの整備に

関する研究｣ の新規募集について (日医治験促進センター長)

⑤ ｢独立行政法人医薬品医療機器総合機構設立後の自ら治験を実施した者による治験副作用

等報告について｣ の改正について (通知)

⑥ ｢独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する治験副作用等報告に関する報告上の留意

点等について｣ の改正について (通知)

⑦ ｢自ら実施する薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて｣ の一部改正につ

いて (通知)

⑧ 自ら治験を実施した者による治験副作用等報告の取扱いについて (通知)

⑨ 自ら治験を実施する者による医薬品の臨床試験の実施の基準に関するＱ＆Ａについて

(通知)

⑩ ｢医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について｣ の改正について (通知)

(⑤～⑩ 京都府薬務室長)
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11月20日(日) 午前９時, 滋賀県の南東部

にある湖南市に点在する湖南三山に向け, 18

名がバスで府医師会館前を出発した｡ 例年ど

おり講師に同志社女子大学教授, 朧谷 壽先

生をお迎えし, 随時, 有益な解説を頂いた｡

温暖化現象で紅葉が遅れる予想だったが, 運

よく数日前より寒波が現れ, 木の葉が色付き

始めた｡ 当日はその寒波も去り小春日和を思

わす絶好の行楽日和になった｡

休日にもかかわらず名神も１号線も空いて

おり, 最初の訪問地の常楽寺へは１時間足ら

ずで到着した｡ 早速, 住職の話を聞き, 境内

を散策した後, 近くにある長寿寺に向かった｡

これらの寺は共に奈良時代中期に良弁が開基

した天台宗の寺院｡ その後, 平安時代にかけ

てこの付近には多くの寺が立ち並び, 天台仏

教圏が形成されたが, 戦乱や火災, 盗難など

数奇の運命の末, 今日までそのおもかげを留

めるのはこの両寺のみになった｡ 境内も建物

も小じんまりして, どちらも本堂には, 国宝

級のものも含め大小の仏像が所狭せまとし納

まっていた｡

近くの静かな料亭で昼食をとり暫く歓談の

あと, 数十分ほどで善水寺に着いた｡ こちら

は規模が少し大きく, 西国薬師霊場第四十七

番の立て札があった｡ 奈良時代, 元明天皇の

勅命で建造され, 境内の霊水が桓武天皇の病

気平癒に功があり, 善水寺の寺号を賜ったと

伝えられている｡ これら３つの寺を合わせて

湖南三山と呼んでいる｡

京都に住んでいる人は立派な寺院を見慣れ

ているが, この鄙びた農村地帯ではむしろこ

のようなお寺の方が似合っているように思え

た｡ ここには誰もがいつでも気軽に心の安ら

ぎを求められる空間があった｡ 参拝客を誘致

するキャンペーンを行っているのか, 三山と

も集団でお詣りに来るグループも多く, 本堂

では僧侶が先頭に立って寺の縁起や仏像など

を説明し, 門前では土地の産物を売る店が並

び, 紅葉の下で地元の方が忙しく働いている

姿は楽しそうだった｡ 世にいう ｢村起し｣ の

一環として地域が取り組んでいるのだろうか｡

小さなテントの前に 『コーヒ300円』 と書か

れた即席の立て看板が, 善水寺では霊水？で

も売っているのか売店の隅にペットボトルが

並び, なんとなく微笑ましかった｡

一昨年, 医芸クラブは湖東三山を尋ねたが,

この時期人と車がひしめき合い閉口した｡ 今

回は好天に恵まれ, 都会の喧騒から逃れ新鮮

な空気に触れ, 久し振りに心から癒される休

日となった｡

������������������������			
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京都医家芸術クラブ会長 ��������
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今年は地球温暖化による10月の高温のた

めに, 紅葉が全国的に遅れていますが, 11

月13日の句会の頃には木の葉が色づき始め,

晩秋の風情を漂わせていました｡

筆者は句会の帰りに御所を通りましたが,

２日後にアメリカのブッシュ大統領が迎賓

館に来て小泉首相と会談するのを控え, 門

ごとに警官が立ち, 中にも警官隊が徒歩や

車でパトロールしていて, 物々しい警戒ぶ

りです｡

地球温暖化は夏の猛暑と熱帯性低気圧の

多発と巨大化を招いています｡ ハリケーン,

カトリーナはニューオリンズに壊滅的災害

をもたらしました｡ さらに温暖化が進むと

海面の上昇やアメリカ中西部など麦作地帯

に旱魃が起こることが心配されています｡

京都は地球温暖化防止のための京都議定書

が採択された地でもあります｡ ＣＯ２の排

出量が世界最大のアメリカがそれに参加し

ないのは誠に遺憾です｡ ブッシュ大統領,

世界のためそして疑いもなく自国のためで

もありますから, 考え直して京都議定書に

参加してください｡

ＣＯ２の排出削減と並んで温暖化防止に

有効なのは木を植えて森を作ることです｡

木の種類は何でもよいという訳ではなく,

人の手が入る前の太古の森があった時の樹

種にすべきなのです｡ 東北地方の南部より

以西の日本では, シイ, カシ, タブの常緑

広葉樹林です｡ それは九州の宇佐八幡宮な

ど鎮守の森に奇跡的に残っています｡ そう

いった本当の森は洪水, 旱魃, 火災, 地震

などの自然災害にも強いのです｡ その土地

にあった種類の木であれば苗木を植えて３

年間見守れば, 後は放っておいて30年もす

れば自然に林に育つのです｡ 小泉首相, 改

革も結構ですが, 日本政府は国内にも世界

各地にも自然の森を復活させるプロジェク

トを立ち上げてはいかがでしょうか｡ 今し

ないともう間にあいません｡

(当番 福原宏一)
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※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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[申告書の提出期限]

平成18年１月31日(火)

[提出先]

資産の所在する区役所 (支所) の

固定資産税課 (課税課)

[対象資産]

平成18年１月１日現在に所有されている事業

用資産で次のようなものが該当します｡

１ 構 築 物 ― 看板, 門, 塀, 植栽, ガレー

ジ等舗装路面など

２ 機械設備 ― 機械式駐車設備, 給食用設備,

クリーニング設備など

３ 器具, 備品

①理学的療法機器 (電気水浴装置, 低周波治

療器など)

②運搬用具 (患者運搬車, 診療運搬車, ベッ

ドなど)

③臨床検査および研究室用具 (培養器, 各種

測定装置など)

④手術機器 (手術台, 麻酔器, 心肺装置など)

⑤調剤機器 (調剤台, 分包器など)

⑥光学検査機器 (顕微鏡, ファイバースコー

プなど)

⑦医用データ処理装置

⑧待合室および診療室用の器具, 備品 (エア

コン, 椅子など)

⑨事務室用機器 (コンピューター, コピー機,

ファックス, パソコンなど)

※リース資産の取り扱い

リース期間終了後に譲渡されることになって

いる場合は, ユーザー (買主) が申告を行うこ

とになります｡

[評価額, 決定価格, 税率および免税点]

①評 価 額：固定資産評価基準に基づき, 取得

価格をもとに, 取得後の経過年数に応じた減

価を考慮して評価します｡

②決定価格：評価額と理論帳簿価格 (定率法に

よる月割償却を行った１月１日現在の帳簿価

格) の高い方が決定価格となります｡

③税 率 １.４％

④免 税 点 １５０万円

⑤取得価額30万円未満の少額資産の損金算入特

例について

租税特別措置法の規定により取得価格30万

円未満の少額資産を一時に損金算入した場合

については, 償却資産の申告対象となります｡

◆家屋の所有者以外の方が取り付けた家屋の附

帯設備について

家屋の所有者以外の方が事業の用に供する

ため, 平成16年４月１日以降に取り付けた家

屋の内装や建築設備などといった附帯設備は,

すべて償却資産の申告対象となります｡

◆実地調査について

地方税法の規定により実地調査を実施して

おります｡ 調査資料として, 税務書類や決算

書類の開示または写しの提出を求める場合が

ありますので, ご協力をお願いします｡

[問い合わせ先]

理財局税務部資産税課 [電話 075 (213) 5214]

または, 資産の所在する区役所 (支所) 固定資

産税課 (課税課)

京都市からのお知らせ
平成18年度

償却資産(固定資産税)の申告書の提出について

医療用機器などを含め, 事業用資産 (償却資産) については, 毎年１月１日現在所

有されている資産について申告を行うことが義務づけられております｡ 下記の内容を

ご留意いただき申告書の提出をお願いいたします｡
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【報 告】
１. 会員の逝去について
２. 地区医師会との懇談会・保険懇談の
状況

３. 第１回会費検討・会館建設特別委員会
の状況
４. 府医・地区合同選挙管理委員会の状況
５. 平成17年家事関係機関との連絡協議会
の状況
６. 第７回地区庶務担当理事連絡協議会の
状況
７. 平成17年度第２回京都市国保運営協議
会の状況
８. 南部学校医研修会の状況
９. 盲・聾・養護学校における医療的ケア
実施体制整備事業運営協議会の状況
10. 第９回肺がん検診委員会の状況
11. 第36回全国学校保健・学校医大会の
状況

12. 産業医研修会の状況
13. 産業医リーダー研修会の状況
14. 京都府介護保険審査会の状況
15. 第２回京都府リハビリテーション連絡
協議会の状況
16. 介護保険主治医研修の状況
17. 学校心臓検診委員会 精検症例検討会
の状況
18. 2005年 ｢皮膚の日｣ の状況
19. 京都市急病診療所第176回運営委員会
の状況
20. 府医学術講演会の状況
21. 第８回京都医学会小委員会の状況
22. 第２回京都府看護職員需給見通し検討
委員会の状況
23. 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協
議会の状況
24. 平成17年度日本医師会医療情報システ
ム協議会の状況

25. 日医ＩＴ問題検討委員会の状況
26. 第２回日医都道府県医師会長協議会の
状況
27. 日医理事会の状況
28. 第10回日医介護保険委員会の状況

【議 事】
29. 会員の入会・異動・退会７件を可決
30. 常任委員会の開催を可決
31. 地区会長会議の開催を可決
32. 第２回会費検討・会館建設特別委員会
の開催を可決
33. 第８回地区庶務担当理事連絡協議会の
開催を可決
34. ＮＨＫ－ＢＳ１ ｢ＢＳディベートアワー｣
への意見投稿を可決
35. 平成17年度第２回京都府交通事故医療
連絡協議会の開催を可決
36. 自賠責研修会の開催を可決
37. (財)原子力安全研究協会・京都地区緊
急被ばく医療ネットワーク調査検討会委
員の推薦を可決
38. 京都府リハビリテーション連絡協議会
作業部会 (仮称) の委員の委嘱ならびに
開催を可決
39. ｢東部クリーンセンター周辺住民健康
調査の内容検討｣ に係る京都市との委託
契約を可決
40. 第35回学校医部会総会の開催を可決
41. ＡＣＬＳ研修会の共催を可決
42. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を
可決
43. 看護専門学校非常勤講師の退職および
退職慰労金の支給を可決
44. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決
45. 十三大都市医師会連絡協議会への出席
を可決

第30回定例理事会 (11.17)

理
事
会
だ
よ
り
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 地区会長会議ならびに平成17年度第

１回地区社会保険担当理事連絡協議会

の状況

３. 新規個別指導の状況

４. 国保合審の状況

５. 基金合審の状況

６. 京都府国民保護協議会の状況

７. 第17回救急委員会の状況

８. 第４回京都救急医療研究会の状況

９. 北部学校医研修会の状況

10. 第４回京都府高齢者保健福祉計画等検

討委員会の状況

11. 地域ケア委員会の状況

12. 京都産業保健推進センター運営協議会

の状況

13. 第７回産業保健委員会の状況

14. 第２回インフルエンザワクチン等確保

検討会の状況

15. 第10回子宮がん検診委員会の状況

16. アスベスト関連研修会の状況

17. 小児救急シンポジウムの状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 第14回スポーツ医学委員会の状況

20. 平成17年度第１回近医連医業経営担当

理事連絡協議会・大阪国税局との懇談の

状況

21. 看護専門学校２年課程推薦入学試験の

結果について

22. 第８回近医連常任委員会の状況

23. 四師会懇談会の状況

24. 南部四地区医師会連絡協議会の状況

【議 事】

25. 会員の入会・異動・退会７件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

27. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

28. 第19回京都市地域リハビリテーション

交流セミナーの後援を可決

29. 第46回日本消化器集団検診学会総会並

びに第36回近畿地方会への後援を可決

30. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

作業部会の日程変更と委員の追加委嘱を

可決

31. シックハウス症候群に関する ｢シック

ハウス公開講座 (Ⅴ)｣ への後援を可決

32. 糖尿病対策推進事業委員会の設置およ

び第１回委員会の開催を可決

33. 府医学術講演会の開催を可決

34. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

35. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

第31回定例理事会 (11.24)

～ １月度請求書 (12月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

＊医保分点検＝10日

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊国保分点検＝10日

△

労災 13日 (金) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡




