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砲丸投げポーズの狛犬
写真／播岡敏弘 (下東)

菅大臣神社の狛犬｡ 下京区仏光寺通新町西入

遠くから見ますと砲丸投げのポーズに見えます｡ 珍しい

♂ (シンボル) の狛犬 (吽形) であります｡ 京都市の古い

狛犬ベスト10の中の№８です｡ 約172年前に寄進されていま

す｡ №１は東山の金比羅宮の狛犬で約239年前のものです｡

この狛犬をよく見ますと, 砲丸？は前足の甲の上にのって

いて, 何んの玉か判りません｡ 狛犬というのは神社やお宮

さんなどでよく見かけるものです｡ それは祭神をお守りし

ているのです｡

北野天満宮の境内の中に№２のがあって196年前のもので

す｡ それなのに有名な平安神宮に狛犬がないのは何故でしょ

う｡ それには京都なりの理
わ

由
け

があります｡ それはクイズに

いたしましょう｡

下京地区にはこんな古物の掘り出しものがありました｡

参考：京都狛犬巡り 小野慶昭 ナカニシヤ出版
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京都府医師会は２月18日(土), 第171回臨時代議員会を開催｡ 97名の代議員の出席のもと,

任期満了に伴う新執行部の選出, 日医代議員・予備代議員選挙などが行われた｡

当日は昨年12月の府医会長選挙で当選した森 洋一次期会長から新執行部の陣容が報告され

たほか, 日医代議員・予備代議員, 府医監事, 裁定委員選挙については立候補が定数を超えな

かったため, 無投票での当選が決定｡ その他, 府医選挙管理委員・予備選挙管理委員について

も別掲のとおり承認された｡

■明るい将来展望見えない医療界, 今こそ一致団結を
＝森次期執行部への支援を要請＝

冒頭挨拶に立った油谷府医会長は, 医療制度改革を巡る議論の行方について言及｡ 特に ｢高

齢者の負担増｣ ｢中医協問題｣ ｢医療費適正化｣ など改革の柱とされている問題については, 財

政上の観点からのみ議論されていると指摘｡ 国民皆保険制度の崩壊に繋がる大問題であるにも

かかわらず, 現在の政府には将来ビジョンが見えないまま, その場限りの取り繕いに終始して

いる現状に危機感を示した｡

また, 日医会長選挙の動向にも触れ, 近医連としては植松現会長続投の方向で決定している

ことを報告｡ 現在の厳しい医療情勢を考えると,

今この時期に医師会が分裂して会長選挙をする

ことは望ましくないと苦言を呈し, 候補者の１

本化を働きかけていると説明した｡

最後に, 今まさに医療界は厳冬の時を迎えて

おり, 今後も明るい展望が開けてこない現状で

はあるが, 今こそ全会員一丸となって, この難

局を乗り切ることが大切であると強調し, 植松

日医会長の実現と森次期執行部への絶大なる支

援を呼びかけた｡

■議長には佐藤文彦氏, 副議長には津田治巳氏, 岸本良博氏の両氏が

今回は昨年12月に改選された新代議員によるはじめての代議員会であることから, 仮議長

(慣例による出席代議員中の最年長者である内田一男氏) により開会｡

油谷府医会長の挨拶に続き, 議長・副議長の選出が行われ, 議長には佐藤文彦氏 (左京),

副議長には議長の指名により, 津田治巳氏 (山科), 岸本良博氏 (舞鶴) が就任した｡
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■３名の副会長, 18名の理事を選出

４月からスタートする森新執行部の体制は以

下のとおり｡ ８名の新人役員を加え, 会務の運

営にあたることとなる｡ 任期は平成18年４月１

日から平成20年３月31日までの２年間｡ 新執行

部の顔ぶれ, 担当などの詳細は後日掲載予定｡

◆新執行部
会 長 ※森 洋一 (乙訓)

副会長 上原 春男 (左京), ※安達 秀樹 (左京), ※久山 元 (東山)

理 事 岩� 武輝 (乙訓), 大藪 博 (西京), 西村 秀夫 (伏見)

東 義人 (伏見), ※藤井 純司 (山科), ※橋本 京三 (乙訓)

※東前 隆司 (伏見), 辻 幸子 (伏見), ※俣野 憲一 (右京)

中野 昌彦 (下京西部), ※柏井 真理子 (北), 松井 道宣 (下京西部)

北川 靖 (左京), ※内田 寛治 (西陣), ※畑 雅之 (綾部)

福州 修 (右京), 藤村 聡 (相楽), ※武田 隆司 (下京西部)

(※：新任)

■監事には早川道雄氏, 立入克敏氏, 置田文夫氏の３氏

監事選挙では, 早川道雄氏 (山科), 立入克敏氏 (西京) の２名が立候補, 定数を超えなかっ

たため, 無投票で当選が決定した｡ また, 外部監事として置田文夫氏 (府医顧問弁護士) の就

任が承認された｡ なお, 任期は平成18年４月１日から平成20年３月31日までの２年間｡

◆監事
早川 道雄 (山科・新任), 立入 克敏 (西京・新任), 置田 文夫 (顧問弁護士)

■油谷会長が府医顧問に就任

平成18年３月31日をもって会長を退任する油谷桂朗氏が次期執行部に顧問として就任するこ

とが議案として上程され, 賛成多数で可決承認された｡ 任期は平成18年４月１日から平成20年

３月31日までの２年間｡

■全力を傾注し, 会務の運営に取り組む

＝森次期会長が強い決意表明＝

次期会長挨拶に立った森次期会長は, 今後の会務運営にあたって強い決意を表明｡ 府医の理

念でもある ｢権力に屈せず, 是々非々の態度で主張すべきは主張する｣ ことを基本にこれまで

の路線を踏襲し, 発展させていきたいとの意気込みを示した｡

さらに, 次期執行部の最大事業である新医師会館建設についても言及｡ 新会館建設に向け具

体的な議論をいただきながら, 50年, 100年もの永きにわたり開かれた医師会として府市民と
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ともに歩んでいける新会館の建設と医師会運営の基礎を確立するため

の大事な１年間であると強調｡ また, 特別委員会では建設に向けた検

討のみならず, 将来の会費のあり方についても会員各位の理解を得ら

れるよう鋭意議論を重ねていきたいとし, 代議員各位の理解と支援を

呼びかけた｡

最後に, 厳しい中での会長就任ではあるが, 全力を傾け, 会務の運

営に当たりたいとの意気込みを述べるとともに, 厳しい今こそ一致団

結して改革に立ち向かっていかなくてはならないと強調し, 引き続き,

次期執行部への強力な支援を要請した｡

■日医代議員・予備代議員選挙

日医代議員 (定数５名), 予備代議員 (定数６名) については, 立候補者数が定数を超えな

かったため, 無投票で当選が決定した｡ なお, 次期会長の森 洋一氏は京都府医師会における

日本医師会代議員・予備代議員選挙規定第７条により当選人と決定｡ 任期は平成18年４月１日

から平成20年３月31日までの２年間｡

◆日医代議員
森 洋一, 上原 春男, 安達 秀樹, 久山 元, 中野 昌彦, 佐藤 文彦

◆予備代議員
大藪 博, 西村 秀夫, 東 義人, 橋本 京三, 北川 靖, 津田 治巳

■府医選挙管理委員・予備選挙管理委員を選出

府医選挙管理委員・予備選挙管理委員については, 当該ブロックから推薦のあった候補者

(ともに５名の定数) を承認するとともに, 予備選挙管理委員の繰り上げ順位を抽選で次のと

おり決定した｡ 任期は平成18年４月１日から平成20年３月31日までの２年間｡

◆選挙管理委員

� 義信 (北), 今井 重昭 (中東), 酒井 晃 (右京)

八田 敏秀 (宇久), 矢野 想之輔 (与謝)

◆予備選挙管理委員
①川西 康夫 (船井) ②森本 隆雄 (東山) ③三宅 洋之介 (西陣)

④石田 晟 (伏見) ⑤天津 健 (下東)

■８名の役員が退任

今回の役員改選で退任が決定したのは, 油谷会長 (６期12年), 立入副会長 (９期18年), 依

田理事 (３期６年), �尾理事 (３期４年５ヶ月), 岡林理事 (２期４年), 那須理事 (２期４

年), 中嶋理事 (３期６年), 武田理事 (４期８年) の８名の役員｡
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京医発第835号

平成18年２月18日

京都府医師会会員 各位

京都府医師会代議員会

議長 佐藤文彦

日本医師会代議員・予備代議員選挙における当選人について (告示)

標記選挙については, いずれも定数を超えなかったため, 京都府医師会における日本医師会

代議員・予備代議員選挙規定に第14条に基づき, 投票を行わず, 当選人と定め, ２月18日開催

の京都府医師会第第171回臨時代議員会において承認を得るとともに, 同規定第15条により告示

します｡ 次期府医会長の森 洋一氏は同選挙規定第７条により無投票当選となります｡

記

【代議員当選人】

森 洋一 上原 春男 安達 秀樹

久山 元 中野 昌彦 佐藤 文彦

【予備代議員当選人】

大藪 博 西村 秀夫 東 義人

橋本 京三 北川 靖 津田 治巳

京医発第836号

平成18年２月18日

京都府医師会選挙人

京都府医師会

会長 油谷桂朗

京都府医師会選挙管理委員・予備選挙管理委員について (公示)

任期満了に伴う新しい標記委員については, 府医選挙規定第10条第２項に基づき, 地区医師

会より定数分の候補者の推薦を受け, 府医第171回臨時代議員会で承認を得るとともに, 予備選

挙管理委員の順位を抽出した結果, 次のとおり選出されましたので公示します｡

なお, 任期は平成18年４月１日より20年３月31日までです｡

記

【選挙管理委員】

� 義信 (北) 今井 重昭 (中東) 酒井 晃 (右京)

八田 敏秀 (宇・久) 矢野 想之輔 (与謝)

【予備選挙管理委員】

①川西 康夫 (船井) ②森本 隆雄 (東山) ③三宅 洋之介 (西陣)

④石田 晟 (伏見) ⑤天津 健 (下東)
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り会費検討・会館建設特別委員会 〈 中間報告 〉

委�員�会�だ�よ�り�

平成13年３月の代議員会において, 同年度より会館建設準備金として年間１億円の積立を通常会費を引

き上げて行うこと, そしてその額が15億円に達した時点で, 相応分の通常会費を引き下げる執行部の提案

が可決された｡

平成18年３月にこの目標額に達することが明確となり, この度, 油谷府医会長から諮問委員会である会

費検討委員会に下記の３点に要約される諮問がなされた｡

① 前記代議員会の決定どおりに, 18年度より会費を引き下げることについて

② 18年度中に建設計画, 建設費用が明確となり, 費用調達スキームが具体的になるわけであるが, そ

の時, 会員に負担を求める特別会費について

③ ①, ②と異なり会館建設とは直接関係ない事であるが, 現行の京都の均等・応能併用による会費徴

収のあり方について

以下, 委員会審議に基づいて中間報告する｡

①②に関しては, 平成13年度の会費検討委員会

との連続性があるので, 再度, 前委員会答申の要

点を確認する｡

現会館の耐用年数よりして新会館建設の必要性

を認め, その財源に関しては一度に多額の拠出金

を会員に求めることを避けるため, 一定額を建設

準備金として建設計画が具体化するまでにあらか

じめ積み立てる｡ また, 積立目標額を15億円とし,

その積立方法は, 地域間格差, 死亡退会時の返還

などの要素を含まない通常会費を引き上げて毎年

１億円程度が妥当とした｡ 目標達成後, 建設計画

が明確となる時点で, 不足分は特別会費として徴

収する計画をたてる, としている｡

以上の前委員会の意向を踏まえ, また, 今回執

行部から提示された粗々の財政計画を考慮した上

で, 当委員会で集約された意見は ｢目標額達成後

は通常会費を引き下げて, 不足分を特別会費に委

ねる｣ とするものであった｡

しかし, このまま積立を続けて特別会費の会費

負担を更に減ずる, とする意見も少なくなかった

が, この問題についても分割納入等の対応策があ

るわけで特別会費はその多寡により賦課細目を検

討し会員の負担を軽減することが可能であること

で理解された｡ また, 会館建設後に入会する会員

に対しては, 従来からの慣例どおり, 入会時に相

応の負担を求めることも合わせて確認された｡

ちなみに, 執行部から提示された粗々の財政計

画とは, 建設に関わる費用が大枠で30億円を超え

ないこと, またその費用調達スキームは, 会費積

立の15億円, 医師国保の施設分担金５億円につい

てはほぼ了解が得られているが, 残り約10億円に

は行政との委託事業等による補助金, 会員からの

特別会費が予定される｡ 建設計画の最終決定は18

年度中であり, 事業年度は19, 20年度となること

も合わせて執行部から報告された｡

③については, 京都府医師会の会費徴収の経緯

を理解する必要がある｡ その上に現在の他府県の

状況なども参考にして, 議論を積み重ね, 18年夏

頃にはまとめたい｡

以下簡単に京都府医師会の会費徴収の経緯と全

国状況を付記し, 京都において応能割が導入され

た状況に触れる｡

京都府医師会創設の昭和22年から昭和38年度ま

では均等割の医師会費に加えて特別会費として社

会保険対策などの時局対策費用の拠出が求められ

ていた｡ この特別会費について, 保険収入の多い

医療機関が一方的に恩恵を多くこおむる事に不満

が募り, 昭和39年度より通常会費は均等割と応能

割の両者構成とされ, 時局対策特別会費は中止と

なる｡ これが京都に応能割が導入された始まりで,

以降この徴収方法が応能割により依存度を高めな

がら現在まで続いている｡ 全国的には, 均等割単

独が多く, 均等・応能の両者で医師会費を調達し

ている府県は数件に留まっているが, この京都の

会費徴収方法について当委員会で見直しを含めて

議論を深める所存である｡
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油谷府医会長は冒頭の挨拶で, 中央情勢に

ついて触れるとともに, 未決定事項と前置き

した上で ｢全医療機関の領収書発行義務づけ｣

について指摘, 日医はコストや事務の煩雑化

の観点から, ｢全患者ではなく患者の求めに

応じて発行すべき｣ というスタンスであるこ

とを示した｡ また, 一度は日本医師会の働き

かけで廃止される運びとなった ｢医師免許更

新制｣ が規制改革・民間開放推進会議によっ

て再燃してきているとの報告を行い, その他

にも新年度になればさらに多くの制度変更が

なされることから, より一層注意を払わなけ

ればならないとの意向を示した｡ さらに, 医

療保険制度はもとより, 介護保険制度, 予防

接種等の改正について列挙するとともに,

ＩＴ化の促進や個人情報の保護等により, 医

師会としても何らかの形で構造改革を実施す

る必要があるとの見方を示した｡

医療保険制度改革について

久山府医理事から, 医療制度改革の流れに

ついて詳細な説明がなされた｡ 経緯として,

経済財政諮問会議による ｢骨太の方針2005｣,

昨年10月に出された厚労省による ｢医療制度

改革試案｣ について触れた上で, 昨年12月１

日に政府・与党医療改革協議会によって示さ

れた ｢医療制度改革大綱｣ について詳細な説

明を行った｡ 医療制度改革大綱のポイントと

して, 18年度診療報酬は引き下げの方向であ

ること, 中医協委員は公益６名, 支払側・診

療側委員各７名に変更されること, 中医協の

団体推薦枠廃止, 75歳以上の後期高齢者につ

いては独立した医療制度を創設し, 患者負担

は１割, 公費は５割負担とすること等を説明

した｡ 中医協の団体推薦枠廃止については,

委員の任命にあたり ｢地域医療を担う関係者

等の意見の配慮に関する規定を設ける｣ とさ

れているとし, ｢医師会関係者の任命に配慮

した表現が書き込まれている｣ としつつも,

委員長と公益代表との裁量で重要事項の決定

が出来ることを示した｡ また, 懸案事項であっ

た医療給付費の伸びの管理については政府が

当初主張していた ｢管理目標｣ ｢政府目標｣

等の文言は消え ｢目安となる指標｣ との柔軟

福知山医師会と府医執行部との懇談会が２月４日(土), 福知山市中央保健・福祉センターに

おいて開催され, 地区から26名, 府医から７名が出席, 井土昇福知山医師会庶務担当理事の司

会のもと２時間以上にわたり活発な意見交換が行われた｡

冒頭の高尾嘉興福知山医師会会長の挨拶に引き続き, 油谷府医会長が挨拶に立ち, 中央情勢

や医療制度改革について説明するとともに, 今後の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｡

福福知知山山
医師会との懇談会

医療制度改革を巡る諸問題で活発な意見交換

福知山医師会との懇談会 (２.４ 福知山市中央保健・福祉センター)
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な表現で決着されたと報告した｡

さらに久山府医理事は, ２月３日の中医協

総会において, 医療機関に対する領収書発行

の義務化をめぐって診療側・支払側の意見が

分かれたとの報告を行うとともに, 診療側の

松原日医常任理事からは ｢無償で行うことは

現実的に無理であり, 患者の求めに応じて有

償で発行する｣ というスタンスが示されたと

し, ｢(全医療機関による領収書の発行義務化

については) 患者の求めに応じて発行すると

いう努力義務に落ち着くのではないか｣ との

私見を述べた｡

さらに, 今後の健保法等改正案ならびに医

療法等改正案の主な内容と施行時期を示し,

医療の安全確保の必要性を訴えると同時に医

療機関側のモラルハザードに懸念を示した｡

医療制度改革で議論沸騰

地区から, 小泉首相の独裁的な手法につい

て指摘され, ポスト小泉に焦点を当てる必要

性が訴えられた｡ これに対し森府医副会長は,

診療報酬改定に関して小泉首相の当初の構想

であった過去最大のマイナス改定からマイナ

ス3.16％に押し戻したことや中医協の委員構

成等を押し戻したことを考えると日医の尽力

も無ではなかったとしつつも, ポスト小泉に

ついては慎重に人選を見極めてから動く必要

があるとした｡ また, 日本医師会長選挙につ

いて, (医療制度改革等によって) 厳しい状

況下での唐澤東京都医師会長の出馬は我々に

とって大きなマイナスであるとの見解を示し

た｡

また, 地区から国民皆保険制度を守る署名

運動について触れられるとともに, 我々にとっ

てこの厳しい状況が, かえって医師会の団結

力を深めることにつながり, 一つのチャンス

となりうるとの見方が示された｡ これに対し,

森府医副会長が回答に応じ, 京都府だけでも

29万筆以上もの署名が集まったことに対し深

く謝辞を述べつつも, 約３割の医療機関が署

名用紙を提出いただけなかったことを報告,

積極的な協力を得るための方策を考える必要

があるとの見解を示した｡ また, 油谷府医会

長は, 日医会長選挙について, 選挙の結果に

よっては医療に対する軽視が助長されること

に危惧を示し, ｢今こそ日医は政府に対して

力を知らしめる必要がある｣ との見方を示し

た｡

地区から, 政府に先立って医師会自らが医

療のあるべき姿を ｢ビジョン｣ として打ち出

す必要があるとの意見が挙がり, 上原府医副

会長は前日医執行部が掲げた ｢グランドデザ

イン｣ を紹介, その際, 我々の主張を厚労省

の都合の良いように巧みに組み替えられたと

し, ビジョンとして掲げるのであれば, 慎重

に検討を重ねる必要があるとした｡

その他, 地区から, 自立支援医療 (精神通

院医療) への制度移行にかかる事務取扱手順

が示されるとともに, 府医に対しての要望が

示された｡

�������

安達府医理事は ｢適正な保険診療のために｣

と題して, ｢保険医療機関及び保険医療養担

当規則｣ の内容や個別指導の事例を交えなが

ら, 保険診療の留意点について解説した｡

個別指導について安達府医理事は, ｢指導

においては, 府医として会員が不当な扱いを

受けないように, また, 会員に適正な保険診

療を促すため, 公平な立場で立ち会いを行っ

ている｣ と説明するとともに, 関連法規に関

する認識不足のために, 医師が善意で行った

ことも悪意と取られるケースがあることなど

をあげ, ｢大学医学部の講義に医療関連法規

の講義を導入すべきだが, 差し当たっては会

員に不利益が生じないよう, 府医として関連

法規に関する情報提供に努めたい｣ との考え

を述べた｡
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最後に安達府医理事は, 医療制度改革につ

いてふれ, ｢国民皆保険制度の堅持｣ とのス

ローガンのもと, 安価な技術料で現在の日本

の医療制度が保たれているのは医師・医療従

事者のモラルの賜物であり, 世界的にも奇跡

的であると前置きした上で, 財政的視点から

医療費削減のみを優先する医療制度改革では,

このモラルも崩壊すると指摘, ｢へき地医療,

産科, 小児科等にたずさわる医師が少ないの

はなぜなのか？ いつまで医師のモラルに頼

るのか？｣ と市場原理主義者に訴えかけたい

との思いを述べ, 会員とともにその手段を考

えたいとの意向を示した｡

京医選管発43号
平成18年２月23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・予備代議員補充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38号にて告示した下京東部医師会の候補者についてはいず
れも定数を超えなかったため, 投票を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
と定めましたので告示します｡

京医発第832号
平成18年３月１日

京都府医師会員 各位

京都府医師会第88回定時総会の開催について (告示)

標記定時総会を次のとおり開催します｡ 会員各位にはお繰り合わせご出席いただきますよう
お知らせします｡

記

と き ３月25日(土) 午後４時15分 (予定)
ところ 京都府医師会館
次 第 Ⅰ 開 会

Ⅱ 報 告 (１) 庶務および会計について
(２) 事業について
(３) 代議員会における決議事項について
(４) その他

Ⅲ 協 議
Ⅳ 閉 会

京都府医師会第172回定時代議員会の開催について

と き ３月25日(土) 午後２時30分
ところ 京都府医師会館
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●●●● 平成17年度学校医・乳幼児保健講習会開く ●●●●

学学学校校校医医医講講講習習習会会会
学学校校・・地地域域保保健健連連携携推推進進事事業業

����������������		

����������		������
欠欠かかせせなないい教教育育委委員員会会のの理理解解

２月18日に開かれた学校医講習会では, ３題の講演とシンポジウムが行われた｡

講演 ｢最近の学校健康教育行政の課題について｣ で, 戸田芳雄文科省スポーツ・青少年局体

育官は, 薬物乱用や喫煙防止, 性教育, アレルギー対策, 心の健康問題など学校保健の充実,

相次ぐ児童殺傷事件をふまえた防犯・学校安全の充実, 食育基本法案に基づく食の指導体制の

充実, 学校給食の充実に向けた施策を概括的に

説明, ｢子どもが育ちにくい社会・状況になっ

てきている｣ との認識を示し, ｢保健分野だけ

でなく幅広い観点から取り組んでいきたい｣ と

述べた｡ フロアから学校検診から色覚検査が削

除されたことについて ｢自覚のないまま成長す

ると進路に影響を及ぼすこともあり, 眼科医と

しては必要｣ との意見に対しては, ｢必須項目

からは外れているが, 問診等で対応する方向で

検討したい｣ との回答があった｡

｢ＮＯ ＳＭＯＫＩＮＧ－受動喫煙の防止と

学校敷地内禁煙｣ では, 医師会の立場から藤

森宗徳・千葉県医師会長がこれまでの日医の

禁煙活動を報告｡ 医師の喫煙率は2000年の男

27.1％, 女6.8％から04年に男21.5％, 女5.4％

に改善されたものの, まだまだ欧米の喫煙率

より高いと, より一層の努力を促した｡ 国民

医療推進協議会が昨年４月に禁煙活動推進を

打ち出しており, 今後は自動販売機撤廃, 学

校敷地内禁煙をはじめ公共施設における禁煙

推進, たばこ広告規制強化など包括的に取り

組んでいくことの必要性を訴えた｡

医学的立場からは国立成育医療センター研

究所成育政策科学研究室・原田正平室長が,

01年生まれの子どもの親に対する喫煙状況調

査から, 19歳以下の夫婦で夫83.8％, 妻44.3

％, 20～24歳の夫婦で夫83.4％, 妻34.7％と

いう喫煙率を示し, 若年層の家庭が高喫煙率

であることに強い懸念を示した｡ また, 日赤

和歌山医療センターのデータでも現在の喫煙

者のうち喫煙開始年齢が20歳までで90％を占

めていることからも, 未成年者の喫煙対策が

喫緊の課題であるとして学校敷地内禁煙の更

なる徹底を訴えた｡

学校敷地内禁煙強化で､未成年の喫煙対策徹底を
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｢食育について｣ は, 日本栄養士会会長・

神奈川県立保健福祉大学教授の中村丁次氏が

講演｡ 昨年成立した ｢食育基本法｣ への ｢国

が食卓にまで口を出すのか｣ という批判に対

して, ニクソン大統領の時代のアメリカで国

民が心臓病で倒れていくことを ｢国家の危機｣

と捉えて対応した成果を例に上げ, その必要

性を次のように説いた｡

現在の日本の食べ過ぎから来る生活習慣病,

メタボリックシンドロームは, 移行期があり

予防しうる疾病であり, 健康な子どもに働き

かける役割をこの４月から開始された栄養教

諭が担っている｡ 戦後日本の栄養失調は, 学

校給食と栄養教育によって全ての国民に平等

に改善を図ったが, そのことが後の経済成長

につながった｡ 一方, 現在国民一人あたりエ

ネルギー供給量と摂取量の差, すなわち残飯

として廃棄されている食糧が一人あたり700

キロカロリーもある実態, 裏腹に栄養失調状

態のミスアメリカ (BMI17弱) の姿からの

影響か, 若い女性に見られる栄養失調状態,

また高齢者や病人の栄養失調, 一家団欒とは

ほど遠い家族が揃わない食事風景など, 食事

を取り巻く課題は多様化してきている｡ 国民

が自ら食について考え, 判断する力をつける

ための ｢食育｣ を運動としてすすめる必要が

ある｡

｢学校・地域保健連携推進事業実施の問題

点－専門校医普及のために－｣ と題したシン

ポジウムは, 神奈川県厚木市立鳶尾小学校校

長・山口吉春氏のほか, 日医学校保健委員会

委員である, 井藤尚之大阪府医師会理事, 岩

井雅彦氏 (日本臨床皮膚科医会), 富永孝神

奈川県医師会理事がそれぞれの地域・専門医

の立場から発言, その後清古愛弓東京都教育

庁学務部学校健康推進課長, 雪下國雄日医常

任理事を交えて討議した｡

専門校医が全国的に普及するためには, 都

道府県教育委員会と市町村教育委員会, 学校

現場と専門医それぞれの連携が不可欠である

が, 討論の中でこれまでの内科・耳鼻咽喉科・

眼科の学校医だけでは対応しきれない時代に

なっていることの理解が一部の教育委員会に

浸透しきっていないことが浮き彫りになった｡

これに対して雪下日医常任理事は, 18年度中

に学校・地域保健連携推進事業の実績をまと

め, 今後①内科校医を主任校医 (１～２名)

とする, ②耳鼻科・眼科医の未配置のところ

は整形外科, 精神科, 皮膚科, 産婦人科を含

めて専門校医としてグループ化し, グループ

として複数校に配置する－ことを目指すこと

を明らかにした｡

最後に座長が ｢当面, 学校現場では専門医

と校長はじめ教員が顔の見える関係を築き,

事業内容をお互いに十分理解して無理のない

プランで展開していく｣ ことを確認した｡

多様化する食事の課題に ｢食育運動｣ で対応を
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乳乳乳幼幼幼児児児保保保健健健講講講習習習会会会
柳柳田田邦邦男男氏氏がが問問題題提提起起

����������������		
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人人格格形形成成にに愛愛着着関関係係はは不不可可欠欠

19日の乳幼児保健講習会では, ノンフィク

ション作家・評論家の柳田邦男氏が ｢ＩＴ時

代と子どもの人格形成｣ と題して講演した｡

柳田氏は, 90年代末に米国小児科学会が脳

の発達を歪め, 粗暴化の要因になるとして

｢２歳まではテレビを見せるべきではない｣

との勧告を出したことに着目 (日本でも２年

前に同趣旨ながら ｢望ましい｣ との緩やかな

表現で発表された), テレビやゲーム, パソ

コンなどＩＴ化社会の進展が, 97年の神戸の

事件や04年の佐世保事件, 昨年の寝屋川での

教師殺傷事件など, 動機が解明できない少年

事件の要因になっているのではないかとして,

その分析と今後の対応を以下のように示した｡

99年に全国400ヶ所で実施された保育士ア

ンケートによると, 最近の保育園児の傾向は

①深夜まで起きている, ②行動の粗暴化：す

ぐキレる, ③言葉の発達遅れ, ④親の前とそ

れ以外での行動に差, ⑤基本的なしつけの欠

如－が上げられていたが, 04年の佐世保事件

の加害少女の人格特性の問題として指摘され

た①自分の心象を見つめたり, 言語化できな

い, ②親の愛着が薄かったため, 他者への愛

着が薄い, ③文脈の理解が不器用, ④欲求や

怒りを抑圧しているが, キレると爆発する－

と共通しており, 年齢的にも符合する｡ 小此

木啓吾氏が警告したように①生身の人間との

接触が減ることで言語能力の劣化を来す, ②

世界を支配しているような錯覚により自己中

心的な人格が形成される, ③物事を二分法で

しか考えられない－人間を生み出しているこ

とはバーチャルメディア普及によるものでは

ないか｡ 一度テレビのない生活をしてみれば,

朝が落ち着き, 夫婦の会話が増え, 子どもの

様子がよく分かっ

てくるなど, 家庭

が変化していくの

がよく分かる｡ 今

の危機的な状況を

打開するには, 親

のアタッチメント＝

愛着が子どもの人格形成に重要であることを

社会が認識する必要がある｡

厚労省雇用均等・児童家庭局母子保健課長

の佐藤敏信氏は, ｢母子保健をめぐる最近の

動向｣ と題した講演で, 周産期死亡率や乳幼

児死亡率が世界の中でも低く, 高い水準の医

療によるものであることを強調する一方, 子

どもの心の問題, 思春期保健対策・性感染症

対策, 不妊治療や生殖補助医療などの少子化

対策が今後の課題であるとして, 小児科医・

産科医の不足問題とその対応を行政の立場か

ら解説した｡

｢小児救急の新たな動き｣ をテーマとした

シンポジウムでは, 地域小児科医連携型：印

旛方式 (西牟田敏之国立病院機構下志津病院

院長・千葉県小児科医会会長), 休日夜間急

患診療所方式：町田市の事例 (豊川達記豊川

小児科内科医院院長), 小児救急医療と電話

相談事業：広島県の事例 (桑原正彦広島県小

児科医会会長), 地域の開業医と勤務医が連

携：鹿屋方式 (松田幸久まつだこどもクリニッ

ク院長) が, それぞれの地域での小児救急の

取り組みについて報告した｡ いずれも医師と

看護師ら医療関係者の献身的な取り組みによっ

て成り立っており, 二次救急病院や医療セン

ターの受け入れ態勢, 何より行政の熱意と補

助が存続に不可欠であることが伺えた｡
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平平成成1177年年度度 都都道道府府県県医医師師会会

生生涯涯教教育育担担当当理理事事連連絡絡協協議議会会 開開催催さされれるる

都道府県医師会生涯教育理事連絡協議会が, ２月10日(金), 日本医師会館において開催され

た｡ 植松日医会長は生涯教育は医師である限り当然行わなければならないと, 日医生涯教育制

度の重要性を強調した｡ その上で, 日医としては実技を含めた参加型の研修を重視しているこ

と, また, 一昨年より始まった臨床研修制度において, 研修医の指導を日本医師会の会員が行

うようになったこと等に触れながら, 生涯教育の推進方につき各都道府県医師会の一層の協力

を求めた｡

会議では, 橋本常任理事から, 平成16年度

の申告率は74.1％と過去最高となったことが

報告された｡ その中で, 申告率が90％を超え

れば生涯教育の義務化などという議論は不必

要になると述べ, 申告率の向上に都道府県医

師会の一層の努力を要望された｡ 全国的には

宮崎県医師会が97.3％全国一となっており,

京都府は73.7％であった｡ また, 日医雑誌の

読後回答の回答率の引き上げが今後の課題と

しつつ, 学術的な問題ではないとの意見につ

いては, 点数をどう単位に換算するかという

問題があると述べた｡

生涯教育関連事項では, ① ｢指導医のため

の教育ワークショップ｣ が日医の協力も含め

て15医師会で18回開催されたこと ②医師国

試問題作成について, 日本医師会員が問題作

成に参加することの意義を強調し, 作成講習

会を18年度も開催する予定であること ③日

医生涯協力講座では, スポンサーシップをど

うするかが問題であるとし, 日本医師会とし

て・商品の宣伝をしない等について, 協賛会

社の理解を得て進めていること等の報告がさ

れた｡

18年度生涯教育制度については, 医師国試

問題作成講習会, ｢指導医のための教育ワー

クショップ｣ の開催, 新医師臨床研修制度に

おける ｢地域保健・医療｣ 研修に関するアン

ケートに実施等の計画が報告された｡

つづいて, 横倉生涯教育推進委員会副委員

長から, 生涯教育委員会の議論や課題につい

て報告が行われ, 今後の検討課題として①イ

ンターネット講座と日医雑誌の読後回答で10

単位クリアできることの是非 ②新医師臨床

研修制度における後期研修 ③生涯教育につ

いて10単位でよいのかどうか等が強調された｡

次に, 課題ごとの生涯教育活動についての

事例報告が行われ, 質疑・討論が行われた｡

(１) 生涯教育申告率 宮崎県医師会

宮崎県医師会の申告率が97.3％と全国一に

なった取り組みを報告｡ 申告の意思確認, 追

加申告を郡市区医師会に一任し, 特殊事情の

ある会員を含めた全員申告をすすめて申告率

を向上した経験を報告｡

(２) 指導医のための教育ワークショップ

東京都医師会

16年度２回, 17年度３回 (予定を含む) 開

催｡ 参加者は131名｡ ユニットテーマも地域

保健・医療に関するテーマを加えている｡ 工

夫していることは, 全体講義で大学の立場と

医師会の立場からに分けて講義を行ったこと｡

(３) 生涯教育協力講座 ｢セミナー｣

石川県医師会

｢脳・心血管疾患講座｣, ｢慢性呼吸器疾患
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講座｣ について報告｡ 特徴として, ①講師を

県内の病院の専門医が担当したことにより,

病診連携がより円滑になった｡ ③参加者は,

若い医師や勤務医も多く, 講演会と比較して

参加者が多かった｡ ④終了後にも質問が多く

行われたこと｡

(４) 医師国試問題作成講習会

①岩手県医師会

岩手県医師会医師国家試験問題作成委員会

を設置して実施｡ ①学校保健, 産業保健, 介

護保険等, 主にかかりつけ医が行っている事

業を内容とする ③実際に医科大学で教えて

いる内容にとらわれず, 実地医家として, 最

低限これだけは理解して卒業してほしい要望

を含んだ問題を作成した｡

②熊本県医師会

熊本県における医師国試問題作成講習会の

状況と作成された問題が紹介された｡ 午前中

は ｢最近の医師国家試験｣ ならびに ｢ＭＣＱ

とは｣ についての講義を受け, 午後, ＭＣＱ

の作成を行い, 発表・討論を行った｡ 作業は,

個人作業で各自１題を作成し, グループで２

題を選出し検討したものを, 各グル－プでブ

ラッシュアップを行った｡

(５) 新医師臨床研修制度に対する取り組み

① 京都府医師会から, 藤村理事が発言し,

研修医のための研修と交流会について報告｡

第１回は, 平成17年２月19日に, ｢群星沖

縄｣ の宮城征四郎氏の講演と ｢初期研修１

年を振り返って｣ とのテーマで研修医によ

るシンポジウムを行った｡ 第２回は平成18

年２月４日に, 倉敷中央病院副院長の馬場

清氏の講演と１年次の研修医３名, ２年次

の研修医５名に地域医療研修協力診療所の

医師２名から経験発表の後, 交流会を行っ

た｡

② 大阪府医師会

研修医に対するアンケート結果を報告｡

問題点として, ①指導医・指導体制につい

て ②研修内容について ③研修医につい

て ④相談体制について ⑤その他の５点

を, まとめとして①研修医の処遇に国家補

助が必要 ②指導医の養成や手当てなども

含めた行政的支援が必要 ③研修プログラ

ムの評価, 改正が必要 ④卒前教育の充実

や臨床研修終了後の教育体制の検討等が出

された｡

最後に櫻井日医副会長より閉会の挨拶が行

われた｡

平成17年度日医生涯教育申告について

上記の件につきましては, 昨年同様,

府医・地区医・専門医会・府医承認の

各種研究会への出席状況を把握し, 会

員各位あてにそれぞれの出席単位数を

記したハガキを送付, 追加・訂正があ

ればそのハガキをご返送いただく方法

で一括申告をすべく準備を進めており,

５月末までに全会員あてに文書を発送

する予定ですのでご協力をお願いいた

します｡ (なお, ３月１日発行の日医雑

誌付録としてお手元に届けられる ｢生

涯教育申告書｣ は, 提出不要です｡)
発言する藤村府医理事
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保険医療機関の指定を受けている病院または診療所は, 介護保険法により ｢居宅療養管理指導｣

｢訪問看護｣ ｢訪問リハビリテーション｣ それぞれのサービスについて, 指定を辞退する旨の届け出

を行わない限り, 指定があったものとみなされています｡

本年４月１日の改正介護保険法施行に伴い, 要支援１, ２ (従来の要支援と要介護１の一部) が

対象者となる ｢介護予防居宅療養管理指導｣ ｢介護予防訪問看護｣ ｢介護予防訪問リハビリテーショ

ン｣ サービスが新設されます｡ こちらも上記同様みなし指定となりますが, 京都府は ｢居宅療養管

理指導｣ ｢訪問看護｣ ｢訪問リハビリテーション｣ のいずれかまたは全部について, 既に指定を不要

とする旨の届け出を行っておられる病院または診療所については, 介護予防サービスについても指

定を不要とする旨の届け出を行ったとして取り扱うとの連絡がありましたのでお知らせします｡ し

たがって, 現在の指定状況のまま変更の必要がなければ, 一切届け出は不要です｡

なお, みなし指定に関しては, 一度指定を辞退する旨を届けていても, 煩雑な指定申請を行うこ

となく, 再度指定を受けることが可能であることを念のため申し添えます｡

介護保険主治医意見書記載研修会の開催について

昨年秋に京都府の委託を受けて ｢介護保険主治医研修会｣ を開催し, 多数の会員各位にご出席い

ただいたところですが, 今般, 京都市からも委託を受け, 下記のとおり ｢介護保険主治医意見書記

載研修会｣ を開催します｡ 今回は前回と内容を少し変え, 介護予防サービスを受けることにより状

態改善の可能性があるかどうか, また, 何らかの危険性があるかどうか, を観点とした, より現実

的なものとします｡ 参加ご希望の方は, 本号付録の申込用紙にてお申し込みください｡

日 時 ３月11日(土) 午後２時～４時30分
場 所 京都テルサ１階 テルサホール (南区九条車庫南側)

内 容 ｢介護予防の視点を踏まえた主治医意見書記載上の留意点｣ (仮題)

１. 通所系サービスの視点

講師：渡辺康介 (北・渡辺西賀茂診療所)

２. 整形外科の視点

講師：石居志郎 (東山・いしい医院)

３. 口腔ケアの視点

講師：竹原賢治 (歯科医師会・竹原歯科医院)

４. 新様式記載上の留意点

講師：北川 靖 (京都府医師会理事)

※京都市以外の医療機関や非会員の方も参加いただけます｡

介護予防サービスにかかるみなし指定の取扱いについて
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近江聖人・中江藤樹

近江聖人・中江藤樹 (1608－48) の生涯

が一昨年, 映画化された｡ 安曇川町 (現高

島市) が町制施行50周年の記念事業として

制作し, 完成させたもので, いま, 各地で

上映されているほか, ＤＶＤも頒布されて

いる｡

藤樹は, 近江国高島郡小川村, 旧安曇川

町に生まれた｡ 養父が仕えた高島城主加藤

家の転封に伴って米子から伊予・大洲へと

移ったが, 母への孝養を理由に脱藩して故

郷へ戻り, 朱子学を講じた｡ 王陽明の知行

合一・致良知説, つまり, 行動を伴う知識

こそ本当の ｢知｣ であることを唱道し, 陽

明学の祖といわれた｡

多くの逸話の持ち主で, 映画でもその一

端に触れることができるが, 彼の教育者と

しての一面を少し紹介してみたい｡

藤樹は, 自ら医療に従事したことはない

が, ４つの医学書を残している｡ うち 『捷

徑医筌』 は 『藤樹先生全集』 (岩波書店)

全５冊の１冊分を占める大著で本草学 (薬

学), 婦人科, 幼科, 内科, 外科からなる｡

実は, この大著, 弟子の１人を医師として

教育するためだけに書かれたものだった｡

弟子の名は大野了佐｡ 藤樹が大洲藩にい

たころの弟子の長男だが, 愚鈍だとして士

業を弟に譲り, 医師になりたいとの本人の

希望で藤樹に預けられた｡ 了佐は, 本の読

み方を200回教えても夕食後にはすべて忘

れ, もう100回教えて, ようやく覚えたと

いう｡ 藤樹は他の弟子たちに諭したそうだ｡

｢彼, 愚昧といえども励勉の力奇なり｡ い

わんや了佐がごとくならざる者は｣ と｡

当時, 医師は自由開業制で免許などなかっ

たが, 実力がなければ患者は集まらなかっ

た｡ 了佐は郷里に帰って77歳まで医家を張

り, 家督を継いだ弟の三男に医を伝えた｡

藤樹の ｢知行合一｣ をいま一度, 現代社

会に思い起こしたいと思う｡

(情報企画委員会委員 川端眞一)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ＷＡＭ ＮＥＴ ｢病院・診療所情報｣ における情報発信について

独立行政法人福祉医療機構が運営する ｢ＷＡＭ ＮＥＴ｣ では, 『病院・診療所情報』 として

全国の医療機関の情報を公開しているところ

ですが, 今年度より, ｢診療時間｣, ｢予約診

察｣, ｢専門医の状況｣ など28項目について,

医療機関が自らＷＡＭ ＮＥＴの 『病院・診

療所情報』 へ掲載する機能を追加しました

(この機能を利用するにはＷＡＭ ＮＥＴに会

員登録 (無料) を行う必要があります)｡

福祉医療機構では, 本件に関するリーフレッ

トを作成しておりますので, ご希望の方は府

医事務局：学術広報課までご連絡ください｡
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福知山医師会は西暦1900年に天田郡医師会と

して発足し, 2000年に100周年を迎えた歴史あ

る医師会です｡ 福知山市は, 平成18年１月１日

に福知山市, 大江町, 夜久野町, 三和町の１市

３町が合併し, 人口は８万人台となりました｡

古くは, ｢大江山 生野の道は遠ければ…｣ と

歌われた交通の要所で商業の町でもあります｡

今では長田野工業団地に多くの企業が参入されて

おり, 高速道路のインターチェンジもあります｡

その町で, 現在, 福知山医師会員100余名が

地域医療に日夜貢献しています｡

いくつかその活動内容をご紹介します｡

まず, 京都府北部で唯一残った准看護師養成

学校を医師会単独で運営しております｡ 27回生

まで現在入学し, 毎年26～27名の卒業生を送り

出し, 北部の看護師補充に貢献しています｡

健康づくり, 健康スポーツ事業として, 喘息

児サマーキャンプを毎夏に行っておりますし,

少年野球選手の関節機能検査や各種スポーツに

医師の派遣を行っています｡ 特に, 夏の名物の

福知山花火大会や毎年11月に行われる福知山マ

ラソン (１万名近くが参加) では, 医師会主導

で救急救護体制を取っています｡ 他に, 健康教

室や, 医師会主催の市民向けの講演も今後ます

ます多く行っていく予定です｡

癌検診ではいち早くマンモグラフィーを導入

して検診事業を行っていますし, 基本検診・予

防注射・介護保険の分野でも, 積極的に医師会

が協力し, 地域医療に貢献しています｡ また,

医師会員のレベルアップのために, 学術講演会

や, 各病院の勉強会に参加しています｡ 日本医

師会の産業医資格も多くの会員が取得し, 積極

的に産業医活動も行なっていますし, 学校医と

しても積極的に活動して, 児童生徒の健康と安

全のために尽くしています｡

また, かかりつけ医として, 市民のために医

師会はどうあるべきかという問題にも対応を考

え行動しています｡ 市町村合併後の行政との連

携や, ６月に予定されている市民病院の全面建

て替え問題を含め, 診診連携・病診連携・役割

分担を充実させて, 全国の模範となるべく活動

を行っています｡ その一環として, 行政と積極

的な協議の機会を設け, より良き方法を検討し

ながら, 地区医師会としての地域医療の改善を行

政任せでなく, 医師会も互いに協力して, 住民の

ための一番良い方法を協議し, 実行しています｡

更に, 厚労省の政策の, 次世代事業・高齢者

対策事業・地域福祉計画事業にも, いち早く対

応し, 医師会として地域住民のためにより良き

医師会であるように努めています｡ また, 地域

包括支援センターの設置にも医師会が積極的に

参加し, 市が１つのセンターを直営し, 真の行

政・医師会・地区・事業所が連携したシステム

を構築し, 住民のためのセンター運営となるよ

うに, ただ今, 協議中であります｡ それが叶え

ば, 府では唯一の真の地域包括支援センターが

できるはずですし, モデルになるはずです｡

今後は, 平成17年４月より発足した高尾新会

長以下, 新体制の下で, 診診連携・病診連携・

役割分担をしっかりと定め, 現在建て替え中の

市民病院やいち早く PET を導入された京都ル

ネス病院などの中核病院と開業医主体の医院と

の間での協力体制を整え, お互いの分野で合併

後の新たなる福知山市の地域医療を更に良くす

るように努めていく所存です｡ 発足後100年以

上の歴史ある福知山医師会も21世紀を迎え, 市

民の健康を守るために, 時代に沿った医師会で

ある事を認識し, 変貌をしています｡ 古きよき

事は残し, 新たなる良き事は取り入れるという

方針で進んでいます｡ そのために, 日夜精進し

ております｡

活動状況, および経過を, ホームページ htt

p://www.fukuchiyama.kyoto.med.or.jp/ において

随時掲載しておりますので, 興味のある方は開

いてみてください｡ また, ご意見を頂戴いただ

ければ幸いです｡

福知山医師会
福知山医師会庶務

井土 昇
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海軍将校30年＋臨床医34年

太平洋の地図を開くとマーシャル諸島 (水

爆実験の行われたビキニ環礁をふくむ) の南

東部に東経190°, 北緯10°に位置するウオッ

ゼ環礁がケシ粒のように点在する｡ 物語はそ

のウオッゼ本島からはじまる｡ 太平洋戦争の

初期, 日本海軍はトラック島に第４艦隊司令

部を置き, 周辺の島々に航空隊を配備した｡

ウオッゼ, クエゼリン, ルオット, マキン,

タラワ等である｡ ウオッゼ島を守るため海軍

1300, 陸軍700, 航空隊や施設隊を合わせて

1500, 軍属をいれて合計4000名超の部隊で中

心は第64警備隊と稱し第４艦隊の指揮下にあっ

た｡ 昭和18年７月海軍大佐吉見信一が同島に

着任, 同島の守備と航空機の発着, 他島との

連携に励んだ｡ はじめは全島士気さかんであっ

たが米軍攻勢がはげしくなるにつれて連日連

夜の砲爆撃で各所は破壊され, 刻々と食料は

不足し生き物は魚はもとよりゴキブリから何

でもたべる飢餓鬼となり, 隣りのクエゼリン,

マキン, タラワ陥落しウオッゼの生命も風前

の燈となったが８月15日を境に天皇の命に従

い吉見は最高指揮官として降伏に調印した｡

生存者千百名, 戦死者実に二阡数百名で, 餓

死の方が多かった｡ 生き残った指揮官吉見信

一は, 帰国后仏門に入り無念の死をとげた部

下達の霊をなぐさめようと思ったがこれは果

たすことが出来ず, 祖父が長岡藩の藩医であっ

たこと, 自分も海兵に入る前, 岡山医専に合

格していたことを思ひ出し, 医師になる決心

を固め51才の海軍の少将の身で慶應医学部を

受験し合格｡ 昭和26年医師免許を得てから昭

和60年まで34年間, 時には吉見小児科医院,

時には船医, 時には老人病院と働く場所は変

わったが, 自分が歩んできた道を多く語るこ

ともなく, 患者とその場におかれた環境に順

応して生きた｡ そのおだやかで謙虚な姿に接

する者は感動した｡ 自らを三等医師の三等人

生といささか自嘲的に自分の過去を総括した

が, 彼を知るある新聞は 『一等人生』 と言い

譛えてあげたいと評した｡

彼の生涯は今も人に語りつがれている｡

享年93才｡ 吉見さんも私も海軍の生き残り｡

年齢は親子ほどちがうが, やりなおしの医者

としては同期生｡ しかし人生の苦労の質とス

ケールは少将と中尉以上の差がある｡ 謹んで

敬�｡

(宇治久世医報第50号より転載)

������
��	
����

左 京 小柳津 隆

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1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡



18

北
山
杉

ハワイで一泊した｡ 翌日, 昨夜ワイキキの

浜に連れて行ってくれた人が, 別れるとき

｢若し時間があれば, 明日ハワイを案内して

あげる｣ と言って帰ったが, こなかった｡ い

い天気であったので, ホテルの近くをぶらぶ

らして, 一日を過ごした｡

夜９時過ぎの飛行機で, サンフランシスコ

に行くことになっていた｡ ５時を少し過ぎた

ころ, キャデラックのワゴン車がパンアメリ

カン航空のレミジンとして迎えにきた｡ 立派

な車であったが, お客は私一人であった｡ 飛

行場に着いて搭乗手続きをした｡ 今度は国内

線であるので簡単であった｡

当時のハワイの空港は今のように大きくな

く, お粗末で, 搭乗口を通るとすぐ飛行場に

出るようになっていて, 待合室も小さかった｡

それで飛行場に出た｡ 縄張りがしてあったが,

その内側で待っていた｡

あたりは, 真っ暗で, 見送りの人々が, そ

こここでグループになって立ち話をしていた｡

私は一人暗い空を眺めて立っていたら, 日本

人の女の人が話しかけてきて, お一人で淋し

そうだから, 一緒に仲間にはいってしゃべら

れたらと誘われた｡ この人は京都の人で亀山

さんといって, 奈良女子大を出て鴨折高校の

夜間の英語の先生をしているという人であっ

た｡ 年は私と同じ位であったが, 英語がとて

も上手でハワイに多くの友人がいたようで,

その人たちが見送りに来てしゃべっているよ

うだった｡

９時前になって飛行機に乗った｡ 今度はパ

ンアメリカン航空の四発の大きな飛行機であっ

た｡ 亀山さんと隣同士の席であった｡ 飛行機

が出発して間もなく食事が配られた｡ 食事を

しようとしたら, 隣の亀山さんがマナーを守

るようにと注意した｡ 私は留学する前アメリ

カの進駐軍の人から英語の会話を習っていた

が, その時, 食事をする時のマナーなどは習っ

ていて気をつけていた｡ しかし, 機内で亀山

さんからマナーを守るようにと注意されると,

少なからずコンプレックスを感じた｡ しかし,

亀山さんが, 英語が上手であったので, ｢は

いはい｣ と, 素直に返事をした｡

話は少し外れるが, 食事のときのマナーで

あるが, アメリカに四年いて帰るときヨーロッ

パを廻った｡ ノルウエーのベンゲンからオス

ローに帰るとき, 食堂車に乗った｡ その時,

向かいにイギリスから旅行に来ていた家族と

一緒になった｡ 子供は７～８才位であったが,

食事のマナーをしっかり守っていて見ていて

も気持が良かった｡ イギリスではこんなに小

さい時から食事のマナーを教えているのだな

あと感じた｡ 日本でも昔はお婆ちゃんや母親

から食事のときの行儀をよくしつけられた｡

食事が終わって眠りについた｡ 目を醒ます

と外は未だ暗かったが, 東の空は少し白くなっ

ていた｡ 窓から外を見ていると黒い島影が見

えた｡ アメリカ本土である｡ 私が生まれて初

めて見るアメリカである｡ 戦争中, 日本の潜

水艦がここまで来て, 爆撃をしたのだと思う

と, 感慨一入であった｡ 段々と明るくなって

サンフランシスコ空港に着陸した｡

飛行機を降りてロビーを歩いて行った｡ 美

しい空港であった｡ バックグランドミュウジッ

クが心地よく鳴っていて足も軽くさわやかで

あった｡ バックグランドミュウジックという

ものを聞いたのもこの時が初めてであった｡

トイレの洗面所で顔を洗って身形を整えた｡

亀山さんとロビーに出て, ｢どうされますか｣

と聞くと, 亀山さんは ｢今夜の飛行機でバル

チモアに飛ぶ｣ ということであった｡ 私はサ

ンフランシスコに一泊することになっていた

ので, 昼間亀山さんと一緒に観光バスに乗っ

て, サンフランシスコを観光することにした｡

サンフランシスコは, 歌に言われているよう

��������	

 �������������� 


伏 見 福井 巌



19

北
山
杉

に坂の町である｡ 坂をチンチン電車が走って

いて, 走っている電車に飛び乗りする人もい

た｡

ゴールデンゲートブリッジにも行った｡ 海

峡に架かる大きな橋である｡ 渡って向こう岸

まで行ってすぐ引き返してきたが, 橋の真ん

中で西の方を見ると, 太平洋で, この海が日

本まで続いているのだなと, 思えば感慨深かっ

た｡ 反対の湾の方を見ていると島があったが,

囚人が入れてある所だということであった｡

海峡の下は海流の流れが速くて, なかなか泳

いで逃げられないということであった｡ 立派

な大きな橋であったが, 今なら日本にも明石

大橋という立派な橋がある｡

昼食は, 橋のたもとに近い海岸にあるフィ

シャーマンズワーフ (波止場) という所でとっ

た｡ やはりサンフランシスコの名所の一つで

ある｡ 海岸に幾つものレストランが並んでい

て, 伊勢海老, 蟹, 貝類や魚を食べさせる所

であった｡ 主にイタリヤ人がやっているとい

うことであった｡ あまり高級なレストランで

はないが, 採りたての魚介類を安く食べさせ

ていた｡ 私は蟹を食べたが, １ドルか２ドル

でタラバ蟹が, 山一杯出た｡ 当時日本で蟹な

ど食べたことがなかったので, とてもおいし

かった｡ その後公園を廻った｡ 広い公園であっ

たが人はあまり見かけず, その中に日本庭園

もあった｡

４時過ぎ, 観光を終わって元のエアーター

ミナルに帰ってきた｡ 亀山さんは夜の飛行機

でバルチモアに行くことになっていたので,

残ることになり, 私は日本人町にあったアキ

ホテルに行った｡ アキホテルは日本人町の真

ん中にあり, 三階建の小さな古いホテルであっ

た｡ アキというのは広島県から来た人がやっ

ているので, アキという名をつけたと言って

いた｡

ロビーはそれ程広くなく, 日本式で, 吉井

勇の ｢かにかくに, 祇園は恋し, 寝るときも,

枕の下に, 水が流るる｡｣ という歌の掛軸が

掛かっていた｡ 以前に吉井勇が, この宿に泊

まって書いたものであるということであった｡

夕食には, すき焼きが出た｡ 夕食が終わっ

て部屋にいたが, 窓越しに外を見ると街燈が

ぼーと見えるだけで濃い霧で何もみえなかっ

た｡ やはりサンフランシスコは霧の町と言わ

れるとおりであると思った｡ これは西海岸の

太平洋で暖流と寒流がぶつかり合っているた

め霧がよく発生するということであった｡ こ

れがサンフランシスコの一日であった｡

訂 正

京都医報２月15日号 (No.1831) におきまして, 下記のとおり誤りがありました｡ 訂正のうえ

お詫びいたします｡

４ページ 山科医師会との懇談会の写真キャプション

(誤) 伏見医師会との懇談会

↓

(正) 山科医師会との懇談会
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① ｢ICD-10精神および行動の障害－臨床記述と診断ガイドライン (新訂版)｣

(医学書院, 2005, 5,040円)

② ｢縮刷版精神医学事典｣ (弘文堂, 2001, 6,825円)

③ ｢カプラン臨床精神医学ハンドブック－ DSM-Ⅳ-TR 診断基準による診療の手引き｣

(メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2003, 7,140円)

④ ｢ DSM-Ⅳ-TR精神疾患の診断・統計マニュアル (新訂版)｣

(医学書院, 2004, 19,950円)

今回新規に購入した, 精神科領域の４冊の図書について簡単に紹介したい｡

①精神および行動の障害－臨床記述と診断ガイドライン

本書は通称 ICD-10と呼ばれている｡ ＷＨＯの企画で世界各国の精神医学の専門家達の英知を集め

て創刊されたもので, 17ヶ国のＷＨＯ地域センターの協力を得て, 地域の疫学調査をおこなうとい

うのが所期の目的で, 精神疾患の全容をうまく纏め, かつ, 書名のように各疾患の臨床像と診断ガ

イドラインについて詳述されており, 現在我が国では, 精神保健福祉関係の申請書にはこの疾病分

類が不可欠である｡ しかし, 新しく創られた疾患単位, 用語等については, 一部従来のものとは異

なるものもあり, まったく別の疾患かとの錯覚を抱かせるものがある｡ 例えば, 心身症は身体表現

性障害, 不安神経症はパニック障害, ヒステリーは解離性障害, うつ病は気分障害となっている｡

②縮刷版精神医学事典

単に精神医学用語のみならず, 関連する身体疾患や歴史的なこと等についても細かく解説されて

いるが, 発刊後に創られた概念, 用語, 例えばアスペルガー障害, 社会不安障害, ADHD, PTSD 等

や, その他の改正用語に関しては触れられていない反面, ①とは逆に従来の用語のままになってい

る｡

③カプラン臨床精神医学ハンドブック－DSM-Ⅳ-TR 診断基準による診療の手引き

DSM-Ⅳ-TR にほぼ準拠しつつも, これに欠けているところの疫学, 診断, 鑑別診断のみならず,

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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治療に至るまで総括的に解説してあり, 日常診療に直結したミニ百科事典といえるもので, 膨大な

ボリュームの DSM-Ⅳ-TR を抄述しつつも, 補充したもので, 非専門医にとっても理解しやすく,

有用なものとして絶賛を惜しまないが, DSM-Ⅳ-TR 同様, 力点のおきかたに多少の不均衡があるこ

とも否めない｡

④ DSM-Ⅳ-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル

米国精神医学会の発案によって, 永年にわたり全世界のエキスパートの英知を集めて創られたも

のである｡ 従来精神医学には, ドイツ, フランス, アングロアメリカ等, 独自の伝統に基づく学派

があり, それらの間で不協和音があり, 特に我が国では, ドイツ精神医学がすべてであるかのよう

な印象を与えていた｡ 本書はまったく斬新な発想に基づいて, 主に精神症候, ないしは精神疾患に

ついて解説・分類されたという点で, 画期的ともいえるものであるが, 疾患の生物学的基盤や臨床

診断にあたっての検査や治療法等については述べられていない｡ しかし, 当然のことながら, 視点

の置き方に多少の不均衡があるという物足りなさをも備えている｡

そもそも, 精神医学はその性格上, 他の分野とは対象が異なり, ともすれば難解なものとして誤

解, 敬遠される面があるが, これらの書籍は, 我々がかつて医学生当時感じた, いわばカルチャー

ショックのようなものを軽減し, 日常の臨床の場で遭遇する疑問・要望にまずは応え得るものであ

るが, 必ずしも完璧とはいえない点があることも否めないので, その場合は, 臨機応変に然るべき

専門書で補う必要のあることを蛇足ながら付け加えておきたい｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 浮田義一郎)
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● ● ● 専門医が薦める在室図書のご紹介 (その３) ● ● ●

現在図書室では, さらに多くの先生方にご利用いただけるよう, 来室者へのアンケートを実

施して, ご希望の新刊図書の購入, また各専門医会のご協力も得ながら, 専門科以外の会員に

も役立つ教科書的な図書の購入を行っております｡ ２月１日号から今号まで３回に分けて15年

～17年に図書室に購入あるいは受け入れた図書を紹介しています｡

先生方のご利用をお待ちいたしております｡

平成17年に受け入れた図書の一覧

書 名 著 者 頁 発行年 発行所

泌尿器科病理精巣腫瘍取扱い規約第３版 日本泌尿器科学会
日本病理学会 編 109 Ｈ17 金原出版

胎児期水頭症診断と治療ガイドライン 胎児期水頭症ガイドラ
イン編集委員会 編 213 Ｈ17 金芳堂

頭頸部癌取扱い規約 日本頭頸部癌学会 編 95 Ｈ17 金原出版

すぐに役立つ医院勤務者の実務マニュアル
－ことばづかいから患者情報管理まで－ 野村 望 220 Ｈ17 日本医療企画

甲状腺癌取扱い規約 [第６版] 甲状腺外科研究会 編 63 Ｈ17 金原出版

新版 はじめてのＭＲＩ 荒木 力 267 Ｈ16 秀潤社

透析療法 専門医にきく 最新の治療 佐中 孜 他編 375 Ｈ16 中外医学社

腎疾患・透析最新の治療 飯野 靖彦 他 343 Ｈ17 南江堂

臨床に直結する腎疾患治療のエビデンス
ベッドサイドですぐに役立つリファレンスブック 黒川 清 監 402 Ｈ16 文光堂

血管炎アトラス 尾崎 承一 97 Ｈ17 難治性血管炎に
関する調査研究班

ＮＥＷ ＭＯＯＫ整形外科 17
整形外科プライマリケア

越智 隆弘
菊地 臣一 編 326 Ｈ17 金原出版

ＮＥＷ ＭＯＯＫ整形外科 18
骨・軟部腫瘍

越智 隆弘
菊地 臣一 編 243 Ｈ17 金原出版

ＮＥＷ ＭＯＯＫ整形外科 19
低侵襲手術

越智 隆弘
菊地 臣一 編 233 Ｈ17 金原出版

熱傷の治療最近の進歩 百束 比古 300 Ｈ15 克誠堂出版

レーザー治療最近の進歩第２版 谷野 隆三郎 239 Ｈ16 克誠堂出版

やさしいマイクロサージャリー
－遊離組織移植の実際－ 平瀬 雄一 284 Ｈ16 克誠堂出版

ケガをしたときのスポーツ医へのかかり方 日本整形外科学会 編 181 Ｈ17 日本整形外科学会

新臨床外科学 第３版 森岡 恭彦 監 882 Ｈ15 医学書院

標準外科学 第10版 小柳 仁 監 852 Ｈ16 医学書院

今日の産婦人科治療指針第２版 武田 佳彦 他編 422 Ｈ11 医学書院

眼科学 Ⅰ Ⅱ 丸尾 敏夫 1525 Ｈ16 文光堂

麻酔科学スタンダードⅠ臨床総論 小川 節郎 他編 361 Ｈ15 克誠堂出版
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書 名 著 者 頁 発行年 発行所

麻酔科学スタンダードⅡ臨床各論 小川 節郎 他編 377 Ｈ15 克誠堂出版

麻酔科学スタンダードⅢ基礎 小川 節郎 他編 322 Ｈ16 克誠堂出版

麻酔科学スタンダードⅣ関連領域 小川 節郎 他編 312 Ｈ16 克誠堂出版

先端医療シリーズ33 麻酔科の新しい流れ 後藤 文夫 他編 419 Ｈ17 先端医療技術研究所

働く人の病 ベルナルディノ・ラマ
ツィーニ 414 Ｈ16 財)産業医学

振興財団

リビング・ウィルのすすめ 大野 竜三 70 Ｈ17 エムアンドティー
・ラボ

日本のお金持ち研究 橘木 俊詔 227 Ｈ17 日本経済新聞社

法眼・高森正因 迸れ医道の水脈
“京より若狭へ” 永田 敏雄 221 Ｈ17 シングルカット社

それは京都ではじまった 黒田 正子 313 Ｈ17 光村推古書院

有害化学物質の刺激に対するヒト皮膚の防御反
応のしくみについて (河合法による考え方) 河合 享三 44 Ｈ17 河合産業皮膚

医学研究所
24プラス12プラス８
医学と医療をめぐる44の話題 田中 健一 227 Ｈ17 天声社

詩と思想７作品特集＜破壊＞ 143 Ｈ17 土曜美術社出版販売

日本醫籍年鑑 西日本版 Ⅰ・Ⅱ 日本醫学新報社 Ｈ16 日本醫学新報社

ＤＶＤ Dos ＆ Don‘ts！ Dr.青木の感染症大
原則 講師 青木 眞 (131分) ケアネット

ＤＶＤ 骨太！ Dr.仲田のダイナミック整形外科 上巻
プライマリ・ケアのための膝・腰・肩のみかた 講師 仲田 和正 (129分) ケアネット

泌尿器科・病理 副腎腫瘍取扱い規約 日本泌尿器科学会
日本病理学会 編 105 Ｈ17 金原出版

全臨床医必携
禁煙外来マニュアル 田中 善紹 他編 179 Ｈ17 日経メディカル開発

Joslin's Diabetes Mellitus 14th edition C.Ronald Kahn M.D 1209 Ｈ17 Lippincott Williams
＆ Wilkins

科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 日本糖尿病学会 編 221 Ｈ16 南江堂

心筋症 診断の手引きとその解説 北畠 顕 他 142 Ｈ17 厚生労働省特発性
心筋症調査研究班

よくわかる甲状腺疾患のすべて 伴 良雄 編 447 Ｈ15 永井書店

臨床病態栄養学 武田 英二 552 Ｈ16 文光堂

日本臨床増刊号
肥満症－生理活性物質と肥満の臨床－ 906 Ｈ15 日本臨床社

ネルソン小児科学 原著第17版 衛藤 義勝 監 2637 Ｈ17 エルセビア
ジャパン

50人の専門医が教える病気と検査のはなし 日本臨床検査専門医会
監 245 Ｈ17 日本衛生検査所協会

ないないづくしで育った医者 竹村 敏雄 212 Ｈ17

未来として求め眺めた美しき中世
－私の旅行記－ 米田 正國 290 Ｈ17 米田 正國

ケア付青森ねぶたじょっぱり隊 ケア付青森ねぶたじょっ
ぱり編集委員会 160 Ｈ17 じょっぱり隊

実行委員会
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平成17年６月以降の図書室でのアンケートに書かれているご要望・ご意見に対してお答えい

たします｡

１. 医学ビデオの購入を希望

→ ｢ケアネットＤＶＤ人気ランキング｣ の上位５本のうちの２本を, 希望されたＤｒ.に

選んでいただき購入しました (京都医報17年11月15日号に紹介記事を掲載しています)｡

ぜひご利用ください｡ 利用状況を参考にしながら, 今後も購入を検討したいと思います｡

また適当なものがございましたらお知らせください｡

２. ｢増補版 じん肺標準エックス線フィルム｣ を希望

→126,000円と高価なこともあり, 今回は見送りとしました｡ 今後, 呼吸器関係の図書購入

の際, 胸部医会からの希望があれば再度検討したいと考えています｡

３. ｢レッドブック (日本版) －小児感染症の手引き－｣ を希望

→2004年発行の最新版を購入しました｡ あわせて ｢東京都感染症マニュアル｣ も購入して

います (京都医報18年１月15日号に紹介記事を掲載しています)｡ ぜひご利用ください｡

４. 介護に関する初歩的な図書を希望

→府医地域医療課に選定を依頼し, ５冊の購入を決定しました｡ 近いうちに医報にてご紹

介いたします｡

５. お茶が設置してあり, ほっとできる空間でありがたい｡

→17年11月１日号医報にてご案内のとおり, 明るく広く利用しやすい空間に模様替えいた

しました｡ 図書・雑誌の閲覧のほか, 医中誌の検索等もご利用いただけます｡ ご来室を

お待ちしております｡

６. 医中誌検索等, 個人での購入が難しいものは, もっと医報で紹介すべき

→今までも紹介してはきましたが, さらに分かりやすい紹介を心がけます｡

◇今後ともご意見・ご要望があれば図書室までお知らせくださるようお願いいたします｡

(図書室検討小委員会)
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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222号の速報について (日医常任理事)

｢１. 患者向医薬品ガイドについて｣ では医薬品医療機器情報提供ホームページ (http://www.

info.pmda.go.jp/) に１月より患者向け医薬品ガイドが掲載されることになった経緯等が紹介され

ています｡ その他, ｢２. 使用上の注意の改訂について (その173)｣ ｢３. 市販直後調査の対象

品目一覧｣ が掲載されています｡ なお, これらは日医雑誌４月号に掲載される予定です｡

② 医薬品ＧＣＰ実地調査の実施要領について (日医常任理事)

本件は, 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律, 薬事法及び採血

及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令及

び薬事法施行規則等の一部を改正する省令等が施行されたことに伴い, ＧＣＰ実地調査通知を

改正し, 改正された同要領に基づき運用することを通知するものです｡

③ アガリクス (カワリハラタケ) を含む製品について (日医会長)

今般, 国立医薬品食品衛生研究所で実施している, アガリクス (カワリハラタケ) を含む３

製品に関する毒性試験において, 試験が終了した１製品 (キリン細胞壁破砕アガリクス顆粒)

に, ラットに対する発がんプロモーション作用が認められたとの報告がなされました｡

これを受けて, 厚生労働省では消費者に対する注意喚起 ｢アガリクスを含む製品を摂取して

いる方へ｣ および ｢製品の安全性に関するＱ＆Ａ｣ を作成して厚労省ホームページに掲載する

とともに本会に対しても周知・協力方依頼がありました｡ 会員におかれましては国民に対する

正確な情報提供をよろしくお願いいたします｡

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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今年は雪と寒さが厳しくて大変な冬

でした｡ 私は２月上旬に, 植物園から

深泥池の辺りを吟行しました｡ 山道に

は春落葉が散り, 池からの小川は, さ

らさらと早春賦を奏でていました｡ 比

叡山は少し円やかとなり, 風光る感じ

でした｡ 最後は松ヶ崎の大黒様にお詣

りして帰路につきました｡ ５時頃でし

たが, まだ明るく, 日脚が伸びた事を

感じました｡ (当番 青柿)
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井上代志子

����������

田村江津子

��������� !�"

西村妃佐子

#$�%&'()�*+,-

福原 宏一

./01234562�789

上山 青柿

２月例会

インシデントレポート ｢他山の石｣ 投稿募集
内 容：これまでに体験した ｢ヒヤリ・ハット｣

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

資 格：本会会員のみ｡ 掲載に関しては原則
｢匿名｣ とさせていただき, 関係者など
が特定できない形での掲載となります｡

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 広報課

京都府医師会ホームページ
���������		
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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�

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

棚橋一博 Ｂ 山科
山科区竹鼻四丁野町19－４
愛生会山科病院

594－2323 整外
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＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

立入久和 Ｂ→Ｂ
下西→
上東

北区小山下総町27
社会保険京都病院

441－6101 整外

谷 順子 Ａ→Ｂ
右京→
福知山

福知山市堀大岩谷3374
もみじヶ丘病院

(0773)
22－2288

精・神・
内

瓦葺健太郎 Ｂ→Ｂ
下西→
舞鶴

舞鶴市行永2410
独立行政法人舞鶴医療センター

(0773)
62－2680

脳外

会
員
消
息
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訃 報

小野文次郎氏／左京・北２・平成17年12月20日ご逝去・79歳
平林正己氏／東山・４・１月16日ご逝去・71歳
田村 仁氏／宇治・９・１月28日ご逝去・74歳
山元市範氏／中西・乾・教業・１月29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

白数徳治 Ａ 与謝 �瀬裕二 Ｂ 下西 植山浩二 Ｂ 山科

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 第８回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. 国保合審の状況

４. 新規個別指導の状況

５. 基金合審の状況

６. 新規指定前講習会の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第42回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の状況

９. 第12回産業医リーダー研修会の状況

10. 第８回産業保健委員会の状況

11. 産業医研修会の開催日変更の状況

12. 第11回子宮がん検診委員会の状況

13. 京都市子ども・子育ていきいきフェア

の状況

14. 新型インフルエンザ対策研修会の状況

15. 第38回近畿地区医師会共同利用施設連

絡協議会の状況

16. 第11回健康日本21対策委員会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 第12回図書室検討小委員会の状況

19. 平成17年度医療安全講演会の状況

20. １月度協会医賠処理室会提出件数

21. 第15回スポーツ医学委員会の状況

22. 看護専門学校入学試験の結果

23. 日医第10回ＩＴ問題検討委員会の状況

24. 平成17年度第９回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

25. 会員の入会・退会３件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

第39回定例理事会 (１.26)
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27. 第９回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

28. 北部新規個別指導の開催を可決

29. 新規個別指導の開催を可決

30. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

31. 子宮がん検診スクリーナー懇談会の開

催を可決

32. 児童福祉法による助産施設認可申請を

可決

33. 府医学術講演会の開催を可決

34. 平成17年度京都府スポーツセンター指

導者研修講座の後援を可決

35. 第４回剣道定例段位審査会および称号

予備審査会への医師の派遣を可決

36. 日医認定健康スポーツ医再研修会の開

催を可決

37. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

【報 告】

１. 平成18年２月１日現在の会員数

２月１日現在 4,235名 (－10名)

２. 会員の逝去について

３. 第11回府医選挙管理委員会の状況

４. 参与会の状況

５. 総務担当部会の状況

６. 会費検討・会館建設特別委員会の中間

報告の状況

７. １月度労災審査協議会の状況

８. 第16回社会保険研究委員会の状況

９. １月度基金幹事会の状況

10. 個別指導の状況

11. 京都市立学校結核対策委員会の状況

12. 京都子どもネットワーク連絡会議の

状況

13. 第12回消化器がん検診委員会の状況

14. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第２回作業部会の状況

15. 第９回基本健康診査委員会の状況

16. 学校心臓検診に係る検診機関との連絡

会議の状況

17. 京都市民健康づくり推進会議・たばこ

対策の推進に関する検討部会の状況

18. 平成17年度母体保護法指定医師必須研

修会の状況

19. 第４回産業医部会幹事会の状況

20. 第５回環境保全対策特別委員会の状況

21. 第11回学校保健委員会の状況

22. 府医学術講演会の状況

23. 第16回学術・生涯教育委員会の状況

24. 地区医師会・専門医会税務担当理事連

絡協議会の状況

25. 平成17年度勤務医部会学術奨励賞選考

委員会の状況

26. 京都市男女共同参画審議会 ｢第１分科

会｣ の状況

27. ｢ＩＴフェア in KYOTO｣ の状況

【議 事】

28. 会員の異動・退会７件を可決

29. 常任委員会の開催を可決

30. 京都府医師会諸会費の免除を可決

31. ４月度地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

32. 各専門医会長との懇談会の日程を可決

と き ５月20日(土) 16：00

ところ 京都国際ホテル

33. 新旧庶務担当理事連絡協議会の開催を

可決

と き ５月27日(土) 17：00

ところ 京都ホテルオークラ

第40回定例理事会 (２.２)
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34. 府医創立59周年記念式典の開催を可決

と き 11月３日(祝)

ところ 京都国際ホテル

35. 定例理事会の日程変更を可決

36. 平成18年度の代議員会の開催を可決

第173回定時代議員会

平成18年10月28日(土)

第174回定時代議員会

平成19年３月31日(土)

37. 府医第171回臨時代議員会の運営を

可決

38. 植松日医会長候補に対する選挙対策費

用の支出を可決

39. 平成18年度 ｢看護の日｣ 事業への後援

を可決

40. 京都市結核・感染症発生動向調査委員

会委員の推薦を可決

41. リハビリテーション懇談会の開催を

可決

42. 第２回学校保健委員会運動器学校検診

モデル事業小委員会の開催を可決

43. 学校における運動器健診体制の整備・

充実モデル事業第２回研究協議会への出

席を可決

44. 第６回予防接種広域化対策特別委員会

の開催を可決

45. 伏見区介護サービス事業者連絡会への

講師の派遣を可決

46. 市内地区基本健康診査担当理事連絡協

議会の開催を可決

47. 第16回禁煙指導講習会への後援を可決

48. 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

49. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

50. 勤務医部会第22回学術奨励賞の授与を

可決

51. 看護専門学校2006 (Ｈ18) 年３月卒業

者の ｢卒業論文集｣ 作成を可決

52. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

53. 平成17年度医師会立准看護師養成所教

務主任連絡会議への出席を可決

～ ３月度請求書 (２月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (金) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (金) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 13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｡


