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神泉苑
写真／小笠原惟道 (中西)

中京 (西部) のほぼ中央, 御池通に面して位置する神泉

苑は, 南隣の二条城とは対照的に物静かなたたずまいであ

る｡ 四季を通じて, 雪, 梅, 桜, 緑陰, 月などによって,

風雅な雰囲気をたたえています｡

平安京 (大内裏) 造営と同時に計画された宮人たちの管

弦の宴を催す御苑跡で, 全域は国指定の史跡となっていま

す｡ また弘法大師空海をはじめ真言宗など密教僧侶の雨乞

いの修法をおこなう場所でもありました｡ 小野小町が雨乞

いの祈願の歌を詠んだという伝説を伝える善女龍王を祀る

祠も池畔にあります｡
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４月１日より森執行部がスタートしました｡ 今期は新任理事８名を加えた新体制で, 会務の

運営にあたることとなります｡ なお, 任期は平成18年４月１日～平成20年３月31日までです

(代議員会議長・副議長については平成18年２月１日～平成20年１月31日)｡ なお, 会務分掌の

詳細については次号にて紹介します｡

数字は ①所属地区医師会 ②会員区分 ③生年月日 ④出身大学 ⑤開設 (勤務) 医療機関名

⑥診療科目

①乙訓

②Ａ

③昭和22年６月15日

④京都大学医学部

⑤森小児科医院

⑥児・内・循

＜新＞

会 長 森 洋 一

①左京

②Ａ

③昭和20年５月３日

④京都大学医学部

⑤安達消化器・内科医院

⑥消・内

＜新＞

副会長 安 達 秀 樹

①左京

②Ａ

③昭和20年４月８日

④大阪医科大学

⑤上原医院

⑥内・児

＜再＞

副会長 上 原 春 男

①東山

②Ａ

③昭和22年２月17日

④京都府立医科大学

⑤久山眼科医院

⑥眼

＜新＞

副会長 久 山 元
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①乙訓

②Ｂ

③昭和18年１月６日

④京都府立医科大学

⑤済生会京都府病院

⑥産婦

＜再＞

理 事 岩 � 武 輝

①伏見

②Ｂ

③昭和23年６月15日

④京都大学医学部

⑤医仁会武田総合病院

⑥泌

＜再＞

理 事 東 義 人

①伏見

②Ａ

③昭和28年９月28日

④兵庫医科大学

⑤東前医院

⑥内・精・神内

＜新＞

理 事 東 前 隆 司

①伏見

②Ａ

③昭和22年７月18日

④京都府立医科大学

⑤西村耳鼻咽喉科医院

⑥耳

＜再＞

理 事 西 村 秀 夫

①乙訓

②Ａ

③昭和26年４月12日

④京都府立医科大学

⑤橋本医院

⑥肛・外

＜新＞

理 事 橋 本 京 三

①右京

②Ａ

③昭和29年10月８日

④日本医科大学

⑤またの整形外科

⑥整・リハ

＜新＞

理 事 俣 野 憲 一

①西京

②Ａ

③昭和22年５月17日

④大阪医科大学

⑤大藪大枝診療所

⑥内・児

＜再＞

理 事 大 藪 博

①山科

②Ａ

③昭和24年１月31日

④兵庫医科大学

⑤藤井内科医院

⑥内・呼

＜新＞

理 事 藤 井 純 司

①伏見

②Ａ

③昭和29年１月27日

④京都府立医科大学

⑤辻医院

⑥児・内

＜再＞

理 事 辻 幸 子

①下西

②Ａ

③昭和32年５月17日

④関西医科大学

⑤京都四条病院

⑥外

＜再＞

理 事 中 野 昌 彦

①下西

②Ａ

③昭和32年10月10日

④兵庫医科大学

⑤同仁会クリニック

⑥外

＜再＞

理 事 松 井 道 宣

①北

②Ａ

③昭和32年５月28日

④京都府立医科大学

⑤柏井医院

⑥眼

＜新＞

理 事 柏井真理子
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①左京

②Ａ

③昭和33年５月15日

④大阪医科大学

⑤北川内科医院

⑥内・児

＜再＞

理 事 北 川 靖

①相楽

②Ａ

③昭和37年３月２日

④佐賀医科大学

⑤藤村医院

⑥内・アレ・リハ

＜再＞

理 事 藤 村 聡

①西京

②Ａ

③昭和17年８月14日

④京都府立医科大学

⑤たちいり整形

⑥整・リハ・リウ・

外

＜新＞

監 事 立 入 克 敏

①綾部

②Ａ

③昭和34年12月10日

④愛媛大学医学部

⑤畑内科医院

⑥内

＜新＞

理 事 畑 雅 之

①山科

②Ａ

③昭和17年２月５日

④関西医科大学

⑤早川医院

⑥内・呼・消・循・

放

＜新＞

監 事 早 川 道 雄

①左京

②Ａ

③昭和16年11月２日

④大阪医科大学

⑤佐藤耳鼻咽喉科気

管食道科医院

⑥耳・気食

＜再＞

代議員会議長 佐 藤 文 彦

①西陣

②Ａ

③昭和33年９月８日

④兵庫医科大学

⑤内田整形外科

⑥整・リハ

＜新＞

理 事 内 田 寛 治

①下西

②Ａ

③昭和40年３月16日

④川崎医科大学

⑤武田病院

⑥整

＜新＞

理 事 武 田 隆 司

顧問弁護士

アクシス法律事務所

＜再＞

監 事 置 田 文 夫

①山科

②Ａ

③昭和10年３月12日

④京都府立医科大学

⑤津田医院

⑥内・神内・循

＜再＞

代議員会副議長 津田治巳

①舞鶴

②Ａ

③昭和16年９月19日

④奈良医科大学

⑤岸本病院

⑥内・児・放

＜新＞

代議員会副議長 岸本良博

①右京

②Ａ

③昭和35年８月19日

④北海道大学医学部

⑤衣笠医院

⑥外・内

＜再＞

理 事 福 州 修
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冒頭, 開会に際し, 岸本良博舞鶴医師会長よ

り ｢医師不足による諸問題を抱えているのは北

部地域のみならず, 大学病院, 特に脳神経外科,

産科, 小児科の医師不足は喫緊の問題｡ 今日の

会合を解決に繋がる糸口としたい｣ との開会挨

拶と提出議題の要旨説明があった｡ 続いて森府

医副会長が挨拶に立ち, 医療制度関連法案の審

議状況や診療報酬改定に触れ, ｢４年前の改定

に比べれば大幅なマイナス改定ではあるが, 理

不尽な内容は避けられた｡ ＩＴ関連, 領収書の

発行など医療機関の負担となる新しい点も示さ

れており, 今後ますます厳しい医療情勢となる｣

と危機感を示した｡ また, 日医会長選挙につい

ては, 一丸となって立ち向かうべきこの時期に

医師会が分裂し会長選挙をすることは望ましく

ないとの観点から候補者の一本化に向けて働き

かけている現状を報告, また医系議員２名が対

立候補を支持していることに触れ ｢政治への関

心は必要だが, 国民に医療を提供する学術団体

の代表を決定する日医会長選挙に政治家が関与

するのはいかがなものか｣ と苦言を呈し, 植松

現執行部の実績, 特に経理面の透明性を軸に近

医連として強力に支持する姿勢を示し, 各会員

の理解と協力を求めた｡

公営企業の民間委託について

公的施設の民間委託について久山府医理事は,

まず地方自治法の一部改正 (Ｈ15.９.２施行)

により施行された指定管理者制度について説明｡

公の施設をより効果的・効率的な管理運営とす

るため, 民間の能力を活用するとともに, その

適正な管理を確保する仕組みを整備し, 住民サー

ビスの向上や経費の節減等を図ることが目的で

あること, 都道府県の指定を受けた ｢指定管理

者｣ が行政に代わり管理を代行すること, 経過

措置に伴う移行期間が平成18年９月１日で終了

することを報告した｡ また, 舞鶴市民病院の民

間委託問題に触れ, ｢公的医療機関であるから

こそ, 医療提供体制や指定管理者の選定には,

事前にパブリックコメントの募集や当該地区医

師会に意見を求め, 今後の方針決定や選定委員

会の指定管理者選定に役立ててもよかったので

はないか｣ と述べた｡

地区から ｢舞鶴市民病院の方針転換により,

入院患者の転送先がなく, 特に医療度の高い患

者はどこにも引き受けてもらえない状態｣ との

意見に上原府医副会長は ｢行政の会議で 『でき

ることは官から民へ』 とのフレーズをよく耳に

するが, 弱者を守るための医療・福祉サービス

の確保には赤字覚悟でもやらねばならないとい

う意識が行政に欠けている｣ と述べた｡ また,

医師会が指定管理者となり医療機関の管理運営

舞鶴医師会と府医執行部との懇談会が３月４日, 舞鶴メディカルセンターで開催され, 地区から

18名, 府医から６名が出席, 曽我哲司舞鶴医師会庶務担当理事の進行のもと約１時間30分にわたり

活発な意見交換が行われた｡

舞舞 鶴鶴
医師会との懇談会

地区医師会が抱える諸問題について意見交換

舞鶴医師会との懇談会 (３.４ 舞鶴メディカルセンター)
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に携わっていくことに関する質問には, 森府医

副会長が ｢どのような医療体制, 医療提供が必

要なのかを考慮したうえで, 会員全員が医師会

立病院を運営していくことへのアイデンティティ

をもって一致団結し, 取り組んでいくことが必

要｡ また舞鶴市民病院に限って言うならばまず

累積赤字を市が補填することが大前提｣ との見

解を示した｡ その他, ｢舞鶴は北部地域でも療

養病床が少ないのも問題｡ 今後, 検討していく

中で是非, 京都府医師会の協力を願いたい｣ と

の要望に, 森府医副会長は ｢地区医師会が求め

ている医療提供体制と参入医療機関の運営形態

に差異があれば, 地元の要望を受け入れてもら

えるよう府医としても調整に協力していきたい｣

との姿勢を示した｡

救急医療体制について

中野府医理事より, 中丹・舞鶴地区が抱える

救急医療体制について, 京都府が医師確保困難

地域の医師不足を解消すべく, ｢医師バンク｣

を整備する趣旨で約4000万円の予算を組んでい

ることを報告｡ しかし, 人員の増加はすぐには

期待できないため, 今, おられる勤務医の負担

を少しでも軽減する必要があり, 救急医療体制

を病院等の輪番制にすることを提案｡ 現在では,

在宅当番医制のもと, 土曜, 日曜は輪番制になっ

ているが, それを平日夜間にも広げることを提

案した｡ また, 中丹病院群輪番制度を有効に機

能させ, 福知山, 綾部など隣接する地域への搬

送も考慮する必要があると述べた｡ また, 救急

車による搬送患者の約60％は結果として軽傷で

入院不要であるとのデータから, 今春４月改定

で新たに設定される ｢在宅療養支援診療所｣ で,

開業医がある程度, 急患のトリアージ機能を発

揮することも, 医師不足緩和への方策のひとつ

になるだろうと述べた｡

北部学術講演会について

那須府医理事より来年度の北部における府医

主催の学術講演会が, 府医生涯教育検討委員会

で検討した結果, 舞鶴医師会で開催することと

なった経緯について報告｡ 地区医師会において

講演会の内容検討が具体的にすすめられている

ことについて謝辞を述べ, 医師自らが生涯教育

に努力する姿勢を示すべく医師会主催の講演会

に多くの会員が参加し, 活発に開催されるよう

理解と協力を求めた｡

�������

上原府医副会長は, 保険医療機関および保険

医療養担当規則など保険診療に必要なルールに

関して ｢保険診療は契約上の行為であり, 原則

として医師の裁量権をも超えることはできない｡

関係法令に則らなければ診療報酬を請求するこ

とはできない｣ と述べ, 診療報酬の請求や審査

などについて具体的な実例で保険診療上の留意

点について説明した｡

地区から, ｢患者の待ち時間短縮のため, 医

療機関から患者が選択した処方せん薬局に院外

処方せんをＦＡＸ送信することは可能か｣ との

質問に上原府医副会長は ｢恣意的な薬局への誘

導でなく, 患者が選択した処方せん薬局に送信

するのであれば問題ない｣ と回答した｡ その他,

４月改定で設置されるコンタクトレンズ検査料,

在宅療養支援診療所について質問があがったが,

都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会も

まだ開催されていない時期であり, 具体的な回

答は示されなかった｡

最後に, 本河一郎舞鶴医師会副会長の ｢現在,

当地区が抱えている問題点について府医執行部

に理解いただけたいい機会であった｡ 厳しい医

療情勢ではあるが, 引き続き次期森新執行部と

も従来と変わらず連携を深めていきたい｣ との

挨拶で閉会した｡
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２月25日(土), 京都テルサにおいて ｢医療安全シンポジウム｣ を京都府医師会主催で

開催し, 282名 (医師会員49名) の方の参加を得た｡

立入副会長による挨拶

医療現場での医療安全はすすめられてきているが, 最

近の医事紛争の現状をみてみると患者さんと医師のコミュ

ニケーション不足が内在しており, これが誤解や争いの

原因に結びついている事例も見受けられる｡

医療安全の取り組みに関しては, 厚生労働省から平成

15年４月に医療事故緊急アピールが出され, 日本医師会

も平成16年２月に ｢医師の職業倫理指針｣, 昨年８月には

数回の医療事故を起こした会員に対し, 教育研修を行なう取り組みを始めている｡

京都府医師会としても, 医療安全を考える場として医療安全対策委員会を発足させ,

府民・市民向けと, 会員向けの医療安全について検討を進めている｡ 今回でシンポジウ

ムは３回目になるが, シンポジウムを通しての皆さんの声もぜひ施策に生かしていき,

ともに新しい医療安全文化の醸成に努めていきたい｡

基 調 講 演 佐藤 豪 氏 (同志社大学文学部心理学科 教授)

｢医療現場でのコミュニケーションについて ～心理学の立場から～｣

佐藤氏は基調講演の中で, 心理学の立場からみたコ

ミュニケーションについて, 相手とのコミュニケーショ

ンをとる時には, 心の中に３つの私 (自我状態) がい

て, それがお互いにコミュニケーションしていると考

えるとわかりやすいと説明された｡

３つの私 (自我状態)

・親の自我状態Ｐ (Parent ペアレントの略)

自分を育ててくれた親 (または親代理) から取り入れた心｡

京京京都都都府府府医医医師師師会会会 医医医療療療安安安全全全シシシンンンポポポジジジウウウムムム

第第第３３３回回回テテテーーーマママ
『『『患患患者者者ののの言言言いいい分分分・・・医医医者者者ののの言言言いいい分分分

相相相互互互理理理解解解ををを促促促進進進すすするるるたたためめめににに』』』
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・大人の自我状態Ａ (Adult アダルトの略)

現実を客観的に評価することを目的として, 自律的に働くコンピュー

タのような心｡

・子どもの自我状態Ｃ (Child チャイルドの略)

子どもと同じような感じ方, 考え方, 振る舞いをする心｡

そしてこのような ｢３つの私｣ を持つ人同士のコミュニケーションを考えてみると,

以下の３つの種類があると説明された｡

人間のコミュニケーションのパターン

・相補的コミュニケーション

発せられた言葉とそれに対する答えが ｢３つの私｣ 同士の中で平行になり,

その話題についてのコミュニケーションはいつまでも進行する｡

・交叉的コミュニケーション

発せられた言葉とそれに対する答えが, ｢３つの私｣ 同士の中で交叉して平行

線にならず, その話題についてのコミュニケーションは直ちに途絶える｡

・裏面的コミュニケーション

顕在的 (表) のコミュニケーションと潜在的 (裏) のコミュニケーションが

同時に行われている複雑な交流｡

医療現場での医師と患者の相互理解を適切にするためには, お互いの本当に伝えたい

ことをどのように表現するか, どのように理解したら良いのかを ｢３つの私｣ の３つの

コミュニケーションを踏まえて考えてみるとわかりやすくなると説明された｡

寸 劇

｢医者役｣・｢女医役｣・｢患者役｣ で, エピソー

ド２話が上演され, 大変分かりやすかったと好

評を得た｡

エピソード１
｢医者が患者さんの話を聞こうとせず, 治療

(手術) を押し付ける事例｣

エピソード２
｢医者は説明しようとするが, 医者の話に耳を傾けない (すべて任してしまう) 患者さ

んの事例｣
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パネルディスカッション

佐藤 豪 氏 (心理学)

心理学の立場から寸劇での医師と患者の関係について説明された｡

エピソード１では, 手術という外科医として正しいと考えているこ

とを実行しているが, そこには医療者として冷静に考えることも必

要とされた｡ エピソード２では, 何でもお任せしますと, 一見治療

がやり易いようにみえる｡ しかし治療は共同で進めるというお互い

の思いが必要であるが, この場合はそれが上手く働いていない状態

である｡ また患者さんの依存が強すぎると, 治療が上手くいかない場合, トラブルにな

ることもあると説明された｡

そして患者さんが, 冷静にコミュニケーションが出来ない時は, 医療のサイドが理解

してあげることが, 信頼関係をつくっていく上で大切であるとされた｡

奥田 美智 氏 (京都医療ひろば)

寸劇の中での話では, 実際の電話相談の内容に照らしても, 遭遇

する部分は多々ある｡ ｢怖いと思うこと｣ ｢小さい所から信頼関係が

生れること｣ 等である｡ また相談内容を聞いていると, 医師と患者

のコミュニケーションは, 裏面的コミュニケーションの場合が多い

と感じるので, 医療者はコミュニケーションの技術を磨いて, 患者

さんが参加しやすい雰囲気づくりに心掛けてほしいと要望された｡

さらに真摯に変わろうという気持ちを本当に持ってほしいと切に願っていると発言

された｡

吉川 順介 氏 (医師)

医師の立場からすると, 患者さんとはやはり心理的には立場が違

うので, コミュニケーションが出来て初めて患者さんも自分の状態

の事が話せるし, 医師もそれぞれの治療スタイルに持っていくこと

が出来る｡ 患者さんとは同じ土俵の中で対峙するのが大切であると

考える｡ しかし医療の現場では, 通常の診療と救急診療の場といっ

た違いもあることも考えなければならない｡

診療には, コミュニケーションをつくっていくこと, 納得を得ていくことが大切であ

る｡ 医療者側だけでは医療安全は実現できないので, 患者さんにも同じ目線で参加して

もらうことが必要であると発言された｡
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井上 博� 氏 (弁護士)

患者と医師のコミュニケーションを高めることがテーマであるが,

法律では最低限の内容は何かということが問題になる｡

診療関係については段階がある｡ 第１段階は, 患者が正確な情報

を提供することである｡ 第２段階は, インフォームドコンセントの

問題であり, 診断にもとづいて診断内容・治療方針を説明して, 患

者はその内容を理解して治療方針に同意する｡ 第３段階は, 患者は

医師の診断を受ける以上, 専門家である医師の意見を尊重して治療に協力しないといけ

ないことである｡

医師の説明義務は, ｢説明自身が医療行為の内容を形成する場合｣ と ｢患者の承諾を得

るためにする場合｣ の２種類がある｡ 医師は援助者・参謀にはなれるが, 病気は患者自

身が戦うものである｡ 治療の苦痛は患者さんが受けるものであり, 治療の結果は全て患

者さんにくるから, 患者さんに承諾を得る説明義務は重要であると発言された｡

座長の山内氏からは, 患者さんが症状を適切に説明

出来るように医療サイドも気をつけることが必要であ

ると述べられた｡ 最後に座長の山木氏は, 今後もシン

ポジウムによって患者さんとの対話を大切にしたい｡

そして医療サイドと患者サイドが協力し理解を深めて,

新しい医療安全文化を目指し取り組んでいきたいと締

めくくられた｡
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産業保健委員会 〈 答 申 〉

｢かかりつけ医と
健診機関の連携｣ について

担 当 理 事 武田 昭子

委�員�会�だ�よ�り�

平成18年２月23日(木) 京都府医師会館にて, 中野理事立ち会いの下, 香月委員長より油谷会長へ

答申の提出がおこなわれた｡ 以下に抜粋を掲載させていただく｡

＜産業保健委員会＞ (◎＝委員長)

高山 茂 (北) 新屋 久幸 (中京東部) 河北 俊子 (中京西部)
江嵜 高史 (中京西部) 竹内 宏一 (右京) ◎香月 昭人 (綴喜)
藤木 新治 (相楽) 藤岡 嗣朗 (船井) 古川 泰正 (福知山)
竹田 良二 (京都労働局) 平林 裕 (京都南地域産業保健センター)
船越 修治 (京都産業保健推進センター)

担当副会長 上原春男 担当理事 中野昌彦

■はじめに

これからの労働者の健康管理・健康確保のた

めには, 各組織の緊密な連携と協力による産業

保健の推進, 無駄のない円滑な産業医活動の確

保が何にもまして必要とされよう｡

今後この分野は地域保健との連携も見据えて,

勤労年齢から定年後の国民の健康管理にも寄与

していかねばならない重要な分野である｡ 府医

会員の約１／４が日本医師会認定産業医 (以下,

認定産業医という) であるが, 産業医でない府

医会員や今後新しく入会する会員に, 医師とし

て ｢産業医的側面｣ を持っていただく必要性を

委員会として強調したい｡

■具体的連携方策

１. 産業医の選任義務のある事業場における連携

健診実施後に２次検査による疾病の診断や治

療など, 全ての対象者に対し事後措置を遂行す

るためには, 産業医や産業保健スタッフによる

受診勧奨や受診後の措置の確認, 継続受診の指

導が必要であるが, 健診実施機関は彼らがそれ

らの事項をうまく実践できるようサポートする

必要がある｡ すなわち, 健診結果で至急対応が

必要なケースの緊急連絡システムの運用, 指導

ツールの開発・提供や, 産業保健に関する人材

の派遣事業などを整備することが重要である｡

２. 産業医の選任義務のない事業場における連携

医師や保健師の事業場派遣については地域産

業保健センターを積極的に活用することを健診

機関から説明するように働きかけるべきであり,

行政においては, 地域産業保健センターに対し

十分な活動のための委託費を考慮すべきである｡

３. 健康診断における精度管理の向上

健診実施の主体となる健診機関が, 全国労働

油谷府医会長に答申を手渡す香月委員長
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衛生団体連合会や各種学会において行われてい

る精度管理事業を利用十分な精度管理として行

うことは勿論, 健診実施企画を工夫し, 可能な

限り診断基準値 (いわゆる正常値) を統一する

ことが必要である｡

４. 健診時における治療群の情報確認の徹底,

治療群のかかりつけ医への受け渡しの徹底

健診実施機関は, 既に医療機関での治療が行

われているか把握に努めることが, 相互の信頼

関係にとって必要である｡ また, 医療機関での

治療が必要となる場合は, かかりつけ医に健診

機関が行った健診結果を持参してもらい, 判定

基準や会社の健康管理方針などの理解とともに,

スムーズに治療行為が行えるよう可能な限りの

情報を提供するシステムを構築するべきである｡

５. 地域産業保健センターを利用した産業医委

託事業

すべての組織での企業からの産業医斡旋依頼

は, 京都府医師会を中心・中核として紹介する

というシステムができているので, 各機関にお

いては個別に対応せずこれを活用していただき

たい｡

６. かかりつけ医の産業医的視点の意識向上,

健診自体の満足度向上のための診察医の教育

かかりつけ医が認定産業医の資格を取得し,

産業保健に携わっていただくことは大いに望ま

れることであり, 今後も認定産業医取得者の拡

大を推進していく必要がある｡ 企業で行う健康

診断の持つ意義やその後の事後措置の流れにつ

いて, 健診する医師の更なる教育の徹底も必要

である｡

７. 健診機関とかかりつけ医の相互情報共有の

推進

全てのかかりつけ医に企業で行っている産業

保健活動, その活動の中での従業員の健康管理,

健康診断の持つ意義や有所見の持つ意味合い,

企業で行うべき事後措置などの事項についての

理解を浸透させることが産業保健, ひいては健

診機関に対する理解を深め, 連携の推進に寄与

すると思われる｡ また, 健診機関は企業におけ

る産業保健活動に対し, 健診事業を中心として

支援すると同時に, かかりつけ医に対する支援

体制も力を注ぐ必要がある｡

■さいごに

各地区医師会における具体的活動についてい

くつか提言する｡

１. 府医として一定の連携モデルを提示するこ

とを避け, 各地区医師会(地域センター)は本

答申の理念に基づいて, 各地区医師会が委託

を受けた地域センター事業の中で, 本答申の

理念に適う ｢連携｣ について産業医・かかり

つけ医・健診機関の協議の場を設け, 実情に

応じた, より実効性の高い連携の方法につい

て検討され, これを実行してゆくべきである｡

２. 今後は健診という社会資源を最大限有効利

用すべく, 厳密で科学的な根拠に基づいた健

康診断のあり方の再検討が必要である｡

３. かかりつけ医・産業医・健診機関は, 相互

に緊密に協力・連携し, 健康診断の結果を活

かし, 労働者の健康管理, 健康増進に結びつ

けていく姿勢が重要と考えられる｡ さらに,

かかりつけ医・産業医・健診機関における連

携について事例の収集・分析をおこない, ど

のような企業にでもあてはめられるモデル事

業を策定するべきである｡

４. 健診機関の精度管理・検査基準値や健診企

画のあり方に関しては, 各地区医師会 (地域

センター) において, 定期的に ｢地区職域健

診研究会 (仮称)｣ を設け, 各地区の主な健

診機関・産業医・かかりつけ医が中心になっ

て検討することが ｢かかりつけ医と健診機関

の連携｣ の最初の一歩であると考える｡

＊なお, 全文の参照をご希望の場合は, 府医ホー

ムページをご参照いただくか, 府医地域医療

課までご連絡ください｡

府医地域医療課 TEL 075－315－5274

FAX 075－315－5290

府医ホームページ

http://www.kyoto.med.or.jp/
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地区基本健康診査担当理事連絡協議会開く

介護予防サービス利用に向けて検査項目追加

地区基本健康診査担当理事連絡協議会が, 京都市内については２月17日に, 京都市外につい

ては３月11日にそれぞれ開かれた｡ 2006 (平成18) 年度から介護予防事業が実施されることに

伴い, 老人保健事業実施要領が改正され, 基本健康診査に①65歳以上の者に対する ｢生活機能

評価に関する項目｣, ②生活機能評価に関する判定区分－が追加され, 年間を通じた健診体制

を整備することが, 厚労省から各都道府県に通知された｡

京都府においても前述の①②の具体的実施方法について, 府医あるいは地区医師会と各自治

体の間で折衝が進められ, 京都市では以下のような内容で実施することになった｡ なお, 64歳

以下の基本健康診査に関しては2005 (平成17) 年度と変更はない｡

◆京都市における65歳以上の基本健康診査受診者に対する追加内容

１. 生活機能評価に関する項目

(１) 項目の追加

①問診項目として従来の基本健康診査診査票に加えて, 別項の ｢基本チェックリスト｣ を

使用する｡

②血液検査に血清アルブミン検査を追加する｡

(２) 基本チェックリストの記入

①健診会場もしくは医療機関で, 受診者が２枚目の下部の氏名・年齢欄に記入し, 地域包

括支援センターへの情報提供に ｢同意する｣, または ｢同意しない｣ に○をし, 基本チェッ

クリスト25項目のうち№12を除き ｢はい｣ ｢いいえ｣ のいずれかに○をつける｡

②健診担当者は, 身長, 体重を測定, BMI を計算し, チェックリスト№12に記入する｡

③医師は口腔内の衛生状態を確認するが, 記入されたチェックリストの№13～15の３項目

すべてが ｢はい｣ で, 口腔内の衛生状態に問題がある場合のみ, チェックリスト左下に

ある ｢口腔内の衛生状態 問題がある→□｣ をチェックする｡

④口腔内の衛生状態に問題がある場合, 反復唾液嚥下テストを行い, 30秒間で３回未満の

場合は ｢反復唾液嚥下テスト ３回未満の場合→□｣ にチェックする｡

２. ｢生活機能評価｣ の実施

・血液検査等の結果が出た後に, 医療の総合判定, 基本チェックリストの結果をふまえて生

活機能評価の判定を行う｡

(１) 生活機能低下の判定

①基本チェックリストをもとに, 次のア～エのいずれかに該当する受診者については ｢生

活機能の低下を認める｣ とする｡

ア. チェックリスト№１～20のうち, 12項目以上該当する者
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イ. 運動器の機能向上 (№６～10) ５項目すべて該当する者

ウ. 栄養改善 (№11・12) ２項目すべて該当する者

エ. 口腔機能の向上 (№13～15) ３項目すべて該当する者

②生活機能の低下を認めた者の健診結果が ｢要医療｣ の場合, 介護予防のためのサービス

利用にあたって留意すべき事項があれば, 基本チェックリスト右下欄の ｢生活機能低下

に関する指示・指導事項｣ に記載する｡ (特に運動器の機能向上に該当する場合, 血圧

や心電図, 貧血等の結果で留意すべきことがあれば記載する)

３. Ｑ＆Ａ

質 問 回 答

Ｑ１ 65歳以上の区別は, 年度か年内か？ Ａ１ 65歳以上および当該受診年内 (12月末
まで) に65歳になる方が対象となる｡

Ｑ２ 要介護認定を受けている方が基本健診
を受診した場合も生活機能評価を行うの
か？

Ａ２ 要介護認定を受けている方も含めて,
全ての高齢者が基本健診, 生活機能評価
の対象となる｡

Ｑ３ 要介護認定を受けている方が生活機能
評価で ｢生活機能の低下を認めない｣ と
なった場合はどうなるのか？

Ａ３ 要介護認定が優先される｡

Ｑ４ 受診者が, 基本チェックリストを提出
しない場合や拒否する場合はどうすれば
よいか？

Ａ４ 基本健康診査を受けることができない｡
65歳以上の方は基本チェックリストの提
出が必要であり, 請求時に基本チェック
リストの添付がない場合は, 診査料が支
払われない｡

Ｑ５ 記載項目の漏れがある場合はどうすれ
ばよいか？

Ａ５ 基本チェックリストは, 原則として全
項目の記入が必要であるが, 認知症等に
より問診の実施が困難な場合については,
全項目の聴取が出来なくてもやむを得な
い｡

Ｑ６ 生活機能評価で低下が認められ, 地域
包括支援センターで特定高齢者と決定さ
れた人は, どのようなサービスが利用で
きるのか？ また, 費用負担はいくらか？

Ａ６ 地域包括支援センターが, 本人の意向
や生活環境等も踏まえ, 介護予防ケアプ
ランを作成し, 運動器の機能向上, 栄養
改善, 口腔機能の向上, 閉じこもり予防・
支援, 認知症予防・支援, うつ予防・支
援に資する介護予防サービスの利用につ
なげる｡

原則無料だが, 材料費等の負担が生じ
ることもある｡

Ｑ７ 診査料・自己負担金の変更はあるのか？ Ａ７ 自己負担金については他の検診も含め
て全て従来どおり｡ 診査料については,
診療報酬改定に基づいて改定されるが,
詳細は４月15日号に掲載予定｡
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65歳以上の受診者の皆様へ (案)

皆様が, 地域でいつまでも健康な生活を送ることができるように, 生活習慣病などの早

期発見に加えて, 介護が必要な状態にならないよう予防を行っていただくため, 平成18年

４月から, 65歳 (今年の誕生日で65歳になる方を含む) 以上の方について, 基本健康診査

に, 生活機能の評価に関する項目が追加されました｡

【65歳以上の方に追加された検査項目の内容】

１ ｢基本チェックリスト｣ による問診 (省略することはできませんので必ず御記入ください)

従来から実施している問診に加えて, 生活機能の低下があるかどうかを確認するた

め, ｢基本チェックリスト｣ による問診を行います｡

２ 栄養状態をチェックするため血液検査項目に ｢血清アルブミン値｣ を追加します｡

３ 口腔内視診や, 反復唾液嚥下テスト (繰り返し唾液を飲み込む検査) を必要な方に

実施します｡

次ページの太線内 (｢基本チェックリスト｣ と ｢氏名・性別・生年月日 (年齢)｣ と ｢地

域包括支援センターへの情報提供同意欄｣) に御記入ください｡

※ 同意をいただいた皆様の健診情報 (個人情報) については, ｢京都市個人情報保護条

例｣ に基づき, 適正に管理するとともに, 介護予防サービス (地域支援事業) 利用のた

め以外には使用致しません｡

京 都 市

必要事項を御記入のうえ２枚目
以降を御提出ください｡

１枚目は各自保管ください｡

健診の結果, 生活機能の低下が認められた方は, 地域包括支援センターに御相談ください｡

地域包括支援センターでは, 皆様の生活機能の維持向上を図り, 介護が必要にならない

よう予防するため, 介護予防サービス (地域支援事業：運動機能の向上, 栄養改善, 口腔

機能の向上等) の御利用について相談等に応じています｡ (相談無料)

また, 介護予防サービスを紹介するため, 同意をいただいた方の健診情報 (個人情報)

を保健所・支所から地域包括支援センターに提供する場合があります｡
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基本チェックリスト (基本健康診査用) (案)
太線内のあてはまるところに記入してください｡ 平成 年 月 日

No. 質問項目 回答
(いずれかに○をお付け下さい)

１ バスや電車で１人で外出していますか ０. はい １. いいえ

２ 日用品の買物をしていますか ０. はい １. いいえ

３ 預貯金の出し入れをしていますか ０. はい １. いいえ

４ 友人の家を訪ねていますか ０. はい １. いいえ

５ 家族や友人の相談にのっていますか ０. はい １. いいえ

６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか ０. はい １. いいえ

７ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか ０. はい １. いいえ

８ 15分位続けて歩いていますか ０. はい １. いいえ

９ この１年間に転んだことがありますか １. はい ０. いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか １. はい ０. いいえ

11 ６ヵ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか １. はい ０. いいえ

12 ※この項目については記入しないでください｡ (注)BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合に該当とする｡
身長 cm 体重 kg (BMI＝ )

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか １. はい ０. いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか １. はい ０. いいえ

15 口の渇きが気になりますか １. はい ０. いいえ

16 週に１回以上は外出していますか ０. はい １. いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １. はい ０. いいえ

18 周りの人から ｢いつも同じ事を聞く｣ などの物忘れがあると言わ
れますか １. はい ０. いいえ

19 自分で電話番号を調べて, 電話をかけることをしていますか ０. はい １. いいえ

20 今日が何月何日かわからない時がありますか １. はい ０. いいえ

21 (ここ２週間) 毎日の生活に充実感がない １. はい ０. いいえ

22 (ここ２週間) これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった １. はい ０. いいえ

23 (ここ２週間) 以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じ
られる １. はい ０. いいえ

24 (ここ２週間) 自分が役に立つ人間だと思えない １. はい ０. いいえ

25 (ここ２週間) わけもなく疲れたような感じがする １. はい ０. いいえ

下記の項目については記入しないでください

口腔内の衛生状態 問題がある場合 → □

反復唾液嚥下テスト ３回未満の場合 → □

血清アルブミン値 ｇ／ｄｌ

※3.5g/dl 以下の場合は, 低栄養状態のおそれがあります｡

氏名 男・女

年齢 明・大・昭 年 月 日生 ( 歳)

１ 生活機能低下を認めない

２ 生活機能の低下を認める

生活機能低下に関する指示・指導事項

地域包括支援センターへの情報提供同意欄

情報提供に
同意する

情報提供に
同意しない
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求められる学校での運動器検診の整備・充実
─ 武藤芳照東大教授が強調

３月９日(木) 府医にて平成17年度の第25

回京都府医師会学校医部会総会が開催された｡

今年度の総会には94名の学校保健・学校医関

係者が集まった｡

油谷学校医部会長挨拶の後, 学校医部会学

校医永年勤続感謝状贈呈者披露, 学校医部会

活動事業報告, 心臓検診事業報告, 京都市学

校検尿事業報告, 特別講演 ｢児童・生徒のス

ポーツ障害, 事故の予防－学校における運動

器検診の整備・充実に向けて－｣ が行われた｡

感謝状贈呈披露では, 学校医として40年間

勤続された, 河村章治氏 (下東), 松原健氏

(西京) ら２名の功績に対し, 敬意と感謝の

辞が述べられた｡

事業報告では, 岡林府医理事より平成17年

度の学校医部会の活動として新任学校医研修

会をはじめ, 南部・北部学校医研修会の実施

状況, 学校保健委員会, 学校検尿事業委員会

の活動, 全国学校保健学校医大会や近医連学

校医研究協議会総会等での研究発表, 京都府

学校保健研究大会等関係団体への参加につい

ての報告があった｡

平成17年度学校医部会心臓検診事業につい

ては心臓検診委員会の上田忠委員長より報告｡

小学４年生の全員検診が平成７年度より導入

され, 現在５市20町で実施されており, 17年

度の対象者, 小学１年生23,465名 (前年比752

名増), ４年生6,334名 (267名減), 中学１年

生20,384名 (78名減), 高校14,972名 (843名

減) の受診状況の報告, 至急精検は13例, 死

亡事故は１例となっている｡

平成16年度から実施された京都市学校検尿

事業の平成17年度春期検尿結果ついて学校検

尿事業委員会の川勝秀一委員長から報告｡ 一

次検尿受検者105,838名 (受検率98.05％) の

うち, 血尿・蛋白尿二次検尿陽性者で腎炎１

例 (新規), 蛋白尿単独陽性者で先天性腎機

能低下が２例 (新規), 尿糖陽性者で新規の

２型糖尿病１例が発見された｡ ｢昨年度に比

べ, 検査機関の精度向上等により充実した集

計となったが, 無症候性蛋白尿の取り扱い基

準, 尿糖の三次検尿対象基準等が今後の課題

である｣ として, 今後も事業が円滑に推進で

きるよう協力を求めた｡

特別講演では, 東京大学大学院教育学研究

科身体教育学講座教授・東京厚生年金病院整

形外科客員部長の武藤芳照氏が ｢児童・生徒

のスポーツ障害, 事故の予防－学校における

運動器検診の整備・充実に向けて－｣ と題し

て学校での運動器検診体制の必要性を次のよ

うに訴えた｡

古代ギリシアの哲学者アリストテレスの

｢Life is motion｣ という言葉にあるように,

からだを動かすことは, ヒトの生命, 生活,

人生そのものであり, 自己表現の基本である｡

あらゆる年代の運動器の疾患・障害を予防し,

一人ひとりが生涯にわたり, 活動的に過ごす

ことができることを希求して, 国連やＷＨＯ
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の主導により, ｢運動器の10年｣ (The Bone

and Joint Decade)｣ の運動が推進されている｡

子どもの運動・スポーツ活動の普及・拡大

は, 子どもの心身の健全な成長・発達と運動

習慣の獲得に伴う将来の生活習慣病と生活機

能低下の予防のために, きわめて重要な役割

を担っている｡ 一方, 子どもの心身の特性に

即さない過度, あるいは誤った運動・スポー

ツ活動によって, 健康障害, 特にスポーツ障

害をきたす子どもも多い｡ これらに対して,

早期発見, 早期治療が大切なことは言うまで

もない｡ しかし, 現在, 学校の定期健康診断

において, 脊柱側わん症の早期発見のための

体制は整備されているが, ｢骨・関節の異常

および四肢の状態｣ の検診は, 全国共通の実

施基準, マニュアルが整備されていない｡

こうした状況に鑑み ｢運動器の10年｣ 日本

委員会では, 文部科学省の ｢学校・地域連携

推進事業｣, 日本医師会 ｢各科専門医の学校

保健活動に関する実践研究事業｣ の流れを汲

み, 平成17年度・18年度事業として, ｢学校

における運動器検診体制の整備・充実モデル

事業｣ を北海道, 京都府, 島根県, 徳島県の

４ヵ所で実施し, これらの成果を集約し, 小・

中・高等学校, 盲・聾・養護学校の定期健康

診断において, 運動器の検診が適正な形と方

法で実施されるような体制づくりに努めてい

きたい｡

第37回全国学校保健・学校医大会参加者募集

と き 11月11日(土) 午前10時

ところ 松江市 (ホテル一畑・ホテル白鳥)

主 催 日本医師会 (担当：島根県医師会)

メインテ－マ ｢立ち上がれ学校医！！ 未来を担う子供達の健康を守ろう｡｣

分科会 第１：｢からだ｣ 第２：｢こころ｣ 第３：｢耳鼻咽喉科｣ 第４：｢眼科｣

シンポジウム ｢学校医による健康教育の推進｣

特別講演 ｢小泉八雲と松江｣
講 師 早稲田大学教授・同国際言語文化研究所所長

池田 雅之 氏

コメンテーター 島根女子短期大学 助教授

小泉 凡 氏

参加資格 日本医師会員

参加申込み方法等

１ 大会参加をご希望の方は, ①地区, ②氏名, ③医療機関名, ④ご希望される分科

会名, ⑤電話番号, ⑥ＦＡＸ番号をご記入の上４月21日(金) までにＦＡＸまたは

ハガキにてご連絡ください｡

(京都府医師会地域医療課：TEL 075－315－5278 FAX 075－315－5290)

２ 参加費 (２万円) については, 10名までは府医師会で負担させていただきます｡

希望者多数の場合は締切り後に抽選により10名を選ばさせていただきますのでご了

承ください｡ なお, 旅費および宿泊費は参加者の負担となります｡
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早春の好天に恵まれる中, 本校卒業式が３月７日(火) 体育ホールで挙行され, ３年課程39

名, ２年課程92名, 准看護科150名が伝統の看護の制服・戴帽姿で晴れやかに卒業しました｡

式典は校歌斉唱につづき, 油谷桂朗校長から各課程卒業生代表に卒業証書が授与され, 校長

式辞では ｢今後, 皆さんは医療に携わる人として, 相手を思いやりに満ちた心で接するならば,

人は必ず心を開いてくれます｡ そのためにも, まず社会人としての自覚をもって大きく飛躍さ

れることを期待し, 輝かしい未来がくることを願っています｣ とはなむけの言葉が贈られまし

た｡

引き続いてご出席いただいた多くのご来賓を代表して, 京都府知事 (代理), 京都市長 (代

理), 実習施設代表として第二岡本総合病院の澤井美知子副院長様から心温かい御祝辞をいた

だくなど, 厳かな中にも盛大に, 華やかに行われました｡

式後, 各クラスごとに卒業記念写真を撮り, 教室に戻った学生は, 共に学び, 苦楽を共有し

た思い出話に花が咲き, また担任をはじめ指導に当たった教師やクラスメイトと互いに抱き合

う姿が学内の至る所で見受けられました｡

卒業生は, これからの人生に大きな希望と夢をもって, 看護の道に進むことになりますが,

お世話になります医療機関関係者の皆様に, 患者さんをはじめ誰からも慕われ, 愛される専門

職としての看護師としてさらに育てていただくことを願っています｡

[卒業生のことば]

准看護科 神田真理子 (96回生)

｢学校での２年間, 今後に必要な知識・技術・態度を学ぶと共に, 仲間・先生方, そして

患者さんから自分自身が看護師になるためだけでなく人間的に成長していくことが感じられ

ました｣

看護学科３年課程 齋藤ともえ (４期生)

｢無事卒業を迎えることができ, 実習病院の皆様, 患者さん, 学校の先生・級友・家族に

改めて感謝しています｡ 今の気持ちを忘れず, 精一杯がんばっていきたいと思います｣

看護学科２年課程 金沢 明 (10期生)

｢患者さん, 私達を支えてくださった皆様, 本当にありがとうございました｡ 今後, 看護

師として働きますが, 常に患者さんの心に寄り添って看護していきたいと思います｣

京京京京都都都都府府府府医医医医師師師師会会会会看看看看護護護護専専専専門門門門学学学学校校校校

平平平成成成111777年年年度度度卒卒卒業業業式式式
222888111名名名 巣巣巣立立立つつつ

TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ



19

心
肺
蘇
生
法
講
習
会この度府医, 府病協, 私病協の共催による第６回心肺蘇生法講習会が開催された｡ ＡＣＬＳ

京都の後援による日医ＡＣＬＳ研修会 (申請中) で, 第５回に引き続き PartⅠ (２月16日),

PartⅡ (２月23日) の２回に分けて実施され, 府医会員ほか31名が参加した｡

PartⅠは基礎スキルを

内容は, 医療機関でＣＰＡ (Cardio

Pulmonary Arrest＝心肺停止状態) 患者が発

生し, その患者を救急搬送する場合, 搬送す

るまでに医師として救急蘇生処置をどのよう

に実施すべきかというテーマで, 蘇生人形を

使って講習が行われた｡ 受講者は年齢なども

考慮して小グループに分けられ, PartⅠは基

本的に５名ずつの６ブース, PartⅡは６名ず

つの５ブースで講習が行われた｡ PartⅠ, PartⅡ

ともに木曜日午後に開催され, 講習時間は合

わせて７時間余に及び, また高齢会員が多い

にもかかわらず, 最後まで熱心に取り組んで

いた｡

まず PartⅠでは, 倒れている傷病者に対す

る正しい評価方法, ＣＰＡに対する的確な

ＢＬＳ (Basic Life Support＝一次救命処置：

心臓マッサージと人工呼吸) , ＡＥＤ

(Automated External Defibrillator＝自動体外

式除細動器) の使い方, ポケットフェイスマ

スク (感染防御器具) やフェイスシールドを

用いた人工呼吸, バッグバルブマスク (ＢＶＭ)

による換気, そして経口気管挿管などが行わ

れた｡

PartⅡはシナリオ・シミュレーションまで

PartⅡでは, ＣＰＡのモニターによる鑑別

と除細動, そしてシナリオ・シミュレーショ

ンに取り組んだ｡ 絶え間ない心臓マッサージ

と換気, ＶＦハンターをテーマに, ケースシ

ナリオ・シミュレーションを行うもの｡ 前半

で習得した基礎のスキルを組み合わせ, チー

ムとしての蘇生に力を尽くす｡ 救急処置は一

人ではできないことから, チームのリーダー

が全体を見渡し, 傷病者の状態を把握しつつ

治療方針を立て, 声で治療方針を知らせる｡

それがアルゴリズム (治療方法) の宣言であ

る｡ リーダーを交代しつつ, ＡＣＬＳという

共通のアプローチが受講者全員に身に付いて

いくことになる｡

20代から70代まで, 個々の標榜科や力量に

応じてシナリオが選択され, 受講者は全力で

取り組んだ｡ インストラクターは医師, 看護

師, 救急救命士らベテラン16名から成り, 小

グループに対し懇切丁寧に指導が行われ, 終

了時には各チームとも充実感あふれる雰囲気

に変わっていた｡ このように職種を超えた合

同訓練が重ねられていくと, 実際の現場でも

顔の見える連携が可能になり, 救命活動が一

層スムーズに進むことが期待される｡

府医ではＡＣＬＳ研修会を, 今後もいろい

ろなかたちで試み会員の声も聞きながらより

充実させていくことにしており, 会員に広く

参加を呼びかけていく｡

小グループで, 熱心に取り組む
第第６６回回心心肺肺蘇蘇生生法法講講習習会会開開くく

小グループで懇切丁寧な指導
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今日ほど国民の医療に対する不満, 不安,

不信が取りざたされたことは無い｡ 医学医療

の進歩, 疾病構造の変化など多くの要因があ

るが, 医療を市場原理主義, 経済至上主義の

具として利用しようという動きがその一つで

ある｡ 厚労省は患者を消費者として医療の監

視役に育て, 質と効率を上げようとし, 経済

至上主義者は新しいビジネスチャンスの拡大

を狙ってサービス業であることを言い続けて

いるわけである｡ このような永年にわたる方

向付けの結果として現在の医療に対する不安

を増幅してきたのではないだろうか｡

医療は商取引ではないとの思いから, 医療

費のカード支払いの導入を見送ってきた｡ 先

ほど総務省の行政評価事務所よりカード決済

の導入を正式に斡旋された｡ 自治法では公定

料金のカード決済を認めず, 診療報酬には消

費税もかけていないのに, 総務省は医療を商

取引だと決めているわけである｡

平成元年５月 厚生省の ｢患者サービスの

在り方に関する懇談会｣ (座長 坂上正道氏)

が報告書を提出した｡ その中で初めて医療を

｢サービス業｣ であると位置づけ, 従来の施

す医療から患者中心の医療への転換を求めた｡

これは急性期疾患を対象とした医療が成人病

といわれる慢性期疾患に中心が移り, 患者の

ニーズの多様化と相俟って, 医師患者関係が

協同関係でなくてはならなくなった事情があ

る｡ 治癒することの無い疾患を対象として,

治療の目的, 方法が一様でなくなったからで

ある｡ パターナリズム (父権主義) から自己

決定の医療への転換期が訪れたからである｡

医療サービスには一次的な専門技術的サービ

スと患者への情報提供, 快適性, 利便性といっ

た二次的サービスがある｡ これまでないがし

ろにされていたこの二次的サービスを大きく

クローズアップし, 具体的なあり方が示され

た｡ 誰も異論は無かったのである｡ その示さ

れた方向性に基づいて, 今日まで具体的対策

が実行され, 全体として意図される方向に動

いてきた｡ すなわち, 医療・薬剤情報提供,

インフォームドコンセント, 医療相談窓口,

カルテ開示, セカンドオピニオンなどはほぼ

常識化されつつある｡ 少なくとも, 患者側か

ら申し出て拒否されることはあり得ないであ

ろう｡ 快適性, 利便性についても適時適温食

事, 予約システム, プライバシー対策, 院内

設備改善, 病床面積の拡大, 職員の接遇向上

などが図られてきた｡

その後厚労省は国家財政の危機回避のため

に, 医療費の増大を抑制する観点から純然た

るサービス向上に加えて, 医療の質の向上と

ともに効率の改善を求めることとなった｡ 効

率とはとりもなおさず医療費の抑制というこ

とである｡ その手段として医療をサービス業

であるとし, 文字通り患者を消費者として,

医療を監視, 選択させることで, この相矛盾

する命題の達成を企図したのである｡ 平成７

年厚生白書に国民アンケートの結果が報告さ

れた｡ ３割が医療はサービス業である｡ ３割

が医療はサービス業であるが通常のサービス

業ではない｡ ３割がサービス業ではないとい

うものであった｡ 厚労省の見方を伝えるその

項の見出しは ｢６割が医療をサービス業と見

ている｣ というものであり, ｢医療はサービ

ス業｣ であると正に恣意的に定義したのであ

る｡ この頃より多くの医療機関では患者を患

者様と呼ぶようになった｡ お客様であるから

である｡ 平成13年11月, 国立病院ではわざわ

ざ患者呼称をさま付けとするよう指針に示し

た｡ しかし今日になっても, 患者を様と呼ぶ

ことには異論も多い｡ この患者様呼称への異

論, 違和感の根底はやはり医療は純然たるサー

ビス業ではないとの思いがあるからである｡

サービス業の顧客としての様呼ばわりは, い

つのまにか患者は病人だとの意識が欠けてい

医療は商取引
(サービス業)か？

下 西 齋藤 信雄
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き, 患者は弱き人であるとの意識が薄れ, 思

いやり, 慈しみ, 惻隠の情が基本であるべき

医療人の心が生活のための職業意識に変わっ

ていったように思われる｡ 患者が医療の消費

者として当然のサービスの要求と医療へのチェッ

クがなされることによって, 医療の質の担保

に貢献することは明らかである｡ しかし医療

人が患者様と呼称し, 患者が様と呼ばれ続け

ることによって, 医療は聖職 (パブリック・

ミッション) との思いは自他共に薄れてしまっ

た｡ 使命感に燃えて目指した医療の現場が日々

に糧を得る生活の場となり, 患者に対する惻

隠の情が強いほど, 客としての応接を求めら

れると挫折感も大きいのである｡ ペイシェン

ト (病者) ではなくクライアント (顧客) と

しての対応を求められるような患者・医師関

係が従来では考えられないような医事紛争の

増加の一つの要因であることは間違いがない｡

商品を買う以上は瑕疵のないものを要求して

当然である｡ 現在論議されている医療費明細

の交付の義務付けに関しても, 純然たる商取

引と考える側とそうではないという側の衝突

になっている｡ 一つひとつの行為に全て公定

料金が決まっている医療の明細は保険者には

通知されている｡ そしてその開示は自由化さ

れたのであるから今更と思える論議である｡

自費請求部分については明細に記録して請求

することはすでに行われていることである｡

買いたくて買いに来るものではない医療を,

あるいは一定の不確実性のある医療をこのよ

うに純然たる商取引と規定したがる人の本意

は医療の自由化によるビジネスチャンスを狙

う一派の思惑としか考えられないのである｡

社会保障としての医療のあり方を論じる立場

からは考えられないことである｡ 医療は資本

主義経済社会の中の ｢純然たる経済活動では

ない｣ ｢純然たる商取引行為ではない｣ とい

うことを医療人を含めて国民的コンセンサス

にしなければ, 使命感に燃えた優秀な人材の

欠乏を来たし, 命の沙汰も金次第という医療

の荒廃とアメリカ式の医療訴訟の飛び交う殺

伐とした状況に陥ることは目に見えている｡

売り手も買い手も特に医療人が ｢医療は商取

引｣ ではない ｢医療は社会的行為｣ であるこ

とを再確認する必要がある｡

会
員
の
声

京医選管発第46号

平成18年３月31日

北地区選挙人

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 (告示)

前号予告のとおり, 北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ご

推薦くださるようお知らせします｡

記

＜告 示 日＞平成18年４月４日(火)

＜立候補締切日＞ ４月６日(木) 午後４時 ※届出は文書にて府医選管委員長宛

＜投 票 日 時＞ ４月17日(月) 午後２時～５時

＜投 票 場 所＞北区紫竹北栗栖町８ メゾン上野302号室 北医師会

＜定 数＞予備代議員１名



22

感感感染染染症症症ののの予予予防防防おおおよよよびびび感感感染染染症症症ののの患患患者者者ににに対対対すすするるる医医医療療療ににに関関関すすするるる
法法法律律律第第第111222条条条第第第１１１項項項おおおよよよびびび第第第111444条条条第第第２２２項項項ににに基基基づづづくくく届届届出出出ののの基基基準準準等等等にににつつついいいててて

今般, 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項および第14

条第２項に基づく届出の基準等が改正されました｡

主な改正点については以下のとおりであり, 18年４月１日より適用されることとなりますの

で, 届出の際は充分ご留意ください｡

なお, 定点医療機関へは既に保健所から周知されております｡ 届出様式は４月上旬に京都府

もしくは府医のホームページよりダウンロードできますが, それまでに必要な場合は本会事務

局 (TEL 075－315－5274) までお申し出ください｡

記

１. 届出様式が各疾病毎に定められたこと｡

２. 診断類型として, 患者 (確定例), 無症状病原体保有者, 疑似症患者, 死亡者および死

亡疑い者の分類が追加されたこと｡

３. 届出に必要な検査が明記されていること｡

４. 後天性免疫不全症候群については, 引き続き原稿の届出様式を使用すること｡

『平成18年７月１日発足に向けての一人
医師医療法人の設立申請書』 の受付を下記
の要領で行います｡
＜受付要領＞
①平成18年７月１日発足の申請をされる方

は, 平成18年４月28日(金) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡

②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

つ) を京都府医療室へご提出いただくこ
ととなります｡

③一人医師医療法人の事前概要書ならびに
各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡

④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術広報課までご連
絡ください｡

平成18年７月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成18年４月28日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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最近, 地区医師会の斡旋でＡＥＤの購入

をしていたり, 購入を考えている医療機関

もあると思います｡

個人医院に備えても, それを利用する機

会は極めて０に近いでしょう｡ 今まで医院

の中で使用しなければならない状況を経験

した人は極めて少ないと思います｡

そもそもＡＥＤは公共の場にあって誰で

も使用出来るように設置しておくべきもの

です｡ そしてＢＬＳ (基本的な救命処置)

とあわせて活用されるものです｡ 今の我々

の居住区で救命医療に欠けているものは,

救命処置のトレーニングを受けている人が

極めて少ないという事です｡

中学校や高校のカリキュラムに救命処置

を組み込めば, 解決すると思います｡

今は公共の場所に設置しても十分に活用

されないまま飾りになるおそれがあります｡

多くの市民が救命処置を施せるように教

育する事と, 公共の場に設置される事が理

想ではないでしょうか｡

四月から介護予防が始まり高齢者のリハ

ビリやトレーニングを行うサービス事業施

設も出来ると思いますが, 対象者の選択を

誤らなければ緊急事態は防げるはずです｡

私が冠動脈疾患の人達の術前, 術後の運

動負荷テストを担当していた時 (1000例以

上) でも重大な不整脈を経験していません｡

(もちろん除細動器は備えていました)｡

ＡＥＤに関心を持つ事はいいのですが, そ

の前にＢＬＳを普及させる事が大事だと思

います｡

(前府医情報企画委員会委員長・伏見 岡本英四郎)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

介護保険の居宅療養管理指導等みなし指定のサービスについて

京都医報２月15日号付録他で ｢居宅療養管理指導, 訪問看護, 訪問リハビリのいわゆる

みなし指定サービスについての詳細な改定内容については, 告示・通知を踏まえて４月１

日号で特集する｣ とお知らせしましたが, 告示・通知の発出が遅れたため, ４月１日号に

は間に合いませんでした｡ ４月15日号に掲載しますので, 何とぞご了承ください｡

なお, 報酬改定についての最新情報は, ＷＡＭＮＥＴ京都府センター (URL：http://

www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/vWbCategory01?openview) をはじめ, 府医

ホームページ介護保険情報 (URL：http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/nursecare/index.htm)

でも掲載していますのでご覧ください｡
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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223号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重要な副作用に関する情報｣ では, 第222号以降に改定を指導した医薬品の使用上

の注意のうち重要な副作用等について, 改訂内容, 参考文献とともに改訂の根拠となった

症例の概要に関する情報として ｢塩酸セレギリン｣ が掲載されています｡

このほか, ｢２. 使用上の注意の改訂について (その174)｣, ｢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５月号に掲載される予定です｡

② 採血用穿刺器具 (針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの) の取り扱いについ

て (日医常任理事)

本件は, 採血用穿刺器具のうち, 針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないものに

ついて, 昨年11月英国医薬品庁がＢ型肝炎による死亡発生事例との関係が疑われる旨を発

表するとともに, 医療従事者や介護従事者等に対し, 針の周辺部分または器具全体がディ

スポーザブルタイプであるものを用いるべき旨等の注意喚起を行ったこと, またカナダ保

健省においても本年１月に同様の注意喚起を行ったことを受け, 国内では未だこの器具に

よると疑われる感染事例は報告されておりませんが, 安全使用に万全を期すため, 予防的

措置として, 本器具を複数の患者に使用しないよう特段の注意をはらうことを求めるもの

です｡

③ ｢抗リウマチ薬の臨床評価方法に関するガイドライン｣ について (京都府薬務室長)

医薬品の承認申請の目的で実施される抗リウマチ薬の臨床試験の評価方法として, その

標準的方法が厚生労働省により取りまとめられたものです｡

④ 医薬品等の副作用等報告および治験副作用等報告におけるＦＤ等の提出に係る取り扱いに

ついて (京都府薬務室長)

今般, 副作用等報告および治験副作用等報告の簡便性を確保する等の観点から, ＦＤ等

の提出についての取り扱いが定められ, その了知を求められたものです｡
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(財)日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会
受講者の推薦について

日本体育協会は, スポーツ活動を実践している人達の健康管理やスポーツ障害に対する予防,

治療等の臨床活動を行うとともに, スポーツ医学の研究, 教育, 普及活動にあたる医師を対象

に ｢財団法人日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会｣ を開催しています｡ 今般, 平成

18年度養成講習会の開催が決定し, 京都府体育協会より, 京都府医師会あてに講習会受講者の

推薦依頼がありました｡ つきましては受講希望者を募集いたしますので, 下記をご覧くだ

さい｡

◆実施方法 (開催期日・会場)

(期日・会場については予定であり, 事情により変更有り)

※受講順序：基礎科目の受講を修了した後に, 応用科目を受講する｡ ただし, 同一年度に基礎

科目と応用科目を同時に受講することはできない｡ なお, 講習は単位制のため, それぞれの

科目内での受講順序は, Ⅰ・ⅡあるいはⅢのいずれからでも受講できる｡

※講習の免除：日本医師会認定健康スポーツ医に認定された者, または日本整形外科学会認定

スポーツ医学研修会の総論Ａを修了した者は, 講習会における基礎科目21単位の受講を免除

することができる｡

◆受講料
・基礎科目からの受講 49,000円 (教材費含む)

・応用科目からの受講 28,000円 (教材費含む)

★その他詳細および申し込みは, 京都府医師会 学術広報課 (TEL：075－315－5276) までご

連絡ください｡ なお, 推薦期限の関係上, 申し込みは４月10日(月) までにお願いします｡

★受講者の推薦人数には限りがございます｡ 希望者多数の場合は, 抽選により決定させていた

だきますのでご了承ください｡ また, 推薦者全員が受講できるわけではなく, 全国において

希望者多数の場合は, (財)日本体育協会において調整されることを申し添えます｡

開催区分 開 催 期 日 会 場 備 考

基礎科目Ⅰ
11月18日 (土) 10：00～19：00

19日 (日) ９：20～17：00 品川プリンスホテル
(東京都)

基礎科目Ⅱ
１月20日 (土) 10：00～17：50

21日 (日) ９：20～16：30

応用科目Ⅰ
９月23日 (土) 12：30～17：50

24日 (日) ９：30～15：20

コクヨホール
(東京都)

基礎科目
修了者

・
基礎科目
免除者

応用科目Ⅱ
12月９日 (土) 12：30～17：50

10日 (日) ９：10～16：40

応用科目Ⅲ
２月３日 (土) 12：30～17：50

４日 (日) ９：10～16：40
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無資格者による医業の防止について

無資格者が“医師になりすまし”医業に携わっていた疑いで逮捕された事件が, 新聞紙

上等で報道されています｡ 過去においても同様な事例が発生した際に, 厚労省から数回に

わたり, 各都道府県知事あて局長通知が発出されております｡ とりわけ昭和60年の通知に

よれば, ｢医師として, 就業する目的で採用する場合には, 事前に免許証及び卒業証書の

原本提出を必ず求め, 資格を有していることの確認を十分に行う…｣ ことが求められてお

ります｡ すでにご承知のこととは存じますが, 念のため周知徹底方よろしくお願いいたし

ます｡

■ 薬学部学生の実務実習の受入について ■

一昨年５月に学校教育法の一部を改正する法律が成立し, 平成18年４月より薬剤師養成

のための薬学教育の修行年限が６年と定められたことに伴い, 学校教育法施行規則等の一

部が改正され, ６年制の薬学を履修する課程では, 病院および薬局における実務実習 (20

単位以上) を履修することが卒業の要件とされました｡

これを受けて, 新たに新薬剤師養成問題懇話会 (文部科学省・厚生労働省・日本薬剤師

会他で構成) を設け, 実務実習に向けての具体的な協議を開始し, その結果６年制課程を

置く大学には, 病院および薬局でそれそれ2.5ヶ月の実習を標準とすることが決定され, 薬

学教育協議会の実務実習調整機構が中心となり, 実習生受入れのための体制整備が進めら

れております｡

つきましては, 薬学生のための実務実習実施にあたり, 各医療機関におかれましては特

段のご理解とご協力をお願いいたします｡

第第第第第第666666 000000回回回回回回

京京京京京京都都都都都都府府府府府府医医医医医医師師師師師師会会会会会会懇懇懇懇懇懇親親親親親親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ののののののごごごごごご案案案案案案内内内内内内

と き ５月７日(日) 午前８時40分頃スタート (予定)

と こ ろ 瑞穂ゴルフ倶楽部 (船井郡瑞穂町皿引１ ℡ 0771－86－1515)

参 加 費 １名 4,000円

試合方法 ①個人戦

②団体戦 (１チーム６名とし, 上位４名の合計ネットにて順位を決

定します｡ ４名そろえば団体戦の資格はあります｡ なお, ４名に満

たない場合も混成チームをつくらせていただきます｡)

※ お申込みは４月10日(月) までに各地区医師会福祉担当理事へ
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３月に入り寒さは和らぎ穏やかな日が続

いておりましたが, 今年は殊に寒さが厳し

かったのか, 北野の梅林, 植物園の梅林も

未だ蕾も固く三分か五分の開花でした｡ で

ももう春本番が目前にきております｡ 今年

は閉院後の時間の余裕を色々の花の観賞に

当てたいと思っております｡ 昨日は植物園

で可憐な花の節分草を見つけ楽しい思いを

いたしました｡ (当番 妃佐子)

���������	
��

井上代志子

�����������

上山 青柿

����������� �

田村江津子

!"�#$�%�&'%

福原 宏一

�()*+,-�./�*01

西村妃佐子

３月例会

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｡

お詫びと訂正

京都医報３月１日号 (№1832号) 付録 『会員名簿追補版 平成18年１月１日現在』 の記載に一

部誤りがありました｡ 正しくは次のとおりです｡ 訂正のうえ, お詫び申し上げます｡

頁 地区 班 氏 名 (正)

２ 上東 中立 豊田 浩昭
〒602－8072 上京区中長者町新町通り西入仲之町291
豊田医院 内・消・児
TEL：441－5022 FAX：441－5022

15 上東 中立 豊田 忠昭
〒602－8072 上京区中長者町新町通り西入仲之町291
豊田医院 内・消・児
TEL：441－5022 FAX：441－5022

34 与謝 加悦谷 徳山 石夫 TEL：42－3030 FAX：42－3071
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 第３回会費検討・会館建設特別委員会

の状況

３. 第171回臨時代議員会の状況

４. 第９回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

５. 国保合審の状況

６. 新規指定前講習会の状況

７. 基金合審の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 第８回がん登録事業委員会の状況

10. 市内地区基本健康診査担当理事連絡協

議会の状況

11. 地域医療関係常任委員会委員との懇親

会 (前半) の状況

12. 第31回腎臓病の総合対策の確立をめざ

すシンポジウムの状況

13. 第６回環境保全対策特別委員会の状況

14. 京都府介護支援専門員協議会臨時総会

の状況

15. 市民講座 ｢運動器の10年｣ の状況

16. 第20回救急委員会の状況

17. 京都府南部精神科救急医療システム連

絡協議会の状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 第26回府医ボウリング大会の状況

20. 第３回京都府看護職員需給見通し検討

委員会の状況

21. 平成17年度日医学校医講習会の状況

22. 平成17年度日医乳幼児保健講習会の

状況

23. 日医理事会の状況

24. 平成17年度第10回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

25. 会員の入会・退会５件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

27. 第２回会費検討特別小委員会および第

４回会費検討・会館建設特別委員会の開

催を可決

28. 第10回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

29. 京都市結核診査協議会委員の推薦を可決

30. 京都市営保育所嘱託医の推薦を可決

31. 京都府精神障害者保健福祉手帳交付等

判定会議委員の推薦を可決

32. 京都府内 (京都市以外) 地区介護保険

担当理事連絡協議会の開催を可決

33. 融資斡旋を可決

34. 府医学術講演会の開催を可決

35. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

36. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

37. 第６回関西テコンドーオープントーナ

メントへの医師の派遣を可決

38. 第59回府医懇親ゴルフ大会の開催を

可決

と き ５月７日(日)

ところ 瑞穂ゴルフ倶楽部

39. 第54回地区対抗テニス大会の開催を

可決

と き ５月21日(日)

ところ 向島西テニスコート

40. 看護専門学校運営委員の委嘱を可決

41. 看護専門学校非常勤講師の委嘱を可決

42. 近畿ブロック日医代議員協議会への出

席を可決

43. 都道府県医師会社会保険担当理事連絡

協議会の出席を可決

第44回定例理事会 (２.23)

理
事
会
だ
よ
り
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【報 告】

１. 平成18年３月１日現在の会員数

３月１日現在 4,237名 (＋２名)

２. 会員の逝去について

３. 第12回京都府医師会選挙管理委員会の

状況

４. 総務担当部会の状況

５. 情報企画委員会の状況

６. ２月度基金幹事会の状況

７. 北部新規個別指導の状況

８. 新規個別指導の状況

９. ２月度労災審査協議会の状況

10. 第６回心肺蘇生法講習会の状況

11. 産業医研修会の状況

12. 平成17年度産業医部会総会の状況

13. 新任学校医研修会の状況

14. 地域医療関係常任委員会委員との懇親

会 (後半) の状況

15. きょうと健やか21推進府民会議平成17

年度総会の状況

16. 市内地区介護保険担当理事連絡協議会

の状況

17. 京都市平成17年度健康づくり活動コン

テスト選考委員会の状況

18. 府医学術講演会の状況

19. 医療安全シンポジウム開催の状況

20. ２月度協会医賠処理室会提出件数

21. 平成17年度近医連勤務医担当理事連絡

協議会の状況

22. 第17回全国車いす駅伝競走大会の状況

23. 第16回スポーツ医学委員会の状況

24. 都道府県医師会介護保険担当理事連絡

協議会の状況

【議 事】

25. 会員の異動・退会７件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

27. 第58回｢保健文化賞｣候補者の推薦を可決

28. 平成18年度京都府医師会通常会費の賦

課徴収方法を可決

29. 京都府医師会府内旅費規程別表の改正

を可決

30. 被爆60周年平和祈念作品長編アニメー

ション映画 ｢ＮＡＧＡＳＡＫＩ 1945

アンゼラスの鐘｣ への推薦を可決

31. 会員名簿追補版の発行を可決

32. 新医師会館建設用地のフェンス設置

(追加) を可決

33. 京都府済生会評議員の就任を可決

34. 広報誌 『Be Well』 Vol.40の作成を可決

35. 広報誌 ｢みんなの健康 KYOTO｣ Vol.

４の作成を可決

36. 平成18年度京都市福祉事務所嘱託医の

推薦を可決

37. 地域福祉権利擁護事業に係る契約締結

審査会委員の推薦を可決

38. 第３回運動器学校検診モデル事業小委

員会の開催を可決

39. 予防接種後健康状況調査事業実施医療

機関の推薦を可決

40. ｢第16回 『肝臓週間』 ウィルス肝炎に

関するパネルディスカッション｣ への後

援を可決

41. 第20回記念京都市小学校 ｢大文字駅伝｣

大会出場予定選手の事前健康診断 (心臓

検診) の京都地域医療学際研究所との委

託契約を可決

42. 府医学術講演会の開催を可決

43. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

44. シニアスポーツデーへの医師の派遣を

可決

第45回定例理事会 (３.２)
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【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 舞鶴医師会との懇談会の状況

３. 個別指導の状況

４. ３月度保険医療担当部会の状況

５. 第２回学校・地域保健連携推進事業連

絡協議会の状況

６. ３月度地域医療担当部会の状況

７. 産業医研修会の状況

８. 第12回脳卒中登録事業委員会の状況

９. 第13回乳がん検診委員会の状況

10. 府医学術講演会の状況

11. 山脇東洋観臓記念碑建立30周年行事の

状況

12. 第10回京都医学会小委員会の状況

13. 第４回臨床検査精度管理特別委員会お

よび講評会の状況

14. 平成17年度 (第22回) 京都府医師会勤

務医部会総会の状況

15. 看護専門学校卒業式の状況

16. 都道府県医師会社会保険担当理事連絡

協議会の状況

17. 第２回高齢者・障害者の人権委員会の

状況

18. 平成17年度第11回近医連常任委員会の

状況

19. 近畿ブロック (次期) 日医代議員協議

会の状況

【議 事】

20. 会員の入会・異動・退会９件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 第172回府医定時代議員会および第88

回定時総会の運営を可決

23. 京都刑務所視察委員会委員の推薦を

可決

24. 京都拘置所視察委員会委員の推薦を

可決

25. 平成18年度京都府広域振興局保健所嘱

託医の推薦を可決

26. 平成18年度府立宮津高校伊根分校学校

医の変更を可決

27. 乳幼児アレルギー性疾患等の基礎知識・

対処法マニュアル作成費を可決

28. 第41回京都病院学会の後援並びに日医

生涯教育講座 (３単位) の認定を可決

29. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

第46回定例理事会 (３.９)

理
事
会
だ
よ
り

～ ４月度請求書 (３月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (月) 午後５時まで

＊医保分点検＝７日

△

国保 10日 (月) 午後５時まで

＊国保分点検＝７日

△

労災 12日 (水) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡




