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カプリ島の休日
写真／柴田安宅 (中東)

小雨降るナポリから南へフェリーで約１時間半｡ 紺碧の

地中海にうかぶ, 太陽がいっぱいの島に着く｡ そこは歌に

もある ｢カプリ島｣｡ かつてローマ帝国のアウグストゥス皇

帝もここを気に入って別荘を築いた, というリゾート地｡

だが, そのイメージとは違い, 切り立った岩山が海にせま

る｡ ネコのひたいほどの港からケーブルカーに乗って島の

中心街へ｡ 地中海ブルーに映える白い家々が美しい｡ 観光

客であふれる展望台で, 人をかき分け, 夢中でシャッター

をきった｡
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１) 全てが変わった日, 2005年９月11日

大きな混乱を招いた平成14年のマイナス改

定, 実質的にはマイナス改定といってもよかっ

た平成16年のプラスマイナスゼロ改定を受け

て, 日医診療報酬検討委員会は改めて ｢物と

技術の分離と技術の適正な評価｣ を求めるこ

とを基本方針として来るべき18年度の診療報

酬改定に臨んできました｡ 中医協においても,

基本問題小委員会において, 各技術の評価が

精力的に検討されてきました｡ 18年度診療報

酬改定は, 平成15年３月の閣議決定による

｢医療の質と安全の向上｣ を基軸として, 技

術の適正な評価を中心に医療費の再配分を含

む診療報酬体系の抜本的な見直しの最初の改

定になるはずでした｡ 平成16年の規制改革・

民間開放推進会議によるいわゆる (混合診療

解禁) の議論に一応の決着がついた後, 平成

17年になって経済財政諮問会議と財務省によっ

て強力に主張されるようになった (医療費の

総枠規制論) 等の財政的見地からの医療制度

論はもちろんあったものの, 少なくともこれ

らとの綱引きが18年度診療報酬改定の全体像

としては想定されていたと言って良いと思い

ます｡

｢郵政民営化｣ の是非を問うたはずの衆院

選で296の議席を2500万の国民が小泉首相に

与えた日から全ての政治プロセスが一変しま

した｡ 郵政問題以外の部分についても全権委

任というか, 白紙委任状を与えられたかのよ

うに政権は振る舞い始め, 誰もこれを止めら

れなくなりました｡ 医療制度も例外ではなく,

厚労省は, 内閣に迫られて出した ｢医療制度

構造改革試案｣ の中で, 医療費の総枠規制制

度と免責制を外すのが精一杯でした｡ この試

案を受ける形で政府・与党間協議の場として

医療改革協議会が設置されましたがそれは形

式だけで, 12月のある日, 首相が官邸にこも

る土日に, 過去最大の診療報酬本体のマイナ

ス改定率をという鶴の一声だけで, マイナス

3.16％は決定されました｡

２) 政権からのメッセージ

現在審議中の医療制度改革法案も含めて,

今回の18年度診療報酬改定には非常にはっき

りとした形で一定の方向が示されています｡

その最大のメッセージはやはり ｢経済・財政

の見地から医療費を制御する｣ ということで

しょう｡ 今更, 解りきったことをといわれる

かもしれませんが, 今回の改定の中に医療費

削減策の一つとして盛り込まれた後発医薬品

の扱いなどを見ると, このような姿勢があま

りにも露骨に出ていると言わざるをえません｡

周知のように, 我国における後発品の医薬品

としての認可基準は欧米に比べてかなり緩や

かです｡ 最大の問題は医薬品としての生物学

的同等性が認可条件としては実質上求められ

ていないことで, 事実, 日本臨床薬理学会に

も後発品の同等性についての疑問に関する論

文が提出されています｡ このような状態であ

るにもかかわらず, 今回, 医療機関が可とし

た処方箋については, 調剤薬局において後発

品に変更してもよいということになったわけ

です｡ 例えば, 上述の論文に示されたデータ

から推定される後発品の臨床効果の２つの違

い, (過剰な効果) と (無効あるいは過小な

効果) の結果として健康被害が起こった場合

副会長 安達 秀樹

平成18年度診療報酬改定
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の責任はどこにあるのでしょうか｡ このよう

な我国の後発品の現状を十分に知らされてい

るとは言えない状態でもなお, 後発品を選択

した患者の自己責任と言うのでしょうか｡ 更

にこの改定の告示の後, 間もなく厚労省は２

つの通達を後発品の製薬業界に対して出して

います｡ いわく, ｢先発品の全規格を揃える

こと｣, ｢発売後最低５年間は供給を継続する

こと｣｡ そもそも後発品使用についてずっと

規制を続けてきた厚労省が, 数年前から突然

一転して推進に転じた時からわれわれは一度

もその方針変更の医学, 薬学的理由を聞いた

ことはありません｡ そんな中で, このような

初歩的な追っかけ通知を出してまで後発品の

使用拡大を進めようということなのです｡ 平

成15年３月の閣議決定による医療制度改革の

指針 ｢医療の質と安全の向上｣ は変更された

のでしょうか？ 我々医師は処方箋に後発品

への変更可と書くことについてはきわめて慎

重にならざるをえないでしょう｡ 別に反体制

的とか反政府的とかいうような立場をわざわ

ざとらなくても, 普通に見れば, このような

政策方針の見かけ上の乖離は与野党拮抗した

状況にあった平成15年３月と, 平成17年９月

衆院選与党圧勝後との違いによるものである

ことは誰の眼にも明らかであり, どのような

詭弁を弄しても説明不能としか言いようのな

いこの閣議決定と今回改定との食い違いは,

前者が建て前であり後者が本音ということに

なるのでしょうか｡

もう一つの大きなメッセージは療養担当規

則の改定による ｢領収書発行の義務化｣ だと

思います｡ 改定の最終盤における中医協審議

の中で, 一号側委員の一人である医療事故被

害者団体の代表者の ｢医療事故の医療機関責

任を明らかにするために必要｣ という主張に

公益代表委員が賛成して決定に至ったといわ

れる議論のありようについては, それはそれ

で異論があります｡ 本解説の主題ではないの

で簡単に言えば, 医療事故の問題は我々にとっ

ても最重要課題であり徹底した検討が必要な

問題であることはもちろんであるが, それを

議論する場は中医協審議の中の診療報酬体系

議論の部分ではないだろうということです｡

元々この領収書発行の主張は規制改革・民間

開放推進会議が執拗に繰り返してきたもので

す｡ その意図は, 混合診療解禁による医療へ

の資本の営利活動の参加を目論む同会議にとっ

ては, 医療も商取引類似の性格を持つのだと

いう印象を一般に定着させることは大変重要

であったと考えられます｡ 医療におけるイン

フォームドコンセントの議論と混同させたよ

うな主張のしかたは, むしろ恣意的と言って

もいいくらいでかなり乱暴なものでしたし,

そこで言われてきた (消費者の視点) という

今風の主張も, 同一の診療行為の単価が一律

に決められている現在の保険診療のなかでは

成立しないことも明らかでした｡ にもかかわ

らず, 上述のような全く意味の違う議論の中

でこの領収書発行の義務が明記された裏には,

医療を市場化したい人々の大きな力が働いた

ことを感じざるをえません｡

３) 終わりに

今回の改定には, 個々には一つ一つが大変

大きな問題である項目が多数含まれています｡

その解説がこれかと多くの会員が言われるか

もしれません｡ 個々の問題はこれから適宜保

険医療部会が解説や意見を展開することにな

ると思います｡ 本稿で最も重要と考えたこと

は, 現在の政権の医療制度に関する政策がこ

れまでの我国の政策の流れの中ではかなりひ

どく一方に偏り始めたという点であり, 今,

医師会という組織はこれに対してどういうス

タンスをとるのかが問われているということ

でした｡
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平成18年度 京都府医師会

事事事事事事 業業業業業業 計計計計計計 画画画画画画 (((((( 概概概概概概 要要要要要要 ))))))

医療を取りまく環境は厳しく, 難局を迎える今, 必要なのは全会員が一致団結することであ
る｡ 執行部一同, 総力を結集して会務の運営に当たる所存である｡

【１】日本の医療は大きな転換期・危機を迎えているとの認識
強力な内閣府を相手に, わが国は皆保険制度の危機に瀕している｡ 今後, 日医に対しては他

職種の有識者を含む医療制度改革検討委員会の設置など, 発想の転換を強く求めていくととも
に, 府医においても従来の制度を従来の方法で維持出来るような状況にはないことを認識した
うえで, わが国の医療制度のあり方について検討を進めていく｡

【２】医療の質と安全の追求
医療の質と安全が強く求められている｡ 医療への国民の信頼を獲得するためには, われわれ

が提供する医療の質と安全が担保されていなくてはならない｡ また, 質の確保のためには情報
の開示も必須であり, 積極的に取り組む｡

【３】個が孤では生き残れない｡ 連携の時代
医療において個人で全てが完結するような医療を提供していてはこれからの時代は生き残れ

ない｡ 地域での診療所間, 病院・診療所間, 病院間の連携, そしてそれぞれと中核病院との連
携を密にし, 患者中心の医療提供体制の確立を, ＩＴ化も含めた連携ネットワークの構築とと
もに進める｡

以下に各部門別の事業計画概要 (重点項目のみ) を列挙する｡ 詳細については, ５月の班長
経由でお送りする ｢平成18年度事業計画｣ をご覧いただきたい｡

１. 総務関係

今期最大の課題は新医師会館建設に向けて

の取り組みである｡ すでに検討委員会を設置

し, 検討中であるが, 今年度中には中長期的

展望に立った検討がスムーズに行えるよう委

員会を運営し, 意見集約する｡ 併せて医師会

会費の検討も慎重に行う｡

レセプト請求のオンライン化が強制的に推

進されようとする中, 医師会としても将来を

見据えた上で, ＯＲＣＡプロジェクトを強力

に推進し, レセプト請求オンライン化に対応

していきたい｡

京都府医療推進協議会については, 今年度も

引き続き, 他団体との連携を密にし, 優れた医

療制度の維持, 発展に向け活動を続けていく｡

２. 保険医療関係

06年度の診療報酬改定は－3.16％と過去最

大の下げ幅となった｡ また, 今後, 小泉独裁

政権のもと, 医療制度改革をはじめさまざま

な改革が国会で審議されることとなるが, 小

泉人気を背景に, 政府の医療制度改革への攻

勢はより一層強まることが予想される｡ 府医

としても日医へ積極的に働きかけるとともに,

重大な関心をもって対応していきたい｡ 具体

的には, 京都府医療推進協議会を中心に活動

し, 府医社会保険研究委員会を強化すること

で, 日医社会保険診療報酬検討委員会への働

きかけの強化を進める｡
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３. 地域医療関係

今期は少子化対策への積極的関与という観

点からも, 府内全域での小児救急体制の充実

と子育て支援活動への関与について検討する｡

また, 従来どおり行政との協調関係のもと,

幅広い地域医療活動の充実に努めるが, 地区

医師会とも協調し, 糖尿病対策や生活習慣病

予防対策を含めた各種検診事業に取り組む｡

また, これまでの健康増進のみならず, 医師

会・医師への信頼の回復のためにも地域住民

との連携を深め, 医師会活動を広くＰＲする

ための活動に取り組みたい｡

介護保険では, ４月より ｢新予防給付｣ の

導入などの見直しが行われた｡ 特に地域包括

支援センターの運用については, 地区医師会

が連絡協議会の運営に強く働きかけられるよ

うなシステムづくりに努める｡

その他, 感染症や救急医療, 産業保健の各

分野でも迅速な対応と事業のさらなる充実を

図る｡

４. 学術・会員業務関係

医療への信頼回復の第一歩は医の倫理の向

上と学術研鑚であるとの基本姿勢のもと, こ

れまで以上に学術団体としての取り組みに努

めたい｡

特に, 医療安全対策は積極的に取り組まな

ければならない喫緊の課題である｡ 今期も引

き続き, 一般向けシンポジウムを開催し, 信

頼回復に努めたい｡

また, 生涯教育としての講演会については,

医師会主導のカリキュラムの推進に向けて取

り組む｡ さらに, 臨床研修制度への取り組み

とともに, 北部地域の医師不足問題にも積極

的に関与していく｡

その他, 医賠責保険事業についても, きめ

細やかな対応を目指し努力する｡

５. 養成関係

府医の看護師養成事業が社会に果たしてき

た使命は大きい｡ 今期も引き続き, 学校関係

者一丸となって時代の要請に応えられる健全

な学校運営を心掛けたい｡ しかし, 少子化問

題等で入学者の増加は見込めず, 厳しい状況

にはあるが, 将来的な看護師の需給関係を十

分に把握し, 今後も対応していく｡

平成18年度京都府医師会通常会費

※Ａ会員には別途応能割額を賦課 (５月末頃にＡ会員にご通知いたします)

応能割＝４・５月分は前年度月額と同額, ６月から新しい応能割月額を賦課｡

会費を毎月分割納入いただいている先生方の均等割会費は, ６月に調整させていただ

きます｡

平成18年度 平成17年度

Ａ会員 均等割 月額6,200円 (年額74,400円) ← 7,000円 (年額84,000円)

Ｂ会員 均等割 月額3,100円 (年額37,200円) ← 3,500円 (年額42,000円)

Ｃ会員 均等割 月額 620円 (年額 7,440円) ← 700円 (年額 8,400円)

Ｄ会員 均等割 月額 620円 (年額 7,440円) ← 700円 (年額 8,400円)
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はじめに

表記の委員会が, 府医の常任委員会として,

京都府内の各市町村から委託を受け実施して

いた老人保健法による胃, 子宮, 肺, 乳房,

大腸の各がん検診について, その精度や効果

等を総括的に検討し, 統一的に把握するシス

テムを構築することを目的として, 平成10年

６月から平成16年３月まで３期６年間にわたっ

て開催されていた｡

昨今の厚労省の医療費抑制政策の中, がん

検診も例外でなく費用対効果の面から効率的

な運営を余儀なくされているが, 当委員会で

の６年間の協議は, 現在のこの情勢に対して

示唆する点もあり, ここに委員会のまとめを

行い, 投稿する次第である｡

委員会が設置された背景

委員会が設置された平成10年は, 老人保健

法による保健事業としてのがん検診が国庫負

担からはずれ (一般財源化され), 市町村が

名実ともにがん検診の実施主体となった年で

あった｡ また, 厚生省 (当時) が ｢がん検診

の有効性評価に関する研究班報告書｣ を公表

し, がん検診の有効性についてどちらかとい

うとネガティヴな話題が広くマスコミ等を賑

わし, (一般財源化されることで) 市町村の

なかにはがん検診を廃止するところがでてく

るのではないかという危惧を感じた年でもあっ

た｡ その中で, 当時, 担当副会長であられた

山� 昇先生のご提唱で上記の目的のためこ

の委員会が設置されたが, がん検診について

広く議論しようとする気運がこの時期に出た

ことと, これら２件の出来事とは決して無関

係ではなかったと思われる｡

１期目の委員会

委員会の１期目は, まず, 検診の実施主体

である各市町村が, 平成11年度以降がん検診

を廃止するのではないかという危惧に対して,

委員会として, がん検診の有効性を各市町村

にあらためて周知し, 引き続き継続するよう

アピールするとともに, 市町村に対してその

有効性と継続の意思についてアンケート調査

を実施した｡ その結果, 多くの市町村からが

ん検診は, 住民の健康維持にとって必要な事

業であり, 副次的にがんという疾病の予防や

啓発にも役立っているとの意見もあり, 引き

続き実施していく予定との回答を得た｡

同年11月, 府医主催で, がん検診の有効性

評価の報告書をまとめた厚生省研究班班長の

久道 茂氏を特別講演の講師に迎えて ｢がん

検診フォーラム｣ を開催した｡

これらを含む委員会での協議を踏まえ,

“がん検診はがんを早期に発見するための方

策であるとともに, 健康に対する認識を啓発

することを含め, １次予防といった目的で実

施されていることを広く住民, 特に未受診者

に周知する一方, 多様な住民のニーズに対応

し, 信頼を得るような精度の確保といった検

診体制の構築のため, 医師会をはじめ医療関

係者等と行政が連携して, より多くの住民が

受診し, がんによる死亡者を一人でも減らす

よう提言する｡”とした答申書を会長に提出

した｡

２, ３期目の委員会

委員会の２, ３期目は,“住民から期待さ

検診内容等検討委員会 (平成10年６月～平成16年３月)

理事 中野 昌彦
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れる魅力のある検診を目指して”という会長

諮問のもと, 前期より具体的な内容が協議さ

れ, 下記の点を骨格とした答申書を作成し会

長に提出した｡

１) がん検診の受診率を向上させるために,

検診の機会や方式に選択肢を持たせるため

個別検診の更なる導入を推奨し, 恒常的に

新規の受診者を獲得するよう努める｡ 同一

検診で, 複数の検診手法がある場合, 精度

の高い方法を, 受診者が割り増し料金を負

担してでも選択可能にする方式を提案する｡

２) 現行の多くのがん検診が, 受診者の中か

ら画像診断により担がん者を選別する方式

をとっているが, 簡便で客観的な検体検査

によりがん症例のハイリスクグループ (高

危険群) を選別するという, 免疫便潜血法

による大腸がん検診のような方式を他のが

ん検診においても検討し取り入れていくこ

とを提案する｡

３) １次検診後行われる２次検診 (精密検査)

の精度管理について, これまで手上げによ

り２次検診機関を指定していた検診につい

て, 一定の要件を満たした医療機関を指定

することを提案する｡ (この提案は各がん

検診委員会に持ち帰られ, 各委員会はそれ

に呼応して早速２次検診実施医療機関とし

ての具体的な要件を作成し, それをもって

の指定が実施に移されている｡)

答申書はまとめとして,“21世紀を迎え,

住民の健康への要求は日増しに高度化してい

る｡ また, 経済不況で医療費財源も限られる

中, 予防医療としてのがん検診も例外ではな

く, 以前にも増して, 効率性が求められてい

る｡ この状況のもとで医師会として今後もが

ん検診に関っていく以上, 住民に対して, 今

まで以上に情報公開をして, 現代医学の現状

(限界) を説く必要がある｡ この事は, 今後

も, がん検診が住民と医師会の最初の出会い

の場として, その信頼関係を築く出発点であ

り続けるための必須の要件と考えている｡”

と結んでいる｡

まとめ

この委員会が設置されたのは, 冒頭で述べ

たように, 府医が府内がん検診について, 広

く総括的に把握し府全体として評価, 検討し

がん対策を向上させることを目指してのこと

であった｡ 現在実施されているがん検診は,

子宮がん検診を除いて, それぞれの検診が開

始された経緯により, 府医としての関与や把

握の程度に差が見られ, また, 京都市とそれ

以外の市町村においてもこの差が存在してい

るのが現状である｡

残念ながら, この問題を解消するための具

体的な議論を充分尽くすことが出来ないまま

委員会は廃止されるに至ったが, この委員会

で提案された現行のがん検診の評価や受診率

対策, 今後のがん検診のあり方等は, 時を得

たものであり, なかでもハイリスクグループ

を選別し２段階で検診を実施する考え方は,

今般予定されている基本健診の改編と近似し

たものである｡ また, ２次検診の精度管理で,

精密検査実施医療機関の指定については直ち

に実施に移され, 広くがん検診の質の担保と

いう点で委員会として一定の成果を出せたも

のと自負している｡ また, 他に指摘した点に

ついても, 今後の検診方法の変更の中で実現

されていくことを熱望して稿を終える｡

＊検診内容等検討委員会については本稿

のほか, 山� 昇 (第１期担当部会長,

第３期委員長) 氏のまとめを中心に松

繁 洋 (第１期委員長), 沖 啓一 (第

２期委員長) 両氏の寄稿をとりまとめ

て冊子を作成いたしました｡ ご希望の

方は府医事務局地域医療課 (TEL：075－

315－5274, FAX：075－315－5290) ま

でお申し出ください｡
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この度, 新会長森 洋一

先生から要請され, 引き続

き理事を拝命することにな

りました｡ 所属する済生会

京都府病院の中嶋院長のご

了承を得て, また, 京都産

婦人科医会の理事の先生方

のご理解を得て３期目の理

事に就任いたしました｡ 地

区担当は乙訓, 専門科担当

は産婦人科ですが, 前任期

と同様, 母子保健, 子宮が

ん検診, 医療安全, 献血を

担当することになりますの

で, これから２年間よろし

くご協力ご支援ください｡

現在, 福島県立某病院の

産婦人科医師逮捕の問題と

産婦人科医師不足で, 我々

の領域は全国的にクローズ

アップされて混乱を極めて

おります｡ 厚生労働省は産

科における医療資源の集約

化・重点化を推進するため

に調査に乗り出しています｡

また, 京都府も医師バンク

を設けて北部地域の医師不

足を解決するための医師確

保対策に予算を計上してお

ります｡ 現場の中丹地域で

は, 周産期医療体制の具体

的な連携について議論を重

ねております｡ 今後も周産

期医療の充実と各医療機関

の包括的な連携が益々重要に

なってくると考えられます｡

子宮がん検診については,

昨年より20歳以上, 隔年検

診となり大幅に受診者が減

少しており, 心配しており

ます｡ また, 集団 (バス) 検

診の出務医師の確保につい

ても困難になっており, 産

婦人科会員の皆さまのご協

力を是非期待しております｡

京都府立医大および京大

医学部の産婦人科学教室の

先生方のお知恵も拝借して

京都の産婦人科医療が縮小,

萎縮しないように, 会員の

皆さまの幅広い忌憚のない

ご意見を取り入れながら,

微力ですが今期も頑張って

いきたいと思いますので,

どうかよろしくご指導, ご

鞭撻をお願い申し上げます｡
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再任のご挨拶
理事 岩� 武輝

新新新新執執執執行行行行部部部部役役役役員員員員にににに就就就就任任任任ししししてててて

森新会長のもとで理事を

続けさせていくことになり

ました｡ 今期も前期と同様,

医事紛争と医業経済を担当

させていただきます｡

医事紛争につきましては,

府医の診療所Ａ会員の100万

円以下の医賠責保険を立ち

あげ, 医賠責保険を取り扱

う医療事故処理室を運営し,

責任の有無や100万円以下の

案件の帰責全額の決定と寄

与率などを決定しています｡

この100万円以下の医賠責保

険加入も少しずつ増加して

いますが, 更に加入を促進

しなければなりません｡

また04年４月より新医師

臨床研修制度が施行され,

府医では研修医の医師賠償

責任保険を運営しておりま

す｡ 京都府内で研修されま

す多くの研修医に加入して

いただき, 安心して研修し

ていただきたいと思います｡

府医では医療安全対策を

重要課題として, 03年６月

より医療安全対策委員会を

発足し, 医療に対する府民・

市民の信頼を回復させるた

めに議論しています｡ 本年

２月には, 会員と府民・市

民の共同した ｢医療安全シ

ンポジウム｣ を開催し, 多

くの参加があり有意義であ

�
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理事再任のご挨拶
理事 大藪 博
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りました｡ 今期もより安全

な医療の実現に向けて, 京

都発の医療安全文化の発信

をしていきたいと考えてい

ます｡

医業経済につきましては,

近い将来予想されます消費

税のひき上げに対し, 日医

を通じて検討し, 会員に有

利な方策を提唱していく所

存であります｡ また会員の

利便をはかるため, 中央信

用金庫を通して低率での融

資を斡旋しています｡ 融資

を希望されます会員は, 気

軽にご相談ください｡

今期も会員皆様のご指導,

ご協力により会務を全うし

たいと思います｡ どうぞよ

ろしくお願いいたします｡

今回で２期目になります

が, 森新執行部において,

保険を担当することになり

ました｡ 身に余る大役であ

り, 不安も伴いますが, あま

り肩に力を入れずに事にあた

りたいと考えております｡

18年度の診療報酬改定は

3.16％とたいへん大きなマイ

ナス改定でした｡ また個別

の費用ごとに区分して記載

した領収証の交付義務化な

ど, 医療機関にとって大変

厳しい内容となっておりま

す｡ やはり昨年９月の衆院

選, 小泉自民党の圧勝が色

濃く影を落としているよう

に思えます｡ 激しい逆風の

中で, 日医や各都道府県医

師会, 地区医師会は ｢国民

皆保険制度を守る署名運動｣

を展開し, 1700万筆の署名

を集めました｡ それが効を

奏して比較的小さなマイナ

ス幅に圧縮できたとも言え

ますが, 日医の植松執行部

は郵政解散から診療報酬改

定までの一連の対応につい

て批判を浴び, ２年であえ

なく幕を閉じることとなり

ました｡ 近医連の盟友とし

て植松執行部を支えてきた

京都府医師会としては, 大

変残念な結果になってしま

いました｡ 改定内容として

は, 在宅医療, リハビリテー

ション, 入院基本料などに

大きな改変が加えられ, そ

の解釈をめぐって現場に少

なからず混乱を生じており

ます｡ 全体としては病床数

削減の意図が随所に垣間見

える改定であるように思え

ます｡

さて, １期目は油谷前会

長のもと環境保全, 難病対

策, 障害者福祉等を担当い

たしましたが, 右も左もよ

く分からぬうちに過ぎ去っ

てしまったような気がいた

します｡ この間たくさん先

生方にお世話になり, また

ご指導いただきました｡ こ

の紙面を借りまして厚く御

礼申し上げます｡ また積み

残したこともたくさんある

ように思いますが, 後任の先

生よろしくお願いいたします｡

大変厳しい時代ではあり

ますが, 新しい森執行部の

一員として頑張りたいと思

いますので, 会員の諸先生

方には引き続きご指導とご

支援を賜りますようよろし

くお願い申し上げます｡
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理事再任のご挨拶
理事 西村 秀夫

理事６期目の今期は, 引

き続き看護学校・養成と,

新たに学術・生涯教育を担

当いたします｡

看護学校では, ３年課程,

２年課程, 准看護課程それ

ぞれ２クラス80名の体制と

なり, 全員が最終的に国家

資格取得を目指せるよう,

環境を整えることが出来ま

した｡ 高校卒業の後, 直ち
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理事再任のご挨拶
理事 東 義人
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に看護の路に進む者, 社会

人・子育てなどを経験して

から進路変更をする者, 勉

学に専念する者, 働きなが

ら学ぶ者など, 様々な生き

方を尊重し, 教職員一丸と

なって学生指導にあたり,

社会に貢献できる看護師を

養成して参ります｡ 非常勤

講師の先生方や, 臨地実習

施設の皆様方には, そのご

協力に心より感謝申し上げ

ますとともに, 今後ともよ

ろしくご指導お願いいたし

ます｡

学術・生涯教育では, 医

師会の基本的理念である学

術専門団体としての根幹と

もいうべき会員の医学研鑽

に寄与出来るよう, 卒後研

修・学術講演会・京都医学

会・図書室などの運営に工

夫を凝らして参ります｡ 学

術講演会のテーマとして,

最先端医療のみならず, 日

常の臨床に直結する身近な

テーマに関しても取り上げ,

生涯教育制度が名実ともに

効果を上げるよう, 工夫し

て参ります｡ 日医生涯教育

制度における申告率のアッ

プは継続課題として引き継

ぎ, また, 学術賞と勤務医

部会学術奨励賞の棲み分け

についても十分検討して参

ります｡ さらに, 研修医や

若い勤務医の医師会入会の

動機付けとなるよう, 学術

部会で魅力ある事業を提案

して参ります｡ 簡単ですが,

再任のご挨拶といたします｡

この度, 企画・広報担当

理事として情報企画委員会

の主務ならびに肺がん検診

委員会の主務を拝命した山

科医師会の藤井純司です｡

現在の社会において ｢情

報化｣ は最大の重要課題で

あります｡ 一昔前までは情

報は上層から下層に向かっ

てゆるやかに伝えられ, そ

の過程で吟味され, 淘汰・

選別を受けることで良くも

悪しくもある意味での情報

の質が担保されました｡ し

かし情報・通信技術 (ＩＴ)

を背景としたネット社会で

はこれが一変し, 情報は多

数の人に瞬時に伝えられ,

情報の受け手が直ちに返信

できるという即ち, 同時性・

即時性・双方向性がなけれ

ば価値がないとされます｡

国家戦略により日本は世界

一の規模の光ファイバー網

を構築しており, ほとんど

の業界や多くの各個人がこ

れらブロードバンドの恩恵

に浴しています｡ しかしな

がら医療界においてはその

情報の扱う特殊性の故, あ

るいは他の要因により明ら

かに遅れをとっています｡

一方で地域住民・患者側の

医療への要望はその地域で

の各医療機関の一体化した

医療情報公開・医療サービ

スであり, ネットを利用す

る国民やマスコミは我々医

療界の玉石混淆の情報を検

索する体制を整えつつあり

ます｡ 今後医療供給側とし

ても正確な情報の発信体制

の整備と各医療機関のＩＴ

導入は避けて通れない課題

と考えています｡

地域医療ネットワークは

まず医師同士が顔の見える

地区のネットワークを土台

にしたものが望ましく, こ

れを具現化する最有力ツー

ルがＩＴであると考えられ

ます｡ しかし昨今動き始め

た日医ネットワーク構想や

京都でこの４月に試験稼動

し始めた医療ネット等は大

規模構想であり, 場合によっ

て会員は情報を抜き取られ

るだけの存在になりはしな

いかとの危惧もあるため今

後ともその動向に充分注視

してゆく必要があると考え

ます｡

前情報企画委員会ならび

に中嶋担当理事は困難な中,

医報・ＨＰの刷新や一部委

員会のメーリングリスト,

メールマガジン等に着手さ

れました｡ 今後も担当部長

�
�
�
�
�
�
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就任のご挨拶
理事 藤井 純司
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の安達副会長ご指導のもと

で本路線は拡充してゆきた

いと考えます｡ ご協力, ご

理解を是非よろしくお願い

いたします｡

森新執行部がスタートし,

庶務を担当することになり

ました｡ 新任でありますが,

以前に少しだけ理事をお受

けしておりましたので, ピ

カピカの１年生ではありま

せん｡

｢庶務｣ の業務内容は多岐

に渡り, 一般的には雑用係

と考えられています｡

特に今回は, 会費見直し

の検討と新会館建設の準備

が加わり, より一層忙しく

なりそうです｡

会費の決め方は多種多様

で, 特に会員区分や公的保

険からの診療報酬に応じた

会費の差異は, 単に平等の

観点から決定されるのでは

なく公平性を加味した内容

が要求され, ｢会費検討委員

会｣ での十分な議論を期待

しています｡

また, ｢新会館建設｣ も難

問の多い事業で, 決められ

た予算でいかに有効なスペー

スと設備を備えさせるかを

｢準備委員会｣ で議論いただ

きたいと思います｡ 少なく

とも, 10年後にスペースが

狭すぎるとか無駄なスペー

スが多すぎるといった非難

を受けたり, 20年後に機能

的な面で不備が出ないよう

な配慮が必要だと考えてい

ます｡

そのほかにも庶務の仕事

はいろいろありますが, 会

員の先生方に分かりやすく,

感じのいい医師会運営を心

がけていく所存です｡ 至ら

ぬ理事ではありますが, 先

生方の協力を得て楽しい医

師会となりますよう努力い

たしますので, よろしくお

願い申しあげます｡
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就任のご挨拶
理事 橋本 京三

このたび精神保健, 難病,

障害者福祉等を担当するこ

とになりました東前です｡

府医の理事という仕事は精

神も身体もタフでないと勤

まらないと思っていました

が予想はピタリと当たりま

した｡ ミステイクだと思い

ますが引き受けた限りは最

善を尽くすつもりです｡ 本

当のところを言えば自分の

なかに学歴コンプレックス

があり抵抗もあったのです

が後輩の先生が立派に仕事

をされているのを拝見して

恥ずかしくなりました｡

さて障害者自立支援法が

４月から施行されています｡

申請書類のあまりの煩雑さ

に日本全国の関係する医師

と役所の担当者は泣きまし

た｡ 精神科医は特に泣きま

した｡ 国策は実に手厳しい

もので中途半端な楽観では

痛い目に遭うか ｢医師のう

ぬぼれ｣ で一蹴されそうな

雰囲気となっています｡

医師会と昔の厚生省はす

ばらしい医療制度を作りま

したが, この制度はやはり

守らないといけないと素直

に思っています｡ 医業は感

染症や訴訟とも隣りあわせ

のストレスの多い仕事です｡

野暮は言いたくありません

が医師会は医師のためにも

国民のためにも大事な存在

でなければならないと思い

ます｡

｢成功は公表されないが失

敗は宣伝される｣ (ケネディ)｡
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新任のご挨拶
理事 東前 隆司
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３期目をむかえ, 前期に

引き続いて主に乳幼児対策・

小児救急・予防接種を担当

いたします｡ ４年前に理事

になったときには歴史と伝

統あるこの組織で諸先輩の

築いてこられたものをしっ

かり守ることができればと

思っていましたが, １期目

に経験したＳＡＲＳをはじ

め次々に予期せぬ問題が押

し寄せてきて, 常に周りを

見, 前を向いて動いていな

ければならない仕事だと思

い知りました｡ 小児に関係

した事項に限っても, 産婦

人科医・小児科医の不足や

地域偏在が深刻な一方で,

府民からは ｢いつでも｣ ｢近

くの｣ ｢専門医に｣ と求めら

れ, 容易に解決する問題で

はありません｡ 少子化対策

や子育て支援は医師会が単

独で行える事業ではありま

せんが, 児童虐待対策など,

行政や関連団体と連携して

役割を果たしていかなけれ

ばなりません｡

今期も会員の先生方に助

けていただきながら務めた

いと思っております｡ よろ

しくご指導ください｡
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再任のご挨拶
理事 辻 幸子

このたび森会長１期目の

理事を拝命させていただく

ことになりました｡ 分掌と

いたしましては主にスポー

ツ医学, 環境保全, 登録事

業を担当させていただくこ

とになりました｡ 森執行部

の一員として京都府医師会

の会務に参加させていただ

くことにあらためて責任の

重大さを自覚し, また身の

引き締まる思いでございま

す｡ 就任して１ヶ月が過ぎ

ようとしております｡ 今後

の会務につきましては執行

部の先生がたの指導体制の

もとに京都府医師会の活動

方針を十分に理解し, 安全

で信頼できる国民皆保険制

度を堅持すべく, 会員の先

生がたのお役に立てるよう

努力してまいりたいと思っ

ておりますので, どうか,

新任でございますが会員の

先生がたのご指導, ご鞭撻を

賜りますよう何とぞよろしく

お願いの程申し上げます｡
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新任のご挨拶
理事 俣野 憲一

医師会の仕事をするたびに

頭に浮かぶ言葉です｡ まだ

何もしていませんが言い訳

を慎み目立たないように頑

張りますので寛容な心でど

うかよろしくお願いします｡
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この度任期満了に伴い,

府医会長を退任させていた

だくことになりました｡ 平

成６年４月より当時の横田

執行部理事として６年間,

更に副会長として２年間,

そして平成14年度から会長

として２期４年間, 大変お

世話になりました｡

担当理事就任の当初には,

国の介護保険制度創設準備

に伴い, 京都府から派遣さ

れて２週間位休診にして厚

生省の指導者研修会に参加

したり, 日本医師会の委員

会で全国に先駆けて ｢主治

医意見書｣ の原案づくりに

奔走したこと等が, 今懷し

く想い出されます｡

４年前の会長選出の経緯

では, 横田耕三先生の勇退

が伝わるや否や, 早速革新

勢力から対立候補の名乗り

が挙がり, 平成13年12月に

直接選挙が行われました｡

この選挙は知事選挙の前哨

戦とも報道されましたが,

私はこれまでどおり ｢医師

会自らが主体性を保ち, 自

由と民主主義に基づく会務

運営を継続しなければなら

ない｣ と訴えました｡ その

結果1858票対840票の大差で

勝利することが出来ました｡

私はこの選挙で何ものにも

換え難い体験をさせていた

だき, 今でもご支援くださっ

た方々に心から感謝を申し

上げております｡

会長就任後は ｢医療への

信頼回復｣ を柱に①強い日

医執行部づくり, ②開かれ

た医師会づくりに取り組ん

で参りました｡ 日医執行部

については先の会長選挙の

とおり, 医師会の基本理念

実現と政治との関わり, 会

員意識との隔たりなど, ま

だ道半ばというところであ

ります｡ 森新執行部に是非

がんばっていただきたいと

念じております｡

開かれた医師会づくりは,

医療への信頼回復の原点と

とらえ, 府下30団体に呼び

かけた京都府医療推進協議

会が３年前から活動を開始

しています｡ この他医療へ

の信頼・安心を高めるため

に医賠処理室の創設, 医療

安全シンポジウムの開催,

医師生涯教育のあり方の検

討などについては, 担当役

員の大変なご苦労のもと,

活動のレールが敷かれたも

のと自負しております｡ そ

して昨年12月には幸いにも

こうした将来活動の拠点と

して, 新会館建設地が二条

駅前に確保できましたので,

今後の完成を会員の立場か

ら応援していきたいと思っ

ております｡

いずれにしてもこの12年

間, 府医役員として大過な

く務めることが出来ました

のは会員の皆様をはじめ行

政, 関係団体そして府医事

務局のお力添えの賜物であ

ります｡ ここに謹んで御礼

を申し上げ退任のことばと

いたします｡
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退任ごあいさつ
油谷 桂朗

退 任 役 員 挨 拶
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謹んで退任のご挨拶を申

し上げます｡

理事および副会長として

の今日までの18年を省みま

すと, 多くの会員の皆様に

とって生活の基盤である保

険医療関係業務, 会員業務,

学術業務等を担当しながら

充分なことが出来ず, 会員

の皆様のご不平・ご不満も

多かったことと憂慮いたし

ております｡

京都府医師会の理事, ま

してや副会長の大役には到

底向かない浅学菲才の身で

ありながら, 大過なくその

任を果たせましたのは, ひ

とえに皆様のご理解とご協

力のおかげと厚く御礼申し

上げます｡

４月からは, 監事に就任

いたしました｡ 監事の仕事

は, 硬く言えば ｢会の財産

や会務執行を監査する役目｣

でありますが, これまでと

違った立場から新執行部と

その業務を支援していきた

いと考えています｡ これを

機会に愚鈍な頭をリセット

して, 府医師会活動のあり

ようから再考してみたいと

も考えています｡

我々が医師を志した若き

日の思いは個々に違いがあ

りましょうが, 共通して言

えることは, 病める人を助

けたい, 健康に生きること

を支援したいとの願いであっ

たでしょう｡ 今, その願い

が叶い難くなっているよう

に思います｡ まさか, 保険

に縛られて十分な治療が出

来なくなることなど, 思い

もよりませんでした｡ 国の

財政が苦しいことは解って

いますが, 施政者は医療費

を削減する前に, 国民の健

康と生命の重大さを認識し

なけれならないと思います｡

本来, 医療制度の改革は,

負担と給付のあり方, 終末

期医療のあり方, 等々につ

いて国民的合意を得て行わ

れるべきことだと考えます｡

少なくとも, 急速に進歩す

る医学医療の成果を病める

方々のために貧富の差なく

提供できるようにしなけれ

ばなりません｡ 我々も無駄

を排除していく努力が必要

です｡ 医療への信頼を取り

戻すために, 自らを律し,

知識の習得を怠らず, 安全で

質の良い効果的な医療を展開

していかねばなりません｡

現在進行している経済優

先一辺倒の医療制度改革は

決して正しい方向に進んで

いないと思います｡ そのこ

とに異議を唱えながら, 方

向を正す力が無かったこと

を悔いております｡

長い間にわたって, ご指

導・ご支持・ご支援を賜り

まして誠にありがとうござ

いました｡

皆様のご健康とご多幸を

お祈り申し上げますととも

に, 新執行部のもとで府医

師会が, 府民市民のため,

そして会員と医療従事者の

ために, 素晴らしい活動を

展開されることを祈って退

任のご挨拶といたします｡
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退任ご挨拶
立入 克敏
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だ
よ
り 学校保健委員会 〈 答 申 〉

｢指定学校医制度について｣

委�員�会�だ�よ�り�

平成18年３月30日(木) 京都府医師会館にて, 岡林理事立ち会いのもと, 福田委員長より油

谷会長へ答申書が提出された｡ 以下に掲載させていただく｡

＜学校保健委員会＞ (順不同, ◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎福田 濶 (左京) ○長村 �朗 (東山) 河村 宏 (綴喜)
野間 俊二 (綾部) 星谷 徹 (耳鼻科) 宮尾 洋子 (眼科)
井土 昇 (整形外科) 種田征四郎 (産婦人科) 川勝 秀一 (市立病院)
山下 俊幸 (こころの健康増進センタ－)

担当副会長 上原 春男 担当理事 岡林 正純

はじめに

前期 (平成14年, 15年度) の学校保健委員

会への会長諮問事項は ｢学校における健康教

育のあり方｣ であった｡ この答申の中で, 健

康教育推進のためには ｢認定学校医制度の導

入が必要であり, 京都府医師会においても,

その時期に来ている｡｣ ことが提案された｡

このことが今期の会長諮問事項 ｢指定学校医

制度｣ につながったと考えられる｡

平成16年６月の第１回学校医部会幹事会に

おいて油谷会長は ｢社会環境の変化に伴って

学校保健の課題も複雑化し多岐にわたり, こ

うした状況に対応するには学校医の研修制度

が不可欠である｡ 今年度は学校医の研修から

一歩踏み込んで学校医認定制度の実践に向け

て学校保健委員会でも検討していただくので,

幹事会においてもご協力いただきたい｡｣ と

の要請があった｡

本委員会では指定学校医制度の意義・目的

を確認し, 本制度の実施が可能とする具体的

施策について論議・検討を重ねた｡ さらに地

区医師会, 学校医部会, 京都市学校医会の意

見を聞き, 次いで北部・南部学校医部会幹事

会を開催し, 各地区で永年にわたり継承され

てきた組織や活動を理解し, 府下統一した指

定学校医制度の創設にむけて検討を重ねた｡

その結果, 次に示す ｢京都府医師会指定学校

医制度の手引き｣ の作成に至った｡ この間の

主要な検討事項を記す｡

１. 認定学校医制度か, 指定学校医制度か

日本医師会の認定制度は, 産業医, 健康ス

ポーツ医, 生涯教育事業で実施されている｡

油谷府医会長に答申を手渡す福田委員長
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いずれも全国47都道府県統一した基準で認定

されている｡ 府医としては, いずれ日医認定

学校医制度が創設されるまで, 大阪府医師会,

奈良県医師会と同様の府県単位の指定学校医

制度で発足することとした｡

２. 指定学校医制度の目的

学校医の職務が, 従来の保健管理から健康

教育へと大きく変革している時期にあたり,

学校医の資質の向上, 学校保健活動の活性化,

さらに学校医組織と教育委員会との連携をは

かることを目的として本制度を設置する｡

３. 指定学校医制度についての意見

地区医師会, 京都市学校医会ともにそれぞ

れの歴史的背景をもち, 独自の学校医組織と

学校保健活動や研修を行ってきた｡ そのため

いずれもが納得できる基準作りが求められた｡

学校医が本制度についてどのような考えをも

つか, 北部・南部学校医部会幹事会における

意見を集約する｡

１) 指定学校医制度が必要か

その目的については賛成だが, 本来研修

は学校医自身が自発的に行なうものであり,

制度で強制するものではないとの意見が

あった｡

２) 研修については新任学校医の研修を充実

することが大切であり, ４月の新学期まで

に実施すべきである｡

３) 幹事会において, 最初は反対であったが,

岡林理事による制度の内容の説明により納

得・同意され, それならば研修会よりも学

校保健委員会への出席の方が必要であると

の意見があった｡

４) 北部・南部の医師会員の数が少ない地区

においては高齢化で75歳定年制では学校医

がなくなる｡ また, 複数校かけもちのため

多忙で, 他の保健・医療活動ができず学校

医を辞退する動きもある｡

５) 研修会の講師や新任学校医研修会に府医

より講師を派遣してほしい｡

６) 研修会出席者の減少や学校保健委員会の

出席率の低下が心配である｡

７) 学校医は専門医でなくてもよい｡ むしろ

学校医になってからの研修により学校医と

しての専門性を身につけるべきである｡

以上指定学校医制度そのものより, 日常の

学校保健活動についての意見が多かった｡

京都市学校医会については, 京都市学校医

会の会長でもある, 長村副委員長が意見の集

約を行った｡

１) 京都市学校医会はその内規において, 学

校医の推薦に当たり京都府医師会員である

ことを条件の一つとしているため, 会員が

京都府医師会の定めた指定学校医の資格を

受けることに何ら問題意識をもっていない｡

２) 学校医として要求される職務内容が近年

急速に変化してきている今日, それに対す

る知識の習得の機会とその保証としての指

定学校医制度の必要性が, 多くの会員に理

解されていることも支部において実施され

た説明の場で確認された｡

３) 京都市学校医会がこれまで定期的に行っ

てきた各種講演会等が指定学校医の研修単

位へ明記されたことにより, 今後の京都市

学校医会会員以外の学校医に対する研修会

の開放と相互利用が行われることによりそ

の交流がこれまでより行われることが期待

されている｡

４. 指定学校医制度の内容

具体的には指定学校医の資格, 研修の種類

と単位, 更新のための資格, 更新期間につい

て検討し, ｢京都府医師会指定学校医制度の

手引き｣ としてまとめた｡ 前述の意見の中で

もっとも多かった研修については, 必須学校

医研修として, 特に新任学校医研修に重きを

おき, 新学期に入る前の２月か３月に実施す

ることにした｡ 京都市学校医会は従来より独

自の新任学校医研修を実施しており, 府医の

それと互換性をもたせている｡ また, 地区医

師会が当該地区教育委員会と連携して実施す
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ることも可とする｡

また, 会員の意見として示された学校保健

委員会への出席も研修の単位として数えるこ

とにした｡ 学校医の職務執行の準則 (学校保

健法施行規則第23条) には学校保健委員会へ

の出席については明記されていないため, 学

校側も学校医も積極的でない面もあるが, 学

校医の職務としては定期健康診断に次いで重

要な活動項目であるので特につけ加えた｡

現在教育委員会から委嘱されている学校医

は移行措置として指定学校医であり, 更新期

間は３年で, その間に３単位の研修を行うと

するならば府下統一した基準として容認され

ると考えられる｡

５. 眼科・耳鼻科専門学校医について

眼科学校医会, 耳鼻科学校医会の意向をう

け, 両医会共に本制度に参加することになっ

た｡ 学校医と同じく, 新任学校医研修は必須

であり, ここで学校教育, 学校保健, 学校運

営などの研修を受け, さらに眼科・耳鼻科専

門学校医として専門医に必要な講義を受ける

ことになる｡

６. 今後の課題

本制度の研修は指定学校医を対象としたも

のである｡ 将来, 学校医を希望する医師会員

や生涯教育の一環として学校保健の学習をの

ぞむ会員にも門戸を拡げ, 研修単位取得者に

は新任学校医推せんの資格とするかどうか,

今後の検討課題となろう｡

また, 研修内容も狭義の学校保健にとらわ

れず, 学校体育・学校安全・学校給食 (栄養),

さらに競技スポーツの分野を含めた包括的な

健康教育の推進も, テーマとして取り上げね

ばならない｡

おわりに

これまで, 我が国の学校保健をリードして

きた京都府医師会にとって, 指定学校医制度

の発足は遅きに失した感がある｡ しかし, 大

阪府医師会, 奈良県医師会と共に近医連で日

医の認定学校医制度の基盤づくりを支えてい

きたい｡

今期の本委員会には学校医でない専門科委

員が選任され, 毎回委員会で指定学校医制度

の論議に耳を傾けられた｡ 検討が大詰めに来

た時期に意見を求めたところ ｢産業医や学術

専門団体の多くが実施している研修制度が長

い学校医の歴史の中で何故出来なかったのか,

不思議に思う｡ 当然, 本制度をつくって研修

すべきだ｡｣ とのニュアンスの発言であった｡

学校医だけの委員会では身内だけの独断的な

結論と批判されやすいが, このような第三者

の委員の発言は会員の声として厳粛に受けと

め, 答申作成にあたることができた｡

今回の答申で示された事項を府医そして個々

の学校医がそれぞれの立場で着実に実行し,

３年後の指定更新時に, 数多くの研修単位が

示されることを期待したい｡ そのことが京都

の児童・生徒の生涯に向けた健康の保持増進

に寄与することになるからである｡
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｢スポーツを安全かつ効果的に継続する
ために医師会が果たす役割について｣

担 当 理 事 武田 昭子

委�員�会�だ�よ�り�

＜スポーツ医学委員会＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

足立 哲司 (学際研スポーツ医科学センター) 上田 忠 (伏見)
木谷 輝夫 (西陣) 木村 祐子 (京都栄養医療専門学校)
◎日下部虎夫 (上東) 清水 長司 (宇久) 天満 真二 (西京)
野際 照章 (府体協) 畑 雅之 (綾部) ○原 邦夫 (上東)
福田 陽子 (府教委) ○福山 正紀 (上東)

担当副会長 立入 克敏 担当理事 武田 隆久

上記の諮問をうけ, 本委員会では一般スポー

ツ愛好者の健康スポーツ活動および発育期の

スポーツ活動への支援事業を企画した｡ また,

これまでの継続としてアスリートの競技力向

上のための事業も行った｡

医療, 医師への不信が高まる中, スポーツ

現場における府市民と医師の触れあい, 障害

予防等のスポーツ医学の普及は不信払拭の１

つになりうると考え, これまで以上に地域社

会との繋がりを深く持つため, 府下において

設立されている総合型地域スポーツクラブと

医師会との連携の検討, 各種スポーツ大会の

医療救護体制への積極的な参画, さらに各種

団体と連携し, スポーツ愛好者への健康スポー

ツ活動に関する講演会を実施した｡

また, 発育発達期のスポーツ活動において

は安全かつ適切な運動指導が重要であるが,

昨今の学校クラブ活動, スポーツ少年団の活

動, さらに過熱化する京都市大文字駅伝にお

ける練習内容に懸念を示し, 一過性のオーバー

な練習ではなく, 安全にかつ将来もスポーツ

を楽しめるような練習を指導者に啓発するこ

とを目的に, 大文字駅伝参加者の持久力・筋

力測定, 練習量・食事アンケート, 傷害実態

調査を行った｡

検討事項および実施事業内容は以下のとおり

１. 総合型地域スポーツクラブへの医師会の

関わり方

２. 小・中学生への医科学サポート事業

３. 高校生アスリートのための医科学サポー

ト事業

①スポーツライフマネージメントに関する

講演

②高校生の競技力向上のためのスポーツラ

イフマネージメントの改訂

４. 講演事業

５. スポーツ大会事業

６. 日医認定健康スポーツ医再研修会

｢総合型地域スポーツクラブへの医師会の

関わり方｣ については文部科学省の ｢スポー

ツ振興計画｣ にもとづき京都府では地域別に

種々の取り組みがなされており, 現在14のク

ラブが設立され, 11のクラブが準備中である｡

総合型地域スポーツクラブの ｢年齢にかかわ

らず地域住民の安全かつ楽しいスポーツ活動

による健康増進のために｣ の設立目的からも,
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その効果的な運用には医師会とスポーツ医学

委員会の役割は大きい｡ 前期の本委員会事業

として厚生労働大臣認定健康施設や厚生労働

省指定運動療法施設における実態調査を施行

し, 業務担当医の当該施設への紹介, 患者へ

の施設紹介窓口の開設, 運動療法の健康増進

効果の科学的評価などの必要性が明らかにさ

れた｡ 行政と民間スポーツクラブへの協力支

援を提示したが, いまだそれに対する新たな

依頼・要請はない｡ 地域住民の主体的な総合

的スポーツクラブの合理的かつ円滑なる運用

のためには, その安全管理と健康指導など医

師会およびスポーツ医学委員会の役割と重要

性は高い｡ 今後さらに, 総合型地域スポーツ

クラブ設立の本来の目的と現況を住民および

医師会員に情報提供するとともに, 積極的な

行政との連携に努める必要がある｡

｢小・中学生への医科学サポート事業｣ に

関しては幼小児期から過激化する専門スポー

ツトレーニングにより発育期のスポーツ傷害

の問題が増加している現況をふまえ, 京都の

過熱化する小学生の大文字駅伝の実態調査を

企画し, 経験した子ども達へのアンケート調

査と体力測定などを実施した｡ 今後さらに,

この調査を継続するとともに, その他のスポー

ツ種目における発育期のスポーツ活動の実態

調査を行い, 学童期の安全スポーツ, 安全管

理についての指導体制の確立が必要である｡

｢高校生アスリートのための医科学サポー

ト事業｣ として, 本委員会が継続して行って

いる高校生のスポーツライフマネージメント

は, 講義要請の高校が少ないが, 実施校にお

いては確実にその成果があがっており, 今後

多くの高校が参画されることが望まれる｡ 再

度府立高校へ紹介し, 今後も継続したい事業

である｡

｢スポーツ医学講演会の開催および各種ス

ポーツ競技会へのスポーツ医の派遣等の活動｣

スポーツ医学講演会事業の中ではスポーツ活

動中の熱中症やランニング中の突然死などの

予防と対応とスポーツ現場での救急処置をテー

マにとりあげ, 昨今話題となっているＡＥＤ

の講習会を含めた講演会を開催した｡ スポー

ツと救急に関する事業は健康と安全スポーツ

の観点より長期的に継続されたい｡

本委員会は設立当初から体育協会との協力

によるアスリートの競技力向上とその安全管

理を目的とした事業を中心として活動されて

おり, その方面では確実な成果が獲得されて

きた｡ 前回および今回の本委員会の活動は安

全スポーツ, 健康スポーツを目的とした活動

事業にシフトしつつある｡ 今後の本委員会の

活動目標の一つとして, 高齢化社会を現実に

して熟年者, 高齢者の安全かつ継続性のある

スポーツ活動支援, また有病者に対する健康

管理面での安全でかつ有効的なスポーツ活動

に対しての指導と実践への医師会としての協

力体制の確立があげられる｡

お詫びと訂正
本誌４月15日号 ｢第172回定時代議員会｣ の ｢決議｣ の中で以下のとおり誤りがありましたので, 訂正の

うえお詫びいたします｡

(誤) 2005年９月, 衆院選での圧勝を受けて, 小泉政権は ｢聖域なき構造改革｣ の名の下に, 経済財政論
のみに偏った医療制度改革を強引に断行しようとしている｡
世界で最も優れた医療提供体制である国民皆保険 (制度) の根本的な変質につながる制度 (改革)

の方針が, …
↓

(正) 2005年９月, 衆院選での圧勝を受けて, 小泉政権は ｢聖域なき構造改革｣ の名の下に, 経済財政論
のみに偏った医療制度 (改革) を強引に断行しようとしている｡
世界で最も優れた医療提供体制である国民皆保険制度の根本的な変質につながる制度 (改革) の方

針が, …
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桜花満開の４月４日(火) 午後２時から本校体育ホールにおいて, 平成18年度入学式が行わ

れ, ３年課程85名, ２年課程81名, 准看護科84名が入学しました｡

入学式は, 森 洋一校長の入学許可の後, 新入生代表の宣誓があり, 校長式辞では ｢学校生

活は, 教室での講義だけでなく, 実習室で看護の技術を学んだり, 実習施設での体験など多岐

にわたっています｡ 皆さんは強い意志を持って看護の道を目指して入学されました｡ 無限の可

能性を持っておられる皆さんは目標を達成されるまでがんばってください｡｣ と励ましの言葉

があり, 続いて本校運営委員で講師の石居志郎先生から御祝辞をいただきました｡

多くの御来賓や保証人様, 保護者のご参列と京都府知事・京都市長, 関係病院等各位から多

くの祝電をいただき, 新入生は少し緊張気味でしたが, 将来の看護師を目指す意気込みが十分

に感じられました｡

なお, 今年度入学生から, ３年課程１クラス増学級, 准看護科２クラス減学級でスタートし

ました｡

合格者 270名
看護師国家試験 120名｡ 准看護師資格試験 150名｡

この度, 看護師国家試験および准看護師資格試験の合格発表がありました｡

本校から国家試験には３年課程39名, ２年課程92名合計131名が受験, 120名が合格し, 合格

率は91.6％で, 昨年に続き全国平均88.3％を上回りました｡

また, 資格試験には准看護科150名が受験, 全員が合格し, ３年連続合格率100％を達成して

います｡

受験対策として, 夏期補習, 特別補習, 冬期補習など長期間にわたって取り組んできた成果

と学校関係者は安堵しています｡ 一方, 国家試験不合格者に対しては来年度の受験に向けて,

引き続き指導助言を行っていきます｡

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

222555000名名名ががが入入入学学学 (((111888年年年度度度入入入学学学式式式)))

TOPICS
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過重労働による健康障害防止のための総合対策について

産産産産産業業業業業保保保保保健健健健健ニニニニニュュュュューーーーーススススス

長時間にわたる過重な労働は, 疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ, さらに脳・

心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています｡ このような過重労働に

よる健康障害防止のため, 厚生労働省では ｢過重労働による健康障害防止のための総合対策に

ついて｣ (以下 ｢旧総合対策｣) に基づき, 所要の対策が行われてきましたが, この度, 今回の

労働安全衛生法の改正等の趣旨を踏まえ, 新たに過重労働による健康障害防止のための総合対

策が定められましたので, 概要をお知らせします｡

１ 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等の周知徹底

都道府県労働局および労働基準監督署は, 事業者が講ずべき措置の内容について, 事業者に

広く周知を図ることとする｡ (事業者が講ずべき措置の内容については, 後述)

２ 過重労働による健康障害防止のための窓口指導等

(１) 36協定における時間外労働の限度時間に係る指導の徹底

(２) 裁量労働制に係る周知指導

(３) 労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置

３ 過重労働による健康障害防止のための監督指導等

時間外・休日労働時間が月45時間を超えているおそれがある事業場に対しては, 次のとおり

指導する｡

(１) 産業医, 衛生管理者等の選任および活動状況並びに衛生委員会等の設置および活動状況

を確認し, 必要な指導を行う｡

(２) 健康診断, 健康診断結果についての医師からの意見聴取, 健康診断実施後の措置, 保健

指導等の実施状況について確認し, 必要な指導を行う｡

(３) 労働者の時間外・休日労働時間の状況を確認し, 面接指導等 (医師による面接指導およ

び面接指導に準ずる措置をいう｡ 以下同じ) およびその実施後の措置等 (後述の４の (２)

のアに掲げる措置をいう) を実施するよう指導を行う｡

(４) (３) の面接指導等が円滑に実施されるよう, 手続き等の整備の状況について確認し,

必要な指導を行う｡
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(５) 事業者が (３) の面接指導等 (後述４の (２) のアの (ア) の①から③までに掲げる措

置に限る) に係る指導に従わない場合には, 労働安全衛生法第66条第４項に基づき, 当該

面接指導等の対象となる労働者に関する作業環境, 労働時間, 深夜業の回数および時間数,

過去の健康診断および面接指導の結果等を踏まえた労働衛生指導医の意見を聴き, 臨時の

健康診断の実施を指示するとともに, 厳正な指導を行う｡

(６) 事業場が常時50人未満の労働者を使用するものである場合には, 必要に応じ地域産業保

健センターの活用を勧奨する｡

４ 過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底するための指導等

(１) 過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止対策の徹底の指導

(２) 司法処分を含めた厳正な対処

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置

１ 時間外・休日労働時間の削減

(１) 事業者は, 労働基準法第36条に基づく協定 (以下 ｢36協定｣ という) の締結に当たって

は, 労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者とともにその

内容が ｢労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準｣

(平成10年労働省告示第154号) に適合したものとなるようにするものとする｡

(２) 事業者は, ｢労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置等に関する基準につ

いて｣ に基づき, 労働時間の適正な把握を行うものとする｡

(３) 事業者は, 裁量労働制対象労働者および管理・監督者についても, 健康確保のための責

務があることなどに十分留意し, 当該労働者に対し, 過重労働とならないよう十分な注意

喚起を行うなどの措置を講ずるよう努めるものとする｡

２ 年次有給休暇の取得促進

事業者は, 年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり, 計画的付与制度の活用等により年

次有給休暇の取得促進を図るものとする｡

３ 労働時間等の設定の改善

事業者は, 過重労働による健康障害を防止する観点から, 労働時間等の設定の改善に関する

特別措置法第４条第１項に基づき, 必要な措置を講じるよう努めるものとする｡

４ 労働者の健康管理に係る措置の徹底

(１) 健康管理体制の整備, 健康診断の実施等
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ア 健康管理体制の整備, 健康診断の実施

事業者は, 労働安全衛生法に基づき, 産業医や衛生管理者等を選任し, その者に事業

場における健康管理に関する職務等を適切に行わせるとともに, 衛生委員会等を設置し,

適切に調査審議を行う等健康管理に関する体制を整備するものとする｡ なお, 事業場が

常時50人未満の労働者を使用するものである場合には, 地域産業保健センターの活用を

図るものとする｡

また, 事業者は, 労働安全衛生法に基づき, 健康診断, 健康診断結果についての医師

からの意見聴取, 健康診断実施後の措置, 保健指導等を確実に実施するものとする｡ 特

に, 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては, ６月以内ごとに１回の健康診

断を実施しなければならないことに留意するものとする｡

イ 自発的健康診断受診支援助成金の活用等

事業者は, 深夜業に従事する労働者を対象とした自発的健康診断受診支援助成金制度

や血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者を対象とした二次健康診断等給

付制度の活用について, 労働者への周知に努めるものとするとともに, 労働者からこれ

らの制度を活用した健康診断の結果の提出があったときには, その結果に基づく事後措

置についても講ずる必要があることについて留意するものとする｡

(２) 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等

ア 面接指導等 (医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう｡ 以下同じ) の実

施等

(ア) 事業者は, 労働安全衛生法等に基づき, 労働者の時間外・休日労働時間に応じた面

接指導等を次のとおり実施するものとする｡

① 時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超える労働者であって, 申出を行っ

たものについては, 医師による面接指導を確実に実施するものとする｡

② 時間外・休日労働時間が１月当たり80時間を超える労働者であって, 申出を行っ

たもの (①に該当する労働者を除く) については, 面接指導等を実施するよう努め

るものとする｡

③ 時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超える労働者 (①に該当する労働

者を除く) または時間外・休日労働時間が２ないし６月の平均で１月当たり80時間

を超える労働者については, 医師による面接指導を実施するよう努めるものとする｡

④ 時間外・休日労働時間が１月当たり45時間を超える労働者で, 健康への配慮が必

要と認めたものについては, 面接指導等の措置を講ずることが望ましいものとする｡

(イ) 事業者は, 労働安全衛生法等に基づき, 面接指導等の実施後の措置等を次のとおり

実施するものとする｡

① (ア) の①の医師による面接指導を実施した場合は, その結果に基づき, 労働者

の健康を保持するために必要な措置について, 遅滞なく医師から意見聴取するもの

とする｡ また, その意見を勘案し, 必要があると認めるときは, 労働時間の短縮,
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深夜業の回数の減少など適切な事後措置を講ずるものとする｡

② (ア) の②から④までの面接指導等を実施した場合は, ①に準じた措置の実施に

努めるものとする｡

③ 面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は, 面接指導を

行った医師, 産業医等の助言を得ながら必要に応じ精神科医等と連携を図りつつ対

応するものとする｡

イ 面接指導等を実施するための手続き等の整備

ウ 望ましい対応

事業場が常時50人未満の労働者を使用するものである場合には, アおよびイの措置の

実施は平成20年４月１日以降となっているが, 事業者は, それ以前であっても, 過重労

働による健康障害防止の観点から, 地域産業保健センターを活用しつつ, 可能な限り,

必要な労働者に対する面接指導等を実施することが望ましいものとする｡

(３) 過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置

事業者は, 過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には, 産業医等の助言を受け,

または必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら, 原因の究明および再発

防止の徹底を図るものとする｡

＊詳細につきましては, 府医地域医療課または京都労働局安全衛生課まで問合せください｡

府医地域医療課 TEL 075－315－5274 FAX 075－315－5290

京都労働局安全衛生課 TEL 075－241－3216 FAX 075－241－3219

有害物ばく露作業報告書の提出について

今般, 労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号) が改正され, 有害物ばく露作業報

告制度が新たに設けられ, ｢労働安全衛生規則第95条の６の規定に基づき厚生労働大臣が

定める物等｣ (平成18年厚生労働省告示第25号) により, 有害物ばく露作業報告の対象と

なる物等が公表されました｡ 本報告制度により, 事業場における労働者の有害物へのばく

露の状況を把握し, ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には, 必要な措置を講

じていくことを目的としたものです｡

詳細につきましては, 府医地域医療課または京都労働局安全衛生課まで問合せください｡

府医地域医療課 TEL 075－315－5274 FAX 075－315－5290

京都労働局安全衛生課 TEL 075－241－3216 FAX 075－241－3219
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与謝医師会には会員50名余がおられまして,

３町合併に伴い, 当医師会にても, 班の再編成

が行われ５班が４班になりました｡

会員の数にはそんなに変わりはないのですが,

ここ10年で診療をやめられた先生が何人かおら

れ, 亡くなられた先生も入れますと10名にもな

ります｡ その中で, 宮津班では, 由良という所

があり (舞鶴との境にある), その地区ただ１

人の先生が診療をしていただけなくなったこと

に, 老人たちは, 不安な気持ちで過ごされてい

るようです｡

また日置という所がありまして, そこでは,

これまで市立診療所だったのが, 公設民営診療

所となり, 午後３日／週 午後のみ (３時～５

時) が午後４日／週 午後のみ (２時半～４時

半) 少し増えました｡ が, この地区の動けない

方々も不安は隠せない事と思います｡

老人の方たちは (宮津は高齢化率31％と, 京

都府ではトップ), ご自分で病院に通うことが

出来ず, 若い者に頼むと, 仕事を休ませること

になるので悪いという気持ちがあり, なかなか

頼めないという思いがあるようです｡

また, 入院施設のある病医院では, ３ヶ月を

くぎりに転院を余儀なくされる現状があり, こ

の地区では, 転院できる病院も殆どない状態で

あり, 在宅で療養せざるを得ず, 在宅で診療し

ていただける先生が, ぜひとも必用になってき

ているのが現状です｡

さてこちら宮津では, ３月にはいるとイサザ

(素魚・しろうお) といって, 白魚 (しらうお)

より少し小さくて丸みのある透明な５～６㎝ほ

どの魚が川を遡上してきます｡ 一般的には踊り

食いで知られていますが, 味醂またはお酒を煮

きって薄口しょうゆと砂糖で, 薄う～く甘辛く

煮るとうすう～く黄色く煮えます｡ それを冷蔵

庫で冷やして, 炊き立てのご飯にたっぷりぶっ

掛けて, がさがさっと口に駆け込んで, もぐも

ぐ, ごっくんとやりますと消化には良くないの

ですが, いけるんです｡ そして, ５月15日の宮

津祭りの前まで楽しめます｡

がさがさ・もぐもぐ・ごっくーんです！！

のどごし最高！！！

与謝医師会

西原 寛

この冬は寒さがことのほか厳しく, 雪国では
記録的な豪雪となり, 京都でも幾度か雪が積も
りました｡ 筆者の勤める老健では開設して４年
連続して, ２月から３月にかけてインフルエン
ザの流行があり, 毎年幾人かは肺炎になって入
院して行きました｡ 今年は幸い３月になっても
インフルエンザは起こらず喜んでいたらノロウ
イルスによる腸炎の流行に見舞われ, 職員も含
め10数名の人が発病して下痢をしました｡
寒い冬に感染症が流行するとことさら暖かい

春の訪れが待遠しいものですが, 今年は彼岸を
過ぎても３月の末に寒の戻りがありました｡ ４
月８日は強い黄砂があり, 太陽が霞んで見えま
したが, 句会当日の４月９日は穏やかに晴れわ

たって満開の桜を愛でるには絶好のお花見日和
となりました｡ これから５月まで春を楽しみた
いと思います｡

(当番 福原宏一)

��������	
��

井上代志子

����������

田村江津子

���������� !

西村妃佐子

�"�#$���%!&'

上山 青柿

()*
�+,���-./

福原 宏一

４月例会
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日医医賠責特約保険

５５５５５５５月月月月月月月11111115555555日日日日日日日まままままままでででででででににににににに京京京京京京京都都都都都都都府府府府府府府医医医医医医医師師師師師師師会会会会会会会ににににににに申申申申申申申込込込込込込込みみみみみみみををををををを

日医医師賠償責任保険については, 管理者責任の拡大および高額賠償請求に対応す

べく, 平成13年９月に 『日医医賠責特約保険』 を創設して, 加入の促進をはかってお

ります｡ つきましては, 是非ともこの機会に本特約保険への加入をご検討くださいま

すようお願いします (平成15年７月以降, 毎月随時中途加入が可能となりました)｡

※“日医Ａ会員”とは府医会員で日医Ａ１・

Ａ２会員に加入している会員をさします

現行の日医医賠責保険の上乗せ方式で, 日医Ａ会員が任意で加入する保険｡

①被 保 険 者 ：Ａ会員及びＡ会員が理事である法人またはＡ会員が管理者である

医療施設を開設する法人で

�診療所 (有床・無床) �個人立病院 � 99床以下の法人立病院

②てん補限度額 ：現行保険と合算して１事故 (同一医療事故につき) ２億円 (年間６

億円)

③免 責 金 額 ：１事故 (同一医療事故につき) 100万円

④そ の 他 ：医療施設事故は不担保

◆ 日医医賠責保険と ｢特約保険｣ との関係 ◆ ｢日医医賠責保険｣ の事務体制

<てん補限度額>
２億円

１億円

＜事業主体＞
｢特約保険｣ 保険会社 日本医師会 保険事務部門

医賠責対策室
↓↓

一部外部委託

保険契約

｢日医医賠責保険｣
注：｢日医医賠責保険｣ のてん補限度額は１億円

＜手続主体＞
都道府県医師会

(自己負担分) 免 責 金 額 (100万円)

行為者責任 開設者・
管理者責任 開設者責任 <責任>

Ａ会員Ａ会員
Ａ会員が理事
または管理者
である法人 郡市区医師会

【直扱い契約】

【特約保険の概要】

(中途加入も可)
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【加入を検討される方へ】

すでに日医Ａ会員に加入している会員は,

個人の行為責任については現行保険で１億円

まではカバーされているが, 今回, 特約保険

への加入を検討される際, 以下の項目に該

当する日医Ａ会員においては十分ご検討く

ださい｡

◇パート, アルバイト, ローテーションの

医師などを含めた, いわゆる非Ａ会員が

起こした医療事故について, 開設者・管

理者としての責任部分の賠償に備えたい

◇法人 (99床以下の法人立病院, 診療所の

み) の責任部分の賠償に備えたい

◇１億円を超す高額賠償請求に備えたい

※勤務医師である日医Ａ２会員については,

１億円を越す高額賠償請求に備えたいと

いう場合にのみご検討ください｡

【特約保険への加入手続き】

①加入手続き：加入を希望する日医Ａ会員

は ｢加入依頼書｣ (一枚目が緑色のもの)

に記入, 捺印のうえ所属の都道府県医師

会に提出する｡ 提出期限は５月15日まで｡

加入依頼書は府医に完備しています｡

②保険期間：平成18年７月１日から平成19

年７月１日までの１年間 (今後１年間契

約となる)｡

③掛金：下記掛金表を参照｡

④掛金の納入：都道府県医師会を通じて集金｡

⑤被保険者証の交付：日本医師会より日医

Ａ会員に直送｡

⑥その他留意事項

�次年度以降は加入条件に変更がない限

り自動継続｡

特約保険の１年間の掛金

①診 療 所 ２３,０００円

②Ａ２会員 ２３,０００円

③病 院

１病床あたり掛金

補償対象の
病院に常勤
するＡ２会
員数

在籍なし １６,０００円 ＊
一般病床の
許可病床数

＝ × －４０,０００円掛金
１～２名 １５,２００円

３名以上 １４,４００円

＊ ｢一般病床｣ の表示は, 医療法に規定する一般病床と療養病床を含みます

注. 中途加入の場合には, 上記の金額を月割で徴収します｡ 中途加入の手続に関しては, 府医

日医医賠責特約保険担当までお尋ねください｡
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◆実施期間
平成18年５月１日(月) ～９月30日(土)

◆対象地域
京都市地域 京都市
乙訓地域 向日市, 長岡京市, 大山崎町
宇治地域 宇治市, 城陽市, 久御山町
綴喜地域 八幡市, 京田辺市, 井手町
相楽地域 山城町, 木津町, 加茂町, 精華町 以上７市７町

◆発令基準

◆監視体制
①常時監視網 (21局) によるオキシダント濃度の測定およびデータの収集を行う｡
②京都地方気象台から必要な気象情報の収集を行う｡
③近隣府県における緊急時発令状況およびオキシダント濃度に係る情報収集を行う｡
◆発令の周知
①報道機関および市町等の協力を得て住民への周知を図る｡
②府関係機関および各市町教育委員会等を通じて, 小中高等学校, 幼稚園および保育所関係
者に周知を図る｡

◆発令時対策
①大規模工場等に対し, 燃料使用量, ＶＯＣ排出量の削減を要請する｡
②自動車の使用者等に対し, 不急の自動車の運行を自粛するよう関係機関を通じて協力を求
める｡

◆被害状況の把握と対策
①光化学大気汚染が原因とみられる被害が発生した旨の通報を受けた府保健所, 市町, その
他関係機関は, 直ちに府環境管理室へ内容を報告する｡ (京都市以外の市町は保健所を経
由)
②被害が拡大する恐れがある等の場合には, 必要に応じて被害対策班を編成し, 被害発生の
状況調査等を行うとともに, 医療機関等に対し協力要請する｡

◆過去の状況
年度別注意報発令日および被害訴え者数

警報の発令は昭和47年８月に１日, 緊急警報の発令はない｡

環環環境境境 保保全全対対策策
平成18年度京都府光化学反応による
大気汚染緊急時対策の概要

発令区分 発 令 基 準

注意報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.12ppm 以上になり, 気象条件からみ
て, その濃度が継続すると認められるとき｡

警 報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.24ppm 以上になり, 気象条件からみ
て, その濃度が継続すると認められるとき｡

緊急警報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.4ppm 以上になり, 気象条件からみ
て, その濃度が継続すると認められるとき｡

年 度 ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

発令日数 ０ １ １ ３ １ ３ １ ５ ０ ３ ７

被害の訴え者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ３
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カラー図解

｢人体の正常構造と機能｣
シリーズ全十巻

(日本医事新報社, 2006完結,
各巻4,830円～7,560円)

学生時代, 医学の基礎として解剖学, 生理学, 生化学の講義を受けましたが, 講義の多くは

退屈で難解であり, その重要性の認識も充分ではなかったように思います｡ 臨床家の対象であ

るヒトの構造と機能に関する知識は, 年を追って増大していますが, その内容をコンパクトに

わかりやすく記載している本はなかなかありませんでした｡ この ｢カラー図解 人体の正常構

造と機能｣ という全10巻のシリーズは, 臓器別に編集された各巻の中に, 肉眼解剖から組織学,

生理学, 生化学にいたるまで, 基礎知識から最新の知見まで盛り込まれた意欲的なシリーズで

す｡ 各巻の内容は ①呼吸器 ②循環器 ③消化管 ④肝・胆・膵 ⑤腎・泌尿器 ⑥生殖器 ⑦血

液・免疫・内分泌 ⑧神経系(１) ⑨神経系(２) ⑩運動器です｡ 基礎医学の内容を効率的に学

習できる, まさに現代のニーズに応えるもので, ぜひご活用くださるようお勧めします｡

(前府医学術担当理事 那須 芳)

室室室 だ図図図 書 よよよ り

第32回京都医学会のご案内

共通テーマは画像診断

と き 平成18年９月24日(日) 午前９時～午後３時半
ところ 京都府医師会館

午前：応募演題 (ポスター, ビデオ発表を含む)
午後：シンポジウム, 特別講演

▲

口演演題の発表は全てＰＣ (パソコン)によるプレゼンテーションとなります｡

京都府医師会では, 生涯教育と会員相互の交流をはかる場として, 京都医学会を開催し
ており, 昭和50年の第１回医学会開催以来, 今年で32回目を迎えます｡
例年どおり, 午前中は会員各位の口演演題を予定しておりますので, 積極的なご参加と

演題のご応募をお願いいたします｡ なお, 共通テーマ以外の一般演題も歓迎いたしますの
で, 奮ってご応募ください｡

※詳細は, 次号京都医報５月15日号付録をご覧ください｡
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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いわゆるスマートキーシステムと植込み型心臓ペースメーカー等の相互作用に係る ｢使用上

の注意｣ の改訂指示等について (日医常任理事)

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 (以下 ｢ペースメーカー等｣ とスマー

トキーシステム (自動車のドアロックの開閉等をキーの差込み操作なしで行えるシステム)

との相互作用に関する実験結果に基づき, 予防的措置として, ペースメーカー等の添付文書

に注意を喚起する内容を記載することとしたものです｡

医療機関においては, ペースメーカー等を使用している患者に対して, 当該注意事項を患

者手帳に記載するなど, 注意喚起することを求めるものです｡

②米国産のウシ由来物を原材料として製造される医薬品等を使用する患者への情報提供につい

て (通知) (京都府薬務室長)

②については, 府薬務室のホームページ (http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/yakuzi/index.html)

に掲載されています｡

�������������

＝分掌事項等の追加＝

４月15日号本誌で掲載いたしました府医執行部会務分掌につきまして, 以下のとおり分掌事項を

追加いたしましたので, お知らせいたします｡

�

■ 京都府医師会執行部会務分掌 ■
任期：2006 (平成18) 年４月１日～2008 (平成20) 年３月31日

部 分掌事項
分担理事

業務内容
主 務

総 務 部 企 画 ・ 広 報 藤 井 総合企画・調整, 調査, 広報, 報道機関との
連絡

部 分掌事項
分担理事

業務内容
主 務

総 務 部 企 画 ・ 広 報
医師確保対策

藤 井
藤 村

総合企画・調整, 調査, 広報, 報道, 情報管理
医師バンク
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府医斡旋融資利率の改定について

Ａ会員および新規開業医融資
Ｂ,Ｃ会員融資

振込指定あり 振込指定なし

利率 利率 利率

１年以内 1.925％ (1.925％) 2.425％ (2.425％) 2.125％ (2.125％)

５年以内 2.000％ (1.450％) 2.500％ (1.950％) 2.100％ (1.550％)

10年以内 2.100％ (1.550％) 2.600％ (2.050％) 2.200％ (1.650％)

20年以内 2.100％ (1.550％) 2.600％ (2.050％) 2.300％ (1.750％)

京都中央信用金庫との間で締結している斡旋融資の新規融資利率が平成 18 年７月１日実行

分より下記のとおり改定となります｡

新規融資利率 (適用は平成 18 年７月１日実行分より) ※固定金利型

( ) 内は現行利率｡

京都府医師会融資斡旋制度概要

『Ａ会員融資』
１. 資金使途
①運転資金
②病院・診療所および徒業員宿舎の新設・増
改築に必要な資金
③医療に必要な機械器具・備品・消耗品の購
入資金
④子弟教育資金
⑤生活関連資金, 相続対策資金等
２. 融資限度額

過去３�月の診療報酬平均月額の25倍以
内とし, かつ最高限度額１億３千万円
３. 金利固定
金利型および変動金利型

『新規開業融資』
１. 融資限度額7,000万円
『B・C会員融資』
１. 申込資格

協定金融機関に給料振込を行っている(行う)者
２. 資金使途

居住用土地建物購入資金あるいは生活関連
資金 (子弟教育資金を含む)
３. 融資限度額

年収の５倍以内とし, かつ最高限度額を
5,000万円
４. 金利固定金利型および変動金利型

『医療機器ローン』
１. 融資対象者 Ａ会員
２. 融資限度額 1,000万円
３. 借入期間 ３年以内
４. 保証人 １名
５. 資金使途

医療機関に必要な機械器具・備品・消耗品
の購入資金 (医療事務用ＯＡ機器を含む, 乗
用車の購入資金は含まない)
６. 金利 変動金利型
『特別フリーローン』
＜事業性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員(法人・個人)
２. 資金使途 運転・設備資金
３. 融資限度額 5,000万円
４. 金利 新長期プライムレートマイナス１％
５. 保証人 １名
＜消費性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員 (個人)
２. 資金使途 消費性資金
３. 融資限度額 2,000万円
４. 金利 長期プライムレートマイナス0.4％
５. 保証人 不要

斡旋ご希望の方および詳細については 府医
学術広報課 (� 075－315－5276 融資係) ま
でご連絡ください
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■ 府医事務局の人事異動 ■
府医事務局では４月17日付で人事異動を行いましたのでお知らせいたします｡ 今後ともよろ

しくお願いいたします｡

(♯：新規採用 ※：人事異動)

第37回医師会コンサートの出演者募集

第37回の京都医家芸術クラブの医師会コンサートが, 平成18年７月16日(日) に京都

府医師会館で開催することが決定いたしました｡

医家芸術クラブ会員以外の方で, 今回のコンサートに, 出演ご希望の方はお申し込み

くださいますようお願いいたします｡

なお, プログラム作成の関係から, ５月20日(土) までに ｢会員名｣ ｢地区名｣ ｢連絡

先 (〒番号・住所・ＴＥＬ・ＦＡＸ)｣ ｢種目｣ ｢作曲者｣ ｢曲名｣ ｢演奏者｣ ｢伴奏者｣

｢伴奏者との関係｣ ｢演奏時間｣ ｢プログラム希望枚数｣ ｢その他希望事項｣ の12項目を記

載の上で, ＦＡＸにて下記までご連絡いただきますようよろしくお願い申し上げます｡

京都医家芸術クラブ

連絡先 京都府医師会(医芸クラブ担当) 電話 075－312－3671 FAX 075－314－5042

または井本会長 電話 075－861－2646 FAX 075－461－6915

役 職 氏 名

事務局長
次 長

江 藤 康 博
山 口 真 己

総 務 課 課長 青 山 修
平 井 厚
前 原 佳 代
堀 麻衣子 ♯

経 理 課 課長 林 宏 行
北 山 善 敬
俣 野 悦 子
入 江 真知子

地域医療課

心臓検診事業部

課長 黒 川 雅 夫
平 岡 春 樹
徳 満 保 子
田 中 善 久
真 木 真理子 ※
藤 沢 由美子 ※
尾 � 和 雄
和田垣 昭 成
田 中 秀 和
山 野 景 子
二之湯 由 ※

役 職 氏 名

保険医療課 課長 寺 田 雅 彦
加 藤 智 史
萩 永 貴 之
宮 川 明 則

学術広報課 課長 鷲 見 敏 夫
下 田 悦 子
宮 越 順 子 ※
杉 岡 真
福 井 淳 史

専 門 医 会 中 野 征 夫
西 村 裕 子
飯 田 尚 子

看護学校事務課 課長 菊 地 仁
平 岡 あさみ
奥 村 嘉奈子 ※
宮 坂 恵 子
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京都医家芸術クラブでは第39回医家芸術展を下記の日程にて開催いたします｡ 奮って先生方

の力作をご出品ください｡

と き 平成18年７月14日(金), 15日(土), 16日(日)

午前10時～午後５時半 (最終日は午後５時まで)

ところ 京都府立文化芸術会館 (河原町通広小路, 電話 075－222－1046)

※医芸クラブ会員各位には直接ご案内を差し上げております｡

医芸クラブ非会員の方で出品ご希望の方は ｢品目｣ ｢題名｣ ｢大きさ｣ とお名前, 連絡先

等を府医事務局医芸クラブ係までＦＡＸにてお申し出ください｡

◆品 目：会員ならびに家族の作品

油絵, 水彩画, 版画, 書, 彫刻, 写真, 手芸, 水石, 陶芸など

◆題 名：出品作品の題名

◆大きさ：絵画であれば号数や, 彫刻・陶芸等は縦横高さの大きさなど

◆点 数：制限なし｡ 出品料は, 一点につき 2,000円

ただし, 医芸クラブ非会員の方はプラス 3,000円 (年会費相当) をいただきます｡

出品申込み締切日：５月20日(土)

※絵画出品の方は ｢品目｣ に ｢油絵｣ か ｢水彩画｣ かをご記入ください｡

※作品の搬入は７月13日(木) の午後１時～５時で京都府立文化芸術会館に直接搬入とな

りますが, 要領等は追って作品出品申込者にご連絡申し上げます｡

主催：京都医家芸術クラブ

第39回医家芸術展 への出品募集

お詫びと訂正

京都医報４月１日号 (№1834号) に会員名簿追補版の訂正させていただきましたが再度誤り
がありましたので訂正させていただきます｡ 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 上京区中長者町通新町西入仲之町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 上京区中長者町通新町西入仲之町291
豊田医院 内・消・児
TEL：441－5022 FAX：441－5022

20 西京
嵐山・
松尾

岩瀬 知行 FAX：381－3341

20 西京
嵐山・
松尾

岩瀬 敬治 FAX：381－3341
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労災保険 後遺障害診断書作成手引
Vol.２ 整形外科以外の領域

－障害 (補償)給付請求書に必要な
｢診断書｣ 作成上のポイント－

定価 1,450円 (税込)

体裁 Ａ４版・オールカラー・168頁

発行 ＲＩＣ 財団法人労災保険情報センター

本書の特色

１ 後遺障害診断書を作成する医師の方々に必携！

労災保険では, 障害 (補償) 給付請求書に, 診断書の提出が義務付けられており,

医師の方々を対象に, 整形外科以外の領域について, 診断書の記載方法や留意点が

わかりやすく解説されています｡

２ 平成18年４月１日施行の認定基準等を掲載

・胸腹部臓器の障害等級表

・胸腹部臓器の障害等級認定基準

・胸腹部臓器の障害に係るアフターケア

※お問い合わせは, (財)労災保険情報センター (ＲＩＣ) 京都事務所 (TEL 075－211－

3261) までご連絡ください｡

� 新 刊 紹 介 �

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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訃 報

山口 博氏／東山・１・３月31日ご逝去・86歳
原田 稔氏／東山・４・４月３日ご逝去・79歳
飯田孝雄氏／伏見・住吉・４月３日ご逝去・77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

今井文彦 Ａ 山科 佐野俊夫 Ａ 宇治 竹村 晟 Ａ 左京

中村隆一 Ａ 伏見 早川一光 Ａ 北桑田 立川保雄 Ｂ 上東

久世益治 Ｂ 伏見 神本祐治 Ｂ 伏見 久世幸吾 Ｂ 伏見

田中一範 Ｂ 与謝 加藤稚佳子 Ｂ 与謝 中山 毅 Ｂ 与謝

鹿浦砂智子 Ｃ 西京 中江則夫 Ｃ 西京 名和照晃 Ｃ 西京

岩井 大 Ｃ 西京 梅山圭以子 Ｃ 西京 大谷 良 Ｃ 京大

長嶋一昭 Ｃ 京大 松本慎一 Ｃ 京大 枝 雅俊 Ｃ 京大

高木 陽 Ｃ 京大 林 達也 Ｃ 京大 山村 知 Ｃ 西京

森 良樹 Ｃ 綴喜 藤関義人 Ｃ 綴喜 澤井一智 Ｃ 京大

中務克彦 Ｃ 府医大 木村幸平 Ｃ 府医大 打田啓二 Ｄ 下東
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【報 告】

１. 第172回定時代議員会ならびに第88回

定時総会の状況

２. 第10回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. ＮＰＯ京都地域連携医療推進協議会発

足理事会の状況

４. 情報企画委員会の状況

５. 平成18年度診療報酬改定説明会の状況

６. 国保合審の状況

７. 基金合審の状況

８. 京都府医療保険者協議会の状況

９. ３月度基金幹事会の状況

10. ３月度労災審査協議会の状況

11. 第12回乳幼児保健委員会の状況

12. 京都府社会福祉審議会の状況

13. 京都府未来っ子いきいき推進懇話会の

状況

14. 第４回京都市子ども保健医療相談・事

故防止センター運営委員会・第２回京都

市子ども事故防止サーベイランス委員会

合同委員会の状況

15. 産業医研修会の状況

16. 救急法短期実務研修会の状況

17. 京都社会保険健康づくり事業推進協議

会の状況

18. 第４回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

19. 第２回京都府難病相談・支援センター

運営協議会の状況

20. 訪問看護ステーションとの連絡協議会

の状況

21. 第21回救急委員会の状況

22. 府医学術講演会の状況

23. 第17回学術・生涯教育委員会の状況

24. ３月度協会医賠処理室会提出件数

第49回定例理事会 (３.30)



37

理
事
会
だ
よ
り

25. 平成17年度都道府県医師会情報システ

ム担当理事連絡協議会の状況

26. 京都府医療審議会の状況

27. 京都地方社会保険医療協議会の状況

28. 産官学フォーラムの状況

29. 京都市休日急病診療所運営委員会の

状況

30. 京都市男女共同参画審議会の状況

31. 産業医の意識調査に関する報告書につ

いて

32. 看護師国家試験の合格発表結果につ

いて

【議 事】

33. 会員の入会・異動・退会43件を可決

34. 京都府医師会諸会費の免除を可決

35. (財)京都市文化観光資源保護財団評議

員の推薦を可決

36. 京都府医師会館火災保険の継続加入を

可決

37. 支払基金幹事候補者の推薦を可決

38. 京都府小児慢性特定疾患対策協議会委

員の推薦を可決

39. 京都市小児慢性特定疾患対策協議会委

員の推薦を可決

40. 記載要領, 新点数Ｑ＆Ａ説明会の開催

を可決

41. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

42. 平成18年度京都市昼間里親嘱託医の推

薦を可決

43. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

44. 日本医師会ＪＭＡジャーナルへの投稿

を可決

45. 障害者自立支援法における医師意見書

記載研修会の共催を可決

46. 花粉症ガイドラインの作成費を可決

47. 平成17年度京都市要指導乳幼児登録事

業事務費の支払いを可決

48. ｢乳幼児のアレルギー性疾患等の基礎

知識・対処法マニュアル (仮称)｣ の作

成に係る委託契約の締結を可決

49. 京都府介護報酬説明会の共催を可決

50. 京都府介護保険サービス事業者等集団

指導の会場貸与を可決

51. 平成17年度 ｢在宅医療推進のための実

地研修事業｣ にかかる地区医師会委託金

の支払いを可決

52. 平成17年度 ｢老人保健事業促進｣ にか

かる地区医師会補助金の支払いを可決

53. 第５回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

54. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

55. 救急救命士に対する医師の指示に関す

る委託契約の締結を可決

56. 平成17年度救急医療週間等記念行事助

成金の支払いを可決

57. 平成17年度第３期健康教室・健康づく

り事業の認定を可決

58. 医療講演会 ｢私の歩んできた道程, そ

してこれから｣ への後援を可決

59. 府医学術講演会の開催を可決

60. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

61. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

62. 平成17年度 ｢中学生の競技力向上のた

めの医科学サポート事業｣ 測定料の支払

いを可決

63. 看護専門学校専任教員の人事異動を

可決

64. 看護専門学校臨時教員の採用を可決
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【報 告】

１. 平成18年４月１日現在の会員数

４月１日現在 4,210名 (－27名)

２. 会員の逝去について

３. 行政機関の人事異動について

４. 総務担当部会の状況

５. 個別指導の状況

６. 新規登録保険医講習会の状況

７. ４月度保険医療担当部会の状況

８. 第１回京都府地域リハビリテーション連

携推進会議の状況

９. 京都府介護保険審査会の状況

10. 府医学術講演会の状況

11. 学術, 会員業務, 養成担当部会の状況

12. 看護専門学校平成18年度入学式の状況

13. 第114回日医定例代議員会の状況

14. 平成17年度第12回近医連常任委員会並び

に選対本部会議の状況

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会19件を可決

16. 常任委員会の開催を可決

17. 府医執行部会務分掌を可決

18. ＮＰＯ京都地域連携医療推進協議会役員

の交替を可決

19. 理事者勉強会の日程を可決

20. 夏の参与会の日程を可決

21. 日野鼎哉の墓参を可決

22. 両丹医師会合同協議会への出席者を可決

23. 口座振替システム事務業務等の委託契約

を可決

24. 京都市国保運営協議会委員の推薦を可決

25. 京都府特定疾患等対策協議会委員の推薦

を可決

26. 京都府健康管理手当等認定審査会委員の

推薦を可決

27. 京都府医療扶助審議会委員の推薦を可決

28. 京都地方社会保険医療協議会委員の推薦

を可決

29. ５月度保険医療担当部会の日程変更を可決

30. 第１回近医連保険担当理事連絡協議会の

出席を可決

31. 新規個別指導の開催を可決

32. 労災保険指定医療機関の指定申請を可決

33. 平成18年度市民すこやかフェア実行委員

会委員の推薦を可決

34. 母体保護法指定基準に基づく設備指定を

可決

35. 平成17年度健康づくり事業 (追加) の認

定を可決

36. 学校心臓検診事業派遣医師傷害保険の契

約を可決

37. 医療講演会 ｢私の歩んできた道程, そし

てこれから｣ への後援を可決

38. 府医学術講演会の開催を可決

39. 教育セミナー ｢安全な高気圧酸素治療の

ために｣ の後援並びに日医生涯教育講座

(３単位) の認定を可決

40. 平成18年度大阪府看護教員養成講習会受

講者の推薦を可決

第１回定例理事会 (４.６)

～ ５月度請求書 (４月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (水) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (水) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 15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｡




