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田中 歌永(東涛) (田中家二代) (文政５－明治30)
田中歌永は三角東圃に師事して医師となり, ご摂家の一つ九

条家の侍医となります｡ 元治元年禁門の変により, 京の町は火
災でほぼ全焼, 田中家も土蔵を残して本宅始め借家も全焼｡ 妻
の猷は夫歌永と共に我が家の再建に協力, 慶応元年には, 堺町
三条下る道祐町の本宅を新築しました｡ 歌永は慶応４年３月２
日九条道隆に従い大阪より海路をとり同月20日陸前松島に上陸,
そして閏４月20日仙台で歌永は道隆と共に奥州諸藩のために幽
閉されます｡ 残された家族は途方にくれますが, その間猷は健
気にも大勢の使用人と共に田中家を守りぬきました｡
明治となり東京遷都で九条家は上京しますが, 歌永は京都に

残り漢方医として, また歌人として活躍｡ 虚白十三回忌に歌永
(東涛) ら門下四人によって建てられた句碑は東福寺山内通天
橋から見下ろす楓の庭にあります｡ 先師を偲んで楓千本を植え
たとも記されています｡
歌永には子供がなく親戚筋の青山泰輔を養子として迎えまし

た｡ 田中泰輔もまた内科医として活躍しました｡

京を語る会 田中泰彦
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地域包括支援センターは介護予防プランに忙殺
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介介護護保保険険制制度度のの問問題題点点,,
医医療療制制度度改改革革へへのの対対応応をを協協議議

平成18年度第１回近医連保険・介護保険担当理事合同連絡協議会が, ７月１日, 大阪市梅田

スカイビルで開催され, 近畿各府県から52名の担当役員 (京都からは９名) が出席｡ 通常は担

当理事レベルの会議に日医の常任理事が出席することはほとんどないが, 今回は日医から川島

理事に加え, 天本常任理事も出席し, 中央情勢の報告や日医の考えなどを伝えた｡

５月に行われた近医連委員総会の第１分科会では, 今春の診療報酬・介護報酬同時改定も踏

まえ, 両方の議題が取り上げられていたが, 診療報酬に関する熱心な議論のために介護保険に

関する議論の時間がなくなったため, 通常, 医療保険単独で開催されている連絡協議会を, 介

護保険と合同で開催することになった｡ そのため, 地域包括支援センターや特定高齢者選定な

ど介護保険制度改正にかかる問題点が議論の中心となった｡

介護保険制度改正で導入された地域包括支

援センターの活動状況およびその問題点につ

いて, 各府県から報告されたが, 利用者数に

比してセンターのスタッフが少なすぎるため,

いずれの府県でも介護予防サービス計画 (新

予防給付のケアプラン) に忙殺され, 地域包

括ケアシステム構築のためのネットワークづ

くりや, 高齢者の虐待防止・権利擁護をはじ

めとする各種相談窓口業務といった, 地域包

括支援センターの本来の３つの業務のうち残

り２つが機能していない状況｡

また, 基本健診と併施されている基本チェッ

クリストによる特定高齢者選定についても,

その後のサービス提供の基盤整備がほとんど

進んでおらず, しかも内容が住民に全く周知

されていない中で, 介護予防は ｢絵に描いた

餅｣ 状態であることが共通した問題点｡

これらの報告に対して天本日医常任理事は,

｢全国的にも同じ状態である｣ とし, ｢本来,

運営協議会で適正なセンター事業の運営をチェッ

クされることになる｡ ここで (地域ケアネッ

トワークの一翼を担う) かかりつけ医のリー

ダーシップが求められる｣ として地区医師会

および地域のかかりつけ医の関与を求めた｡

今年度から導入された ｢介護サービス情報

の公表制度｣ が, 来年度から医療系サービス

でも始まるが, その必要性についての問題提

起に対して上原府医副会長は, ｢介護保険制

度の設計時点で一部の医療系サービスが介護

保険に移行されたが, 本来, 医療は医療と明

確にすべきであった｣ とし, ｢国の医師はず

しの施策の１つである｡ 今後もこういう問題

が起こってくる｣ と危機意識を持つよう促

した｡
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日医天本常任理事は, 療養病床再編の受け

皿づくりのために都道府県が2007年夏までに

まとめる ｢地域ケア整備構想 (仮称)｣ につ

いて, ｢これが第４期介護保険事業計画に反

映されることになるので, 都道府県の動きを

注視し, きちんと発言していただきたい｣ と

述べ, 都道府県医師会における対応を求めた｡

｢整備構想｣ は, 国の基本方針として策定さ

れる ｢地域ケア整備指針 (仮称)｣ に基づい

て, 都道府県が療養病床の再編や高齢化の進

展, 地域のサービスニーズ等を勘案して作成

し, これが09年度からの第４期介護保険事業

計画, 08年度からの医療費適正化計画, 医療

計画に反映されることとなる｡

また, 当日は医療制度改革に関連して, 新

たな高齢者医療制度への対応について意見交

換が行われた｡ 各府県からは ｢患者負担を増

やすのではなく, 国庫で賄うべき｣ ｢年齢に

よって提供する医療に差が生じてはならない｣

といった意見が出された｡

安達府医副会長は総論的な問題として, 政

府が９月の衆議院選挙後, 財政主導による医

療費縮小策の遂行を ｢極めて乱暴に推し進め

ている｣ と指摘した上で, ｢政府のいう 『小

さな政府』 を目指すと社会保障は当然縮小さ

れる｣ ことについて日医のスタンスを問いた

だした｡ これに対し天本日医常任理事は ｢こ

の場での明確な回答は難しい｣ と断ったうえ

で ｢政府が強引に推し進める財政主導の政策

と現場の思いが大きく乖離していると感じて

いる｣ との認識を示すとともに, ｢国民の立

場にたった自助・共助・公助のあり方を主張

しながら, 国民皆保険制度を守っていきたい｣

との考えを述べ, 理解を求めた｡

高齢者医療制度への対応について意見交換

『平成18年10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10月１日発足の申請をされる方
は, 平成18年７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10月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成18年７月28日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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６月20日(火), 第１回情報企画委員会が開催された｡

冒頭, 安達副会長の挨拶に続き, 正副委員長を選出｡ 委員長には岡本英四郎氏 (伏見), 副

委員長には冨士原正人氏 (福知山) に就任いただいた｡ また, 今期も引き続き京都新聞より外

部委員として, 文化報道部生活担当部長の高山良雄氏に就任いただいた｡

今期委員会では以下の３点を中心に協議を進める｡ 具体的な事業としては, 執行部と会員と

の意思疎通の向上に向けた取り組みとして, ホームページのコンテンツのさらなる充実に努め

るとともに, 昨年よりスタートした府医メールマガジン ｢府医通信｣ の登録数向上に向けた取

り組みや学術講演会の動画配信についても検討していく｡

医療のＩＴ化については, ｢日本医師会標準レセプトソフト｣ (以下, 日レセ) の普及促進活

動と５年後に迫ったレセプト請求オンライン化への対応などについて協議する｡ 特に, ｢日レ

セ｣ については, 操作性の向上やコストの面などで, 会員の関心は高まってきているが, ｢実

際の導入・データ移行・維持コストはどうなのか｣ ｢どんなメリットがあるのか｣ ｢ＩＴが不得

手な会員でも問題なく導入できるのか｣ など現実的な問題についての情報提供が求められてい

ることから, わかりやすい広報活動により普及促進に努めていきたい｡

●執行部・会員間の相互理解と疎通性の向上

●府市民向け広報活動

●医療のＩＴ化

情報企画委員会
委�員�会�だ�よ�り�

＜情報企画委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

池田 正隆 (左京) 禹 満 (西陣) ◎岡本英四郎 (伏見)
角水 正道 (乙訓) ○冨士原正人 (福知山) 山田 一雄 (山科)
高山 良雄 (京都新聞)

担当副会長 安達秀樹 担当理事 藤井純司・東前隆司・松井道宣

学校保健委員会
諮問事項

児童生徒の ｢生活習慣の確立について｣ を検討

＜学校保健委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎福田 濶 (左京) ○長村 吉朗 (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) 森 雅彦 (精神科)
川勝 秀一 (京都市立病院)

担当副会長 上原春男 担当理事 畑 雅之・柏井真理子
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今期の第１回学校保健委員会が, ６月９日(金) に開催され, 委員10名の中から, 委員長に

は福田 濶氏 (左京), 副委員長には長村吉朗氏 (東山) が選出された｡

冒頭, 森会長より ｢児童生徒の生活習慣については, 今取り組んでおかないとどう育ってい

くのかという大きな岐路にきている問題であり, 時間をかけて検討すべき課題ではあるが, 出

てきた課題をひとつずつ片付けていくという方法でもいいので, 今期の諮問事項として取り組

みをお願いしたい｣ と挨拶があった｡

引き続き今後の取り組みについて協議を行い, 諮問事項が具体的なテーマであり, 教育現場

とも協力して進めたいので, 府教委・市教委に現場からの委員選出を依頼すること, また, 私

学についても, 公立と同じレベルで学校保健を考えたく, 情報を伝えるだけでも意義があると

して, 参加を呼びかけることを決定した｡

その他, 文科省の事業として始まり３年目を迎える学校・地域保健連携推進事業については

産婦人科, 整形外科, 皮膚科, 精神科各専門医会のご尽力を得て積極的に協力すること, 11月

２日に京都市内にて開催予定の第50回京都府学校保健研究大会においては午後の実践発表で,

心臓検診事業の内容・結果の解説 (データのみでなく実践的な話) を行うことを決定した｡

なお, 本年４月に発足した ｢府医指定学校医制度｣ については４月１日付けで819名を指定

し, 指定証の発行を行った｡

がん登録事業委員会
諮問事項

がん登録事業のさらなる充実・発展に向けて

＜がん登録事業委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

伊谷 賢次 (西陣) 下間 正隆 (第二日赤) ○向原 純雄 (京都市立)
平岡 範也 (第一日赤) 野口 雅滋 (京都桂) 兼子 裕人 (愛生会山科)
枡本 博文 (医仁会武田) 永田 靖 (京大) ◎小笹晃太郎 (府医大)
大塚 弘友 (消化器医会)

担当副会長 上原春男 担当理事 俣野憲一・藤村 聡

第１回がん登録事業委員会が, ６月16日(金) に開催された｡ 委員10名の中から, 委員長に

は小笹晃太郎氏 (府医大), 副委員長には向原純雄氏 (京都市立) が選出された｡

冒頭, 久山副会長より, ｢本委員会からは毎年, 貴重な質の高い報告書を出していただいて

いる｡ 医師のがん登録に対する認識はまだまだ低く, 個人情報保護の関係で行政も及び腰になっ

ているが, 政府もがん対策には力を入れつつあり, 今後はそれが追い風になると思うので, 行

政に施策を提言できるような意義ある委員会となるよう期待する｣ との挨拶があった｡

引き続き, 2005年度調査状況等報告の後, 協議に入り今期委員会の進め方, 調査票の改訂等

について検討した｡

個人情報保護条例のがん登録事業への影響については, 法制上の問題はクリアしているので,

情報が他に漏れないような管理システムが病院にあればよく, 院長レベルに協力を要請するこ

とが必要であって, がん対策法案が通れば登録件数は増えるはずであると考えている｡
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その他, 今夏, 山形市で開催予定の地域がん登録全国協議会総会研究会への委員の参加等に

ついても検討を行った｡

６月20日(火) に第１回委員会を開催した｡

上原副会長より ｢２年前もアレルギーをテーマとしていただいていたが, 正しい知識, 情報

が伝わるよう, 今期は特に諮問事項があるわけではないので, いろいろな問題がでてきたとき

に対応するということで, よろしくお願いしたい｣ との挨拶があった｡

今期委員会は, 11名で構成され, 委員長には林 鐘声氏 (西陣), 副委員長には幸道直樹氏

(宇治久世) が選出された｡

本委員会では, 今後, アレルギー対策, 園医の組織化, 予防接種広域化の市町村への徹底等

を重点的に検討していくことにした｡

乳幼児保健委員会

＜乳幼児保健委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎林 鐘声 (西陣) 福田 濶 (左京) 舘石 捷治 (左京)
宮崎 玲子 (山科) 藤田 克寿 (伏見) ○幸道 直樹 (宇治久世)
石丸 庸介 (綴喜) 野々村京子 (西京) 小宮 精一 (耳鼻科)
堀部 勉 (眼科) 有本 晃子 (伏見保健所醍醐支所)

担当副会長 上原春男 担当理事 辻 幸子・柏井真理子

地域ケア委員会

＜地域ケア委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

鹿毛 真人 (中東) 出木谷 寛 (左京) ○長村 吉朗 (東山)
◎依田 純三 (伏見) 池田 文武 (相楽) 塩見 芳朗 (福知山)
小川 直人 (内科) 真鍋克次郎 (私病協)
市田 哲郎 (介護支援専門員協議会) 宇都宮宏子 (学識経験者)
新田 順子 (訪問看護ステーション連絡協議会)

担当副会長 上原春男 担当理事 北川 靖・福州 修

６月27日に開催された第１回地域ケア委員会で, 久山副会長は, 先日成立した医療制度改革

関連法案が ｢現場を知らない官僚が, 患者を入院から在宅へ移行させようとして療養病床の削

減を打ち出した｣ として, ｢在宅医療に関して医師会の果たす役割を検討していただくととも

に現場を熟知しておられる先生方に声を上げてもらいたい｣ と本委員会への期待を述べた｡
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法律通り全国で38万床ある療養病床が15万床に削減されると今のままでは患者の行き場がな

くなる｡ 今後, 医療難民・介護難民を生じさせないための受け皿のひとつとして在宅医療がク

ローズアップされてくることを受け, 今期の会長諮問事項は ｢地域住民から求められる在宅医

療－医師会の役割とは－｣ と決められた｡

諮問事項に沿って当日は, 京都府において在宅医療促進のためにどのように取り組んでいく

かについて自由に意見が交わされた｡

委員会では, 在宅医療促進の方向性として病診・診診など医療連携のみならず訪問看護ステー

ションやケアマネジャーらとの介護連携が不可欠であるとの認識は一致, 今後の検討課題とし

て①療養病床削減による現場への影響, ②在宅医療に関する情報提供, ③連携チーム編成に向

けての意識改革, ④地域格差への対応, ⑤連携を推進する組織・リーダー育成－などが上げら

れ, 次回は①についてどのような患者が在宅医療に転換させられるか, 現場の状況を確認する

ことになった｡

なお, 今期の地域ケア委員会委員長には依田純三氏 (伏見) , 副委員長は長村吉朗氏が選ば

れた｡

スポーツ医学委員会

＜スポーツ医学委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

足立 哲司 (学際研附属病院) 上田 忠 (辰巳診療所) 太田 学 (市教委)
木谷 輝夫 (学際研附属病院) 木村 祐子 (京都栄養医療専門学校)
◎日下部虎夫 (第二日赤病院) 清水 長司 (宇治武田病院)
天満 真二 (三菱京都病院) 野際 照章 (府体協) 原 邦夫 (社保京都病院)
○福山 正紀 (ふくやまクリニック) 山村 康夫 (府教委)

担当副会長 久山 元 担当理事 俣野憲一

６月19日(月), 第１回スポーツ医学委員会が開催された｡

最初に森会長から, 前期は ｢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｣ を諮問事項としたが, まだ課題が残っていると考えられるので, 引き続きご検討

をお願いしたいと挨拶があった｡

ついで正副委員長の選出を行い, 委員長に日下部虎夫委員, 副委員長に福山正紀委員が選出

された｡

報告では, 俣野理事から, 前期スポーツ医学委員会の答申, ｢小・中学生アスリートの医科

学サポート事業｣ とスポーツ医学関連の概要が, 野際委員から国体選手必携の活用状況につい

て報告された｡

続いて諮問事項に関わって, 今期の課題についてフリートーキングが行われ, 前期よりの課

題である中高年者のスポーツへの対応, 病気を持っている人のスポーツ活動への対応等の具体

化について次回委員会より協議を進めることになった｡
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６月23日(金), 第１回臨床研修制度検討委員会が開催された｡

森会長は, 臨床研修制度ができて３年目に入ったが, 本委員会には ｢臨床研修に係る諸問題｣,

特に地域医療研修への医師会の取り組みや後期研修のあり方についてご検討いただきたい｡ ま

た, 臨床研修制度の今後のあり方についても日本医師会を通じて反映させていきたいと考えて

いるので積極的なご提言をいただきたいと挨拶で述べた｡

次いで, 正副委員長の選出に入り, 委員長に齋藤信雄委員 (府病協), 副委員長に池田栄人

委員 (第一日赤病院) ・川勝秀一委員 (京都市立病院) をそれぞれ選出した｡

藤村理事から, 平成16, 17年度の事業報告と18年度事業計画並びに京都府内における研修医

および指定病院の状況について報告を行った｡

続いて平成18年度事業についての協議を行い, これまで行ってきた ｢指導医のための教育ワー

クショップ｣, ｢研修医のための研修と交流会｣ に加えて, 研修医向けの ｢学術講演会｣ を新た

に計画することになった｡

臨床研修制度検討委員会

＜臨床研修制度検討委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

新井 聰 (京都市消防局) ○池田 栄人 (第一日赤病院)
岡上 武 (府立医大) ○川勝 秀一 (京都市立病院)
神田益太郎 (医仁会武田病院) 清澤 伸幸 (第二日赤病院)
小山 弘 (京都医療センター) ◎齋藤 信雄 (府病協)
酒見 英太 (洛和会音羽病院) 白方 秀二 (綾部市立病院)
谷口 隆司 (京都市) 中野 博美 (私病協) 中山 治樹 (伏見医師会)
成瀬 昭二 (京都府) 西川 温博 (京都桂病院) 和田 成雄 (東山医師会)

担当副会長 久山 元 担当理事 藤村 聡
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学校保健法施行規則の一部改正等について

標記の件につきまして, 日本医師会を通じて文部科学省より通知がありましたので, ご承知

おきくださるようお願いいたします｡

記
１. 改正の趣旨

鳥インフルエンザウイルスについては, 元来ヒトからヒトへの感染力はないものとされていました

が, 今般, トリからヒトへ感染する事例が世界中に広がっており, ヒトからヒトへ感染したと疑われ

る事例も複数報告されています｡

また, ウイルスそのものがヒトに感染しやすいものに変異してきているとの報告もあり, 世界保健

機構は, 平成18年２月に指針を示し, インフルエンザのうち病原体がインフルエンザＡ属インフルエ

ンザウイルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１ (以下 ｢インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１)｣ という｡) であ

る患者については, 入院等の措置を推奨しているところです｡

こうした状況を受けて, 今後ヒトからヒトへ感染する事例が発生した場合に備え, インフルエンザ

(Ｈ５Ｎ１) について, 入院等の措置を講じることを可能とするため, 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 (以下 ｢感染症予防法｣ という｡) で規定する指定感染症として政令

で指定されたところです｡ (平成18年政令第208号)

これを踏まえ, インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) について, 学校においても出席停止等の措置を適切に

講じることができるようにするため, 学校保健法施行規則を改正することとしました｡

２. 改正の概要

学校保健法施行規則第19条に第２項を新設し, 感染症予防法第６条第７項に規定する指定感染症を

学校保健法施行規則第19条第１項に規定する第一種伝染病とみなし, 出席停止等に関し, 第一種伝染

病に対する措置と同様の措置を講じることを可能とするものです｡

３. 留意点

(１) 児童, 生徒, 学生および幼児 (以下 ｢児童生徒等｣ という｡) がインフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) にか

かっていることが判明した場合には, 学校保健法上, インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) は, 第一種の伝染

病とみなされることから, 校長は, 治癒するまでの間, 出席停止の措置を講じることができること｡

(２) 児童生徒等がインフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) にかかっている疑いがあることが判明した場合には, 校

長は, 医療機関や地方公共団体の保健部局等と十分連携し情報交換を行ったうえで, 必要と認められ

る場合, 医師が伝染のおそれがないと認めるまでの間, 出席停止の措置を講じることができること｡

(３) 児童生徒等および教職員がインフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) にかかっているまたはかかっている疑いが

あることが判明した場合には, 学校の設置者は, 医療機関や地方公共団体の保健部局等と十分連携し

情報交換を行ったうえで, 必要と認められる場合, 臨時に, 学校の全部または一部の休業の措置を講

じることができること｡

(４) その他

① 学校の設置者は, インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) に関する正確な情報を教職員に提供すること等に

より, 教職員がインフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) について正しい認識を持つとともに, その対応につい

て共通理解を深めるよう努めること｡

② 学校は, 地域における状況も含め, インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) に関する正確な情報を収集する

とともに, 必要に応じ, 児童生徒等や保護者に対する情報提供や相談に努めること｡

③ 学校は, インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) に関する適切な知識をもとに, 児童生徒等に対し, 発達段

階に応じた指導を行うことなどを通じ, インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) を理由とした偏見が生じない

ようにすること｡
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伏見医師会が地域包括支援センターを引き

受けるまでには会員の中で様々な意見があり

ました｡ 伏見区の一部の地域しか担当出来な

い事, 財政的な裏付けが曖昧である等の問題

があったため, 結論が出るまで何回もの会合

が開催されました｡

結局包括支援センターの受諾は大多数の賛

成で可決されたというより, 医療従事者とし

ての理念を優先させる意見が強くて可決され

ました｡

発足後３ヶ月足らずが経過しましたので現

在抱えている問題点を整理してみました｡

１) 重要事項説明書および介護予防支援標準

契約書について

要支援ⅠまたはⅡの利用者に地域包括支

援センターが介護予防支援を実行する時に

交わす契約書および説明書の事｡

私達にも解らない難解な語句を交えた説明

文です｡ そして長すぎます｡ 従って支援が必

要な人に理解していただく事は非常に困難な

事です｡ 契約書も３ページからなる長文です｡

結局めくら判を押していただいている例が多

いと思われます｡

２) 要介護１から要支援など区分が軽くなっ

た人は, サービス内容の低下に戸惑ってお

られます｡ ADL 等状態の変化が認められ

ないのにサービス内容が低下した事を理解

できないのは当然の事と思います｡ 不満の

矛先は行政に向けるべきですがセンターの

職員に向けられます｡

１) ２) については, 行政が介護保険制度

の広報と４月からサービス低下が実施される

事を事前に十分広報しておく必要があったと

思います｡ 我々は説明に時間をとられ本来業

務に支障をきたしています｡

３) 本来要支援Ⅱの人は２回／週のデイサー

ビスを受けることが出来ますが中には受け

入れ機関の少なさで１回／週しか利用出来

ない人がおられます｡

これらの事は行政と非常に関わりがあるこ

とですので, 深草地域包括支援センター運営

協議会に諮ることにしました｡

それぞれに対する行政の回答は上部からの

決まり事との返答でした｡ 利用者の理解が得

られない場合は福祉事務所の窓口で説明しま

すとのことでした｡ ３) に対する回答は是正

するよう努力しますとの事でしたから今後を

見守りたいと思います｡

現在の介護保険の適切な運用がなされても,

高齢者支援が十分とは言えません｡

例えばヘルパーによる通院介助は非常に困

難な状況になりました｡ また ADL が低下し

た利用者宅の家庭ゴミの搬出も解決されてい

ません｡ センターとしては現場での問題点を

利用者, ケアーマネージャー, ヘルパーから

収集する事も重要な仕事と考えます｡ それら

の解決のため民間ボランティアを含めた諸機

関との連携を進める必要があると思います｡

次回の運営協議会ではまず通院介助のボラン

ティアについて社会福祉協議会等と協議しよ

うと思っています｡ 数々の問題は全地域にわ

たる問題でありますから当センターが取り組

む事は地域限定の枠を超えた活動にもなるわ

けです｡

従ってセンター発足当初に危惧していまし

たごく一部の地域のための活動に終わってし

まう事はないと考えます｡

地域包括支援センター
を発足して

伏 見 岡本 英四郎
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｢禁煙外来 保険診療早わかり｣
(日経メディカル開発, 2006, 560円(税込))

(著者のＮＰＯ法人京都禁煙推進研究会 田中医院院長 田中善紹

先生からご寄贈いただきました)

この本で禁煙治療保険適用のポイントがすぐわかります｡ 診療所

や病院の臨床医が, どのように禁煙外来の保険診療を進めればいい

のか, 医師の疑問に具体的に答える実践書です｡ 既刊の ｢禁煙外来

マニュアル｣ (日経メディカル開発, 2005, 2,940円(税込)) と併せ

て活用できるようになっています｡ (田中善紹氏 記)

｢聞きとって・ケア
コミュニケーション (術) としての庶民史｣

野村 拓, 垣田さち子, 吉中丈志編著

(かもがわ出版, 2002, 2000円(税別))

(著者の京都民医連中央病院院長 吉中丈志先生からご寄贈いただ

きました)

上京で高齢者の医療・介護に取り組んでおられる垣田, 吉中両

先生, 日本医療団史の著作など医療史に詳しい野村先生との共編

著であるこの本, 本書というべきではない, は, まさに庶民史, 実感のある庶民史である｡ 実

感が込められている最大の理由は, 単なる聞き取りと調査とは違い, 高齢者の医療・介護に取

り組む場合, 特に介護力を高めようとすれば, 対象とする高齢者の生活史を知ることは絶対的

に必要なことであるから, この本における聞き取りには, より真面目さ, 真剣さが前提として

含まれていたわけである｡

｢こんな暮らしだった｣ ｢西陣の街並みの変遷について｣, 読んでみて大変面白い｡ しかし,

ふと気が付くと, 西陣だけではない, 日本全体があっという間に変わったことを実感させられ

る記述である｡ この本も歴史書ということになる｡ そういえば, 私の学生時代, ｢アカ (共産

党) と結核 (結核患者) は就職できないという実話｣ があった｡ 今の学生には全く理解できな

いことである｡ いつの間にか, アカも結核もなくなった｡

書評としては, いささか脱線したが, この本は, 広く医療・看護・介護関係者に読まれて良

い本である｡ また, 医療・看護・介護を志す学生はぜひ一度は目を通してほしいものである｡

今や ｢じじ｣ ｢ばば｣ のいない家庭から医師・看護師・介護士の育つ時代である｡ この本は年

寄りとはこういうものだとの認識を学ぶためにも格好の本である｡

(中東医師会 泉 孝英氏 記)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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｢やってみようよ！心エコー｣
(インターメディカ, 2005, 3,675円)

(著者である関西医科大学助教授・同附属男山病院内科部長

小糸仁史氏よりご寄贈いただきました)

最初にこの本を手に取り, 表紙の帯のエコー画像に驚かされる｡

表紙をめくるといろいろな食品のカラー写真とそのエコー像が載

せられており取っつきやすい｡

まずＰＡＲＴ－１では超音波がなぜ各臓器を画像として映し出

すのか, また超音波装置の基本原理を分かり易く説明されている｡

ＰＡＲＴ－２では心エコーの基本画像や検査の手順について多くの画像と図を使って, 初心者

の手を取るように細かく平易に説明が書かれている｡ そして最後のＰＡＲＴ－３では質問形式

で日常診療でよくみられる心疾患を中心にどういった点に注意したらよいか, 正常例と比較し

ながら解説されている｡ またＤＶＤが付いており, 実際のエコー画像をみて勉強することもで

きる｡

本書は心エコーの入門書として, 学生, 研修医, パラメディカルだけでなく, プライマリケ

アに携わる一般医にとっても分かり易い解説書といえる｡ 図書室で是非ご一読いただき, 先生

方の手元にも一冊置いておかれたらと思う｡

(府医学術・生涯教育委員会委員長 木谷輝夫)

｢循環器研修ビジュアルシリーズ VOL.６
循環器 physical examination の実際｣

(西陣医師会会員 竹中 健氏よりご寄贈いただきました)

日本循環器学会企画の循環器研修ビジュアルシリーズの ｢循環器

physical examination の実際｣ につき簡単に紹介させていただきま

す｡ このビデオでは, 循環器系の身体診察での視診, 触診, 聴診の

重要性を強調され, 健常者の診察と病的所見データ (視診：ＡＲの

頚部, 心不全の頚静脈の怒張, 左方偏位した心尖拍動｡ 触診：ＡＳ

の shudder, 二峰性心尖拍動, 肺高血圧の傍胸骨拍動｡ 聴診：

ＨＯＣＭ, ＭＲの収縮期雑音, ＡＲの拡張期雑音, ＡＳの楽音様雑

音, 心不全の音, ＭＳＲのランブルと逆流性雑音) をわかりやすく

解説されています｡ このビデオの監修者は心エコーの第一人者である大阪市立大学循環器内科

の吉川純一教授であるが, high technology (心エコー, 血管造影等) が普及したが, それらを

効果的に使いこなすためにも身体診察の必要性を求められ, 実地医家にも役立つものであると

述べられています｡ (西陣医師会 竹中 健氏 記)
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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 ｢子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促進に際しての留意点｣ について (日医常任理事)

本件は, 社団法人日本産婦人科学会および社団法人日本産婦人科医会によりオキシトシ

ン製剤, プロスタグランジン製剤等の陣痛促進剤に関する ｢子宮収縮薬による陣痛誘発・

陣痛促進に際しての留意点｣ が取りまとめられたため, 本会会員に対し本留意点の活用に

ついて求めるものです｡

救急蘇生訓練人形等の貸出について

府医では, 地区医師会・京都市消防局・京都府各消防本部の協力により, 救急蘇生訓練

の啓発を推進しております｡

さて, 下記の救急蘇生訓練人形等について, 医療機関内または地域での救急講習会等で

会員の皆様にご利用いただきたく存じますので, 貸し出しご希望の方は, 事前に京都府医

師会地域医療課救急係 (TEL 075－315－5274) までご連絡くださいますようご案内申し

上げます｡

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ３体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルメーター付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用) ＡＣＬＳトレーニングシステム (コンピュータ付)

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体

・救急蘇生訓練人形 (小児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) スキルガイド付 [人工呼吸・心マッサージ可] ２体

・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体

・救急蘇生訓練人形 (乳児用) [人工呼吸・心マッサージ・背部叩打法訓練可] ２体

・気道管理トレーナー １台

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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平成18年度の兵庫県医師会との親善テニス

大会が兵庫県の当番で６月18日(日) 神戸総

合運動公園にて６面を使って開催された｡ 梅

雨時で直前の天気予報では雨だったが, 天気

が早く回復し, 午前中曇り, 午後晴れとなる

まずまずのテニス日和となった｡

参加者は兵庫側39名, 京都側14名と兵庫側

が３倍となった｡ 京都側２チーム (一部兵庫

側より応援), 兵庫側３チームに分かれ, １

チーム９～10名とし, ダブルス５試合をチー

ム間で戦い, それぞれ３チームと試合をした｡

それぞれの試合は対戦相手を調整したため,

すべての試合で熱戦となった｡

京都側Ａチーム
平杉, 平杉夫人, 玉置, 田端, 古家, 池村

夫人, 池村Ｊｒ, 新井 (兵庫), 竹中 (兵庫)

京都側Ｂチーム
横山, 横山Ｊｒ, 橋本朋子, 堀士, 川島,

川島夫人, 冨井, 美野(兵庫), 原田(兵庫)

対戦成績
Ａチーム

５－０, ３－２, ３－２, 計11－４

Ｂチーム

５－０, ５－０, ４－１, 計14－１

25勝５敗で京都側の大勝となった｡

テニス終了後, 三ノ宮に移動し伝統ある中

華料理店“第一樓”にて懇親会が開かれた｡

運動後であり開宴と共にビールビンがあちこ

ちのテーブルですぐに空になり, さらに紹興

酒も追加され, さすがに美味な北京料理に満

足し上機嫌となり, 円卓テーブルを移動する

人も多く, 兵庫の先生方との再会を喜び, い

つもながらのテニス談義に花を咲かせ, 午後

９時お開きとなった｡

来年は京都で開催される予定である｡

(冨井紘久 記)

兵庫県医師会との
親善テニス大会

国保連合会審査委員会
交替 － 正副会長

この度, 国保連合会審査委員会会長の加藤静允氏が一身上の都合により審査委員を退任され, 審査
委員会正副会長が下記のとおり就任されましたので, お知らせします｡

記
会 長 立入克敏氏 (新任)
副会長 木谷輝夫氏 (留任)
副会長 依田純三氏 (新任)
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通勤災害制度のしくみ
～通勤災害制度が拡大されました～
平成18年４月１日施行改正労災保険法対応版

定価 1,000円 (税込)
体裁 Ａ４版・オールカラー・100頁
発行 ＲＩＣ 財団法人労災保険情報センター

本書の特色
労災保険制度は, 業務災害に対する補償だけでなく, 通勤途上の災

害もその保護対象としています｡ 通勤のあり方が, 勤労者の働き方や

生活の仕方の変化に伴って多様化するなか, 平成18年４月１日から

①単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動, ②複数就業者の事業所間の移動, が新たに通勤

災害制度の保護対象に加えられました｡

本書では, 今回の制度改正の内容も含めて通勤災害制度の全体について, わかりやすく解説され

ています｡

※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 �
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京京京都都都府府府医医医師師師会会会生生生涯涯涯教教教育育育セセセミミミナナナーーー

● ● ● ● ● ��� � � � � ● ● ● ● ●

と き 平成18年７月22日(土) 午後３時～午後５時
と こ ろ 京都府医師会館 (中京区御前通松原下ル)

セセセミミミナナナーーー ｢末梢前庭に起因するめまいの特徴｣
船曳 和雄 先生 (京都大学医学部先端領域融合医学研究機構

システム神経科学部門 特任助教授)

｢虚血性脳血管障害とめまい －診断のポイント－｣
山本 康正 先生 (京都第二赤十字病院神経内科 部長)

｢めまいで発症する脳神経外科疾患｣
塚原 徹也 先生 ((独)国立病院機構京都医療センター脳神経外科 部長)

｢めまいとメンタルヘルス｣
的場 �人 先生 (医療法人桜花会醍醐病院 副院長 (精神科))

デデディィィスススカカカッッッシシショョョンンン

参加費 無 料 ※会員外の方の参加も歓迎します｡

◇参加ご希望の方は, 電話または, ＦＡＸの場合は用紙に所属・お名前を明記し, 質問などがある

場合には記入して, 下記宛先までお申し込みください｡ (申し込みをされた方に参加票はお送りし

ません｡ 当日ご参加いただければ結構です)

京都府医師会 学術・広報課 〒604－8585 中京区壬生東高田町１－９ (御前通松原下ル)

TEL：075－315－5276 FAX：075－314－5042

乳がん検診精密検査実施医療機関の指定について

府医では, 乳がん検診にかかる精密検査実施医療機関の指定について, 検診方法 (視触診のみ, 超

音波併用, マンモグラフィ併用) に関わらず, 下記の基準をすべて満たすことを条件としております｡

[乳がん検診の精密検査が実施可能な医療機関]

①マンモグラフィ撮影装置がある｡

②体表用超音波検査装置がある｡

③穿刺吸引細胞診を実施できる｡

④読影講習会を受けた医師がいる｡

⑤撮影技術講習会を受けた技師がいる｡

そこで毎年, 京都府内の医療機関を対象に乳がん検診の精密検査実施に関する調査を行い, 上記の

条件を確認した上で, 精密検査医療機関名簿の更新を行うことになりました｡

条件のいくつかを満たしていると思われる医療機関には, 別途調査票を直送しておりますが, 調査

票の届いていない医療機関で, マンモグラフィ撮影装置の購入等により上記条件を満たし, 精密検査

を実施していただくことが可能となった医療機関がありましたら, お手数ですが７月25日までに府医

事務局 (担当：地域医療課乳がん検診係 075－315－5278) までご連絡ください｡



平平成成1177年年度度 ｢｢会会員員意意見見調調査査｣｣ かからら

今回は介護保険制度を取り上げました｡

PART.６ 介護保険制度について

設問：『介護保険制度への医師の関

与』 (図１) は, ｢ある程度かかわ

るべき｣ が46.4％, ｢積極的にかか

わるべき｣ が29.6％と, ｢あまり積

極的にかかわるべきではない｣ (4.2

％) ｢全くかかわらない方がいい｣

(2.1％) と大きな差となり, 一定の

関与を必要と考えている会員が多

いようである｡ さらに, 『医師のか

かわるべき内容』 (図２) について

は, ｢主治医意見書の記載｣ が最も

多く, 次いで ｢在宅医療など要介

護者への医療提供｣ となっている｡

設問：『介護支援専門員 (ケアマネー

ジャー) と連携』 (図３) は, ｢普

通｣ が33.5％と最も多い回答である｡

｢非常に良くできている｣ ｢良くで

きている｣ を合わせると20.1％,

｢あまりできていない｣ ｢全く連携

していない｣ は36.5％となり, どち

らかというとできていないという

意見が多い｡

16
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集 特
集

図１ 介護保険制度への医師の関与について

図２ どのような内容で医師がかかわるべきか

図３ 介護支援専門員と連携できているか
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特

集
設問：『サービス担当者会議 (ケア

プラン作成のための会議) への出

席』 (図４) は, 参加しているとの

回答は２割で, ｢要請されたことが

ないのでわからない｣ が56.9％と過

半数となっている｡ 『会議に参加し

ていない理由』 (図５) としては,

｢主にＦＡＸ連絡票や電話など他の

方法で情報を伝えている｣ が最も

多く, 会議には出席していないが

関係者との連携は行われているよ

うである｡ 次いで, ｢忙しくて時間

がない｣ との回答も多く, 日程が

決定後に連絡があるためとの意見

がみられる｡

設問：『介護保険と高齢者医療制度

の関係』 (図６) は, ｢わからない｣

を除くと, ｢介護保険制度内の医療

部分を医療制度に戻すべき｣ が27.8

％, 次いで, ｢現状のままでよい｣

(16.5％), ｢統合すべきである｣

(16.2％) の順である｡ 会員区分毎

(図７) では, Ａ・Ｄ会員は ｢現状

のままでよい｣ が18.1％と ｢統合す

べきである｣ の13.4％を上回ってい

るが, Ｂ・Ｃ会員では反対に ｢統

合すべきである｣ が23.0％で ｢現状

のままでよい｣ は12.8％である｡

図４ サービス担当者会議への出席について

図５ サービス担当者会議に参加しない理由

図６ 介護保険制度と高齢者医療制度の関係

図７ 介護保険制度と高齢者医療制度の関係 (会員区分)
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【報 告】

１. 第２回会費検討特別小委員会の状況

２. 特定非営利活動法人京都地域連携医療

推進協議会理事会・総会の状況

３. 新規個別指導の状況

４. 産業医研修会の状況

５. 平成18年度第１回京都子どもネットワー

ク連絡会議の状況

６. 第１回学校保健委員会の状況

７. 京都府介護支援専門員協議会平成18年

度通常総会の状況

８. 第16回京都府救急救命士会総会・研修

会の状況

９. 第１回京都市国民保護協議会の状況

10. 第16回 ｢京都市救急救命士に関する懇

話会｣ の状況

11. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第４回作業部会の状況

12. 第１回肺がん対策委員会の状況

13. 第１回感染症対策委員会の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. 第１回図書室検討小委員会の状況

16. 第１回生涯教育検討小委員会の状況

17. 第１回医療事故処理室の状況

18. 平成18年度第３回近医連常任委員会の

状況

19. 平成18年度関西医師会連合常任委員会

の状況

20. 平成18年度救急医療功労者厚生労働大

臣表彰候補者の推薦の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会14件を可決

22. 常任委員会の開催を可決

23. 地区医師会との懇談会の開催を可決

24. 京都府医師会館クールビズの実施を

可決

25. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会委員の

推薦を可決

26. 平成18年度 ｢愛の血液助け合い運動｣

の後援を可決

27. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第５回作業部会の開催を可決

28. 地域ケア委員会委員の追加委嘱を可決

29. 平成18年度薬物乱用防止教室講習会へ

の出席を可決

30. 京都府北部養護教諭新規採用者研修へ

の講師派遣を可決

31. 健康日本21対策委員会委員の委嘱替え

を可決

32. 府医学術講演会の開催を可決

33. 京都府准看護師試験委員の推薦を可決

34. 看護専門学校校舎管理業務委託契約を

可決

35. 看護専門学校平成19年度募集要項を

可決

36. 看護専門学校平成19年度学生・生徒募

集要項の作成を可決

37. 都道府県医師会個人情報保護担当理事

連絡協議会への出席を可決

38. 京都府医療推進協議会平成18年度第１

回実行委員会の開催 (出席) を可決

第10回定例理事会 (６.15)

理
事
会
だ
よ
り
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理
事
会
だ
よ
り

～ ８月度請求書 (７月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (木) 午後５時まで

＊医保分点検＝９日

△

国保 10日 (木) 午後５時まで

＊国保分点検＝９日

△

労災 14日 (月) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 京都府医療審議会の状況

３. 第１回情報企画委員会の状況

４. 医師バンクにかかる府医療室との懇談

の状況

５. 私病協との懇談の状況

６. 第１回社会保険研究委員会の状況

７. 個別指導の状況

８. 国保合審の状況

９. 京都労働基準連合会平成18年度通常総

会の状況

10. 平成18年度産業医研修会集中講座の状況

11. 平成18年度京都府学校保健会第１回理

事会の状況

13. 第１回がん登録事業委員会の状況

14. 第２回救急委員会の状況

15. 第３回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

16. 第33回くらしと健康展第２回実行委員

会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 第１回スポーツ医学委員会の状況

19. 平成18年度第１回都道府県医師会長協

議会の状況

【議 事】

20. 会員の入会・退会５件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 京都府医師会諸会費の免除を可決

23. 事務職員の夏季休暇を可決

24. 医療療養病床の診療報酬に関する説明

会の共催を可決

25. 産業保健委員会委員の委嘱と第１回委

員会の開催を可決

26. 第11回近畿産業医部会研修会の後援を

可決

27. 乳がん検診委員会委員の委嘱替えを可決

28. 大阪府医師会学校医部会設立30周年記

念式典への出席を可決

29. 京都府医師会指定学校医の指定と指定

証の発行を可決

30. 第４回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

31. 救急告示医療機関の指定申請を可決

32. 勤務医部会幹事会幹事の委嘱と第１回

幹事会の開催を可決

33. 府医学術講演会の開催を可決

34. (独)国立病院機構南京都病院結核研修

会の後援並びに日医生涯教育講座 (３単

位) の認定を可決

35. 平成18年度救急処置講習会への講師派

遣を可決

36. 第５回アクアスロン京都大会への医師

派遣を可決

37. 看護専門学校教室の空調機洗浄を可決

第11回定例理事会 (６.22)




