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現在の京都府医師会館 (写真中央) が昭和41年
７月30日落成される以前の幻ときえた建築計画
案の諸図｡

昭和34年３月医師会館建設問題が雑談の間におこり, 昭和37
年12月16日府医代議員会で正式決定後, 昭和38年12月第１回設
計委員会が開かれ設計の具体化が始まった｡ 翌年４月中旬まで
に基本設計図が公募され11社が応募, 昭和39年７月設計図は３
社に絞られた｡ 会館完成までの７年間に及ぶ建設にともなう前
後のいきさつについては 『京都府医師会20年史』 (P406-458)
に詳しい｡ この書中に ｢新医師会館の建設はいかに開業年齢の
長い医師にとっても, 一生に２回もこれに参画することは絶対
に出来ない｣ と述べる｡ 参画云々は別にして医師会員高齢化の
今日, ＪＲ二条駅前の新しい医師会館どのような建築物になる
のか今から楽しみの高齢会員も多いと思われる｡

奥沢康正 (西京区)
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冒頭, 森府医会長が挨拶にたち, 昨年９月

の衆議院選挙で自民党が296議席と圧勝した

時から状況は一変｡ 国民から全権を与えられ

たかのように振る舞う小泉政権の下, 医療制

度改革が郵政民営化の次のターゲットになり,

これに対し日医も1,760万筆の署名を集め対

抗したが, 請願に必要な紹介議員の獲得が不

可能となり要請に終わってしまったとこれま

での経過を振り返った｡

また医療制度改革では介護療養病床の廃止

について触れ, 地域医療の混乱を招く大問題

であり, このままでは医療環境はとんでもな

い事態におちいる可能性があるとの憂慮を示

した｡ 実際の現場では在宅に帰りたくても帰

れない人もおり, 全てを社会的入院としてひ

とくくりにしても良いのか等, 問題が多く,

今後, 私病協・府病協とともに対応策を協議

していきたいとの見解を示し, 会員の理解と

協力を求めた｡

診療報酬改定後の問題点で議論

久山府医副会長から診療報酬改定後の問題

点について説明｡ 今回の改定は診療報酬本体

が1.36％の引き下げで3,800億円, 小児科・産

婦人科に対する上乗せ分が1,400億円となっ

ており, その増額分は他科の診療報酬の減額

で賄うことになり, 開業の先生方にはほとん

ど還元されていないと説明した｡ その中でも

コンタクトレンズについては900億円の減額

となったが, 初診・再診料の減額が600億円

であることを考慮すれば全体の５％に満たな

い眼科医が900億円の減額分を負担をしてい

ることになることに不快感を露わにした｡

また, 伏見医師会が実施した診療報酬改定

に対するアンケート結果を紹介し, 62医療機

関のうち, 減収が43医療機関で, 前年に比べ

て１割近い減収であった｡ 減収の内訳につい

ては, 初診料・再診料, 投薬・注射, リハビ

リ関係が多くを占めた｡ また, 増収の医療機

関は４医療機関で, 在宅, 画像診断, 手術,

処置等で若干増えたのではないかと報告した｡

地区からは, 他団体が医療制度改革反対の

署名を集めて新聞にも取り上げられたが, 日

医・府医も積極的に反対運動を展開していた

だきたいとの要望が出された｡ これに対し安

達府医副会長は, 日医社会保険診療報酬検討

委員会が９月に開催されるが, その場で今後

の方針を含め議論されるのではないかとし,

基本的にはそれ以降でも良いのではないかと

考えていると説明した｡ また, 今回の診療報

酬は3,800億の減額としていたが, 大事なこ

東山医師会と府医執行部との懇談会が７月14日(金) 東山医師会事務所において開催され,

地区から15名, 府医から６名が出席｡ 大本一夫東山医師会副会長司会のもと２時間にわたり活

発な意見交換が行われた｡

東東 山山
医師会との懇談会

診療報酬改定後の問題点などで意見交換

東山医師会との懇談会 (７.14 東山医師会事務所)
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とはこれ以外に検体検査料の適時見直しで外

注している検体検査の点数がすべて下がって

いることだと指摘｡ 検査料には差益があり医

療機関の収益となっていたが, これも下げら

れたうえでの3.16％の減額である｡ 平成16年

の改定はプラスマイナスゼロであったが, 小

児科・産科等の点数を上げた原資は検体検査

料のマイナスで補った経緯がある｡ 今回医療

機関が受ける影響は公表されている以上に大

きいのは当然であると述べた｡

また久山府医副会長は領収書発行の義務化

にふれ, 結論からいえば発行の義務化には問

題があり, その理由としては査定等で確定額

でないこと, 内容そのものが誤解を招きやす

いこと等をあげたが, 今後は発行しなければ

療養担当規則違反になるとして注意を促した｡

医政活動の今後の方針
について見解問う声

地区から医師連盟の運動について, 政権与

党でないとわれわれの主張も反映されないと

いうのは理解できるが, 今後も従来どおりの

方針で医政活動を進めるのか, あるいは個々

に医療に関し理解のある議員と対話しながら

支援していくのか, 今後の方針を示していた

だきたいとの質問に対し, 森府医会長はいつ

までも政権与党にすり寄っていてもいいのか

非常に微妙な段階にきているとしたうえで,

この４年間, 医師連盟会長として会員の先生

方にいろいろとお願いしてきたが, 現実との

ギャップを常に考えながら行動してきたと説

明｡ さらに, 京都選出の民主党議員ともコン

タクトをとり議論をしてきたが, 医師会とは

意見が合わない部分もでてくるのは事実であ

るとした｡ 小泉政権も後半３年は独裁政権と

なり医師会が働きかける余地は非常に少なく

なってきているが, 今回の医療制度改革につ

いては近医連, 日医を通じて働きかけていく

が, 政治的なアプローチも必要であり従来ど

おりの活動もしていくとした｡ さらに来年の

参議院選挙については, 府医連としては今後

の日医連執行委員会の動向を見ながら対応し

ていくと述べた｡

医師不足問題や消費税等についても

その他, 地区からは, 医師不足の問題につ

いても厚労省や日医で真剣に取り組んでもら

いたいとの要望とともに, 京都府におけるド

クターバンクに関する質問が出された｡ これ

に対し藤村府医理事より, すでに京都府では

日赤と府医大から産婦人科医が派遣された実

績もあり, 府医でも今後, 医師不足対策特別

委員会を設置し, 医師バンクをどのように運

用すべきか検討していく予定であると付け加

えた｡

また消費税の引き上げが実施された場合,

医療機関はどう対応すべきかの質問が出され,

森府医会長は, 厚労省が過去に診療報酬に含

まれているという見解を述べているので, ど

の程度含まれているか現在日医総研で調査中

であると説明｡ 今後８％になるのか10％にな

るのかは見通しがたっていないが, 課税業者

となるほうがよいのかどうかも含めて検討し

ていきたいと述べた｡

その他, 療養病床の再編問題, ニコチン依

存症管理料の指定施設, 検診事業を巡る諸問

題等について質問・要望がなされた｡
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平成18年７月13日(木) 日本医師会館にて都道府県医師会個人情報保護法担当理事連絡協議

会が開催され, 京都府医師会からは橋本庶務担当理事が出席した｡

唐澤日医会長の挨拶に引き続き, 個人情報保護法の全面施行後の状況が説明され, 漏洩の事

案や苦情相談数が示された｡ この法律はごくおおざっぱな取り決めを定めたもので, 金融, 情

報通信の分野だけでなく, 医療関係についても別個の法体系が必要になるかもしれないとの見

解が示された｡ その内容は多岐にわたるが, 医療関係では個人情報保護法第23条 ｢第三者提供

の制限｣ の第三者提供の例外についての見解が示された｡ 例えば警察や検察からの刑事訴訟法

に基づく捜査関係事項照会等については ｢法令に基づく場合｣ に該当すること, また, 昨年４

月のＪＲ福知山線の列車事故による患者照会の際に混乱を招いた教訓から, 大規模災害や事故

等の緊急時に患者の家族等から医療機関に対して患者に関する情報提供依頼があった場合は

｢人の生命, 身体または財産の保護に必要な場合｣ に該当すること, さらに地域がん登録事業

において, 地方公共団体から医療機関に対して, がんの診療情報の提供依頼があった場合は

｢公衆衛生・児童の健全教育に必要な場合｣ に該当することが示された｡

診療に関する ｢２つの指針｣ を示し, 会員への周知求める

続いて, 日本医師会がこれまで行ってきた個人情報保護法に関する事業の紹介とともに ｢診

療に関する個人情報の取り扱い指針｣ と ｢診療に関する相談事業運営指針｣ の制定の経緯につ

いての説明がなされ, 我々医師会が取り組むべき事項として, (１) 会員に対する本２指針の

周知として講習会の開催や会報等による情報提供, (２) 指針の内容の正しい理解として個人

情報保護法と厚労省ガイドライン・Ｑ＆Ａ等の理解・把握に努めること, (３) 窓口体制の整

備・点検として, 苦情や相談の受付・対応の手順の整備とそれらの苦情等の円滑な報告手順が

必要とされた｡

医師あるいは医療機関に対する ｢診療に関する個人情報の取り扱い指針｣ の内容については,

具体的に診療録等の取り扱いと保管・利用についてや第三者提供に関する事項の紹介, 個人情

報の本人への開示, 苦情・相談への対応などが示されている｡

また, 患者ないしはその家族に対する ｢診療に関する相談事業運営指針｣ の内容については,

診療に関する相談窓口の設置や, 教育・研修および支援等が示されるとともに, 都道府県医師

会において ｢診療情報提供推進委員会｣ の設置の義務づけや郡市区医師会にも必要に応じて

(診療情報提供推進委員会を) 設置するといった内容が盛り込まれた｡ 本２指針については19

年１月１日より施行することになっている｡
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６月20日(火) 第１回社会保険研究委員会が開催された｡

冒頭の挨拶で, 久山府医副会長から委員就任へのお礼とともに, 今期の委員会では ｢真に国

民に信頼される医療制度とは｣ という諮問で議論を進めていただきたいと依頼があった｡ また,

委員会で協議された内容は京都府医師会を通じて近畿医師会連合, 日本医師会などへ提言して

いくということのほか, 医療制度改革法案が先日の国会で成立したことへ懸念を示すとともに,

今後政府がどのように改革を推進していくのかを見極めながら我々がすべきことを鋭意検討し

てもらいたいと述べた｡

今期の委員長には渡邊能行氏 (府医大), 副委員長には名和正訓氏 (東山) を選出｡

第１回の委員会では, ｢真に国民に信頼される医療制度とは｣ という諮問の下, 国民は日本

の医療をどう評価しているのか, 現行制度における医師不足をどのように解消していくのか,

京都府北部・南部の地域医療は今後維持できるのか, 厚労省は医療費と医療安全をどのように

考えているのか, 政府はこの国の医療をどうしたいのか等, 様々な意見や指摘があった｡

現在の医療政策は, 小泉首相が議長をする ｢経済財政諮問会議｣, 安部官房長官の諮問機関

である ｢社会保障の在り方に関する懇談会｣, 自民党の ｢歳出改革に関するプロジェクトチー

ム｣ などで財政を前提した政策案が検討されている｡ さらに６月14日の参院本会議では, 療養

病床削減案などが盛り込まれた医療制度改革法案がついに可決され成立した｡

今後医療を取り巻く問題は, 患者やその家族, ひいては地域社会を巻き込んで大きく混乱す

ることが予測される｡

そのような社会的・経済的な状況を踏まえ, 今期社会保険研究委員会では, 医療の根幹部分

である医師不足をどう解消するか, 医師育成の制度に問題はないか, 今ある医療資源を地域医

療の中でどう活用していくのか, 医療の実態を正確に国民知らせるためにはどうすればよいの

か, 医師会をはじめとした医療系の団体はどのような手法で政府に提言していくべきか等につ

いて２年間にわたり協議・検討していくこととなった｡

社会保険研究委員会
諮問事項

真に国民に信頼される医療制度とは

委�員�会�だ�よ�り�

＜社会保険研究委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

岡林 秀興 (下西) 城守 国斗 (左京) 三橋 尚志 (左京)
○名和 正訓 (東山) 小森 直之 (山科) 古家 敬三 (伏見)
冨士原正人 (福知山) ◎渡邊 能行 (府医大) 余語 真夫 (同志社大)
川端 眞一 (京都新聞ＯＢ)

担当副会長 安達秀樹 担当理事 西村秀夫・大藪 博・内田寛治・松井道宣・福州 修
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平成18年７月10日, 京都府医師会館において 第１回の医療安全対策委員会が開催された｡

本委員会は各専門医会, 病院関係, 京都府看護協会, 京都府薬剤師会, 弁護士の23名の委員,

オブザーバーとして京都府・京都市で構成されている｡

冒頭, 久山府医副会長より, ｢今日マスコミによる恣意的な報道により医療への信頼が低下

してきている｡ 信頼を取り戻すためにも医療安全に取り組み, 開かれた医師会を実現していき

たいと考える｡ 日医でもいわゆるリピーター医師に対する研修会を開催している｡ 京都府医師

会では平成15年より医療安全対策委員会を立ち上げ, 平成16年度からは, 府民・市民向け小委

員会と会員向けの小委員会に分けて検討してきた｡ 自浄作用に関しては日医より検討すること

が求められているが, 京都府医師会では自浄作用をプロフェショナルオートノミーと考えてお

り, この医療安全対策委員会で検討をお願いしたい｣ と挨拶があった｡

委員の自己紹介のあと, 正副委員長選出が行なわれ, 委員長には山木垂水氏 (下西), 副委

員長には齋藤信雄氏 (下西) が選出された｡

山木委員長からは, この医療安全対策委員会において ｢府民・市民向け｣ ｢会員向け｣ に何

を発信していけばよいか大変難しいものがあると考えている｡ 前期の委員会で行なった ｢医療

安全シンポジウム｣ ｢医療安全講演会｣ については, 今期の委員会でも引続き行なっていきた

い｡ また医療安全については各都道府県医師会単位でも検討されているので, 本委員会として

は ｢新しい医療安全文化｣ を目指して, 開かれた医師会が実現出来るように検討していきたい

と述べられた｡ 齋藤副委員長からは, 医療は間違いをしないものから ｢TO ERR IS HUMAN｣

の著書が出て人は間違いをするものであるとの概念に変わってきた｡ それに伴い, 医療サイド・

患者サイドが医療安全を一緒になって考えていくことを目的に ｢新しい医療安全文化｣ を提唱

してきたものである｡ そして医療安全に関しては, 個々の病院単位では取り組まれているが,

開業医に対してはこの委員会が方向付けをしなければならないと考えていると述べられた｡

医療安全対策委員会
諮問事項

＜医療安全対策委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

山内 知 (京都内科医会) 原 洋 (京都胸部医会)
林 鐘声 (京都小児科医会) 上田 尚司 (京都外科医会)
貫戸 幸彦 (京都産婦人科医会) 村田 豊隆 (京都府眼科医会)
豊田弥八郎 (京都府耳鼻咽喉科専門医会) 大瀬 千年 (京都皮膚科医会)
野々村光生 (京都泌尿器科医会) 東原 繁樹 (京都精神科医会)
田中 義文 (京都府麻酔科医会) 澤 美彦 (京都消化器医会)
澤村 弘治 (京都整形外科医会) 日下部素子 (京都形成外科医会)
小出 操子 (京都糖尿病医会) 武田 敏也 (京都透析医会)
垣田 清人 (京都脳神経外科医会) ○齋藤 信雄 (京都府病院協会)
武田 隆久 (京都私立病院協会) 我部山キヨ子 (京都府看護協会)
砂川 雅之 (京都府薬剤師会) ◎山木 垂水 (学識経験者)
服部 達夫 (弁護士) 京都府・京都市 (オブザーバー)

担当副会長 久山 元 担当理事 大藪 博・岩�武輝・松井道宣・俣野憲一
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今後の医療安全に関しての検討については, 来年の２月開催予定の医療安全シンポジウムの

実施案の意見をアンケートによって出してもらい, ９月11日(月) の第２回の医療安全対策委

員会で検討することとした｡

７月18日に第１回医業経済・融資斡旋委員会が開催された｡

最初に森会長から, 医業経営は学術と並んで医師会活動の柱であり, 従来に増して積極的に

取り組んでいきたい｡ 特に融資については制度の充実を進めたいと考えている｡ 医業経営が益々

厳しくなる中, 医業経営の健全化に向けてのご提言をいただいと挨拶があった｡ 次いで正副委

員長の選出に入り, 委員長に名和正訓氏(東山)が, 副委員長に宮田 健氏(山科)が選出された｡

当日は, 融資の１件が審議・承認された｡ また, 本年４月からの会社法の改正について久本

委員から説明を受けた｡

委員会は, 毎月第３月曜日午後２時半から定例開催される｡

医業経済・融資斡旋委員会
諮問事項

＜医業経済・融資斡旋委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

木戸 敬 (中西) 小室 光 (右京) ◎名和 正訓 (東山)
西村緊一郎 (伏見) ○宮田 健 (山科) 向原 純雄 (勤務医)
久本 恒雄 (学識)

担当副会長 久山 元 担当理事 大藪 博・俣野憲一

学校医部会幹事会
諮問事項

事業のさらなる充実・発展を目指して

＜学校医部会幹事＞ (○＝副部会長)

出口 武司 (北) 豊田 武夫 (上東) 林 鐘声 (西陣)
俵 良裕 (中東) 坂中 俊男 (中西) 種田征四郎 (下東)
清水 忠雄 (下西) 東道伸二郎 (左京) 酒井 晃 (右京)
青木修一郎 (西京) 橋平 誠 (東山) 蘆原 亨 (山科)
松井 哲雄 (伏見) 鈴木 幸園 (乙訓) 西野 泰典 (宇久)
○河村 宏 (綴喜) 柳澤 衛 (相楽) 藤原 史博 (亀岡)
高屋 和志 (船井) 野間 俊二 (綾部) ○前田 憲男 (福知山)
西村 修一 (舞鶴) 細見 史雄 (与謝) 上田 誠 (北丹)
原山 憲治 (眼科) 星谷 徹 (耳鼻科)

(部会長推薦) 福田 濶・上田 忠・○長村吉朗・川勝秀一・上原春男・久山 元・
○畑 雅之・柏井真理子
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第１回の学校医部会幹事会が７月18日(火) に開催された｡

冒頭, 部会長である森府医会長より, ｢前期に検討願った指定学校医制度については, 今年

度, 指定証を発行する等, すでに動き出している｡ 数少ない子どもたちが生活しやすい, 子ど

もたちのためになる学校現場にすべく我々学校医が取り組むべき課題は生活習慣も含め多くあ

ると考えるので, 忌憚のない意見交換により, 適切なアドバイスをいただきたい｡ また, 学校

検尿事業の府内全域への拡がりにも協力をお願いしたい｣ との挨拶があった｡

今期学校医部会の副部会長選出では, 京都市学校医会会長の長村吉朗, 綴喜の河村 宏, 福

知山の前田憲男, 綾部の畑 雅之の４氏が選ばれた｡

17年度の事業については, 特に指定学校医制度の発足についての報告がなされた｡ 本年４月

１日付で指定学校医820名を指定, すでに指定証の送付を終えている｡

18年度の事業計画については, 前年度同様, 心臓検診・学校検尿事業をはじめとする各種事

業の充実を図ることを確認, また, 本年度の学校医研修会の主務地である, 綴喜・福知山両地

区の幹事にご協力を依頼した｡

各幹事からは, 地区の状況, また, 指定学校医更新のための単位取得についての要望等が出

された｡

今期の第１回学校医部会学校検尿事業委員会が, ７月19日(水) に開催され, 委員12名の中

から, 委員長に川勝秀一氏 (中西), 副委員長には舘石捷二氏 (左京) が選出された｡

平成16年度から京都市の委託を受けて実施している本事業は会員各位のご協力を得てすでに

軌道にのり, 委員会においては追跡すべき事例について詳細な検討を行う等により一定の成果

を挙げているが, 今期の委員会では, これまでに明らかになった問題点の修正を図りつつ, さ

らなる充実・発展を目指したい｡ また, 本事業を府内全域に拡げるべくＰＲにも力を注ぎたい

と考えている｡

学校医部会学校検尿事業委員会

＜学校検尿事業委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

○舘石 捷二 (左京) 長村 吉朗 (東山) 藤田 克寿 (伏見)
奥原 賢二 (右京) ◎川勝 秀一 (京都市立) 小松 博史 (第一日赤)
木� 善郎 (第一日赤) 石割 康平 (綾部市立) 深津 敦司 (京大)
依藤 亨 (京大) 西田眞佐志 (府医大) 小坂喜太郎 (府医大)

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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今回は数ある医事会計請求システム (レセコンシステム) の中でＯＲＣＡ日医標準レセプト

ソフト (略称 『日レセ』) につき解説する｡

公開当初は不具合等もあって悪評もあった｡ しかしその後は確実に改良が進み, 現在のそれ

は非常に成熟したソフトに完成している｡ 府医執行部としても会員の先生方に自信を持ってお

勧めできるので, 現行で使用されているレセコンリース終了時等には是非一度 『日レセ』 導入

をご考慮いただきたい｡

本年３月に発表された日医による会員日レセ導入調査結果報告書 (有効回答数538) におい

ても, 導入後の満足度において ｢非常によい｣ 33.3％, ｢まあまあ良い｣ 41.3％で計74.6％が

｢満足｣ と回答し, ｢普通｣ が12.7％, ｢不満｣ は9.5％であった｡

今後の情報企画レポートでは実際の導入に関わるサポート業者の話, 導入された会員のご意

見等を日レセシリーズとして順次掲載予定としている｡

『日レセ』 とは

● ＯＲＣＡプロジェクトは ｢医師会総合情報ネットワーク構想｣ の一環として平成12年４月

より開始された日医総研の研究プロジェクトで, その第一弾が日レセソフトの開発・公開・

無償提供｡

● 当初はレセプト専用機用ソフトとして公開されたが, 将来の医師会オンライン型ネットワー

ク端末としてこのレセプト専用機を拡張・発展できる設計がすでにこのソフト内になされて

いる｡

● 日医総研において日医会員の会費から莫大な資金が投入され日医会員のため独自に開発・

設計された｡

特 徴

● 導入･運用コストが廉価｡

大手レセコンメーカーの価格構成はソフト代, 専用ハード機器代, 導入設定費用等からな

る｡ 一方, 日レセはソフトについては無償提供され, 使用するハード機器も市販のものを使

用できるため廉価な導入費用であり, その後も廉価な運用費用ですむ｡

初期導入価格は日医総研でまとめたものでは全国平均120～130万円程度であり, これ以降

はハード機器が故障した場合にのみ, そのハード単体機器交換ですむ｡

メーカー品のレセコンに日レセに標準搭載仕様の各種ソフトをすべて搭載したと仮定した

場合, 大手レセコンは初期導入価格は約300万円｡
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仮に５年ごとに大手レセコンを入れ換えする場合はハード機・ソフトの総買い替えが必要

であるが日レセはハード機器のみ入れ替えですむ｡

この条件設定で年間保守料も勘案して試算すると10年では日レセ360万円, 大手レセコン

850万円の総コストが必要, 15年では日レセ500万円, 大手レセコン1300万円｡ (日レセの場

合, ハード機器は現実には５年ごとに必ずしもすべて入れ替える必要はなく, 本試算よりさ

らに廉価となる)

● 日医総研が ｢日医ＩＴ認定制度｣ を制定し, 医療機関への日レセを導入・保守を正しく行

える全国の事業所 (ベンダー) を認定｡

導入やそれ以降も安心して使用できるようこれをサポートする専門知識をもった日医認定

サポート事業所 (認定ベンダー) を現在全国126箇所で認定｡

● バージョンアップや点数改正時に無料でダウンロード可能｡

バージョンアップ・プログラムや点数改正時のマスタなどもＯＲＣＡネットワークセンタ

から無料でダウンロードできる｡

● 今後も改良が継続され, かつ新しいソフトが無料で会員に提供される｡

常に改良・発展し国内最高水準のレセ請求システムを志向しており, 今後も開発される新

しいソフト等が無償で利用できる｡

● ソフト保守サービスが将来とも中断されない｡

ＯＳは Linux オープンソース方式で, Windows を利用した他のパソコンレセソフトにある

ような一方的なWindows サポート中止には無関係｡ (日レセは端末機にWindows を使用する

ことも可能) メーカー品のようなソフト旧式化によるサポート中止がなく, 日本医師会が存

続する限りサービスは継続されることが確約されている｡

● 近い将来に展開される日医会員間のネットワーク構想に対応する機能を装備しており, 今

後開始される日医や会員, 会員間の情報交換ネットワークの基盤となる｡

医療機関におけるシステム構成

● 導入・保守には日医が認定した認定サポート事業所 (認定ベンダー) を利用するのが確実

(有償)｡

● 標準構成は市販のパソコン２台とレーザープリンタ１台｡

● このパソコンは操作端末としてだけでなく急な故障時に備えデータを二重に持つメインサー

バ・サブサーバの役目も果たす｡

● 不慮の事故・災害に備え医療機関が希望すれば院内データを暗号化してオンラインで

ＯＲＣＡネットワークセンタにバックアップ保管可能であるが, 個人情報保護法施行以降こ

のサービスは現在中断されている｡

その他の機能

● レセ電算処理システムを標準搭載しており, 将来のレセオンライン化に対応し総括票の手

書きは不要となる｡

● レセプト作成・提出時に ｢保険者番号抜け｣ ｢病名抜け｣ ｢病名と薬剤｣ ｢病名と検査｣ 等

の各種チェック機能あり｡

● 医薬品併用禁忌チェック機能あり｡
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● 薬剤情報提供書作成機能あり｡

● 診療費請求明細書作成機能あり｡

● ＯＲＣＡネットワークセンターから毎日最新情報の配信を受けることが可能｡

● 労災・自賠責レセプト作成機能標準装備｡

● 公費請求対応｡

● 健康保険証のＩＣカードや支払デビットカードにも対応 (現在一部で試行)｡

● 各種電子カルテにも接続対応 (日レセには CLAIM規格を標準搭載)｡

● 入力端末としてWindows, MacOS も使用可能｡

● 日医総研が無償で提供する 『医見書』 (主治医意見書・訪問看護指示書作成ソフト) や

『給管鳥』 (給付管理・介護報酬請求ソフト) とデータ連係が可能｡

またWOLF (サマリ, 検査データ, 診療情報提供書) を利用可能｡

● レセコンデータを希望する形で活用することが可能｡

● 今後の被保険者カードのＩＴを利用した資格確認自動読み取りについて計画が進行してい

るが日レセでは無料での対応を予定｡

将来計画

各医療機関の承諾のもとに患者個人を特定できない形で患者統計データを日医に蓄積し, こ

れをもとに公正な医療政策への提言を行う｡

日本医師会情報ネットワークの基盤と位置付け, 今後は日医電子認証局経由の診療情報提供

書のやりとりや各種の会員情報交換の場とする計画が進行中である｡
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最近の日レセソフトの普及状態

日レセ導入件数は全国的にここ１～２年で急激に上昇してきている｡

またこれに比例するかのように大手レセコンの価格は低下し, 現行価格まで値下げが行われ

たがそれでも日レセの倍以上の金額を出費する必要がある｡
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以上, 今回は日レセがコスト面ならびに次々に提供されるソフト供給体制面において既存の

大手レセコンに比べ, いかに優位性があるかを報告した｡ しかしユーザーにとってはもう一点,

レセコン導入後の保守サポート体制に大きな関心があろうかと推察される｡ ここで重要な役割

を果たすのが日レセ認定サポート業者の存在であり, 次回情報企画レポートは実際の導入に関

わるサポート事業者につき報告予定としている｡

ＯＲＣＡホームページ ： http://www.orca.med.or.jp
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前期に引き続き, 今期も医事紛争と医業経済を担当しております｡ 私の担当の分掌を紹介させて

いただきます｡

医事紛争につきましては, 日本医師会に入会されますと, 日医医師賠償責任保険に加入され, 日

医Ａ会員個人の責任を補償します (日医Ｂ・Ｃ会員は対象になりません)｡

区分 Ａ１会員…病院・診療所の開設者・管理者 (府医Ａ会員)

保険料は日医年会費130000円のうち70000円

Ａ２会員…勤務医 (府医Ｂ・Ｃ会員)

保険料は日医年会費83000円のうち55000円

対象となる事故は, 医療行為として生じた体の障害につき損害賠償を請求され, その請求額が100

万円を超えるものです｡ ここで注意を要するのが, 100万円以下は免責になること, 施設保険が付い

ていないことです｡ 100万円の自己負担は, ｢事故の痛みを感じ, 再発防止に努力すべし｣ という理

念から制定されています｡

府医では, 日医の保険でカバーされない免責部分と施設保険を付けた100万円医師賠償責任保険を

用意し, 府医の100％出資会社ケーエムエーが取り扱っています｡

そして医療事故が発生した際には, 医療事故処理室で検討し, 責任の有無や賠償額が100万円以上

の場合は日医に付託し, 100万円以下の場合は, 寄与率・帰責金額を決定しています｡ まだ府医の100

万円以下の医賠責保険の加入が少ないので, 多数の会員の入会をお勧めしています｡

また04年４月より新医師臨床研修制度が施行され, 府医でも安価な研修医の医師賠償責任保険を

運営しています｡ 最近病院内の医療事故に対しても医師個人の責任を問う事例が増加しております

ので, 京都府内で研修されてい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, 医療安全対策委員会を発足し, 会員の自浄作用, 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１月には会員のための ｢医療

安全講習会｣, 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引き上げに対し, 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

通じ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｡

最後に日医が運営しています医師年金を紹介させていただきます｡ 安定した老後の生活を送るた

めには, 公的年金だけでは十分とはいえません｡ そこで日医の医師年金をお勧めします｡ この医師

年金は, 加入者が掛金として積み立てた資金を, 将来自分の年金として受け取る制度であります｡

現在制度加入者は約５万人, 総資産規模5800億円にもおよぶ我が国最大規模の私的年金であり, 国

内外において最高の運用力のある受託運用機関で運用されています｡ 会員種別 (Ａ・Ｂ・Ｃ) に関

係なく, 多くの若い会員の入会をお勧めします｡ (詳細は府医事務局にお尋ねください｡)

���

����
～～～こここんんんななな仕仕仕事事事しししてててままますすす～～～

� �

�� �
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障害者自立支援法における医師意見書作成について

本年４月１日から ｢障害者自立支援法｣ が施行され, 障害支援を行うために障害程度区分認

定が必要となっていますが, 現在, ｢医師意見書｣ 等資料が整わないため, 各市町村では認定

作業が大幅に遅れている状況です｡

各地域には多くの障害者がおられ, 必ずしも定常的に主治医がいるとは限りませんが, その

ような方についても, 福祉サービスを行うためには ｢医師意見書の作成｣ が必要となります｡

ついては, 医師意見書の作成にご協力をお願いいたします｡

意見書の作成に当たっては, 特に下記にご留意ください｡ 詳細は, 各地域所轄の府保健所福

祉室もしくは京都市障害企画課 (電話 075－222－4185) にお問い合わせください｡

なお, 知的障害につきましては, ８月１日号 ｢地域医療部通信｣ で既報のとおり, 本人の同

意があれば, 障害程度について必要に応じて京都府知的障害者更生相談所もしくは京都市児童

福祉センター発達相談所に照会していただくことが可能です｡

記

いわゆる ｢疾病｣ とは捉えにくい知的障害に対する医師意見書の作成については, ｢配慮を

要する事柄｣ として, 以下の点を参考にしてください｡

１ 診断名は ｢精神遅滞｣ となる｡ 知的障害の福祉手帳である, 療育手帳に表記されている

｢Ａ｣ は最重度また重度の障害程度であることを表し, ｢Ｂ｣ は中度または軽度の障害程度で

あることを表している｡ 必要な場合には, 詳細な障害程度について知的障害者更生相談所に

照会していただくことが出来る｡

２ 知的障害の場合には, 発症年月日を特定することに無理がある｡ 保護者・医師等が障害に

気づいた時期を, 発症時期として推測記載する方法もある (自由裁量で記載)｡

３ ｢自閉症｣ ｢てんかん｣ 等の合併症状があれば, 必ず記載のこと｡

４ ｢症状としての安定性｣ として, 自閉症からのパニックやこだわり行動, 自傷・他傷行為,

多動, 器物破壊行為, てんかんコントロール困難などが見られる場合は ｢不安定｣ にチェッ

クし, 具体的な内容を記載｡

５ ｢疾病の経過｣ には, ４で示した行動障害等の経過の不安定に関する所見も記載｡

６ ｢サービス利用に関する意見｣ (２) には, 機能的な損傷はなくても, 知的障害に起因して

介助・配慮が必要と思われる場合は, ｢あり｣ にチェックして具体的に記載｡

７ 知的障害による配慮すべき事項や, 障害の特徴, 特に支援を必要とする事柄などについて

は, 可能な限り具体的に ｢特記すべき事項｣ 欄に記載｡ 知的障害の場合は, 他の障害と異な

り, 支援の必要の度合いを具体的に評価することが曖昧になりやすいので, 特記事項への記

載によって手だてを施してください｡

二軸評価については, 精神症状の評価が必要な場合には, 知的障害の場合も記載｡
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■■■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 ｢｢府府医医通通信信｣｣ ・・・
府医では昨年よりメールマガジン ｢府医通信｣ を配信しています｡

配信は原則週１回で, 主に府医ＦＡＸ情報 (感染症サーベイランス情報など) のデジタ

ル版としての配信のほか, 診療報酬改定情報や介護保険情報などの府医ホームページの更

新状況を随時配信しています｡

配信をご希望の先生は府医ホームページから登録できますので, ぜひアクセスしてみて

ください｡ また, 現在, 府医ＦＡＸ情報を受信されておられる先生で, メールマガジンへ

の登録変更をお考えの先生は府医事務局 (学術広報課) までご連絡ください｡

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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｢チャレンジ！ 超音波走査 上巻・下巻｣
｢Meet the expert 胸部画像診断をきわめる｣
｢超速効！ 糖尿病診療エクスプレス 下巻｣

昨年末より, 新しい試みとして図書室ではケアネットＤＶＤを７巻取り揃えておりますが,

今回新規に購入された４巻につき紹介させていただきます｡ ｢チャレンジ！ 超音波走査 上巻

(116分) ・下巻 (93分)｣ では, 腹部超音波検査の実践的テクニックを初心者にもわかりやす

く解説しています｡ ｢Meet the expert 胸部画像診断をきわめる (90分)｣ も一見単純そうで奥が

深い胸部画像診断について, 基本から実践的コツまでたくさんの症例を提示し, わかりやすく

解説されています｡ ｢超速効！ 糖尿病診療エクスプレス 下巻 (84分)｣ では, 経口薬の使い

方並びに外来でのインスリン導入の実際について実地診療の立場から解説され, 興味深い内容

になっています｡ 一般内科また専門医の先生方にもお薦めいたします｡

(西陣医師会 竹中 健氏 記)

室室室 だ図図図 書 よよよ り

日 本 医 師 会
平成18年度 (第40回) 臨床検査精度管理調査の実施について

実施時期：平成18年10月

参加費用：55,000円 (試料・集計費・報告書作成費・送付料金含む｡)

申込方法：参加を希望される場合は, 所定の申込書を８月21日(月) までに日本医師会地域医療

第２課へ郵送してください｡

※検査項目は施設で日常実施している項目についてのみ参加していただき, 施設外に委託して

いる外注項目は除外してください｡ ただし, 検体検査院内委託 (いわゆるブランチラボ) の

場合は精度管理が重要ですのでぜひ参加してください｡

問合せ先：日本医師会地域医療課第２課 (TEL 03－3942－6138)
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療養病床等に関する医療法上の施設基準について

今般, 医療法施行規則が改正され, 療養病床等に関する施設基準が改められるとともに, 厚

生労働省医政局長より各都道府県知事に対して関係通知が発出されました｡ 本件は, 先日成立

した ｢健康保険法等の一部を改正する法律｣ によって介護療養型施設の廃止が決まったことを

受けたものです｡

医療法施行規則本則においては, 看護師・准看護師および看護補助者の療養病床の配置基準を,

①病院では４：１とし (現行はいずれも６：１), ②診療所では看護師・准看護師および看護補

助者あわせて２：１ (うち一人は看護師・准看護師｡ 現行は３：１) としております｡ ただし,

この改正には平成24年３月31日までの期間は現行どおりとする経過措置が付されています｡

また, 今回創設される療養病床および精神病床 (介護保険法施行令第４条第２項) の経過的

類型においては, 介護老人保健施設への転換病床について, 構造設備および人員配置の基準を

規定しています｡

なお, 留意点として, 療養病床等の転換の際の届出事項, および転換病床において看護師・

准看護師を看護補助者として算定しても差し支えないとする取り扱いが示されています｡

医医医薬薬薬品品品等等等ののの回回回収収収ににに関関関すすするるる情情情報報報

以下のとおり医薬品等の回収に関する情報が出されておりますので, ご留意ください｡ なお,

掲載しているのは ｢クラスⅠ｣ のみです｡ ｢クラスⅡ｣ ｢クラスⅢ｣ に関する情報および回収情

報の詳細をご覧になりたい場合は ｢医薬品医療機器情報提供ホームページ｣ (http://www.info.p

mda.go.jp/) にアクセスしてください｡

[2006年６・７月：クラスⅠ]

年月日 種 類 一般名 販売名 製造販売業者等名称

７／31 医療機器
心臓・中心循環系カテー
テルガイドワイヤ

ＳＶワイヤー
ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン株式会社

７／27 医薬品 新鮮凍結人血漿
新鮮凍結血漿 ｢日赤｣
対象ロット：36-1922-8275

57-2122-3602, 47-1129-6147
16-0329-7495

日本赤十字社

７／７ 医薬品 人赤血球濃厚液
照射赤血球Ｍ・Ａ・Ｐ ｢日赤｣
対象ロット：

31-0027-2702, 11-1225-4101
日本赤十字社

６／27 医療機器

(１)－(８)
植込み型心臓ペース
メーカ
(９)－(10)
植込み型除細動器

(１)インシグニアプラスＤＲ
(２)インシグニアプラスＳＲ
(３)インシグニアエントラＤＲ
(４)インシグニアエントラＳＲ
(５)ネクサスプラスＤＲ
(６)ネクサスプラスＳＲ
(７)ネクサスエントラＤＲ
(８)ネクサスエントラＳＲ
(９)ベンタックプリズム２ＤＲ
(10)プリズム２ＤＲ

日本ガイダント株式会社
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第37回 医師会コンサート
京都医家芸術クラブ会長 井本 伍平 (右京)

第37回医師会コンサートが７月16日(日),

医師会館大ホールで開催されました｡ 今年の

演目は17組に及び, 医師の出演数は12名でし

た｡ 当日の様子を提出されたアンケートを参

考に, 医師会関係者のみについて紹介します｡

一般の方は, どなたも素晴らしい演奏で出演

者を支えていただきましたが, 失礼ながら割

愛させていただきました｡

午後１時, お馴染みの鈴鹿隆之先生 (左京)

の開会宣言に続き, 府医理事, 武田隆司先生

の開会の挨拶で開幕しました｡ オープニング

は, 細田健斗君 (小学２年) の可愛いピアノ

独奏と, お母さんの泰子先生 (武田病院) と

のピアノ連弾｡ 初出演ながら軽快な演奏で,

次回の参加も約束されました｡ 鈴鹿悠紀子さ

ん (鈴鹿先生の娘さんで関西医大２回生) の

ピアノは幼稚園の頃から始めたと, 河野洋子

先生 (右京) のピアノは３歳からでこの発表

は５年ぶりと伺いました｡ このお二人のピア

ノ独奏も初出演でとても楽しい演奏でした｡

森恵里子さん (市立病院) はピアノ歴は45年

の貫禄, この会でも古くからの出演です｡ ピ

アノ独奏の後で女性二重唱との共演｡ さらに,

練習して３年目の二胡の演奏やコーラスの伴

奏と大活躍でした｡

平井 博先生 (伏見) のテノールは４度目｡

松下宣雄先生 (伏見) のフルートも４度目｡

高橋浩昭先生 (北) の独唱は５度目です｡ 趣

味としての楽しみだそうですが, 回を重ねる

たびに上達が見られます｡ 聖ヨゼフ整肢園の

アンサンブルは10度目｡ 森下晉伍先生のフルー

トと吉田菜穂子先生のピアノに今年は糸井佐

知子さん (府立医大) のバイオリンが加わり,

一段と深みのあるものになりました｡

相馬病院音楽部の演奏は４度目｡ 声楽を始

めて３年の上林政司先生 (バリトン) と女性

とのオペラの二重唱は, 奥様の沢子さんのピ

アノ伴奏で堂々たるものでした｡ 次にフルー

ト喜多豊志先生, バイオリン上林政司先生ほ

か４名による器楽アンサンブル｡ 音楽に得意

な職員が多くおられ気の合った愉快な演奏で

した｡

女性コーラスグループ (コーラスピコット)

は３度目｡ ピアノ伴奏は森恵里子さん, ご主

人 森 一樹先生の母, 森冨美子さん指揮に

よる50人の大合唱は, 月３回の練習の効もあっ

てさすがに圧巻でした｡ 弦楽四重奏の第一バ

イオリン神谷 透先生, ビオラ藤井 渉先生

は府立医大学生の頃に３度出演されましたが

医師としては初出場, チェロ子安 翔さん

(京大医学生), ビオラ (一般) による見事な

演奏でした｡ 今後の活躍を期待したいです｡

とりは例年どおり司会の鈴鹿先生で, ご自

身の編曲によるピアノ, シンセサイザー, ア

コーデオンを一人で奏でる巧みな演奏は大喝

采でした｡ 続いて, コーラスピコットと観客

が一緒になり, 鈴鹿先生のシンセサイザーの

伴奏で文部省唱歌 ｢故郷｣ を合唱し, ４時間

に及ぶ音楽会は和やかに閉幕しました｡
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恒例の京都府医師会懇親ゴルフ大会を下記の

とおり開催いたしますので, 奮ってご参加いた

だきますようご案内申し上げます｡

８月25日(金) までに地区福祉担当理事まで

お申込みください｡ なお, 先着120名にて締切

らせていただきますのでご了承ください｡

記

と き 平成18年９月23日(祝日・土)

受付各自スタート時間の30分前

スタート 午前８時予定

(アウト・インの第１組のスタート時間)

と こ ろ 亀岡カントリークラブ

亀岡市東別院町神原

℡ 0771－27－2326

会 費 １名 4,000円

参加資格 京都府医師会会員

試合方法 (予定)

★個人戦 ダブルペリア方式・同ネットの場

合はハンディキャップ・年令優先

★団体戦 １チームを６名とし, 上位４名の

合計グロスで順位決定｡ ただし, １地区,

１病院より出場は２チームまでといたし

ます｡ なお, 地区, 病院より個人戦へ参

加される方の人数制限はございません｡

賞 品 ★参加賞 (全員)

★個人戦 １位～20位まで以下５位

毎に飛び賞, ＢＢ, ＢＧ

★団体戦 １位～３位

※１. 試合方法, 賞品は変更する場合があります｡

※２. スタート表等, 詳細は後日出席者宛ご連

絡いたします｡

第第第第第第666666111111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参参参参参参加加加加加加者者者者者者募募募募募募集集集集集集
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労災保険のしおり
最新の労災保険制度のしくみがわかる

定価 1,500円(税込)
体裁 Ｂ５判オールカラー・212頁
発行 ＲＩＣ 財団法人労災保険情報センター

▼平成18年４月１日施行に対応！

▼通勤災害制度の新たな保護対象の新設！

▼労災保険率やアフターケア実施要領, 障害認定基準の改
正にも対応！

本書の特色
労災保険制度は, 昭和22年の制度発足以来, 社会経済情勢の変化に即応して, 数次の

改正が行われてきました｡ 本年４月には, 勤労者の働き方が多様化するなか, 労災保険

における通勤災害制度のあり方も変更され, 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－に関しても, 通勤災害保護制度の対象に加え

られました｡ あわせて, 労災保険率やアフターケアの実施要領, 一部の障害認定基準の

改正が行われました｡

本書は, 最新の改正内容を織り込み, 労災保険経済の状況, さらに被災労働者の傷病

治ゆ後の社会復帰を促進する ｢労働福祉事業｣ についても説明しています｡ 労災保険の

適用から保険給付, 社会復帰に至るすべての段階・分野でご利用いただけるよう, 編集

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 �

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

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

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

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 広報課

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡
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訃 報

黄 学成氏／右京・１・７月16日ご逝去・80歳
佐田春洋氏／上東・室町・７月20日ご逝去・94歳

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

堀澤真澄 Ｂ→Ａ
舞鶴→
舞鶴

舞鶴市溝尻150－11
市立舞鶴市民病院

(0773)
62－2630

外

濱本康平 Ｄ→Ａ
西京→
西京

西京区大原野上里男鹿町３－３
濱本医院

332－0155 内・呼

岡田安弘 Ａ→Ｂ
右京→
右京

右京区嵯峨中又町25
岡田医院

861－0582 内・神内・循・呼

柴� 忍 Ｂ→Ｂ
中西→
右京

右京区太秦桂ヶ原町９－１
右京保健所

861－2176 －

＜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

田中 明 Ａ 舞鶴 宗 弘 Ｂ 西京 松本章夫 Ｂ 伏見

保田光代 Ｂ 宇治 和田聡朗 Ｃ 京大

【報 告】

１. 地区医師会との懇談会の状況

２. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

３. ７月度地域医療担当部会の状況

４. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

５. 平成18年度京都市防災会議の状況

６. 第２回環境保全対策特別委員会の状況

７. 第３回健康日本21対策委員会の状況

８. 第１回医療安全対策委員会の状況

９. 第２回図書室検討小委員会の状況

10. 第１回京都医学会小委員会の状況

11. 府医学術講演会の状況

12. 市民すこやかフェア第２回実行委員会

の状況

【議 事】

13. 会員の入会・異動・退会13件を可決

14. 常任委員会の開催を可決

15. 京都新聞社会福祉事業団理事就任を

可決

16. 社会保障基礎講座の参加を可決

17. 平成18年度人口問題基礎講座への参加

を可決

18. ｢目の愛護デー・京都｣ の共催実施を

可決

19. ｢第17回禁煙指導講習会｣の共催を可決

20. 臨床研修制度検討委員会委員の追加委

嘱を可決

21. ｢第３回指導医のための教育ワークショッ

プ｣ の開催を可決

22. 肺がん検診の精度管理に関する精華町

への回答を可決

第14回定例理事会 (７.13)
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【報 告】
１. 会員の逝去について
２. 地区医師会との懇談会の状況
３. 第３回会費検討特別小委員会の状況
４. 兵庫県医師会との懇談会の状況
５. 第２回基金・国保審査委員会連絡会の状況
６. 京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワー
ク会議の状況
７. 京都府公立学校教職員疾病審査委員会の
状況
８. 産業医研修会の状況
９. 平成18年度京都市営保育所嘱託医連絡協
議会および市営・民営保育所 (園) 嘱託医
研修会の状況
10. 女性のための相談ネットワーク会議の状況
11. 第28回近畿学校保健連絡協議会の状況
12. 京都府介護保険審査会の状況
13. 京都市高齢者の居住福祉に関する調査研
究会の状況
14. 第２回基本健康診査委員会の状況
15. 平成18年度学校保健連絡会議の状況
16. 第１回学校医部会幹事会の状況
17. 第１回学校検尿事業委員会の状況
18. 第３回リハビリ懇談会の状況
19. 第33回くらしと健康展第３回実行委員会
の状況
20. 第39回医家芸術展の状況
21. 第37回医師会コンサートの状況
22. 府医学術講演会の状況
23. 第２回生涯教育検討小委員会の状況
24. 第１回医業経済・融資斡旋委員会の状況
25. 日医・第１回ＩＴ化推進検討委員会の状況

26. 都道府県医師会個人情報保護担当理事連
絡協議会の状況
27. 京都府介護支援専門員協議会平成18年度
第２回理事会の状況

【議 事】
28. 会員の入会・異動・退会13件を可決
29. 常任委員会の開催を可決
30. 第２回基金・国保審査委員会連絡会の開
催を可決
31. 子宮がん検診のシステム移行に伴う発注
を可決
32. 新 ｢京 (みやこ) 子どもいきいきプラン｣
に係る進捗管理部会への参加を可決
33. 第３回環境保全対策特別委員会の開催を
可決
34. 第33回くらしと健康展第４回実行委員会
の開催を可決
35. 融資斡旋を可決
36. スポーツ講座 ｢ＡＥＤの救急救命法を身
につけよう｣ の後援を可決
37. 平成18年度全国高等学校総合体育大会剣
道大会への医師・看護師の派遣を可決
38. 府医学術講演会の開催を可決
39. 平成18年度都道府県医師会税制担当理事
連絡協議会への出席を可決
40. 第５回京都市立病院地域医療ネットワー
ク推進の会 ｢地域医療フォーラム 『健康日
本21』 の達成に向けて｣ の共催を可決
41. 看護専門学校臨床実習指導者研修会の開
催を可決
42. 看護専門学校駐車場舗装工事を可決

第15回定例理事会 (７.20)

理
事
会
だ
よ
り

～ ９月度請求書 (８月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (日) 午後５時まで

＊医保分点検＝８日

△

国保 10日 (日) 午後５時まで

＊国保分点検＝８日

※基金・国保とも９日(土), 10日(日)は受

け取りのみ実施

△

労災 12日 (火) 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｡




