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安らぎ
写真／吉川敏一 (京都府立医大)

先日, 研究会で訪れた際に蓼科で撮った写真です｡ 短い
滞在でしたが, すっかり自然の少なくなってしまった京都
を離れ, 落ち着いた時間を過ごすことが出来ました｡ 毎日
忙しく過ごしていると花や草木等に目をやることを忘れが
ちですが, 時にはこういった自然に触れ, 都会の騒々しさ
や仕事から離れ, 無心になれる時間を作るのも良いのでは
ないでしょうか｡ そしてこの花のように凛と咲き誇れる人
生をおくりたいものです｡
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８月12日(土) 京都ホテルオークラにおいて恒例の参与会を開催｡ 参与22名, 府医からは21

名が出席し, 府医代議員会議長, 副議長もオブザーバーとして参加, 森府医会長の挨拶に続き,

協議では府医から ①府医師会費 ②新医師会館 ③医療政策懇談会について詳細な説明を行い,

参与からの意見・要望を伺う形で約２時間30分にわたり活発な意見交換が行われた｡

■『医療の質の向上と信頼の回復』
を引き続き実践

森府医会長は冒頭挨拶で, ９月の自民党総

裁選挙にふれ, 福田元官房長官の出馬辞退に

より安倍官房長官の独走になるのではないか

としたうえで, 誰が総裁になったとしても来

年の参議院選挙までは状況が大きく変わるこ

とはないのではないかと見通した｡ また, 小

泉政権の誕生によりこの５年間で自民党は大

きく様変わりしたが, 仮に安倍政権が誕生し

たとしても, 今後の情勢を見ながら, しばら

くは静観していきたいとの姿勢を示した｡

また４月からの診療報酬改定については,

非常に厳しい内容であり診療所, 病院ではこ

れからマイナス改定の影響を実感されるので

はないかとの危惧を示したうえで, 特に療養

病床の削減問題に対しては, 今後どのように

対応していくのか憂慮していると述べた｡ こ

の件については, ８月４日の病院長会議 (本

誌４ページで詳細報告) で病院長と議論を行っ

たが, 少なくとも在宅での受け入れ体制が不

十分なままでは容認しがたいことであり, 日

医を通じて是正を申し入れていきたいと強調

した｡ さらに後期高齢者の保険制度について

も10月より検討が開始されるが充分な対応を

していかなければならないと述べた｡

現状のままでは, 今後１～２年で医療は危

機的な状況に陥る事態になるとして, 国民・

府市民に現状を広く訴えていくことが必要で

あり, 油谷前会長が取り組んでこられた 『医

療の質の向上と信頼の回復』 を引き続き実践

していきたいと意気込みを示し, 参与の先生

方をはじめ会員各位の理解と協力を求めた｡

■府医師会費に関する検討状況を説明

冒頭, 橋本府医理事から, 昨年度末に新会

館建設準備金の目標額が積み立てられたこと

に対し謝辞を述べた｡ 引き続き, 平成13年度

に新会館建設資金の準備金15億円を積み立て

るための経過を説明したうえで, 会館建設準

備金相当額１億円の会費値下げを18年度から

実施していることを報告した｡ さらに現会費

が均等割と医業収入に応じた応能割の合計額

で徴収していることを説明するとともに応能

割会費の算定方法にふれ, 算定は診療報酬を

ベースにしているが, 昨年度から個人情報保

護法が施行され, 基金・国保ともにデータの

提供が行われない事が予想されていることか

ら応能割の継続が難しくなった状況を説明し,

今後の会費のあり方について昨年度から会費

検討委員会を立ち上げ検討を始めている事を

報告した｡

また会費検討委員会の状況についてふれ,

参参 与与 会会 開 催
参与21名を交え活発な意見交換



2

参

与

会

委員会案では今後は均等割会費のみとする方

針だが, 診療報酬の低い会員は会費が大幅増

となる可能性があり診療報酬も所得も低い会

員に対しては, セーフティーネットを設け軽

減をはかることを検討していると説明した｡

最終的には８月の末に答申をいただき執行部

で検討したうえで10月の代議員会で審議して

いただく予定であると報告した｡

■新医師会館建設に
向けた進捗状況について

森府医会長はこれまでの進捗状況を報告｡

ご承知のようにＪＲ二条駅東南に土地を購入

し, 今後は具体的な取り組みについて進めて

いくことになるが, 基本的には開かれた医師

会をいかに具体化していくかであると説明｡

当初, 土地を取得するにあたり公共性の高い

会館を建設するという内容で郵政公社と交渉

を重ねた経過があり, このあたりを勘案しな

がら取り組んでいく必要から, 休日診療所や

医療相談等メディカルセンター機能の導入な

ども考慮した公共性を重視した観点から, 医

療情報の発信基地として21世紀にふさわしい

医師会活動の拠点とし取り組んでいきたいと

の見通しを示した｡

また, 会館の規模等については, 現在の会

館の面積は約4,800㎡であることを考慮した

うえで, 新会館は公共性の部分を加えると

6,000㎡近くになるのではないかと思ってい

るとの見解を示した｡ 具体的には会費の検討

が終われば会館建設特別委員会を立ち上げ会

員各位の意見を聞きながら進めていくとして,

現在は最近建設された他府県の医師会館を訪

問し情報を収集しているところであると報告

した｡

■医療政策懇談会について

森府医会長は厳しい医療状況を少しでも改

善するには全医師が一丸となって取り組んで

いかなければならないと強調｡ 特に, 地区の

一般会員の認識が不十分な面もあり, 府医も

府市民に対して京都府医療推進協議会の活動

を通じて様々な団体と連携をしながら広く訴

えてきたが, 医師会全体が医療制度について,

今後の医療のあり方についての意識をより一

層深めていく必要があることから, 地区の役

員あるいは若手の先生方を対象に勉強会を企

画をしており, 是非とも多数参加をしていた

だきたいと呼びかけた｡

■地区からの意見要望

地区からは総務関係, 保険医療関係, 地域

医療関係の21項目にわたり意見・要望がなさ

れ, 府医役員がそれぞれ回答した｡

＝総務関係＝

総務関係では府医の入会について, ｢医師

個人の入会｣ という意識が低い気がする｡ こ

の点においても入会率が低下した原因ではな

いか｡ 地区医師会としても鋭意努力中であり,

日医・府医は一層の努力をお願いしたい｡ ま

た研修医についても全員入会になるように日

医入会が必須条件になるように働きかけてほ

しいとの要望があり, 橋本府医理事は府医定

款第３条を引用して, ｢府医会員は郡市区医

師会の会員をもって組織する｣ となっており,

医療機関としての定義はない｡ また個人的な

意見ではあるが保険医であるものは医師会員

であるべきと思っており, 弁護士会のような

ユニオン制度にすべきだと思うと答えた｡

＝保険医療関係＝

保険医療関係では医療保険制度・介護保険

制度改革に伴い, 療養型病床の削減・廃止が

行われ, いわゆる ｢社会的入院｣ と称される

高齢者が在宅療養対象者として施設より退院

する例の増加が見込まれる｡ 在宅ケアのイン

フラ整備の遅れている現状下で, 都道府県医

師会並びに地区医師会はどのような対応を望

まれているのかとの質問に対し, 北川府医理

事は十分な議論もなく法案が通過した経過を

説明し, 受け皿としてのインフラ整備, 人員

の確保また在宅や介護施設における医療提供

体制が十分整備されていない状況を考慮すれ
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ば, 地域が混乱することは避けられないとの

考えを述べた｡ これに対して, 日医の対応は

全療養病床に対して調査を行う予定であり,

京都においても私病協が調査を行い4,000人

余りの患者が在宅に戻らざるを得ないという

予想も出ている｡ 医療療養病床のあり方や在

宅を支援する病院機能の問題はまだ議論の余

地があり, このような調査結果や調査の中で

出てきた実例をもとに対応していかなければ

ならないと述べた｡ 一方, 現実的な対応とし

て在宅医療の整備が必要となり, 府医では,

地域ケア委員会で訪問看護の団体あるいは地

域連携室の代表, マスコミにも入っていただ

き在宅医療の連携のあり方等について議論を

進めているところであると説明した｡ さらに

秋以降には一般会員の研修の取り組み, また

先進的な地区にお願いしモデル事業も考えて

いると今後の見通しを示した｡ 地域に患者が

出てくるので地区医の取り組みは重要になり,

まず地域における在宅医療のマンパワーの調

査が必要で｡ さらに, 訪看, ケアマネ等との

連携がより重要となり, 地区医で進められて

いる事業をより展開していただきたいと要望

した｡

＝地域医療関係＝

地域医療関係では平成20年度からの基本健

診に対する府医の対応について質問があり,

福州府医理事は平成20年度から大きく変更さ

れ, 実施主体が市町村から医療保険者に変わ

る｡ 健診内容も内臓脂肪型肥満に着目した生

活習慣病予防のための保健指導を抽出するた

めの健診ということで, 要するに生活習慣病

予防に集中し, さらに保健指導との一体化が

強調されている｡ 健診自体も段階化され一次

健診は基本的な健診として毎年全員を対象と

して実施する｡ 詳細な健診は基本的な健診で

異常があった人あるいは節目の人のみ実施す

ることとしている｡ また一次健診の項目は現

行と比べて大幅に削減され健診結果から支援

レベルをステップ１～３に分類し, さらにス

テップ３ではステップ１・２の結果から積極

的支援・動機付け支援・情報提供に振り分け

て保健指導を行うこととし, この秋からいく

つかの都道府県でモデル事業を実施するとし

ている｡ 日医においても８月４日に公衆衛生

委員会で健診保健指導に地域のかかりつけ医

が参画していくためのシステムについて検討

をはじめており疾病予防に向かっていく方向

性は理解できるが, その運用がいわゆる医師

はずしにつながっていくのを危惧する意見が

でていると報告した｡ 京都府における今後の

方向性は具体的なことは決まっていないとし

ながらも, 現行の集団検診を行うとすれば１

次の基本的な健診になるが, 健診項目数が減っ

ており医師が出務しても予算的に成り立つの

か｡ さらに健保組合が実施するとなれば財政

優先は目に見えており, 一般の健診業者と価

格競争が起きるかも知れないと危惧を示し,

現実には市町村国保との折衝になるだろうと

の見解を示した｡

その他 ｢レセプトオンライン化｣, ｢高齢者

の自己負担増について｣, ｢障害者自立支援法

に基づく医師意見書作成について｣ 等に関し

て質疑応答がなされた｡
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平成18年度第１回目の病院長会議が８月４日,

京都府医師会館で開催され, 21名の参加のもと,

｢地域がん診療連携拠点病院｣ ｢療養病床｣ ｢京都府

医師会費｣ をテーマに活発な意見交換が行われた｡

冒頭の挨拶で森府医会長は, ４月の診療報酬改

定, 医療法改正等により, 病院にとっては大きな

ダメージや様々な面での混乱が生じていることか

ら, 現場の声を聞き, 協議した上で対応していき

たいとの見解を示し, 各テーマにおける意見交換

を求めた｡

中野府医理事は地域がん診療連携拠点病院

について, その概要と選定の進捗状況を説明

した｡ さらに, 昨年度の京都府医療審議会委

員および日医理事を務めた油谷府医顧問は,

この事業の立ち上げにあたり, 日医からは病

院の診療内容やスタッフの充実, 研究実績だ

けでなく ｢連携｣ を重視するよう厚労省に強

く要望したことを報告｡ 京都では府医大が基

幹病院に選定されたが, 今後, 地域連携拠点

病院は二次医療圏ごとに１ヶ所程度と順次拡

大していく方向であると説明し, 拠点病院と

周辺医療機関の連携がいかに円滑にできるか

が重要になると述べた｡

森府医会長は, 京大との並立ができなかっ

たことに関し, 他の都道府県のほとんどで国

立大ではなく公立病院が選定されている状況

を示した上で, 京都では府医大の選定にあた

り京大との連携を条件にしたことを明らかに

した｡ また, 今後の課題として, 人口に関係

なく各医療圏に１ヶ所設置するのか, １病院

で全てのがんに対応するのか等, 議論が必要

であるとした｡

■今後の指定・運営のキーワードは“連携”

私病協からは, 推薦にあたっては質の担保

が必要であり, 名実ともに伴うよう審査は厳

しくあるべき, また, ４年後の審査を厳しく

するとともに, 病院側としても良い医療を提

供するための努力が必要であるとの意見が出

された｡ さらに, 補助金のみでの運営は難し

いが, 指定を受けることが患者獲得に繋がる

という考えで手挙げする病院が多いとしなが

らも, やはり専門特化しなければ難しく, そ

うすると拠点病院の主旨に合わないという矛

盾が生じることから, 考えていかなければな

らない問題であるとの意見が出された｡

府病協からは拠点病院のあるべき姿につい

て, 府が担当しているがん登録等の統計事業

等を引き受けるべきだが, 現状としてはまだ

難しいのではないかという意見の他, それぞ

れの病院が特徴を持ち, それを全面に押し出

すことで, 重なり合う部分を省けるのではな

いかとの意見が出された｡

油谷府医顧問は, この事業の柱は連携ネッ

トワークであり, 患者の視点が基本であるこ

とを改めて強調した｡ 森府医会長は, 各病院

の実績の差が明確になってきたことから, デー

タ収集と情報発信が必要になってくるとし,

さらに府医がん登録事業との連携も検討して

いく必要があると述べた｡
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テーマ２ ｢療養病床について｣ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

松井府医理事は療養病床について, 本来の

必要性と地域医療連携という２つの方向性か

ら議論すべきであるとし, 意見を求めた｡ 加

えて安達府医副会長は, 14年度改定で決定さ

れた再診料の逓減制等が, 現場での不当性を

我々が具体的に提示することで次期改定を待

たずに撤回されたことを例示し, その時のよ

うに具体的データを出して矛盾を指摘するべ

きであると述べた｡ また, 在宅に移すことで

経費が安くならない上, 医療難民を作ること

になることについて問い質していくべきであ

るとした｡

私病協からは, 施行後６年での大幅修正の

起因は完全に政府のミスリードであるとの指

摘がなされ, 議員にも知らされないままわず

かな期間で今回の決定がなされてしまったこ

とを憂慮する意見が出された｡ さらに病院は

今後の進路を考えていかなければならず, 中

でも特に医療療養病床については病院に対す

る経済的ダメージが大きいことから, 緊急命

題としてとらえるべきとした｡ その上で私病

協からは影響数の試算データが提示され, 意

見交換がなされた｡

■今後の病床移行等については拙速は禁物

府病協からは, 保険の面から見るとやはり

在宅に比べて入院の方が高くつくのではない

かとの指摘がなされた｡ これに対し私病協か

らは, 確かに入院の方が国の支出は多いが,

在宅は個人負担が大きいというデータを国民

に対して示すなど, コンセンサスを得ていな

いことについて追及していきたいとの意気込

みが示された｡

松井府医理事は, 介護保険移行準備病棟へ

の移行という選択肢について意見を求め, 私

病協からは, ｢もちろん視野には入れている

が, どちらにしても資金が必要｡ 老健施設に

移行するにしても面積等の規定があり, 移行

するところはどんどん不利になるのでは｣ と

の懸念とともに, 移行はいつでもできること

であり, 国の方針が変わらないとも限らない

ため当面静観が無難との見解が示された｡ こ

れに対し松井府医理事は, ６年後のビジョン

を明確にするよう要望すべきとの見解を示し

た｡

また, 私病協からは, 在宅患者が自己負担

金の面から満足な介護を受けられず, 限度額

まで使うことがないという現状を紹介｡ 上原

府医副会長は, ｢今回の改正を必死に乗り越

えれば, やればできると捉えられるのは目に

見えている｣ とし, 反対方法を検討すべきで

あると述べた｡

橋本府医理事は, 自らの在宅介護経験から,

在宅介護者の負担について言及, 施設介護と

在宅介護の負担割合の変更等の方策を考慮す

べきとの見解を示した｡

他に府病協から, 急性期を減らさざるを得

ない仕組みになっているが, 切れ目のない医

療サービスを提供するためにも, 施設は残す

べきであるとの意見が出された｡

テーマ３ ｢京都府医師会費について｣ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

森府医会長は京都府医師会費について, 基

本割と応能割の２本立てシステムの継続が限

界に来たことから検討委員会を立ち上げ検討

した結果, ７月に答申原案が出され, 10月の

代議員会に上程予定であることを報告｡ 橋本

府医理事から委員会での検討内容が報告され

た｡ その中で橋本府医理事は, 病院にとって

はかなりの値下げになること, また勤務医に

も積極的に入会してほしいことから, Ｂ・Ｃ

会員の会費は値上げしていないことを説明,

各病院における入会への呼びかけを依頼した｡

参加者からは, 勤務医の会費の減額を求める

意見の他, 組織率を上げるためにも, 会費の

額を含めて工夫してほしいとの要望が出され

た｡
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澤井公和綴喜医師会長の挨拶に引き続き,

森府医会長が挨拶に立ち, 次期総裁選につい

て触れるとともに診療報酬改定や医療制度改

革についての見解を示した｡

社会保障を巡る情勢は依然厳しく

森府医会長は, 冒頭, 今年９月の自民党総

裁選について触れ, 福田元官房長官の出馬辞

退によって, 大方の予想どおり, また小泉現

首相の目論みどおり安倍官房長官が次期首相

に就任するであろうと見通したうえで, 京都

府医師連盟としてはこれまで政権与党に協力

してきたが, ５年前の小泉政権発足から今日

に至るまでの経緯に鑑み, これまでと同様の

医政活動でよいのか模索していると述べた｡

さらに, 京都府選出の谷垣財務大臣の総裁選

出馬については, 終始一貫して財政主導の改

革の必要性を主張してはいるものの, 今回の

総裁選出馬に当たっては, 社会保障関係費の

削減には限界があるとして, 今までとはうっ

て変わって社会保障制度の必要性を維持する

ため, また国民の安心を得るために消費税の

引き上げの必要性を主張しているだけである

とし, 経済最優先の方向には変わらないとの

見方を示した｡ また, 安倍氏が総裁選に勝利

した場合においても小泉改革が継承されるこ

とから, 今後とも社会保障分野に関しては厳

しい状況が継続されるとの見解を示した｡

また, ４月の診療報酬改定によって, 病院・

診療所ともに大きなダメージを受けているに

も関わらず, 10月からの改定によって更なる

ダメージが予想されるとし, こういった理不

尽な内容に対する是正を要求していくとの意

気込みを示した｡

７月７日に示された ｢骨太の方針2006｣ に

ついては, 2200億円の削減は行われるものの

生活保護や雇用保険等がターゲットにされて

いることから来年度１年間は直接医療に影響

が及ぶ可能性は低いとしながらも, 社会保障

全体での削減には違いがないため予断は許さ

ない状況との見方を示した｡

日医会長選挙について

森府医会長は今年４月の日本医師会会長選

挙の状況を説明, 植松・唐澤両候補者の基本

政策は特段異なる点はなかったとしつつも,

医政活動に関する考え方が大きく異なり, と

りわけ唐澤氏サイドが唱える ｢医政なくして

医療なし｣ という考え方については, ｢医療

綴喜医師会と府医執行部との懇談会が７月29日(土), 京田辺市商工会館で開催され, 地区か

ら23名, 府医から９名が出席, 岡林正純綴喜医師会副会長司会の下, ｢日医会長選挙｣ ｢小児救

急輪番制｣ ｢予防接種の広域化｣ のテーマで, 約２時間にわたり意見交換が繰り広げられた｡

綴綴 喜喜
医師会との懇談会

小児救急や予防接種広域化など直面する課題で議論

綴喜医師会との懇談会 (７.29 京田辺市商工会館)
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が先で政治は後からついてくるものであり,

本末転倒だ｣ との見解を示した｡ また, 今回

の日医会長選挙は, 武見・西島両参議院議員

が深く介入したことを問題視, 日本医師連盟

から推薦され, 会員の総意によって当選を果

たした現職の国会議員が日本医師会の会長選

挙に介入することは問題であるとの見解を示

すとともに, ｢今回の件を容認すれば, 今後

の日本医師会会長選挙の際には, 逐次国会議

員の顔色をうかがわなければならなくなる｣

と警鐘を鳴らした｡

また, 近医連として, 今回の会長選挙に敗

北したからといって日本医師会の会務に非協

力的な対応をとることはないとし, 是々非々

を検証しながら明確な対応を示していくとの

意向を示した｡

地区から, 植松前執行部・唐澤執行部の評

価について質問があり, 森府医会長は, 植松

前執行部は金銭の流れも含めて透明性の高い

クリーンな執行部であったことや日医総研研

究員の質の向上に尽力されたと前置きした上

で, もっとも大きな活動として, 従来のロビー

活動には限界があるとの判断から, 国民に真

に問いかけるために ｢国民医療推進協議会｣

を立ち上げ, 小泉首相に大きなインパクトを

与えたことを示した｡ また, 唐澤執行部につ

いては, 発足して３ヶ月程度であることから

評価は今後されてくるとし, 京都府医師会,

近医連として, 優れた点は評価し, 是正すべ

き点は改善するよう提言していく構えである

との意向を示した｡ 植松執行部の評価につい

ては, 地区からも日本医師会雑誌に掲載され

ている ｢理事会記録｣ が前々執行部のものと

比較して詳細に記述されていることから,

｢一般会員としてかいま見る範囲ではあるも

のの, 前々執行部よりは透明性が高く, 風通

しが良くなった｣ との見解が示された｡ さら

に, 地区から, 医師と国民との対話の必要性

を訴える声があがり, 今後の会長選挙の際に

は, 新しい目で新しい息吹を見つけることの

重要さや, 長期的目標として医師会員のみな

らず, 国民に理解が得られるような体制作り

が重要であるとの意見が挙がった｡

小児救急について

辻府医理事は小児救急の現状について, 京

都府としての最大の目的は小児科の時間帯に

空白がなくなることと前置きした上で各医療

圏ごとの実情を詳細に説明した｡

京都府医師会の関与については, 小児救急

体制を整備するにあたり, 平成15年度, 16年

度に ｢小児救急医療体制調査研究事業｣ とし

て京都府から予算が下りたため, 特別委員会

を10回程度開催し, 答申を提出していること

を報告, 京都府は府医の特別委員会の答申に

基づいた体制整備を実施していることを示し

た｡ 今後の対応として, 現状, 府民からのク

レームはないが, 声が十分に届いていない可

能性も否定できないことから, 地区において

問題点や改善すべき点等があれば伺いたいと

の意向を示した｡

地区からは, 概ね良好であるとの現状が示

されるとともにデメリットとしては患者が近

くの病院にかかれないこと等が示された｡ さ

らに, 昼間に受診できるにもかかわらず, あ

えて夜間に受診するといった患者の ｢コンビ

ニ感覚｣ が問題視され, 患者に対するＰＲの

必要性が訴えられるとともに, 府民向けに小

児科診療の輪番病院を知らせるための広告を

作成する要望があった｡

予防接種の広域化について

辻府医理事は, 広域予防接種委託契約につ

いて, 昨年の夏から秋にかけて各市町村の担

当者と折衝してきた経緯を説明した上で, 委

託契約が広がらない理由として, 度重なる予

防接種法の改正による混乱, 現物支給の事例

があったこと等を示した｡ また, 市町村が健

康被害, 事故に対して非常に過敏になってい

ることも進まない原因との見解を示した｡ ま
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た, 予防接種自体を全国どこでも受けられる

ようにすべきとの声が小児科医の間にも挙がっ

ているが, 現状, 接種主体は市町村となって

いると説明, 綴喜医師会の参画を突破口にし,

今後, 相楽医師会, 宇治久世医師会等と折衝

していきたいとの見解を示した｡

地区から, 予防接種に係る国の施策の不十

分さを指摘する声や問診票の内容についての

質問, 安全に予防接種を実施できる体制作り

について要望が挙がった｡

その他, 地区から, 医師の偏在や医師不足

の問題についての問題提起がなされ, 藤村府

医理事は労働環境や労働状況をふまえて京都

府の現状や新医師臨床研修制度の状況を示し

た上で詳細な説明を行った｡

�������

地区懇に引き続き行われた保険医療懇談会

では, 西村府医理事から保険診療のルールお

よび療養担当規則, 特に個別指導に至る経緯

やカルテ記載, レセプト病名の禁止等, 日常

診療における留意点を中心に過去の事例を交

えて説明があった｡

地区からは, 今後, 明細のわかる領収証を

発行していく際の問題点として, 医学管理料

(旧：指導管理料) の名称を総合診療料に,

小児科の標榜時間内における時間外加算の名

称を乳幼児夜間診療料に変更する等, 患者か

らみて誤解の少ない表現に変えるよう日医等

に働きかけてほしいとの要望が出された｡

それに対して西村府医理事は, 医学管理料

については国民に分かりやすい診療報酬体系

とするため, 前日医社会保険診療報酬検討委

員会が指導管理料から医学管理料への名称変

更を提言して実現したものであり, 患者の健

康を管理しているという本来の趣旨にも近く,

誤解の少ない表現に変更されたと回答した｡

今年のテーマは

｢｢｢｢｢｢健健健健健健康康康康康康はははははは生生生生生生活活活活活活習習習習習習慣慣慣慣慣慣
ののののののチチチチチチェェェェェェッッッッッッククククククかかかかかからららららら｣｣｣｣｣｣

恒例の ｢くらしと健康展｣ を今年も９月16

日(土), 17日(日) の両日, 京都府総合見本

市会館 (パルスプラザ) で開催します｡ 毎年

多くの一般府市民の方々が参加され, 好評を

博しております本展は今年で33回目を迎える

ことになりました｡

毎回会員の先生方や各専門医会, 各種団体

のご協力をいただき開催しています｡

専門医による ｢健康相談コーナー｣ や, 血

糖や心電図検査等の各種検査コーナー, 測定

コーナー, 糖尿病コーナーや日常の食生活を

チェックする食生活コーナーなど充実した内

容となっており, 参加者にとって幅広く健

康チェックをするまたとない機会となって

います｡

待合室などにポスター提示でＰＲを

府医から本展のポスターを送付しますので,

待合室等に掲示していただき, 患者さんや従

業員の方々にご来場いただけるようにご協力

をお願いいたします｡

第33回 くらしと健康展
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今回で２期目, ３年目に入りました｡ １期目は油谷前執行部で, 環境保全, 難病対策, 障害者福

祉を２年間担当させていただきました｡ 今期は森新執行部のもと, 保険を担当する事となりました｡

分掌の紹介とのことですが, 保険担当となってまだ４ヶ月半ほどですので, まだ全体像が見えませ

ん｡ 木は見えますが, 森 (会長のことではありません) は見えません｡ 現状, 分る範囲でご紹介さ

せていただきます｡

まず毎月１回, 保険医療にまつわる様々な問題を所属理事とともに討議する保険医療担当部会を

開催し, 議事進行, まとめ役をしております｡ 担当部会長である安達副会長にご指導いただいてお

ります｡ 今もこの紹介文を書きながら, 並行して保険医療部通信の原稿を書いていますが, 気移り

して, どちらも遅々として進みません｡ また同じく, ほぼ月１回開かれます基金・国保審査委員会

連絡会の司会を担当しております｡ この連絡会は基金および国保連合会の両審査委員会の ｢審査基

準格差を縮小する｣ という大切な役割を担っており, 府医が両審査委員会の調整役となっておりま

す｡

保険医療機関に対する各種の指導に関することも私の仕事です｡ 指導は大きく分けて集団指導と,

個別指導, およびその中間的なものとして集団的個別指導 (高点数保険医療機関を対象に実施) が

あります｡ 集団指導は新規指定前講習会, 指定更新時講習会, 新規登録保険医講習会などがありま

す｡ 個別指導は, 開業後数ヶ月の全ての医療機関に対して行われる新規個別指導やちょっと深刻な

個別指導 (患者や従業者等からの情報提供が発端となる) があります｡ 個別指導に際しては, 診療

所は府医に来ていただきますが, 病院はこちらが出向きます｡ 社会保険事務局は ｢全ての医療機関

が個別指導の対象であり, できれば全医療機関の４％ (年間) に実施したい｣ と考えているようで

すが, 実態はもっと低い率になっております｡ 指導時は保険診療ルールのかなり細かい部分まで指

摘があり, 結構時間もかかります｡ しかし法で定められたことであり, 医療に対する風当たりが強

い時期でもありますので, 襟を正すことは重要かと思います｡ それ以外にも府医が独自で行う自主

指導があり, 新規個別指導で経過観察となった医療機関に対して実施しております｡

対外的には近医連保険担当理事連絡協議会がほぼ毎月第１土曜日に, 大阪市内またはその年度の

担当府県で開催されます｡ 近畿６府県の保険医療担当部会の理事が一堂に会し, また日医の理事を

招いて, 診療報酬のあり方や保険医療政策について議論し, 日医の政策に反映させるべく努力して

おります｡

他にも保険医療に係る仕事がいろいろあり, 今後も新たなことがありそうですが, 長くなります

ので省略させていただきます｡ 保険以外では総務担当部会と地域医療担当部会に所属しております｡

｢理事のなり手がなくなると困るんで, あんまり忙しいとか収入が減ったとか書かんように｣ と言

われておりますので, “忙しい”とか“貧乏になった”なんて, 口が裂けても言いませんが (ゆう

てんのと同じやないか, アホッ！→アッ！しもた…ゴメン), たくさんの人と知り合えたり, 話がで

きたりして, すこし視野が広がった気がします｡ 皆さん知識が豊富で奉仕の精神に溢れた方ばかり

で, 教えられることが多く, たいへん感謝しております｡ 今後とも宜しくお願い申し上げます｡

���

����
～～～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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｢保険医の再登録制度｣ 創設は不適当
厚労省は反対姿勢

規制改革・民間開放推進会議が中間答申

｢｢保保険険医医のの再再登登録録｣｣ やや ｢｢専専門門医医制制度度ななどどのの
医医師師資資格格制制度度のの見見直直しし｣｣ をを提提言言

７月31日, 規制改革・民間開放推進会議 (議長：宮内オリックス会長) が中間答申を決定した｡

今回の中間答申では６つの重点検討分野を盛り込み, 特に, 医療の分野では資格制度の見直しとし

て ｢医師の資質維持・向上のための取り組み｣ ｢専門医制度と医師免許との連携を含めた総合的な医

師資格制度の見直し｣ などが列挙され, 保険医の再登録制度の創設や総合的な医師資格制度の見直

しなどを求めている｡ いずれも実施時期を ｢平成18年度検討・結論, 平成19年度措置｣ としている｡

中間答申の概要は別掲のとおり｡

今回の中間答申の内容に対して, 厚労省や日

医からは反発の声があがった｡ 特に ｢保険医の

再登録制度｣ について, 厚労省は ｢保険医療機

関の指定の更新時等に, 医療機関単位で医師を

始めとする職員に指導を実施することとしてお

り, 重ねて 『保険医の再登録制度』 を創設する

ことは不適切｣ と反対姿勢を示し, また, 日医

も ｢日医の生涯教育制度をもって, 中間答申の

要求は満たされる｣ との見解を示した｡

｢平成18年度検討・結論, 平成19年度措置｣ はあまりにも拙速
また, 専門医制度の導入を含む医師資格制度

の見直しについて, 日医は ｢平成18年度検討・

結論, 平成19年度措置｣ という工程はあまりに

も拙速であると指摘｡ そのうえで ｢拙速な専門

医制度の創設・実施は, むしろ国民の医療に対

する信頼を失墜しかねない｣ と批判し, 慎重な

議論を求めた｡ また, 厚労省も ｢中長期的な検

討が必要な課題であるため, 実施時期を 『逐次

実施』 とすべき｣ との意見を出している｡

日医では ｢対策検討チーム｣ を発足
今回の中間答申を受け, 日医では会内に ｢規

制改革・民間開放推進会議対策検討チーム｣ を

発足させ, 年末の同会議の答申に対して, 日医

としての対案をまとめるとしている｡ なお, 今

回日医が発表した意見表明については ｢８月20

日付 日医ニュース No. 1079｣ に掲載されて

いる｡

＝ 中間答申の概要 ＜医療分野抜粋＞ ＝

(ア) 医師等医療資格者の一定以上の資質の確保【逐次実施】

医師免許取得者については, 先頃成立した医師法等の改正に示された ｢行政処分を受けた医

師等に対する再教育の義務付け｣ 等を実効性あるものとするため, 当該制度を厳格に運用し,

医師等の免許取得者の資質が確保できるように取り組むべきである｡

なお, 医療事故の発生予防・再発防止のため, ヒヤリ・ハット事例の収集・分析を引き続き

行うとともに, 事故発生の原因等の重大な情報を提供する等, 国民に対し安心・安全で質の高
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い医療を提供するための施策を総合的な観点から講じるべきである｡

(イ) 医師の資質維持・向上のための取組【平成18年度検討・結論, 平成19年度措置】

医師には, 医師免許取得は終点ではなく, その取得を起点とした生涯に渡る職業人としての

自発的な修練, 研鑽が求められる｡ 医師の知識・技能の水準は患者の生死に関わることでもあ

ることから, 特に臨床に当たる医師については, 医師として一定水準以上の知識技能の維持は

絶対的な条件であり, さらにはその向上を図ることは利用者の信頼にもつながる｡ そのため,

講習の受講の促進や保険医の再登録等の定期的に医療保険制度や医療安全等の最新情報にキャッ

チアップするための取組, 医療安全等に関するガイドライン等を提供し必要に応じ, 改定・周

知することによる医師の自発的な知識・技能と資質向上をサポートするための取組等について,

検討の上, 所要の施策を講じるべきである｡

(ウ) 専門医制度と医師免許との連携を含めた総合的な視点から医師資格制度の見直し【平成

18年度検討・結論, 平成19年度措置】

多様な医療の専門分化により, 公的資格である ｢医師免許｣ だけでは, 医師個々の専門領域

を表し得なくなってきている｡ 他方, これを補完するような専門医, 認定医等の機能分化に対

応した学会等の付与による資格は, 必ずしも技術的評価が伴っていない, 各専門資格間でその

評価基準に統一性が無い等の状況にあるが, 先進医療技術の実施要件として, 専門医であるこ

とが要件とされる等, 専門医制度等を活用した今後の取組が期待されてきている｡

したがって, 公的資格としての医師免許に加え, それらと関連する専門医等の資格取得に当

たって質の確保を図るため, 公的にも一定のサポートを行うことを含め, 専門医の育成の在り

方等の検討を行う等, 総合的な視点から医師資格制度の在り方について改善を図るべきである｡

中間答申の全文は規制改革・民間開放推進会議のホームページを参照ください｡

http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/index.html

京都府医師会 南部学術講演会

● ● ● テーマ：メタボリックシンドローム ● ● ●

と き ９月30日(土) 午後２時～４時

ところ 文化パルク城陽 ４階大会議室 (城陽市寺田今堀１番地)

｢メタボリックシンドローム －その実像にせまる－｣
京都大学医学部附属病院探索医療センター探索医療臨床部教授 横出 正之 氏

｢メタボリックシンドロームの食事療法
－栄養食事指導のワンポイントアドバイス－｣

西陣病院栄養科科長 (管理栄養士) 木村美枝子 氏

参加費 無 料 ※会員外の方, 医療関係者の参加も歓迎します｡

※京都市内・北部地域の皆様もぜひご参加ください｡

共 催 京都府医師会, 宇治久世医師会, 乙訓医師会, 綴喜医師会, 相楽医師会
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７月22日(土), 第１回勤務医部会幹事会が府医会館にて開催された｡

今期の幹事会は31施設より, 39名の幹事の構成で行われる｡

開会にあたり部会長でもある森府医会長より ｢18年度の医療制度改革では病院, 診療所も大

きなマイナスのダメ－ジを受けている｡ 今後, 医療費削減のためさらに厳しい締め付けが来る

であろう｡ 地域医療推進のためには, 病診連携を含め医療制度についての諸問題を勤務医・開

業医全体で取り組む必要がある｡ 勤務医の入会促進をはじめ, 勤務医の諸問題について検討を

いただき, ご提案をお願いしたい｣ と挨拶があり, 幹事長・副幹事長の選出に移り, 幹事長に

赤坂裕三氏, 副幹事長に向原純雄氏・中島正継氏・薄井裕治氏が前期に引き続き選出された｡

幹事会より府医委員会への推薦委員については, 医業経済・融資斡旋委員会に向原純雄副幹

事長, 乳がん検診委員会に蔭山典夫幹事, 情報企画委員会に紀田康雄幹事, 学術・生涯教育委

員会に藤本莊太郎幹事が選出された｡

続いて５月に開催された近医連委員総会第２分科会 ｢医の倫理・勤務医｣ の状況を中野府医

理事が報告した｡ 分科会の中で勤務医の入会促進にむけて ｢勤務医学術奨励賞｣ の創設や ｢研

修医のための研修と交流会｣ 等を開催していることを報告, 他府県医師会からは ｢医師不足｣

｢医師の偏在｣ について問題提起がされた｡

勤務医部会幹事会
委�員�会�だ�よ�り�

＜勤務医部会幹事会幹事＞ (◎＝幹事長, ○＝副幹事長)

○中島 正継 (京都第二赤十字病院) 出口 雅子 (京都第二赤十字病院)
○向原 純雄 (京都市立病院) 中村 久美 (京都市立病院)

吉岡 秀幸 (京都逓信病院) 宮� 忠芳 (京都工場保健会診療所)
山本 浩 (京都南病院) 山田 典子 (南保健所)
島田 誠一 (日本バプテスト病院) 森村 達夫 ((独)国立病院機構宇多野病院)
西川 温博 (京都桂病院) 堀江 克行 (三菱京都病院)
高山 康夫 (洛西ニュ－タウン病院) 藤本荘太郎 (京都第一赤十字病院)
山添 勝一 (京都第一赤十字病院) ○薄井 裕治 (東山武田病院)
閑 啓太郎 (愛生会山科病院) 関本 達之 (洛和会音羽病院)
近藤 摂子 (洛和会音羽病院) 二宮 清 (洛和会音羽病院)
酒井 久司 (医仁会武田総合病院) 秋山 祐一 ((独)国立病院機構京都医療センタ－)
矢部 正治 (済生会京都府病院) 門田 一宣 (宇治武田病院)
蔭山 典男 (宇治病院) 紀田 康雄 (第二岡本総合病院)

◎赤坂 裕三 (京都八幡病院) 中井 一郎 (公立山城病院)
村上 貞次 (公立南丹病院) 白方 秀二 (綾部市立病院)
太田 努 (市立福知山市民病院) 高松 剛 (舞鶴共済病院)
西田 和夫 (舞鶴赤十字病院) 内藤 和世 (府立与謝の海病院)
小川 修 (京都大学医学部附属病院) 福田 和彦 (京都大学医学部附属病院)
長井 苑子 (京都大学医学部附属病院) 中嶋 啓雄 (京都府立医科大学附属病院)
福井 道明 (京都府立医科大学附属病院)

担当副会長 久山 元 担当理事 中野昌彦・東前隆司
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７月25日(火), 第１回産業保健委員会が府医会館にて開催された｡

今期委員会は10名の委員で構成され, 委員長に藤岡嗣朗氏 (船井), 副委員長に大山孜郎氏

(伏見) が選出された｡

当日の委員会では, 諮問事項 ｢産業医とかかりつけ医の連携｣ についてフリーディスカッショ

ンが行われ, 産業医とかかりつけ医の連携を図るための情報提供ツールや情報伝達の仕組みづ

くり, 労働者のメンタルヘルス対策が取り上げられているなかで産業医と精神科の専門医との

連携の強化の必要性などについての意見が出された｡

本委員会では, 今後も最終答申の作成に向け, ｢産業医とかかりつけ医の連携｣ について協

議を進めていく｡

産業保健委員会
諮問事項

産業医とかかりつけ医の連携

＜産業保健委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

新屋 久幸 (中東) 酒井 泰彦 (中西) 森口 次郎 (中西)
関 透 (下西) 太田 正治 (右京) ○大山 孜郎 (伏見)
大石 明人 (宇治久世) ◎藤岡 嗣朗 (船井) 古木 勝也 (福知山)
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・東前隆司・内田寛治

赤坂幹事長より, 18年度の事業計画について説明, 京都医報掲載の ｢勤務医通信｣ 欄への投

稿執筆者を決定, 会の後半の１時間はフリ－ディスカッションで, 勤務医の労働環境, 医療訴

訟, 女性医師問題等, 勤務医をめぐる諸問題ついて出席の幹事より意見が出され, 今後, その

声を医師会活動に反映させ改善に結びつけるよう協議を進めていくこととした｡
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１. 介護支援専門員受講試験対策講座

本会では, 本年も京都ＭＤＳ研究会の協力のもと, 本年10月22日に開催される第９回介護支

援専門員実務研修受講試験を受験される方を対象に, ｢介護支援専門員実務研修受講試験対策

講座｣ を開催します｡ 年々難易度が高くなる試験に対応すべく, 実際にケアマネジャーとして

活躍されているばかりでなく, 合格者が受講する実務研修の講師であるメンバーが, 本対策講

座の講師を務めます｡

参加ご希望の方は, 本号付録の申込用紙に必要事項をご記入の上, 郵便またはＦＡＸで京都

府医師会事務局地域医療課介護保険係 (〒604－8585 住所記載不要, FAX 075－315－5290)

宛９月４日(月) までにお申込みください｡

なお, 希望者多数の場合は抽選とします｡ 抽選に漏れ, ご参加いただけない場合のみ, ９月

15日頃までに連絡申し上げます｡

２. 介護支援専門員基本テキスト対応ポイント集

府医では介護支援専門員養成研修会受講試験を受験される方のために, 試験の出題範囲であ

る ｢介護支援専門員基本テキスト｣ の内容を要約した ｢対応ポイント集｣ を作成, ９月上旬か

ら販売の予定です (１冊2,500円, 送料500円の予定)｡ 購入ご希望の方はハガキまたはＦＡＸに

氏名 (医療機関単位, 法人単位等で購入の場合は担当者名), 連絡先住所, 電話番号, 冊数を

ご記入の上, 府医事務局地域医療課介護保険係 (〒604－8585 住所記載不要 FAX 075－315－

5290) までお申し込みください｡ 完成次第郵送します｡ 直接受け取り希望の場合は９月４日

(月) 以降にホームページ等でご確認の上お越しください｡

なお, ｢受験対策講座｣ もこのポイント集を使用します｡ 対策講座を受講されない方への販

売はもちろんのこと, 受講される方で事前に入手したい方へも販売可能 (その場合は直前対策

講座の申込書とは別にお願いします) ですので, 上記の要領にてお求めください｡

３. 介護保険の手引きⅥ

18年４月の介護報酬並びにサービス事業者・施設等の指定基準改定にかかる政省令・告示・

解釈通知, Ｑ＆Ａ等をわかりやすくまとめた ｢介護保険の手引きⅥ｣ を作成しました｡

初版は, ３月に開催した介護報酬説明会をはじめホームページ等の案内から事前にご予約い

介護支援専門員受講試験対策講座
介護支援専門員基本テキスト対応ポイント集

介護保険の手引きⅥ
京都府認知症介護実践者等養成研修の案内
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ただいていた分でほぼ完売となりました｡ 引き続きご購入ご希望の方のために増刷する予定で

す｡ ご購入ご希望の場合は, 下記要領にてお申込みください｡ 増刷でき次第 (９月下旬頃の予

定), 郵送ご希望の方には郵送し, ご来館にて直接受け取り希望の方には, その旨お知らせし

ます｡

＜代金＞
会員価格：１冊2,000円 会員外価格：１冊3,000円

【会員価格適用対象】

① 申込者 (購入者) が京都府医師会会員である場合

② 〃 京都府医師会会員が開設・管理する医療機関 (併設・隣接事業所

を含む) である場合 (例：みなし指定事業所, 医療機関の通所リハ事業所, 道路を挟ん

で隣接する事業所等)

③ 老健, 特養の“常勤” (非常勤は対象外) 医師が京都府医師会会員で, かつ, その施

設が勤務先であると京都府医師会に届け出ている場合に限り, 当該施設が申込者である

場合

※したがって, 開設者である法人の理事長が会員であるだけの特養や訪問看護ステーショ

ン等の事業所・施設は会員外の扱いとさせていただきます｡

＜送料＞
５冊までごとに500円 京都府以外はゆうパック料金に準ずる

＜申込方法＞
事業所番号および事業所名 (個人の場合は不要), 所在地 (住所), 電話番号, 担当者氏名,

希望冊数, 郵送希望か来館されるかをご記入の上, ＦＡＸ等で府医事務局地域医療課介護保険

係宛にお送りください｡ なお, 府医ホームページから専用申込書をダウンロードできますので,

こちらもご利用ください｡

４. 京都府認知症介護実践者等養成研修の案内

京都府は, グループホームをはじめ, 介護保険居宅サービス, 介護保険施設, 地域密着型サー

ビスの介護職員等の認知症介護技術向上のために標記研修を開催します｡ サービス種類によっ

ては本研修の修了が要件となる場合もありますのでご留意ください｡

詳細はＷＡＭＮＥＴ京都府センター (http://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/v

WbCategory01?openview) に掲載されてますのでご参照ください｡

※京都府は今年度から, 国からの通知や京都府の介護保険施策等, 重要なお知らせを上記

ＷＡＭＮＥＴ京都府センターで迅速に情報提供されています｡ みなし指定事業所も含め, 介

護保険の居宅サービス事業所・施設・地域密着型サービス事業所等におかれましては, 定期

的にこのサイトをチェックし, 重要な情報の入手に努めてください｡
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※ご参加の先生には下記の研修単位を取得していただけます｡

・日本医師会生涯教育講座 (５単位) ・日本内科学会認定内科専門医資格更新講座 (２単位)

・日本臨床内科医会認定制度 (４単位) ・日本産婦人科学会・日本産婦人科医会研修シール

・日本小児科学会認定医 (３単位) ・日本耳鼻咽喉科学会専門医 (５単位)

・日本医師会認定産業医基礎後期・生涯専門 (３単位)

１. 口演演題・ビデオ演題・ポスターサロン ＜午前中＞

２. 学術賞・学術研鑽賞表彰 ＜12：00～12：30＞

３. シンポジウム ＜12：30～14：30＞
｢最近の画像診断の進歩－予防放射線医学の確立を目指して｣

総括者／京都府立医科大学大学院医学研究科放射線診断治療学教授
西村 恒彦 先生

｢ＭＲ装置による脳認知障害の検出｣
京都第一赤十字病院放射線科医長 木津 修 先生

｢マルチスライスＣＴによる冠動脈病変の検出｣
公立山城病院循環器科医長 富安貴一郎 先生

｢最近の画像診断の進歩－ＰＥＴ／ＣＴを中心に－｣
京都大学大学院医学研究科先端領域融合医学研究機構助手 (特任)

中本 裕士 先生
｢京都デジタル疎水ネットワークを利用した遠隔画像診断の試み｣

京都府立医科大学大学院医学研究科放射線診断治療学学内講師
伊藤 博敏 先生

４. 特別講演 ＜14：30～15：30＞
『呼吸器疾患の画像診断－肺癌を中心に』

滋賀医科大学放射線科医学講座教授 村田喜代史 先生
座 長／京都府医師会学術・生涯教育委員会委員長 木谷 輝夫 先生

統一テーマ：画像診断
◇◆◇ ＣＴ・ＭＲ・ＰＥＴの画像装置の紹介・画像診断に関する書籍の販売も行います ◇◆◇

このほど第32回京都医学会の全容が下記のと
おりほぼ決定しました｡

京都医学会は会員の生涯研修と会員相互の交
流をはかる場として昭和50年来毎年開催され,
生涯教育充実の面からも欠かせないものとして
定着してきています｡

午後のシンポジウム・特別講演は会員の日常
診療に役立つ内容を主眼にお話しいただきます｡

一方, 午前中の一般演題については, 会員の
先生方の積極的なご応募により４会場に分かれ

て発表が行われます｡ 今回の応募は74題で,
｢医療連携｣ のワークショップも設け, 活気あ
ふれる会場となりそうです｡ さらに今年度は医
療機関における ｢画像診断｣ の実際を報告して
いただくビデオ発表も行います｡

また, 今回も, 経験された珍しい症例等を気
軽にご発表いただく場を提供することを目的と
したポスターサロンを開設いたします｡ なお,
11時30分からの20分間を質問時間といたします｡

と き ９月24日(日) 午前９時～午後３時半
ところ 京都府医師会館

第32回京都医学会 全容決まる

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
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平成18年度京都市インフルエンザ予防接種について
新規協力医療機関を募集

平成18年度京都市インフルエンザ予防接種を次の要領にて実施します｡
記

実施期間 平成18年11月１日(水) ～平成19年１月31日(水) の３カ月間の予定
対 象 者 ①京都市内在住の接種日現在65歳以上の者

②京都市内在住の接種日現在60歳以上65歳未満であって心臓, じん臓もしくは呼吸器
の機能またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

接 種 料 ４,６５２円 消費税込 (自己負担金＝１,５００円を含む)
(ただし生活保護受給者および市民税非課税世帯に属する者は全額免除)
※不適格診断料 ２,８３５円

請求および支払い方法
請求書および予診表等については, 10月中に協力医療機関に対して京都市から直接送
付されます｡

新たに協力医療機関の登録を希望される場合は, ９月25日(月) までに, 京都府医師会地域医療課 (TEL
315－5274 または FAX 315－5290) へお申し出ください｡ 折り返し, 申請用紙をＦＡＸいたします｡

なお, 昨年度登録の協力医療機関につきましては, ご辞退のお申し出がないかぎり, 本年度も協
力医療機関として取り扱わせていただきますのでご了承ください｡
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北医師会は平成17年12月１日, 創立50周年

を迎えることが出来ました｡ これも皆様のお

力添えがあっての事と感謝しております｡

創立までの歴史を簡単に述べます｡ 敗戦後

占領軍の示唆により, 京都府医師会並びに地

区医師会の再編成がなされ北医師会の前身で

ある ｢洛北医師会｣ が昭和22年５月20日設立

されました｡ しかし残念ながら昭和26年の

｢保険医停止処分｣ の問題がありまして地区

医師会内, さらに京都府医師会との間にも見

解の相違が生じ, 昭和28年, 40数名が ｢洛北

医師会｣ を退会して ｢紫野医師会｣ を作る事

になりました｡ 府医に残られましたのは ｢加

茂医師会｣ となりました｡ その後多難の道の

りがありましたが, やがて京都府医師会とも

和解し, 両地区医師会の中にも合同の気運が

高まって, 昭和30年12月１日, ｢紫野医師会｣

と ｢加茂医師会｣ が合同になり現在の ｢京都

北医師会｣ の基礎が出来ました｡ その後様々

な医師会活動を続け平成12年４月４日には,

｢社団法人京都北医師会｣ が認可され今日に

至っております｡

平成18年１月28日, ブライトンホテルにお

いて ｢北医師会創立50周年記念祝賀会｣ を開

催いたしました｡ 当時の京都府医師会長 油

谷桂朗先生はじめ近隣の西陣医師会長 垣田

敬治先生, 上京東部医師会長 小川欣冶先生

にもご臨席を賜り, ご祝辞をいただきました｡

参加者は128名 (北医師会員91名, 同伴の奥

様方37名) で, 記念講演, 祝賀会も無事盛大

に執り行う事が出来ました｡ 誌面を借りまし

て皆様方に厚く感謝を申し上げます｡ 当日で

の北医師会会員数は148名であります｡

北医師会には伝統の ｢和の精神｣ がありま

す｡ 聖徳太子の十七条憲法の第一条 ｢一にい

わく, 和をもってとうとしとす｣ が, その原

点であります｡ 会員間の団結, 調和を大切に

しております｡ しかしながら, この１年間に

新たな入会者が６名ありまして, 医療情勢も

厳しいため近隣の先生との間に若干の不調和

が生じている面があります｡ 北医師会長とし

て心を傷めております｡ 現在の厳しい医療情

勢を乗りきるためには, 京都府医師会の活動

が重要であり, その活動を支えるためには,

地区医師会のまとまりが大切であり, その原

点は個々の会員の活力, 理解であります｡

｢和の精神｣ を守り続けるために, 私をはじ

め北医師会員もさらなる努力が必要と考えて

おります｡ 皆様のお力添えよろしくお願いい

たします｡

北医師会事務局の電話 493－1690,

FAX 493－1692

ホームページ：http://www.kita.kyoto.med.or.jp

E-mail：kitaishi@triton.ocn.ne.jp

ご意見, ご感想お願いいたします｡

京都北医師会
会 長

梅原 誠
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チャイルド・シート

｢急ブレーキで前に飛ばされて頭を打ち

ました｣ と言って駆け込んできた母親がい

ました｡ ５歳の女児は前額部を打撲して軽

度の擦過創と皮下血腫を形成していました

が, 幸い大事に至らずにすみました｡ その

子どもが, 後部座席に座らされていて退屈

したので運転席と助手席の間から前方を眺

めていたときに, 急ブレーキがかかったは

ずみで前方へ飛び出しセンターコンソール

で前額部を強打したとのことです｡ チャイ

ルドシートには座っていませんでした｡

日本における０歳を除いた子どもの死亡

原因の第１位は不慮の事故です｡ その中で

も, 交通事故による死亡が一番多いのです

が, １～４歳児では歩行中が大半を占め,

自転車に乗れる年齢になると自転車乗車中

の割合が増えます｡ 自動車乗車中の事故で

は, シートベルトをしていた大人は打撲の

みの軽症ですんでも, 子どもが車外放出で

死亡するというケースが後を絶ちません｡

ＪＡＦ (日本自動車連盟) のアンケート調

査では, 車内で子どもがケガをしたことが

あると答えたのは約14％あり, その内訳で

最も多いのはドアに手や足を挟んだ事故で

43％, 体を固定していないために急ブレー

キなどで外傷を受けたものが28％でした｡

2000年４月から日本で６歳未満の乳幼児

にチャイルドシートの着用が義務化されま

した (オーストラリアは1976年に法制化)｡

この法制化後に着用率は一時的に上昇した

ものの, 2005年には着用率が49％と半数に

も届いていません｡ ５歳未満に限ると30％

と３人に１人も装着していないのが現状で

す｡ １歳ころまでは乳児用チャイルドシー

ト, ４歳ころまでは幼児用チャイルドシー

ト, 10歳ころまではジュニアシートと呼ば

れる安全用具が用いられます｡ 自分からす

すんでチャイルドシートに座りたがる子ど

もはむしろ稀だと思われますが, 運転者は

責任をもって子どもにチャイルドシートに

座らせることが肝要です｡ また, 2001年の

警察とＪＡＦの合同調査では, 正しく取り

付けられていない車が70％と報告されてい

ます｡

交通事故で医療機関を受診する子どもの

数は非常に多く, ０～４歳児で年間15,000

～30,000と推定されています｡ 子どもを乗

車中の外傷や死亡から守るためにも, チャ

イルドシートの正しい装着方法と装着率上

昇の啓蒙を警察やＪＡＦに任せるだけでは

なく, 医療機関や保育施設などもこれに積

極的に加わらねばならないと思います (日

本外来小児科学会 ｢事故防止グループ｣ で

すでにこれらの取り組みが始まっています)｡

ところで, 最初に紹介した５歳の子ども

ですが, 前夜発熱したために当院を受診す

る目的だったのですが, 動転した母親は熱

のことはすっかり忘れて帰宅し, 夕方になっ

て思い出しその日の夜診に再診されました｡

幸いこちらも軽症でした｡

(情報企画委員会委員・西陣 禹 満)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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｢手にとるようにわかる頸動脈エコーマニュアル 撮り方から計測まで｣
(ベクトル・コア, 2003, 6,800円(税別))

｢カラー写真で必ずわかる！消化器内視鏡
適切な検査・治療のための手技とコツ｣

(羊土社, 2005, 6,300円)

今回新たに購入した図書２冊につき, 紹介させていただきます｡

１) 手にとるようにわかる頸動脈エコーマニュアル 撮り方から計測まで

本書は, 初心者でも理解できるよう, 頸動脈エコーの基礎知識と基本手技をわかりやすく解

説しています｡ また, 実際の症例の写真と報告書を多数掲載しており症例の結果記載に役立ち

ます｡ 頸動脈エコー検査のガイドブックとしてお薦めします｡

２) カラー写真で必ずわかる！ 消化器内視鏡 適切な検査・治療のための手技とコツ

この本では, 内視鏡技術 (上部消化管内視鏡, 下部消化管内視鏡, 内視鏡治療・処置, 胆道

系の内視鏡検査) について解剖を中心とした基礎知識に基づき, 写真, イラストなどのビジュ

アルが多用され, さらにＤＶＤによる動画などによりわかりやすく解説されています｡ 本書は

研修医, 指導医をはじめすべての実地医家にぜひ一読していただきたいと思います｡

(西陣医師会 竹中 健氏 記)

室室室 だ図図図 書 よよよ り

と き 10月15日(日)

午前９：00 スタート

ところ 向島西テニスコート

(TEL 075－612－3988)

会 費 2,000円 (昼食・飲物代含む)

懇親会 実費

◇申し込みおよび詳細については, 平杉嘉昭 (TEL 075－332－1198, FAX 075－332－

6503) までご連絡ください｡

※ご家族・ご友人・従業員のご参加を歓迎します｡

親親親善善善テテテニニニススス大大大会会会のののごごご案案案内内内
京都府立医科大学と京都大学
医学部との交流テニス大会
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全性情報について, 最新情報

を掲載いたします｡

詳細をご希望の先生には, 資料のコピーをお送りいたしますので, 学術・広報課までご連絡

ください｡ (TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042)

① 医薬品・医療機器等安全性情報第227号の速報について (日医常任理事)

｢１. 重要な副作用等に関する情報｣ は ｢塩酸ゲムシタビン｣ ｢沈降破傷風トキソイド｣

｢ピコスルファートナトリウム (大腸検査前処置の効能を有する製剤)｣ の情報, ｢２. 使

用上の注意の改訂について (その178)｣ では ｢臭化パンクロニウム他 (13件)｣ の情報,

｢３. 市販直後調査の対象品目一覧｣, その他, 参考資料として ｢小児気管支喘息の薬物療

法における適正ガイドライン｣ が掲載されています｡ なお, これらは日本医師会雑誌の平

成18年10月号に掲載される予定です｡

② ｢使用上の注意｣ の改訂について (日医常任理事)

【対象医薬品名】

塩酸アミオダロン, シロドシン, メシル酸カモスタット, テリスロマイシン, イトラコナ

ゾール, ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

なお, 本情報は ｢医薬品・医療機器等安全性情報｣ No. 228号に掲載予定です｡

第第第第第第222222 888888回回回回回回

府府府府府府医医医医医医懇懇懇懇懇懇親親親親親親シシシシシシニニニニニニアアアアアア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 出出出出出出場場場場場場者者者者者者募募募募募募集集集集集集

と き 10月９日≪(月)体育の日≫ 受付 各自スタート時間の30分前

午前９時24分スタート

と こ ろ 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース

北区上賀茂本山 TEL 075－791－2161

定 員 10組 40名

参 加 費 １人 4,000円 (プレー費, 昼食代, 飲み物代は別)

競 技 18ホールズ, ストロークプレー, ノータッチ, ダブルペリア方式

※大会当日60歳以上の会員およびご夫人 (年齢は問いません) の多数のご参加を

お待ちしております｡

参加ご希望の方は９月15日(金) までに地区福祉担当理事あてにお申し込みく

ださい｡
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『平成19年１月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19年１月発足の申請をされる方は,
平成18年10月30日(月) 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
各申請書式はデータでお渡しします｡ 府
医師会事務局総務課までご連絡ください｡

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 1 9 年 １ 月
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成18年10月30日(月) までに ｢事前概要書｣の提出を

医療法人制度改革について

先の国会で医療法が改正され, 平成19年４月１日に施行されることになりました｡ 改正

内容は①社会医療法人の創設 ②医療法人の残余財産の帰属先の限定等です｡

一人医師医療法人設立申請の受付は年４回で, 現行の制度下での設立は今回受付の１月

発足分と来年１月受付の４月発足分が最終となります｡ 一人医師医療法人の設立に際して

は, この度の改正を踏まえ十分にご検討ください｡ なお, 詳細につきましては京都府医療

室 (TEL 075－414－4746) へお問い合わせください｡

11号 老人性白内障とその手術
12号 高齢者のドライスキン
13号 腰痛の知識
15号 女性の尿失禁
16号 肩の痛みの知識
17号 薬の正しい使い方
18号 がん検診を受けよう
20号 学校と伝染病
23号 骨粗鬆症の知識
24号 知ってほしいタバコの害
25号 ストレスとうつ病

27号 脳卒中の予防とリハビリ
テーション

28号 子どもの発熱
29号 命を救う心肺蘇生法
30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療
31号 肝炎ウイルス検診を受け

ましょう！
32号 ＣＯＰＤとは何？
33号 ＳＡＲＳの基礎知識
34号 太るも痩せるも食事が基

本です
35号 糖尿病にならないために
36号 子どもをタバコから守ろう
37号 前立腺に関する病気
38号 エイズ患者・ＨＩＶ感染者

今のままでは増え続けます
39号 春の花粉症治療のアドバ

イス
40号 習慣づけよう！ ｢健康ス

ポーツ｣

広報誌 『Be Well』 のバックナンバー紹介

ご好評をいただいております府医発行の府市民向け広報誌 『Be Well』 につきましては現在

40号まで発行しております｡ 下記のバックナンバーにつきましては在庫がございますので必要

な方は府医学術広報課 (�315－5276) 宛てご請求ください｡
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第８回 『生命
い の ち

を見つめる』フォトコンテスト
－ 作品募集のお知らせ －

■賞

・最優秀賞 １点：30万円 ・優秀賞 ３点：10万円

・入 選 ５点：５万円 ・佳 作 20点：図書券５千円分

□応募規定

・応募作品は, 本人が撮影した未発表作品に限ります｡

・サイズは, キャビネ判 (または２Ｌ) とします｡

・１人３点までに限ります｡

・二重応募や類似作品の応募は禁じます｡

・肖像権やプライバシーの侵害には十分ご注意ください｡ 主催者では責任を負いかねます｡

・作品は返却いたしません｡

・入賞作品の著作・使用権は１年間, 主催者に帰属します｡

・上記規定に違反した場合は, 受賞を取り消します｡

■締め切り

平成18年11月17日(金) 必着

□入賞者発表

平成19年２月中旬の読売新聞紙上

■応募・問い合わせ先

読売新聞東京本社 事業開発部 ｢フォトコンＭ｣ 係 (TEL 03－5159－5886)

��� �����	


�������

ＮＨＫアナウンサー

松平定知 氏をお迎えします｡

テーマ：｢私の取材ノート｣

日 時：９月14日(木) 午後２時～４時

会 場：ホテルグランヴィア京都

３Ｆ ｢源氏の間｣

TEL 075－344－8888

会 費：会員 2,000円 会員外 2,500円

ティー・ケーキ付

��������	
����

��������	���

会 長 小柴 通

企画委員長 隅田友子

担 当 清水純子 松田侑子

波柴富美子 服部万里

講演会のご案内
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医療界を巡る動き

平成18年７月 医療界を巡る動き
地 域 医 療 関 係 医 療 保 険 関 係 一 般 情 勢

７. 10 厚労省老健局に ｢地域ケア・療養病床転換推
進室｣ 新設

７. 15 咽頭結膜熱が大流行, 過去最多を記録－国立
感染症研究所まとめ

７. 19 生活習慣病予防ツール ｢健康づくりのための
運動指針2006｣ を大筋了承－厚労省検討会

７. 21 安衛法に基づく胸部エックス線検査, 40歳以
上に限り継続－厚労省検討会

７. 27 ｢与党ドクターヘリワーキングチーム｣ が初
会合

７. 28 都道府県がん診療連携拠点病院, 16施設が指
定－京都でも府立医大病院が指定

７. １ 医療区分に応じた療養病床入院基本料がスター
ト

７. 10 厚労省保険局に ｢医療費適正化対策推進室｣
新設

７. 12 ｢入院時生活療養の基準額｣ 月額６万2000円
で了承－中医協基本問題小委員会

７. 12 厚労省, ｢評価療養｣ ｢選定療養｣ の分類案を
提示－中医協基本問題小委員会

７. ３ 経済財政諮問会議 ｢骨太方針2006｣ 原案を了
承

７. ６ 歳出入改革一体改革などを了承－財政・経済
一体改革会議

７. ７ 社会保障費, ５年間で1.1兆円削減－｢骨太の
方針2006｣ を閣議決定

７. 13 ｢個人情報保護｣ で診療に関する指針を制定－
日医

７. 19 武見氏が日医連推薦を前提に出馬の意向

７. 19 ｢医師数全体は充足方向｣ 文言は削除－｢医師
の需給に関する検討会｣ が最終報告案

７. 21 社会保障費自然増, 2200億円圧縮－2007年度
シーリングを閣議決定

７. 31 ｢保険医の再登録制度｣ 創設などを提言－規
制改革・民会開放推進会議が中間答申
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訃 報

石井正次氏／上東・中立・７月23日ご逝去・78歳
倉田昌彦氏／北・博愛会・７月24日ご逝去・80歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区

岡 隆宏 Ａ 東山 山田祐一郎 Ｃ 京大

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 第４回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. 第２回社会保険研究委員会の状況

４. 国保合審の状況

５. 基金合審の状況

６. 新規指定前講習会の状況

７. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

８. 第３回救急委員会の状況

９. 府医居宅介護支援事業所出張所連絡会

の状況

10. 平成18年度きょうと健やか21推進府民

会議役員会の状況

11. 第１回産業保健委員会の状況

12. 京都府介護保険審査会総会の状況

13. 第１回勤務医部会幹事会の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. ７月度協会医賠処理室会提出件数

16. 第３回学術・生涯教育委員会の状況

17. 第２回スポーツ医学委員会の状況

18. 第１回日医介護保険委員会の状況

19. 平成18年度第４回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

20. 会員の入会・異動・退会８件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 福岡県医師会館の見学訪問を可決

23. 情報企画委員会委員の追加委嘱を可決

24. 京都府社会保険診療報酬支払基金幹事

候補者の推薦を可決

25. 第50回社会保険指導者講習会の出席者

を可決

26. 新規個別指導の開催を可決

27. 2006年版保険事務必携の作成を可決

28. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

29. 京都府介護保険審査会専門調査員の推

薦を可決

30. 第15回地域がん登録全国協議会総会研

究会への出席を可決

31. 産業医研修会の共催を可決

32. 介護保険の手引きⅥの作成費用を可決

33. 平成18年度学校医部会耳鼻咽喉科研修

会の共催を可決

34. 運動器学校検診モデル事業小委員会委

員の追加委嘱を可決

35. 相楽医師会市民公開フォーラム ｢第10

回きょうと健やか21 in 相楽 『知ってお

きたい子どもの病気と事故』｣ への後援

第16回定例理事会 (７.27)
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を可決

36. 救急告示病院の指定更新申請を可決

37. 救急委員会・熱傷問題小委員会の設置

と第１回小委員会の開催を可決

38. 第61回府医懇親ゴルフ大会の開催を

可決

39. 第28回府医懇親シニアゴルフ大会の開

催を可決

40. 平成18年度南部学術講演会の開催を

可決

41. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

42. 府医学術賞・学術研鑽賞・京都医学会

雑誌投稿奨励賞の授与を可決

【報 告】

１. 平成18年８月１日現在の会員数

８月１日現在 4,229名 (＋10名)

２. 第３回会費検討・会館建設特別委員会

の状況

３. 新規個別指導の状況

４. ８月度保険医療担当部会の状況

５. ７月度労災審査協議会の状況

６. ７月度基金幹事会の状況

７. 大阪府医師会学校医部会設立30周年記

念行事の状況

８. 第２回学校保健委員会の状況

９. 平成18年度第１回中丹地区病院群輪番

制度運営委員会の状況

10. 平成18年度近医連学校医研究協議会第

１回理事会の状況

11. 第１回運動器学校検診モデル事業小委

員会の状況

12. 産業医研修会の状況

13. 第１回産業医部会幹事会の状況

14. 第１回検診対策特別委員会の状況

15. 第２回子宮がん検診委員会の状況

16. 第１回京都子どものための市民憲章懇

話会の状況

17. 第２回消化器がん検診委員会の状況

18. 第２回地域ケア委員会の状況

19. 平成18年度きょうと健康長寿日本一プ

ラン政策検討会の状況

20. 平成18年度都道府県医師会税制担当理

事連絡協議会の状況

21. 府医学術講演会の状況

22. 京都府医療推進協議会第２回実行委員

会の状況

23. 第２回日医総研戦略会議の状況

24. 地区医師会との懇談会の状況

【議 事】

25. 会員の入会・異動・退会15件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

27. 第173回定時代議員会議案書・平成17

年度会務報告の作成を可決

28. 第５回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

29. 京都府社会福祉審議会委員の推薦を

可決

30. 第３回基金・国保審査委員会連絡会の

延期を可決

31. 第３回近医連保険担当理事連絡協議会

の出席を可決

32. 平成18年度集団的個別指導の開催を

可決

33. 母体保護法第14条による指定医師指定

第17回定例理事会 (８.３)
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を可決

34. 肺がん対策委員会委員の追加委嘱を

可決

35. 第１回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

36. 平成18年度 (第57回) 全国労働衛生週

間行事の協賛を可決

37. 産業医研修会の共催を可決

38. 第２回産業医部会幹事会の開催を可決

39. 第37回全国学校保健・学校医大会への

参加を可決

40. 第33回くらしと健康展の開催を可決

41. ｢第13回京都府医師会健康講座｣ の開

催を可決

42. 救急救命士養成事業に関する委託契約

の締結を可決

43. シンポジウム ｢ファーストエイドと

ＡＥＤ｣ －救命の連鎖への参加－の後援

を可決

44. 府医学術講演会の開催を可決

45. 平成18年度南部学術講演会における栄

養士への講演料を可決

46. スポーツ大会への救護医師の派遣を

可決

47. 平成18年度第２回都道府県医師会長協

議会の出席を可決

48. 京都府医療推進協議会第７回代表者会

議の開催 (出席) を可決

49. 京都府医療推進協議会主催イベント

｢これからの日本の医療・保健・福祉を

考える｣ の開催を可決

～ 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｡




