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研修医オリエンテーションでの
シミュレーションの様子

写真／平出 敦 (京都大学)

京大病院では, 毎年春に１年次研修医に対してオリエン
テーションを実施し, 院内システムの説明や実習などを行っ
ている｡ 昨年度より, 総合臨床教育・研修センターを設置
し, 医師等の教育・研修にますます力を注いでいるところ
である｡ 今年度の研修医オリエンテーションでは新たな取
り組みとして, Kyoto University Simulation Laboratory
(KOUSL) において, 新研修医が身体診察や採血, 点滴の
シミュレーターを用いて, 実際の患者を担当する前に手技
の訓練, 確認を行った｡

特別寄稿

｢特発性肺線維症は
集検Ｒｐから発見される｣

(財)京都予防医学センター

(財)京都がん協会 佐藤 篤彦
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説

我が国の医事紛争をめぐる情勢は極めて深

刻であり, 新規裁判提起事例は1,000件を超

え, また賠償額も高額化傾向をたどり, １億

円を越える判決も稀でなくなった｡

医療事故のみならず交通事故等においても

そうであるが, 事故発生後の事後処理で大事

なことは, 一番目に ｢被害者の救済｣, 二番

目に ｢再び同じ事故を起こさないための原因

究明とその対策｣, 三番目に ｢過失責任の検

証｣ である,

しかしながら, 現在の医賠責制度では医師

に過失責任がなければ障害を受けた患者への

補償はなく救済の道はない｡ このため, 現在

の裁判制度では医師の過失責任に焦点が当て

られ過度な医師の過失責任が追求される傾向

にある｡ 過失判断が難しい事例に無理に過失

認定をし, 不可逆的に発生した事故に対して

まで医師の責任が問われることになれば, 医

師はリスク回避のための防衛診療や過剰診療,

さらには臨床現場からの撤退行動という事態

の発生が予想され, 結果として医療現場の荒

廃が患者・家族に及ぶところとなる｡ 実際,

現在の医事紛争の激化は医学生の診療科の選

択にも影響を与え, 専門医の偏りと特定の診

療科の医師不足を招いている｡

このような現状をふまえ, 日本医師会は医

師・患者間の信頼関係を確立し, 真の共同作

業としての医療を円滑に施行できる環境を構

築するための委員会, ｢医療に伴い発生する

障害補償制度検討委員会｣ を平成16年12月に

設置した｡ 当委員会には私も参加し, 会長の

諮問事項である ｢医療に伴い発生する障害補

償制度 (無過失補償制度を含む) に関し検討

することについて｣ に対し, 鋭意検討を重ね

平成18年１月答申書を提出した｡

厚生労働省もこの答申を受け, 無過失補償

制度の仕組みづくりに向けて本格的な検討に

乗り出す方針を決めている｡

紙面に制約があるため, 以下にごく簡単に

当委員会検討の要約を記す｡

医療が絶え間なく進歩することにより, 医

療に伴い発生する障害の原因究明は極めて困

難な事例が増え, その解明には時間がかかる

こと, また現在の過失制度の裁判では患者と

医師は互いに争う関係にあり, 互いに協力し

て解決を図るような環境にないことから, 我

が国においても無過失補償制度の導入が検討

されるべきである｡

本制度は世界的にみてもかなりの国ですで

に実施されており, その他の先進国でもほと

んどの国が何らかの形で検討している情勢に

ある｡

無過失補償制度はスウェーデン, フィンラ

ンド, ノルウェー, デンマーク, ニュージー

ランド等で実施されている｡ ただし, この制

度は医師の過失を許すものではなく, 別の制

度において罰則を科すものである｡

医療の現場にある者にとって, 障害者の支

援組織, 制度がいまだ十分とはいえない我が

国においては, 過失責任を問えず補償を受け

られなかった被障害者自身あるいはその家族

にとって経済的, 精神的負担は極めて大きく

黙視できない状態にある｡

京都府医師会副会長 上原 春男

日本医師会
医療に伴い発生する障害補償制度検討委員会

���� ����
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本制度の設置と運用は, 明確な過失のない

グレーゾーンにおいて, 被障害者の救済を第

一とし, こういった被障害者やその家族の救

済に役立つと考えられる｡

同時に, 過失認定が難しい事例に, 無意味

で不毛な医師と患者との対立を惹起する現行

の医事紛争を実質的に減少させることも重要

な目的の一つとする｡

今回の検討で, 本制度の実施にはかなりの

予算が必要であり私的保険の枠では十分な機

能を果たせず, 公益資金の投入が必至でその

ためには国民のコンセンサスが必要であると

結論された｡

答申書の最後は以下の文で締めくくって

いる｡

｢本委員会は医療に伴い発生する障害補償

制度のあり方につき検討した結果, 新たな制

度の必要なこととその具体的実施案について

ここに述べ, 制度の早急な創設を強く要望す

るものである｡

しかし, その実施に際しては補償対象の認

定, 障害の程度とそれに対応した実数等の検

討, 運営システム等多くの問題があり, また

公的資金の導入が不可欠とすれば, 法制度を

含めて検討すべき課題が多く, 公式な審議会

等を設置して更なる討議が行われるべきであ

ると考える｡｣

平成18年度救急医療功労者表彰で

都倉一郎氏が厚生労働大臣表彰受賞

平成18年度の救急医療功労者表彰が救急医療週

間期間中の９月８日に厚生労働省で行われ, 京都

府からは都倉一郎氏 (宇久) が個人として受賞さ

れました｡

受賞された都倉先生に心からお祝い申し上げ,

今後ともお元気でご活躍されることを祈念いたし

ます｡
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委�員�会�だ�よ�り�

京都府医師会では, 平成17年11月に会費検討・会館建設特別委員会を設置し, 会長諮問事項

｢現行の医師会費賦課徴収制度の見直し｣ について, 計７回の協議を重ね, この度答申書を作

成した｡ 平成18年９月７日(木), 田村委員長より森会長へ答申書の提出が行われた｡

答申書の目次は以下のとおりであり, 詳細については, 本号付録として掲載させていただく｡

＜会費検討・会館建設特別委員会答申書目次＞

はじめに

Ⅰ 保険収入の応能割負担算定根拠としての限界

Ⅱ 均等割の検討

(１) 今回の会費制度改正について

(２) 均等割の手順

(３) 均等割のシミュレーション

(４) 現行制度との比較

(５) 改正点の説明

� セイフティ・ネットに関する考え方

○他府県の状況と今後の方向性

� 高齢Ａ会員の負担に関して

� 高収入Ａ会員の負担額が大幅に減少することについて

おわりに

＜会費検討・会館建設特別委員会 (平成17年11月～)＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎田村 元 (北) 内田 秀一 (上東) 進藤 博章 (西陣)
早川 征生 (中東) 尾崎 信之 (中西) 大川 正直 (下東)
竹内 一実 (下西) ○和田 泰三 (左京) 伊東 三喜雄 (右京)
中路 裕 (西京) (平成18年５月～) 名和 正訓 (東山) (平成18年５月～)
鈴木 学 (山科) 泉川 文彦 (伏見) 片岡 卓三 (乙訓)
阪井 隆 (宇久) 西村 完生 (綴喜) 藤木 新治 (相楽)
川西 康夫 (船井) 西垣 逸郎 (亀岡) (平成18年６月～)
野間 俊二 (綾部) (平成18年５月～)
井土 昇 (福知山) 岸本 良博 (舞鶴) 宮地 道弘 (与謝)
奥田 聖介 (北丹) 中村 孝志 (京大) 久 育男 (府医大)

(～平成18年４月) 芦田 光 (西京) 大本 一夫 (東山) 安村 忠樹 (綾部)
(～平成18年５月) ○調 幸治 (亀岡)

担当副会長 安達秀樹 担当理事 橋本京三
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医学部の定員増を暫定的に容認

『新医師確保総合対策』 まとめる

医医師師不不足足やや診診療療科科間間・・地地域域間間偏偏在在のの解解消消にに向向けけたた第第一一歩歩

全国各地で深刻な問題となりつつある医師不足・偏在問題｡ 地域医療の根幹をも揺るがしかねな

いこの問題の解決はいまや最重要課題となっている｡ そんな中, 厚生労働・総務・文部科学の３省

は８月31日に開催した ｢地域医療に関する関係省庁連絡会議｣ において 『新医師確保総合対策』 (以

後“総合対策”) をまとめ, 医師不足や診療科・地域間での偏在を解消に向け動き出した｡

今回の総合対策では医師不足が深刻な県の医

師養成数および自治医科大学の定員を増やすこ

とを暫定的に容認する方向性を打ち出した｡ 連

絡会議に先立って行われた総務相, 財務相, 文

科相, 厚労相の４閣僚による確認事項では, 特

に医師不足が深刻な10県の大学医学部および自

治医科大学に限り, 08年度から最大10年間にわ

たり一定の条件のもと10名の定員増を認めると

した｡ この暫定的措置により, 医学部の定員は

年間で最大110人, 10年間では最大1,100人の医

師が増えることになる｡

小児科・産科分野での具体策盛り込むとともに
都道府県による積極的な関与求める

総合対策では ｢緊急に取り組む対策｣ と ｢制

度創設等についての中期的検討｣ とに分けて取

り組みを進める方針が打ち出された｡ とりわけ

｢緊急対策｣ としては, ｢小児科・産科をはじめ

急性期の医療をチームで担う拠点病院づくり｣

や ｢小児救急電話相談事業の一層の普及｣ など

小児科・産科における具体策が盛り込まれたほ

か, 都道府県における ｢地域医療対策協議会｣

の活性化によって都道府県の積極的な関与を求

めるとともに, それをバックアップするための

｢地域医療支援中央会議 (仮称)｣ を厚労省に設

置することが明示された｡

日医は独自案を提示

今回の総合対策に対し日本医師会は, 一定の

評価を示し, 対策の実現が第一であるとしつつ

も, 今後の医師確保対策における検討課題とし

て ｢勤務医の開業志向に対する具体的取り組み｣

と ｢地域医師会を中心とした総合的な医療連携

体制・医師確保対策を, 都道府県レベルで検討

していく体制づくり｣ を挙げた｡ そのうえで,

これらの課題を含め日医独自案をまとめ, 提言

したいとした｡

『新医師確保総合対策』 (概要)
【緊急に取り組む対策】

１. 都道府県による取組の一層の支援

＜小児科・産科をはじめ急性期の医療をチームで担う拠点病院づくり＞

病院への小児科医・産科医の広く薄い配置を改善し, 病院勤務医の勤務環境の改善, 医療安全の確保を

図るため, 集約化・重点化を一層推進する｡
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＜小児救急電話相談事業 (#8000) の一層の普及＞

2004年度より実施している小児救急電話相談事業の更なる普及を図る｡

＜都道府県における地域医療対策協議会の活性化＞

地域医療対策協議会を活用し, 大学を含む地域内の医療機関や関係者が参加して, 地域に必要な医師の

確保の調整や, 医師のキャリア形成を行うシステムを構築する｡

２. 都道府県のみでは対応困難な地域に対する緊急対策

＜医師派遣 (紹介)・キャリア形成システムの再構築＞

厚生労働省に地域医療支援中央会議 (仮称) を設置する｡ 都道府県からの要請に対応した緊急避難的医

師派遣等を含め, 従来は大学が中心となって担っていた医師派遣 (紹介)・キャリア形成システムの構築

の支援等を検討する｡

＜医学部における地域枠の拡充＞

医学部の入学者選抜における地元出身者のための入学枠(いわゆる｢地域枠｣)の拡充と卒後一定期間, 地

元の医療機関で医療に従事することを条件とする都道府県の奨学金の拡充を推進する｡

＜医師不足県における医師養成数の暫定的な調整の容認＞

医師の不足が特に深刻と認められる県において, 一定期間, 現行の当該県内における医師の養成数に上

乗せする暫定的な調整の計画を容認する｡

＜自治医科大学における暫定的な定員の調整の容認＞

自治医科大学において, 離島・へき地をはじめとした地方における医療の確保という同大学の設立趣旨

にかんがみ, 更なる地域医療貢献策の実施を条件として, 一定期間, 現定員 (100人) に上乗せする暫定

的な調整に係る申請を容認する｡

３. 人材の有効活用, 救急及びへき地・離島医療の推進

＜出産, 育児等に対応した女性医師の多様な就業の支援＞

子育てと診療の両立のための支援の実施や女性医師バンク (仮称) の創設により, 事業の適切な運用を

図る｡

＜臨床研修における地域医療や小児科・産婦人科での研修への支援＞

医師不足地域や小児科・産婦人科における臨床研修の実施について, へき地・離島の診療所等における

地域保健・医療の研修に対する一層の支援などを行う｡

【制度創設等についての中期的検討】

＜医療事故に係る死因究明制度＞

医療事故が発生した場合に, 裁判によって解決を図るという現状では, 医療従事者が萎縮し, 高度先進

医療や産科医療等, リスクの高い医療を担う医師がいなくなるとの懸念がある｡ このため, 医療事故に係

る死因究明の在り方について議論し, 必要な措置を講ずる｡

＜分娩に係る医療事故に遭った患者に対する救済制度 (いわゆる無過失補償制度)＞

分娩時の医療事故では, 裁判で争われるような紛争が多く, 産科医不足の理由の一つであると指摘され

ている｡ このため, 安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として, 分娩に係る医療事故により障

害等が生じた患者に対して救済する仕組みについて検討する｡

＜開業医の役割の明確化＞

小児救急医療について, 病院勤務医の厳しい勤務環境を踏まえ, 診療時間外でも患者の病態に応じて連

絡が取れるようにするとともに, あらかじめ病院との連携体制を構築するなどの適切な対応等, 小児科医

をはじめとする開業医が地域において期待される役割について明確化する｡

４閣僚による確認事項および総合対策の全文は厚生労働省ホームページ ｢医師及び歯科医師の定

員に関する関係大臣合意並びに ｢新医師確保総合対策｣ の取りまとめについて｣ を参照｡

URL は http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/08/tp0831-1.html
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平成18年４月診療報酬改定に伴い, 保険医療機関及び保険医療養担当規則第５条の２の２に,

｢保険医療機関は, 患者から費用の支払いを受けるときは, 正当な理由がない限り, 個別の費

用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない｣ と規定され, その内容等

については, 随時, 京都医報 ｢保険だより｣ 等にてお知らせしてきたところです｡

今般, 下記②に示されたとおり, その経過措置期間が満了し, 10月１日以降, 個別の費用ご

とに区分して記載した領収証の発行が義務付けられましたので, 改めてご留意ください｡

記

① 今回, 保険医療機関等に交付が義務付けられる領収証は, 医科診療報酬点数表の各部単位

で金額の内訳の分かるものとする｡ (例１, ２参照)

② 今回の義務付けの施行日 (平成18年４月１日) までに, 個別の費用ごとに区分して記載し

た領収証を発行することが困難な保険医療機関等については, ６ヶ月間の経過措置が設けら

れているが, 義務付けの趣旨を踏まえ, 早急に体制を整えるよう努めることとする｡

③ 患者から求めがあったときは, 個別の診療報酬点数の算定項目の分かる明細書の発行に努

めることとする｡ その際の費用については, 現時点においては, 保険医療機関等と患者との

間の関係にゆだねられているものと解することができるが, 仮に費用を徴収する場合にあっ

ても, 実費相当とするなど, 社会的に妥当な範囲とする｡

＜例１＞
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領収証の交付に係るＱ＆Ａ

Ｑ１ ｢医療費の内容の分かる領収証の交付について｣ (平成18年３月６日保発第0306005

号厚生労働省保険局長通知) において, 医療費の内容の分かる領収証は ｢点数表の各

部単位で金額の内訳の分かるもの｣ とされ, 例１, ２では ｢初・再診料｣ 等の項目は

点数を記載することになっているが, 金額を表記することでも差し支えないか｡

Ａ１ 点数, 金額のいずれかで表記することでよいが, 単位を表記すること｡

Ｑ２ 医療費の内容の分かる領収証の様式について, 医療機関及び薬局によっては, 算定

することがほとんどない項目 (部) (薬局の場合は節｡ 以下同じ｡) がある｡ そのよう

な項目 (部) は当該医療機関および薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外

しても差し支えないか｡

Ａ２ 差し支えない｡

Ｑ３ 一部負担金を徴収する際に, 患者から ｢領収証は不要である｣ 旨の意思表示があっ

たため文書に署名を得て確認した上, 領収証を交付しなかったが, 後日当該患者が診

療当日の領収証の交付を求めた場合, 交付しなければならないのか｡

Ａ３ この場合, あらためての交付は義務とはならない｡

＜例２＞
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Ｑ４ 医療費の内容の分かる領収証について, 紛失など患者の都合により領収証の再交付

を求められた場合, 領収証を再交付しなければならないのか｡

Ａ４ 医療機関および薬局はすでに領収証を交付しており, 再交付の義務はない｡

Ｑ５ 外来で算定される短期滞在手術基本料２ (日帰り手術) は, 従来は ｢その他｣ 欄に

計上しているが, 今回の点数表の部に従うとすると ｢入院料等｣ 欄に計上することに

なるがよいか｡ また, 外来のみの医療機関の場合には, ｢入院料等｣ 欄がレイアウト

上ないことも考えられるが, 短期滞在手術基本料２を行う医療機関は必ず, ｢入院料

等｣ 欄を設けないといけないか｡

Ａ５ 短期滞在手術基本料は, ｢入院料等｣ の部にあるため, ｢入院料等｣ の欄へ計上する

こと｡

Ｑ６ 医科, 歯科の両方が存在する医療機関においては, 医科の部, 歯科の部をあわせた

レイアウトを考える必要があるのか｡

Ａ６ 医科点数表, 歯科点数表のそれぞれ各部単位で記載する｡ なお, 各点数表の部単位

で記載されるものであれば１枚でよい｡

Ｑ７ ＤＰＣは領収証上, どこに計上するのか｡

Ａ７ 通常の入院料と区別するために ｢ＤＰＣ｣ 欄を設けることが必要｡ ただし, 手術等

の出来高で算定したものについては, 各部単位で計上すること｡

Ｑ８ 保険外負担に関しては, ｢選定療養等｣, ｢その他｣ と区分されているが, 高度先進

医療, 先進医療に関しては, ｢選定療養等｣ 欄への計上でよいのか｡

Ａ８ そのとおり｡ ただし, 高度先進医療, 先進医療の区分を明示すること｡

Ｑ９ 患者から求めがあったときに交付する詳細な明細書は, 診療報酬明細書 (レセプト)

の様式を用いて交付してもよいか｡

Ａ９ 患者名, 算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額等詳細に

記載されており, 患者の求めに応じたものであればよい｡
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特発性肺線維症 (idiopathic pulmonary

fibrosis：ＩＰＦ) は, 1995年１月に認定され

た特定疾患である｡ ＩＰＦはガス交換や肺の

構造を支える働きをしたり, 吸入した有害物

質を免疫反応によって生体を防御する働きを

示す間質がむくんでくる病気である｡

肺の間質は徐々に厚くなってくると, 肺が

硬く縮み, 蜂巣肺を形成し線維性変化が進ん

でくる｡

“特発性”と称される慢性間質性肺炎の病

態は, 原因不明であり, 職業性 (じん肺など),

膠原病性, 薬剤性, 感染性, アレルギー性

(慢性過敏性肺炎など) といった既知の背景

因子を除外診断する必要がある｡

特に石綿肺の画像所見はＩＰＦと類似する

ことから, 石綿ばく露歴と胸膜斑が鑑別の重

要なポイントとなる｡

ＩＰＦの集検Ｒｐ (間接撮影) は, 両側中

下肺野にびまん性網状影 (すりガラス様影),

小粒状影, 小輪状影が末梢側優位に広がる所

見が認められる｡

Ｒｐから発見されたＩＰＦ疑診例は, 胸部

ＨＲＣＴ検査から, 種々の程度に白くみえる

濃度上昇と小粒状影や蜂の巣のようにみえる

数ミリの輪状影がみられるＩＰＦ／ＵＩＰパ

ターンを認める｡

肺結核・肺がん検診に応用されてきたＲｐ

は, ＩＰＦの早期発見に有用であることが判

明した｡

発見された初期病変のＩＰＦの病態進展に

ついては, 次回の ｢京都医学会雑誌｣ に掲載

予定である｡

なおＩＰＦの予後不良のリスクファクター

は, 急速な呼吸不全に陥る“急性増悪”と高

率 (約27％) に合併する“肺癌”がある｡ ま

た, 慢性間質性肺炎の男性の25％に骨粗鬆症

を認める報告 (Chest116：1616－1624.1999)

もあることを臨床医は知っておいていただき

たい｡

��������	
��������

(財)京都予防医学センター
(財)京都がん協会 佐藤 篤彦

��������	
��

このたび, 京都予防医学センター・京都がん協会の佐藤篤彦先生より ｢特発性肺線維症

は集検Ｒｐから発見される｣ と題する玉稿をいただきました｡

会員の先生方の日常診療においても大変有意義な内容であることから ｢特別寄稿｣ とし

て掲載させていただきました｡

京都医報 編集部
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定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の取り扱いについて

定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨は, 差し控える旨の通知があり

ましたが, 今般, 標記取り扱いについて, 厚生労働省健康局結核感染症課長より, 各都道府県

衛生主管部 (局) 長宛に下記のとおり通知がなされましたのでお知らせいたします｡

記

日本脳炎については, ｢定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の積極的勧

奨の差し控えについて (勧告)｣ (平成17年５月30日付け健感発第0530001号本職通知)

に基づき, 予防接種の積極的勧奨をしないよう勧告しているところであるが, 同通知

については引き続き有効であり, 定期の予防接種対象者のうち日本脳炎に感染するお

それが高いと認められる者等その保護者が日本脳炎に係る予防接種を受けさせること

を特に希望する場合において市町村は, 当該保護者に対して, 予防接種法 (昭和23年

法律第68号) 第３条第１項の規定により, 定期の予防接種を行わないこととすること

はできないので, その旨留意すること｡

なお, 同通知に基づいて実施された定期の予防接種については, 予防接種法第11条

第１項の規定の適用があるので念のため申し添える｡

また, 厚労省健康局結核感染症課予防接種係において, 特に日本脳炎予防接種を希望される

方に対応するため, ｢日本脳炎ワクチンについての説明書｣ が作成されました｡ 一部抜粋しま

すので, ご参照ください｡

・日本脳炎ワクチンの積極的勧奨差し控えについて

平成17年５月30日, 厚生労働省は都道府県に対し, 定期予防接種として日本脳炎ワクチン

の積極的勧奨を差し控えるよう勧告しました｡ 現行のワクチンの使用と重症のＡＤＥＭとの

因果関係があるとの判断が下されたことにより, より慎重を期するため, このような措置が

とられました｡

・現行の日本脳炎ワクチンの接種について

定期の予防接種の対象者のうち, 日本脳炎の流行地域へ渡航する方, 蚊に刺されやすい地

域や環境にある方など, 日本脳炎に感染するおそれが高い場合などで, 本人や保護者が特に

希望する場合には, この説明書をお読みいただき, 同意書に署名した上で, 現行の日本脳炎

ワクチンの接種を受けることができます｡

・重い副反応が起こった時の補償について

予防接種法に基づく予防接種により疾病, 障害, 死亡等の健康被害を生じた場合には, 予

防接種健康被害救済制度によって, 医療費の支給, 障害年金の支給等が行われます｡ なお,

救済制度の対象となる健康被害は, 厚生労働大臣が予防接種と疾病・障害等との因果関係を

認定したものに限ります｡
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京都市総合防災訓練に参加

下京西部医師会から医療救護班が出動

｢防災の日｣ の９月１日(金), 南区で京都

市や府医, 消防, 警察, 自衛隊, 日赤など関

係機関の合同で, 大地震を想定した京都市総

合防災訓練が行われ, 5,800人が参加した｡

訓練は, 午前９時に花折断層を震源とする

マグニチュ－ド7.5の都市直下型大地震が発

生し, 市街地で多数の家屋が倒壊し, 数十個

所で火災が発生している等の想定で行われた｡

第一次想定訓練 (現地発災対応訓練) と第二

次想定訓練 (災害時生活支援訓練) の二段階

で実施され, 第一次で消防等による消火, 救

助活動および日赤, 医師会等による災害医療

救護活動が行われた｡

京都市役所会場では, 京都市防災会議の現

地災害対策本部会議が開かれ, 府医の中野理

事が防災会議委員として, 医療救護班の出動

を報告した｡

訓練は南区全域で行われ, 大規模災害対応

訓練の会場の一つとなった殿田公園では,

｢ノ－看板方式 (特殊メーキャップ)｣ の擬似

傷病者に対する医療救護所での専門的な訓練

を展開した｡ 医薬品や衛生材料を携行した下

京西部医師会医療救護班が, 日赤, 市保健福

祉局 (市立病院), 自衛隊らと合同で, 隣接

する京都テルサなどから次々に救出されてく

る負傷者にトリア－ジや応急処置を行い, 緊

迫した雰囲気のなかで実戦的な訓練を実施

した｡

南区殿田公園で救護訓練を行う
下京西部医師会医療救護班

2007年版 ｢医師日記｣ あっせん

例年通り日本医師会発行の下記 ｢2007年版医師日記 (手帳)｣ をあっせんします｡ ご希望

の方は代金を添えて府医事務局総務課 (TEL 075－315－5273) までお申し込みください｡

記

△

体 裁 ①表紙羊皮スウェード (マリンブルー色)

透明カバー付き｡

②医師日記の大きさは2006年版と同じ, 縦16.5cm×横9.25cm

△

価 格 1,600円(消費税郵送代含む)

△

申込締切日 10月13日(金)

(現品は12月上旬にお送りします)
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～講演やコントで応急手当学ぶ～

救急医療週間 (９月３日～９日) のメインイ

ベントである ｢救急フェア2006 IN KYOTO｣

が９月９日, 南区の京都市市民防災センターで

開かれ, 約100名の市民が参加した｡ 府医と京

都市消防局の共催によるもので, 大地震や人身

事故に備えて救急業務の大切さ, また応急手当

の心得の必要性を市民にアピールした｡

京都市消防音楽隊の演奏で幕が開き, 引き続

き挨拶に立った府医の武田理事は, 救急の日や

救急医療週間の意義をあらためて強調し, 救急

車が通報を受けてから現場に到着するまでに京

都市で平均５分前後かかることから, 救急隊が

到着するまでに現場に居合わせた一般市民が

ＡＥＤ使用など適切な応急手当を施せるかどう

かが命を左右すると, 正しい知識の習得と実践

する勇気を訴えた｡

続いて講演に移り, 京都第二赤十字病院救急

部長の北村誠医師が ｢市民が行う応急手当につ

いて｣ と題して話した｡ 昨年末に心肺蘇生の新

国際基準 ｢ガイドライン2005｣ が実施されたの

を受けて本年６月, 日本版救急蘇生ガイドライ

ン(市民用)も改訂されたことを紹介し, その改

正点を中心に解説した｡ これまで心臓マッサー

ジと人工呼吸の回数比が15：２だったのが30：

２に変わったことなどを説明し, 人工呼吸を実

施できない局面では心臓マッサージだけでも実施

するなど, 心臓マッサージの重要性を強調した｡

その後, 救急隊員による応急手当のデモンス

トレーションが行われ, 家族が突然倒れた際の

正しい対処法を, 救急隊員らがそれぞれ家族に

扮してコント方式で実演し, 会場を沸かせた｡

北村 誠医師による講演

最近, 駅構内, 空港, デパートなどの

公共施設で, 『ＡＥＤ』 (自動体外式徐細

動器) を見かけることが多くなりました｡

そこで 『ＡＥＤ』 の使用を含めた心肺

蘇生法について, 京都市消防局より講師

の方をお招きし, 講義と実技の講習会を

開催いたします｡

他に異物 (喉詰め) に対する応急手当,

けがに対する止血方法等についても勉強

していただきます｡

従業員の方もお誘い合わせの上, 多数

ご参加ください｡

日 時 11月９日(木)・11月16日(木)

(どちらかの日をお選びください)

午後１時30分～４時30分(３時間)

各定員 40名

場 所 京都府医師会館

参加費 無料

＊講習終了後, 終了証書が発行

されます｡

連絡先 0771－25－2701 (佐藤玲子)

『ＡＥＤ』 救急蘇生
講習会のご案内
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指定学校医制度について

－ 更新申請には３年間で３単位以上の研修履修が必要です －

ご承知のとおり府医では, 多様化する学校医の職務に対応するためには学校医としての資質

の向上を図る必要があるとして, 指定学校医制度を発足させ, 日々学校医活動を担いつつ研修

されている学校医820名を本年４月１日付けで ｢京都府医師会指定学校医｣ として指定いたし

ました｡

指定期間は３年間であり, 更新のためには３年の間に３単位以上の研修を受けていただく必

要があります｡ 単位は自己申告となっておりますが, 下記の研修会等が単位認定されますので

ご承知おきください｡

なお, 単位の取得できる講演会につきましては, 京都医報学術欄にてお知らせしております｡

また, 学校における保健管理に関する法律改正や重要な通達があった場合等, 府医学校保健

委員会が指定学校医として重要と判断した研修会を必須研修会とすることがありますので併せ

てご承知おきください｡

●府医主催学校医研修会 ●京都市学校医会主催研修会 ●京都市学校医会総会・支

部会等の研修会 ●京都府眼科学校医会主催研修会 ●京都府耳鼻咽喉科学校医会主

催研修会 ●日医学校医研修会 ●近医連学校医研究協議会総会 ●全国学校保健・

学校医大会 ●十四大都市医師会学校保健協議会 ●近畿学校保健連絡協議会 ●学

校保健研究大会・協議大会・研究発表会等 ●学校保健委員会・学校保健会議への出

席 ●健康教育活動 ●その他 府医学校保健委員会が単位として認めた研修会等

『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
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上京東部医師会は, Ａ会員46名, Ｂ会員86

名, Ｄ会員12名, 総数144名 (平成18年３月)

であり, 他の地区医師会と較べてＡ会員の人

数は少なく, Ｂ会員が多いという, 会員構成

上の特徴があります｡ 地区には, 第二日赤病

院, 社会保険京都病院, 愛寿会同仁病院, 室

町病院等の病院があり (なお, 京都府立医科

大学付属病院, 堀川病院等も近隣にありま

す), 大小病院に囲まれた, 比較的, 医療過

密な(？)地域と言え, この点において, 医師,

看護師等をも含めた, 実働医療関係者は, 京

都市内の中では多い部類に入るものと思われ

ます｡

しかし, 以下の医療情勢上の様々な特徴,

問題点が生じてきております｡

①住民にとっては, ホームドクターの選択

肢が多い｡ また, 専門的な医療へのアクセス

が比較的容易である｡

②老人が多い割には, 空き地が少なく, 土

地代が高いので, 新規の介護老人施設などが

建設されにくく, 介護難民が生じかけている｡

③開業医にとっては, 各分野の専門家が多

くおられるので, 専門的な治療が必要な場合

には, 近くの大病院等へ紹介しやすい｡

④一方, 限られた有病者数というパイを,

複数の医院, 病院が奪い合う形となり, 政府

の種々の医療改悪による, 医業経営の逼迫が

予見できる｡

以上を鑑み, 我が上京東部医師会は, 毎年

の総会において, 下記の５項目の標語をかか

げて, 一致団結して活動しております｡

１) 会員相互の親睦と団結→Ａ会員も, Ｂ会

員その他も, とにかくみんな仲良くして,

共にがんばろう, と会合, 旅行等を企画開

催しています｡

２) 地域医療の推進と拡大→生活習慣病など

についての, 地域住民向けの講演会の開催

や, 市民検診等の実施を行っています｡

３) 生涯教育活動→諸先生方には, 第２日赤

病院や社会保険京都病院との勉強会などを

通じて研鑽を積んでいただいております｡

４) 保険対策活動→レセプト審査の状況, 注

意点, 医療情勢の変化等を, 月１回発行の

会報において会員に報告しております｡

５) 医業経営充実活動→当医師会は, 未だ法

人格にあらず, ｢仲良しクラブ｣ 的であり

ますが, いつかは, 法人化をしなければな

らないのかと考えています｡ また, 基本検

診の体制の変更等により, 今後, 医師会の

収入は減となることが予想され, 対策を苦

慮しているところであります｡

以上, 当医師会の活動状況を簡単に紹介さ

せていただきました｡ 京都府医師会の諸先生

方には, 今後ともよろしくご指導ご鞭撻をお

願いいたします｡

なお, 本年, ようやく当医師会の事務所の

開設にこぎつけました (下記参照)｡

〒603－8151 北区小山下総町27

社会保険京都病院 内

上京東部医師会事務所

FAX (075) 432－6738

上京東部医師会
副会長

豊田 武夫
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ユビキタス社会と医療

世の中 ｢ユビキタス｣ という文字が氾濫

していますが, 元々はラテン語で ｢至ると

ころに存在する｣ という意味です｡ とても

発音しにくいこの言葉があちこちの媒体で

踊っています｡ ｢どこにでもある｣ という

のは, 文字通り普遍的に存在することです｡

私たちの生活環境における ｢空気｣ や ｢水｣

のようなものと言えます｡

松下幸之助の語録によれば ｢蛇口をひね

ると出てくる水のように｣ 電化製品が誰に

でも普及することを願いました｡ これもユ

ビキタスと言えます｡ 自動車, 携帯電話,

パソコンも広く普及してユビキタスになっ

たと言えるでしょう｡

医療分野に目を向けると ｢どこにでもあ

る｣ という意味で ｢フリーアクセス｣ はユ

ビキタスの理念そのものです｡ ところが,

この水のような存在ゆえに何時までもある

と思われがちです｡ しかし医療費の公的負

担を抑制することがここ四半世紀続いてき

た結果, 世界に冠たる ｢フリーアクセス｣

は崩壊しつつあります｡

聞けば, 医療機関までのアクセスに延々

60キロかかるといったことが発生してきて

いる地方もあるようです｡ これに対して国

は都道府県に医療設備・人員を集約した基

幹病院を整備するとしています｡ このこと

は確かにその部分だけを見れば近くの人に

はありがたい話です｡ しかしながら遠方の

方にとっては, 遙か彼方の病院に行かなけ

ればならないことを意味しますので, 大変

困難なこととなります｡

基幹病院を整備するだけでなく, 各地区

にきちんと医療機関がなければいまの医療

制度は崩壊すると思われます｡ これらを整

備するには当然コストがかかります｡ 日本

はたびたび言われているように, 先進七カ

国 (英, 米, 仏, 伊, 独, 日, 加) では医

療費の対ＧＤＰ比で最低となっています｡

一方でこの七カ国の合計よりも多い公共事

業費を毎年使っています｡ 公共事業も当然

必要ですがバランスを考えた場合, 問題で

はないでしょうか｡

今後英国のようになかなか医療機関にか

かれない国になるのか, それとも4000万人

の無保険者がいる米国のようになるのか,

いまこそ国の舵取りが試される時代ではな

いだろうか｡

医療におけるユビキタスは世界に誇れる

もの, だが長らく後ろ向きに走っている現

状は国民の健康を守る立場としてあまりに

悲しいことだと思います｡

(府医情報企画委員会委員・左京 池田正隆)

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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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総務 (庶務) と会計を担当しています｡

総務の業務は, 庶務全般・理事会・裁定委員会・選挙管理委員会・会員管理・会館管理・医

療廃棄物等に関することで, 定例の委員会はありません｡ 強いて言えば, 庶務担当理事連絡協

議会や各地区との懇談会 (これは府医執行部と地区会員との懇談会) が私の委員会的会合です｡

理事会では司会進行係ですが, 私自身がしゃべりすぎて会議時間が長すぎるとよく注意され

ますが, 理事会そのものは自由な雰囲気で居心地のいいところですので理事に誘われた時には

快く引き受けてください｡

さて, 医師会の業務は年度が始まる前に代議員会で承認を得ていますが, 詳細については理

事会で議論し, そこで承認されてから実行されるというのが一般的ですので, 90％以上のこと

がらが理事会で決定されることになります｡ 代議員会で承認を得た事業計画にないことを始め

る時は, 予算化されていないので緊急性がない限り認めてもらえません｡ 不自由なようですが

ストッパー的な役割を果たしていて, いい制度だと思います｡

現在, 府医は新しい医師会館を建設しようとしています｡ いまだ設計図も描けていない状態

ですが, これも私の分掌です｡ また, 各地区から先生方にお集まりいただき, 決めていく予定

ですのでよろしくお願い申し上げます｡

庶務・会計を担当していてストレスとなる業務の一つが代議員会での予算・決算の説明と臨

時で入ってくる会費の値上げ (値下げの時はほとんど問題なく通ります) に対する説明です｡

代議員会の１週間位前からメランコリックになり言葉数も減ってしまいます｡ 代議員の先生方,

お手柔らかにお願いします｡

その他, どの課にも分類されないことがらが庶務に回ってきます｡ こまごまとしたことから

法律の変更に至るまでいろいろあります｡ 精神的・肉体的に余裕のある時はいいのですが, ぎ

りぎりの時は私が切れないよう会長・副会長にヘルプを求め安全装置が作動するようになって

います｡

医師会という組織が一般市民・府民からは ｢圧力団体｣ ｢お高くとまった専門集団｣ という

ネガティブなイメージを持たれている一方, 会員からも敵視されることがあります｡ これは会

員の勝手気ままによるものか, 医師会の押し付けによるものか不明ですが, 会員の心の中に医

師会に対する不平・不満があることは確かです｡ 代議員会・地区懇談会で言えないような不平・

不満をフランクに議論できる委員会 (｢こんなんで委員会｣ ぐらいの名称で) を来年は提案し

ようと考えています｡ 医師会に対する誤解や会員どうしの誤解が解けるかもしれません｡ 月に

１回くらいは言いたい放題の日があってもいいと思うのですがいかがでしょうか｡

まだまだ書きたいことがいろいろありますが, 限りがありませんのでこのあたりで筆を置く

ことにします｡

���

����
～～～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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神神神経経経難難難病病病ににに関関関すすするるるアアアンンンケケケーーートトト調調調査査査へへへののの
ごごご協協協力力力のののおおお願願願いいい

昨年６月, 独立行政法人国立病院機構 宇多野病院に ｢京都府難病相談・支援センター｣ (以

下, センター) が設置され, 難病に関する情報提供, 生活相談等種々の事業が行われています

が, このたびセンターにおいてアンケートが実施されることになり, 本会にも下記のような協

力依頼がありました｡

調査対象となる医療機関にはセンター (京都府) より直接アンケート調査票が送付されます｡

ご多忙中, お手数をおかけしますが, ご協力を賜りますよう, よろしくお願い申し上げます｡

神経難病に関するアンケート調査に向けて

京都府難病相談・支援センター長

小牟禮 修

｢京都府難病相談・支援センター｣ を開設してはや１年以上がたちました｡

当センターでは, 難病患者・家族の方々が抱えている医療・療養面での悩みや不安を解消す

るため, 本年度は下記のような事業計画を掲げ, 活動を進めています｡ 中でも, 難病患者の在

宅療養を円滑に進める上での, 専門医療機関と地域かかりつけ医の連携による難病医療ネット

ワークの構築を最重要課題と考えています｡

１) 難病情報の収集管理・提供事業

①情報収集事業…難病に関する医療・福祉情報を収集して一括管理する

②情報提供事業…ホームページの更新, センターニュースの発行等により最新情報を提供する

２) 難病患者・家族に対する相談支援事業

①生活相談…昨年度の相談件数：1070件, 実人数：682人

②医療相談…昨年度の相談件数：17件, 受診・面接：11件

３) 難病医療ネットワーク支援事業

①地域医療ネットワークづくり

・府医師会の先生方を対象に, 神経難病に関するアンケート調査を行う

・府下保健所管内において, 神経難病医療ネットワークの構築に取り組む

②神経難病基礎臨床研修, 神経難病基礎看護研修

・保健所等での事例検討会の中に, 基礎研修を組み込む形で実施する

４) 企画・調整事業

①患者・家族のつながりづくり

・神経難病に関する講演会および患者・家族交流会を開催する

・難病連主催事業および患者団体の紹介

②意思伝達装置の操作方法に関する学習会を行う

③簡易介護用品や医療機器の展示

５) ボランティア育成事業, 就労支援事業

・体験ボランティアの実施
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・ボランティアに関する特別講座の開催を支援する

一方, 医療に対する国の方針の中で, 療養病床の削減, 在宅療養の推進が重要な柱であるこ

とは明らかです｡ しかし, 在宅療養を可能にする医療および社会的基盤が十分に検討され, 整

備されているかというとはなはだ疑問であり, このままでは医療難民を作ることになりかねな

い状況です｡

とりわけ, 神経難病はその病気の難しさ？からか, 開業医の先生方からも敬遠されることが

多々あり, 在宅療養に移行するためのハードルは極めて高いと思われます｡ 今回は, そのよう

な障害を改善し, 在宅療養を可能にするための第一歩として, 府医師会の先生方に, 下記のよ

うなアンケートにお答えいただく形で, 神経難病に関する資料の提供をお願いしたいと考えて

います｡

お忙しい折, まことに恐縮に存じますが, ご協力の程よろしくお願いいたします｡

神経難病 (特定疾患) に関するアンケート調査

目的：神経難病患者の在宅療養を円滑に進め, 患者・家族の生活の質の向上を図る上で,
難病医療ネットワークの構築は不可欠である｡ 今回のアンケート調査は, 関係機関
の連携による医療ネットワークづくりを行い, 地域における入院受け入れ病院を確
保するとともに, 在宅療養支援体制の充実を図ることを目的とする｡

１) 専門医療機関, 地域かかりつけ医のリスト作成
２) 地域医療ネットワークづくり

対象：京都府の指定医療機関の開業医等の中で, これまでに神経難病の特定疾患申請書
(臨床調査個人票) を書かれた経験のある先生方および指定医療機関

方法：アンケート調査票 (別紙＜略：該当医療機関に直送＞) にご記入のうえ, ｢京都府
難病相談・支援センター｣ まで, ＦＡＸ：(075) 461－5163にてご返送ください｡
締め切りは10月末日を予定しています｡

����������������������������������������					
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日 時：10月９日(月・祝) 正午～午後５時

場 所：ゼスト御池地下街 河原町広場

テーマ 『四大失明原因, 対策と治療』

(緑内障・糖尿病性網膜症・網膜色素変性症・加齢黄斑変性症)

入場無料

共 催：京都府眼科医会, 京都府医師会, 京都眼鏡専門小売協同組合, 京滋ＯＲＴの会,

京都市
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平成18年度医療施設受診環境整備補助金
に係る事業計画の募集(第２次)について

本事業は, 年齢や性差等に対応した医療提供を促進するため, 医療施設の開設者が行う高齢

者や障害者, 女性等が受診しやすい環境を整備するための事業に対する助成で, 次に掲げるも

のを交付の対象としています｡

①高齢者等にやさしい医療施設整備促進事業

病院, 診療所および歯科診療所の開設者が行う高齢者等の受診に配慮した環境づくりのた

めの施設改修等の事業

②女性専用外来整備促進事業について

病院, 診療所の開設者が行う女性専用外来開設のための診療室改修等の事業

つきましては, 改修計画がある医療機関で, まだ申請されていない場合は下記の要領にて受

付をいたします｡

なお, 当計画は補助金交付申請に先立ち, 補助対象の可否および予算措置等の参考とするも

のであり, 補助金の交付を確約するものではありません｡

記

１. 提出書類
(１) 事業計画書

(２) 工事箇所の図面

(３) 工事見積書

(４) 仕様書 (設備の場合は商品カタログの写しでも可)

２. 提出期限
平成18年10月27日(金)

３. 提出部数および提出方法

※この件に関するお問い合わせは, 京都府医師会事務局総務課 (TEL 075－315－5273)・

京都府医療室地域医療事業担当 (TEL 075－414－4744) までお願いいたします｡

区 分 提出部数 提 出 先

京都市内に所在する医療機関 １ 部 医療室へ直接提出

京都市外に所在する医療機関 ２ 部 所管保健所を経由の上, 医療室へ提出
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療養病床に係る財産処分承認手続きの簡素化について

先の国会で成立した健康保険法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い, 医療施設

等施設整備費補助金および医療施設等施設整備資金貸付金における療養病床に係る財産処分の

承認手続きの簡略化を図ることを目的とする通知が厚労省医政局長より都道府県衛生主管部

(局) 長宛に通知されました｡ 通知内容は財産処分を行う１ヶ月以上前に厚労大臣に報告があっ

たものについては, 原則として当該財産処分に係る補助金の返還を不要とするものです｡

具体的には, ①療養病床の整備を補助条件として整備された療養病床で一般病床への転用な

いし療養病床を減ずる場合で, １床の病室面積を6.4㎡以上確保しかつ機能訓練室, 談話室, 患

者食堂および浴室を設置していること｡ ②療養病床について介護老人保健施設, 軽費老人ホー

ム (ケアハウス), 有料老人ホーム (居室が原則個室で１人当たりの居室の床面積が概ね13㎡

以上であること), 特別養護老人ホームおよび併設されるショートステイ用居室, 認知症高齢

者グループホーム, 小規模多機能型居宅介護事業所, 生活支援ハウスに転用ないし他の社会福

祉法人等へ無償譲渡する場合が挙げられます｡

なお, 財産処分の手続きの簡略化は, 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく第一期の医

療費適正化計画が終了する平成25年３月31日までの措置です｡
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共共共共共共共同同同同同同同購購購購購購購入入入入入入入にににににににつつつつつつついいいいいいいててててててて

このたび日本医師会より ｢健康食品のすべて－ナチュラルメディシン・データベース－｣ の

共同購入についての依頼がありました｡

本書は, アメリカにおける健康食品情報のデータベースを, 田中平三先生 (前国立健康・栄

養研究所所長, 現聖徳大学教授, 日医国民生活安

全対策委員会委員) をはじめとする専門家が監訳

して制作されたもので, いわゆる健康食品が氾濫

する中, 医師が健康被害を受けた患者に対して行

う診療や治療, 指導の際の参考となる内容となっ

ております｡

すでに日本医師会より会員に対して本書のパン

フレットおよび共同購入申込書等が送られており

ますが, 改めてご購入のご案内をいたします｡ な

お, 購入ご希望の方は専用の申し込み書をご使用

ください｡

[問い合わせ先]
・日本医師会地域医療第１課

(TEL 03－3942－6137)

・同文書院 (出版元)

(TEL 03－3812－5151)

捜査協力のお願い

去る７月21日, 京都府綾部警察署管内の京都府綾部市味方町の山中で白骨死体が発見されま

した｡ 現場の状況等から自殺を図ったものと判断されますが, その身元の特定に至っていませ

ん｡ そこで下記をご確認いただき, もし見覚えがありましたら, 下記連絡先までご連絡くださ

いますようお願い申し上げます｡

○死亡推定 死後経過半年以上 ○性 別 女性

○推定年齢 40歳から65歳 ○推定身長 153㎝前後

○血 液 型 Ａ型

○左側頭部にライビンガー製 (ＥＺフラップ) の金具を使用した手術痕あり

[連絡先] 京都府綾部警察署 (0773－43－0110 内線 333・334)
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京医発第472号
平成18年10月１日

京都府医師会員 各位

京都府医師会第89回定時総会の開催について (告示)

標記定時総会を次のとおり開催します｡ 会員各位にはお繰り合わせご出席いただきます
ようお知らせします｡

記

と き 10月28日(土) 午後４時45分 (予定)
ところ 京都府医師会館
次 第 Ⅰ 開 会

Ⅱ 報 告 (１) 庶務および会計について
(２) 事業について
(３) 代議員会における決議事項について
(４) その他

Ⅲ 協 議
Ⅳ 閉 会

京都府医師会第173回定時代議員会の開催について

と き 10月28日(土) 午後２時30分
ところ 京都府医師会館

山城の里, ゆったり流れる木津川の麓,

青々と茂る茶畠, 残る田園豊かに拡がり,

稲穂が垂れて, 永い極暑から秋風に快くた

なびいて参りました｡ また梨, 無花果, 栗

と実り, 畦道に鳴く虫の声等のんびりとし

た久御山で句会を持ちました｡ 当日二百二

十日の大嵐も見られませんでしたが, 時折

の雨に残念ながら句の散策に出かける事が

出来ませんでした｡ しかしこの日新人の小

林明子様 (元京鹿子会員) が参加され, 色々

人生昔話に花を咲かせながら, なごやかな

半時を送らせていただきました｡

(当番 江津子)

��������	
���

井上代志子

�����������

上山 青柿

��������� !"#$%

小林 明子

&'�()*�+,-./

西村妃佐子

01#23�456�7�8

福原 宏一

9:/;�#<�3=>?

田村江津子

９月例会
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京医選管発第６号
平成18年９月27日

当該地区選挙人 各 位
京都府医師会選挙管理委員会
委員長 矢野 想之輔

京都府医師会代議員・予備代議員の補欠選挙における候補者について (告示)

平成18年10月17日執行の標記選挙において, 府医選挙規定第29条により, 候補者を次のとお
り告示します｡

記

代議員 中京東部 (２) ：新屋 久幸 玉垣 俊幸
下京東部 (１) ：小山 秀樹
西 京 (２) ：豊田弥八郎 唐原 優
乙 訓 (２) ：金 達龍 伊与田 勲
福 知 山 (１) ：�尾 嘉興

予備代議員 中京東部 (３) ：坂部 一夫 林 治材 安野 博樹
下京東部 (２) ：垣田 時雄 岸本 和隆
西 京 (６) ：中路 裕 平杉 嘉昭 石田 章

塚本 忠司 岩瀬 知行 酒井 修
乙 訓 (４) ：小原 尚之 窪田 小弓 平井 幹二

鈴木 博雄
亀 岡 (１) ：芳竹 敏郎

京医選管発第７号
平成18年９月27日

当該地区選挙人 各位
京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

京都府医師会代議員・予備代議員選挙における当選人について (告示)

標記選挙における京医選管発第６号にて告示した候補者について, いずれも当該選挙の定数
を超えなかったため, 府医選挙規定第31条により投票を行わず, 候補者をもって当選人と定め
ましたので告示します｡

● 医業承継事業について ●

府医では医業経営事業の一環として, 後継者のいない医療機関に医師を斡旋する ｢医業

継承事業｣ を行ってきましたが, 今回, 下記の案件について照会 (医療機関の売却) があ

りましたので, ご希望の先生がおられましたら, 下記までご連絡ください｡

○医療機関所在地：京都市中京区木屋町通四条上ル

○１棟５階建てビル

連絡先：075－252－1990 (小石)



24

���������������� 参加者募集

と き 12月３日(日) 午前９時半
と こ ろ 京都府医師会館△

実施要領 ①地区医師会単位で３名, 同一地区で複数チームも可｡
(メンバー不足での申込も可｡この場合府医で他地区と合同のチームを編
成します)
②参加資格＝京都府医師会員
③参加費＝１名 4,000円 (昼食代を含む)△

申込方法 地区医師会を通じてお申し込みください｡
地区から府医への申込締切が10月31日(火) 必着となっております｡
お問い合わせは, 各地区または府医事務局学術広報課 (� 315－5276) まで｡

※ なお, 京都府医師会館は全館禁煙となっておりますので, ご承知おきください｡
(屋外に喫煙コーナーは設けております)

[主催] 京都府医師会

平成18年８月27日(日) 第23回の近畿医師

テニス大会が神戸市運動総合公園テニスコー

トにおいて開催された｡ 兵庫県・京都府・大

阪府が担当を３年ごとに受け持って企画運営

されるダブルス戦の大会である｡ 参加資格は

近畿６府県に在住の医師およびその夫人となっ

ている｡

今回は京都から16名, 大阪17名, 奈良４名

と主催県の兵庫が23名の計60名が参加した｡

種目は年令制限のない無差別ダブルス, 年令

別ダブルス, 女子ダブルス, 混合ダブルスと

なっている｡ 午前９時からの開始で朝から太

陽のまぶしい猛暑であったが, 全種目におい

て無事に大会は進行した｡

来年度は京都府が担当となっています｡ テ

ニス愛好の先生方の参加をお願いいたします｡

(平杉嘉昭記)

＜京都勢の戦績＞
○男子ダブルス (２組)

準優勝 冨井紘久・美野正樹(兵)組

○ 〃 (３組)

優 勝 山村喜一・堀士雅秀組

準優勝 平杉嘉昭・平杉嘉平太組

第３位 横山晴一・玉置公一組

○女子ダブルス

準優勝 平杉とよ子・池村光枝(兵)組

第３位 橋本朋子・原 統子(大)組

○混合ダブルス

優 勝 川島市郎・川島淳子組

第23回
近畿医師テニス大会
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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)

���������	
��

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228号の速報について (日医常任理事)

｢１. 平成17年度のインフルエンザワクチンによる副作用の報告等について｣, ｢２. 使

用上の注意の改訂について (その179)｣ では ｢塩酸アミオダロン他 (５件)｣ の情報, ｢３.

市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載されています｡ なお, これらは日本医師会雑誌の平

成18年11月号に掲載される予定です｡
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過労死 (脳・心臓疾患) の労災認定のしくみ

－現行の ｢脳・心臓疾患の認定基準｣ をわかりやすく解説！

定価 1,000円 (税込)
体裁 Ａ４判・オールカラー・84頁
発行 RIC 財団法人労災保険情報センター

本書の特色
｢過労死｣ と呼ばれる突然死が社会的問題になってから, およそ四

半世紀が経ち, 恒常的な長時間労働による疲労の蓄積や, 極度の精
神的緊張により脳内出血やくも膜下出血などを発症させ, 不幸にし
て一命をも奪われてしまうという事態は, 海外でも ｢Karoshi｣ とし
ておどろきをもって紹介された程です｡
本書は, 脳・心臓疾患の認定基準について, その制定の経緯から内容, 労災か否かの判断ポイン
ト, 運用の実際・留意点まで, 全体の流れを簡単に把握できるようになっています｡
さらに, 実際の労災認定事例の紹介やＱ＆Ａ形式の解説, 認定基準の全文および関連法令などを
盛り込み, 脳・心臓疾患をめぐる全体像を多角的視点からとらえることができます｡

※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 �

精神障害等 (過労自殺) の労災認定のしくみ

－図表・チャートを多用し, ひと目で全体像が把握できる！

定価 1,000円 (税込)
体裁 Ａ４判・オールカラー・92頁
発行 RIC 財団法人労災保険情報センター

本書の特色
過度のストレスが人々に健康障害を引き起こすことは広く知られ

ていますが, 最近では, そのストレス要因に ｢仕事｣ が指摘される
ケースが増えています｡
勤務態様の変化, 恒常的な長時間労働, 職場の人間関係など, さ

まざまな原因による心理的ストレスが時として, 精神障害を発病させたり, 果ては自殺の引き金に
もなり得ます｡
本書は, 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について, その制定の過程から
精神障害等の現状, 判断指針の考え方, 運用のポイントなどをわかりやすく解説しています｡
また, 労災認定事例の紹介やＱ＆Ａ方式による解説, 労災保険の基本的なしくみや手続きの具体
的方法も盛り込まれ, 実務に即応できるつくりになっています｡

※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｡
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7医療界を巡る動き

平成18年８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

８. 11 健診・保健指導の義務化で ｢健診レセプト｣
創設を提言－日本経団連

８. 15 １歳以上８歳未満への除細動を可能にするなど
１次救命処置の変更盛り込む－総務省・検討会

８. 23 メタボリックシンドロームの認知度を80％以
上にする等, 新たに５項目の目標追加－ ｢健康
日本21中間評価報告案｣

８. 23 胸部Ｘ線検査の対象者は原則40歳以上に限定－
厚労省検討会が報告書

８. 10 療養病床の再編によって給付費3000億円減の
財政効果と試算－厚労省, 2013年度試算

８. 25 2004年度国民医療費, 1.8％増の32兆1111億
円

８. 31 厚労省, レセプトオンライン請求できる医療
機関を拡大の方針決定－2007年４月から

８. １ 損税解消で医薬品等を非課税に－日医, 税制
要望

８. 10 産科医・小児科医の偏在対策検討で日医 ｢母
子保健検討委員会｣ 設置

８. 18 自見庄三郎氏 (福岡) が日医連候補に名乗り－
次期参院選挙で

８. 22 次期参院選で武見氏推薦－日医連での採決,
決定に近畿は途中退席

８. 25 医療ADR (裁判外紛争処理) の在り方検討－
自民党

８. 25 社会医療法人の税制優遇や事業税非課税措置
の存続など求める－厚労省が税制改正要望

８. 25 がん対策の推進や医師確保対策等, 概算要求
提示－厚労省

８. 30 消費税は ｢原則課税｣ 要望－四病院団体協議
会

８. 31 ｢新医師確保対策｣ まとめる－厚労省・総務
省・文部科学省
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訃 報

玉井恒夫氏／伏見・醍醐・６月18日ご逝去・57歳
吉河稔晃氏／福知山・大江・８月８日ご逝去・88歳

【報 告】

１. 会員の逝去について

２. 参与会の状況

３. 福岡県医師会館の見学訪問の状況

４. 第２回情報企画委員会の状況

５. 個別指導の状況

６. 国保合審の状況

７. 新規指定前講習会の状況

８. 基金合審の状況

９. 新規個別指導の状況

10. 救急委員会・第１回熱傷問題小委員会

の状況

11. 第３回スポーツ医学委員会の状況

12. 府医学術講演会の状況

13. 第１回日医地域医療対策検討委員会の

状況

14. 平成18年度第５回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

15. 会員の入会・異動・退会９件を可決

16. 常任委員会の開催を可決

17. 京都医報投稿規定の見直しを可決

18. 新規個別指導の開催を可決

19. 労災保険指定医療機関の指定申請を

可決

20. ｢京都府未来っ子いきいき推進懇話会｣

委員の推薦を可決

21. 産業医研修会の共催を可決

22. 第22回全国医師会共同利用施設総会へ

の出席を可決

23. ｢介護支援専門員基本テキスト対応ポ

イント集｣ の作成を可決

24. 乳がん検診症例検討会の開催を可決

25. 北部学校医研修会の開催を可決

26. 第50回京都府学校保健研究大会への出

席を可決

27. 平成18年度ブロック別市町村老人ク

ラブ連合会リーダー研修会講師の推薦

を可決

28. 救急救命士養成事業傷害保険料の契約

を可決

29. 融資斡旋を可決

30. 府医学術講演会の開催を可決

31. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

32. 第32回京都医学会の予算を可決

33. 看護専門学校専任教員の採用を可決

34. 第115回日医臨時代議員会の出席を

可決

35. 近畿ブロック日医代議員協議会の出席

を可決

36. 都道府県医師会健診・保健指導担当理

事連絡協議会への追加出席を可決

37. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

第19回定例理事会 (８.24)
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【報 告】

１. ９月１日現在の会員数

９月１日現在 4,229名 (±０名)

２. 理事者勉強会の状況

３. 総務担当部会の状況

４. ８月度基金幹事会の状況

５. ８月度労災審査協議会の状況

６. 個別指導の状況

７. 第３回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

８. ９月度保険医療担当部会の状況

９. 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

10. ｢市民すこやかフェア2006｣ の状況

11. ｢第17回禁煙指導講習会｣ の状況

12. 平成18年度学校医部会耳鼻咽喉科研修

会の状況

13. 平成18年度第１回京都市民長寿すこや

かプラン推進協議会の状況

14. 第４回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

15. 京都市国民保護協議会の状況

16. 京都地区緊急被ばく医療ネットワーク

調査検討会の状況

17. 産業医研修会の状況

18. 平成18年度京都市総合防災訓練の状況

19. 京都府立学校総括安全衛生委員会の

状況

20. ９月度地域医療担当部会の状況

21. 第２回京都子どものための市民憲章懇

話会の状況

22. 第３回環境保全対策特別委員会の状況

23. 第２回臨床研修制度検討委員会の状況

24. ８月度協会医賠処理室会提出件数

25. 学術・会員業務・養成担当部会の状況

26. 第４回学術・生涯教育委員会の状況

27. 府医学術講演会の状況

28. 第３回生涯教育検討小委員会の状況

29. 第50回日医社会保険指導者講習会の

状況

30. 都道府県医師会健診・保健指導担当理

事連絡協議会の状況

31. 日医社会保険診療報酬検討委員会の

状況

32. 京都府医療推進協議会第７回代表者会

議の状況

【議 事】

33. 会員の入会・異動・退会18件を可決

34. 常任委員会の開催を可決

35. 第65回(社)日本脳神経外科学会への後

援を可決

36. 本会主催会議並びに出席途中の事故傷

害保険の継続加入を可決

37. 京都市福祉事務所委託医 (伏見) の推

薦を可決

38. 近畿救急医学研究会幹事の推薦を可決

39. 京都府における自殺対策連絡協議会委

員の推薦を可決

40. 京都府障害者介護給付費等不服審査会

委員の推薦を可決

41. 京都市介護認定審査会委員の推薦替え

を可決

42. 京都府地域ケアあり方検討会議 (仮称)

への出席者の推薦を可決

43. 臓器移植普及月間・全国街頭キャンペー

ンの後援を可決

44. 平成18年度子どもの健康週間行事に係

る子育て支援 ｢子どもの健康相談｣ の開

催を可決

45. こどもの健康相談支援 (アレルギー性

疾患対策) 事業の開催を可決

46. 平成18年度京都市営保育所における耳

鼻咽喉科・眼科検診料の支払いを可決

第20回定例理事会 (９.７)
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47. 平成18年度京都市昼間里親嘱託医師の

推薦を可決

48. 産業医研修会の共催を可決

49. 介護保険の手引きⅥの増刷を可決

50. 学校保健委員会委員の追加委嘱を可決

51. 第５回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

52. ｢光医療産業バレー｣ けいはんな国際

フォーラムへの講師派遣を可決

53. 2006年度世界 COPD Day 推進日本大会

への後援を可決

54. 第33回日本診療録管理学会学術大会の

役員就任および後援を可決

55. 府医学術講演会の開催を可決

56. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

57. 京都医学会雑誌 (第53巻第２号) の作

成を可決

58. 柏樹会庭園鑑賞会の開催を可決

59. ｢顔見世｣ チケット斡旋販売を可決

60. 地区対抗囲碁大会の開催を可決

61. 平成18年度学校関係助成金の交付を

可決

62. 看護専門学校臨時教員の採用を可決

63. 平成18年度全国医師会勤務医部会連絡

協議会への出席を可決

64. 京都府医療推進協議会第８回代表者会

議の開催 (出席) を可決

～ 10月度請求書 (９月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

＊医保分点検＝10日

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊国保分点検＝10日

＊基金・国保とも７日(土)は受け取りのみ

△

労災 12日 (木) 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｡

｢第65回 (社)日本脳神経外科学会総会｣ のご案内

標記総会は, ｢脳卒中講座－大切な家族のために－｣ をメインテーマに, 脳卒中の予防・前

兆・リハビリ・介護の公的支援などについて, 会場からの質疑応答を通して広く一般市民に脳

卒中のついて知識をもっていただくことを目的としています｡

と き：10月21日(土) 午後２時～４時
ところ：京都大学時計台記念ホール

参加費：無 料

学会事務局：〒606－8507 京都市左京区聖護院川原町54

京都大学医学研究科脳神経外科内

TEL 075－751－3459 FAX 075－752－9501

URL http://www.jnss2006.Com/




