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阿弥陀三尊磨崖仏
写真／飯田 泰啓 (相楽)

木津川市東南部の当尾地区には, 多くの石仏や石塔があ
り, 石仏の里として知られています｡ 修行僧の庵室や行場
が設けられていたこの土地には, 鎌倉時代後期から室町時
代にかけて行き交う人々のための道しるべとして多くの磨
崖仏が造立されました｡ そのなかでも阿弥陀三尊磨崖仏
(1299年) は優しく微笑むように見えるところから ｢わらい
仏｣ と呼ばれ, もっとも親しまれています｡
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京都府医療推進協議会 (以下, 協議会) では, ６月２日 (福知山地区, 相楽地区), ３日

(左京地区), ９日 (伏見地区) の３日間, ４地区会場にわたり, ｢これからの医療・介護・福

祉を守る府民集会｣ を開催｡ 現在おし進められようとしている社会保障制度改革の危険性を訴

えかけ, 真に国民が安心できる社会保障のあり方を府市民とともに考えようと, 京都府の医療・

介護・福祉に携わる団体ならびに患者団体など31団体で構成される協議会が主催した｡ 集会で

は４会場あわせて2,000人を超える府市民が参加した｡
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集会はそれぞれの会場ごとにプログラムは異なるものの, いずれもパネルディスカッション

などで, 医療・介護・福祉施策の行き詰まりと困窮を現場の従事者が訴えかけ, 社会保障費の

削減政策をとり続けることの是非を問いかけた｡

福知山地区と左京地区でパネルディスカッションに登壇した安達府医副会長は, 社会保障制

度のあり方を将来の日本社会のあり方を決める重要な課題の１つと位置づけ, 独自の宗教, 文

化, 歴史を持つ日本はその叡智によって, 制度がもたらす ｢悪平等｣ を排し, 競争原理への偏

重による ｢弱肉強食型社会｣ に陥ることを防ぎ, 両者のバランスの取れた社会を目指すべきと

し, ｢我々はそれぞれの担当する社会活動の分野から, 現場での体験により浮かび上がる問題

点を提起し, 検証しながらその目標に向かっていく主張を続けたい｣ と述べ, 集会開催を総括

した｡

４地区集会ではそれぞれ, ①社会保障の後退に反対 ②平等で充分な医療・介護の提供でき

る政策の実現 ③自立支援法の是正と障害者施策の充実－を求める決議を採択した｡
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福知山医師会の協力のもと, ６月２日(土) に福知

山市民会館で開催された ｢府民集会｣ では, 530名も

の府民が会場を埋め尽くした｡

冒頭, 挨拶に立った�尾嘉興福知山医師会長は,

｢『府民集会』 で現行の社会保障制度改革の危険性を訴

えかけ, 真に国民が安心できる社会保障のあり方を府

市民とともに考え, 地域医療を守ることの必要性を寸

劇およびパネルディスカッションで主張したい｣ と述

べた｡

劇団ワンダリングパーティーによる ｢介護難民, 医

療難民｣ の寸劇では, 医師不足の問題や行き場のない

介護難民, 医療難民が多数生み出されることの危険性

を訴えた｡

パネルディスカッションでは, ｢崩壊する日本の医

療と介護｣ と題して, 福知山医師会副会長・冨士原正

人氏, 京都府介護支援専門員協議会理事・山下宣和氏,

患者代表・立道正規氏をパネリストに迎え, それぞれ

の立場から, 京都府北部地域の医師不足の問題等で,

地域医療が崩壊寸前であることを訴えかけた｡ 冨士原

福知山医師会副会長は, 新医師臨床研修制度の導入に

より, 京都府北部地域も医師不足の余波を受け, 産婦

人科や小児科ばかりでなく外科医も不足している現状

を説明, ｢このままでは救急医療が維持できなくなる｣

との危機感を示した上で, ｢医療費削減のために, 医

師を減らすという考え自体がおかしい｣ と指摘した｡
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相楽医師会の協力を得て６月２日(土), アスピアやましろで開催した ｢府民集会｣ では,

150名の府民が参加｡ 飯田泰啓相楽医師会長の開会挨拶に続き, 映画 ｢ジョンＱ～最後の決断｣

を上映した後, ｢崩壊する日本の医療と介護｣ と題し, 上原府医副会長が講演を行った｡ 上原

府医副会長は政府の低医療費政策により ｢医師不足｣ ｢看護師不足｣ ｢医療格差の拡大｣ など,

医療提供体制に様々な綻びが生じてきたと指摘, 新聞報道の内容などを折り込みながら ｢日本

福知山地区

�尾嘉興福知山医師会長 (福知山集会)

パネルディスカッション (福知山集会)

ワンダリングパーティ (福知山集会)

相楽地区
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の医療は崩壊の危機にある｣ と訴えかけた｡ 上原府医副会長は政府の

介護保険施策についてもふれ, ｢介護保険料の値上げ｣ ｢介護サービス

提供の制限｣ ｢介護報酬の切り下げ｣

により, 介護保険制度も機能不全を

起こしていると説明, ｢このままで

は在宅介護は成り立たない｣ との危

機感を募らせた｡ その上で, この危

機的状況を打破するためにも, ｢日

本の医療・介護・福祉を守るために,

みんなで考え, 声を上げなければな

らない｣ と訴え, 別掲の決議の採択を提案, 参加者全員の賛

同を得た｡
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左京医師会が主体となって６月３日(日) にみやこめっせで開催し

た ｢府民集会｣ では, 約870名の府市民が参加, 大道芸やマジック,

寸劇, 抽選会など多彩な催しがシンポジウム ｢大丈夫か？ これから

のみんなの生活｣ を引き立て

た｡ また, ステージ以外では,

健康・介護問題や法律の相談

を受け付ける ｢行列のできる

なんでも相談所｣ が設けられ,

体力テストや軽食コーナーも

賑わいを見せた｡

シンポジウムは, 府民の声を医師以外から上げても

らおうとの趣旨で, 長年介護に携わってこられた京都

市岩倉地域包括支援センター長の井上 基氏, 障害者

支援に力を注いでおられる京都市北部障害者地域生活

支援センター ｢きらリンク｣ センター長の土屋健弘氏,

弱者の視点で報道を続けておられる京都新聞社・岡本

晃明氏がシンポジストとして発言, 安達府医副会長が

コメンテーターとして適宜解説, 上原府医副会長司会

のもと進められた｡

岡本氏はＡＬＳ患者である甲谷氏とステージ上でや

りとり｡ 甲谷氏は３ヶ月ごとに転院させられる辛さを

文字盤の目視で訴える一方, 24時間介護が必要であっ

ても地域の支えで在宅療養生活するにあたって, ｢友

飯田泰啓相楽医師会長
(相楽集会)

上原府医副会長 (相楽集会)

左京地区

東道伸二郎左京医師会長
(左京集会)

パネルディスカッション (左京集会)

会場を埋め尽くす来場者 (左京集会)
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人のダンサー達の稽古場と療養生活の場が合体したと

ころで暮らすのが夢｣ とステージから伝えた｡

土屋氏は障害者を取り巻く環境が, 自立支援法に伴

う費用負担増, 身障手帳の申請時に見られる医療と福

祉のすき間などで, ますます悪化していることや, 主

たる介護者が障害者の親であることから来る将来の不

安感を訴えた｡ また, 高次脳機能障害や発達障害など

福祉が届かない障害に困っている人がまだまだ多いこ

とを紹介した｡

井上氏は ｢介護の社会化｣ の謳い文句で導入された

介護保険制度が現状は極めて不十分であることを, 食

事介助などの世話だけで限度額を超えてしまう, 同居

家族がいると生活援助は給付されない, 趣味活動の補

助は一切認められない, など具体例を上げて紹介｡ 大

手の介護事業所による利用者の抱え込みや低賃金のた

め介護従事者が退職を余儀なくされたり, 介護をめぐ

る厳しい環境の中で燃え尽きてしまうケアマネジャー

などは, 介護報酬の抑制による影響であると指摘した｡

シンポジウムでは, 医療や介護の必要な患者・利用

者をめぐる状況を少しでも改善するには医療と福祉を

体制としてつなぐこと (＝人員も財源も) が不可欠ということで一致, 参加者全員の賛同を得

て, 別掲の決議を採択した｡
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伏見医師会の協力を得て６月９日(土), 京都市呉竹文化センターで

開催した ｢府民集会｣ では, 480名の府市民が参加｡ 岸田 進伏見医

師会長の開会挨拶に続き, 福知山地区, 左京地区と同様, ｢介護難民,

医療難民｣ をテーマにした劇団ワン

ダリングパーティーによる分かりや

すい寸劇を披露, その後 ｢ストップ・

ザ・医療破壊｣ をテーマに落語家の

笑福亭松枝師匠の落語がなされ, 和

やかな雰囲気の中で ｢崩壊する日本

の医療と介護｣ と題したパネルディ

スカッションが行われた｡ パネルディスカッションでは京都

府医師会理事・北川 靖氏から崩壊する日本の医療と介護に

ついて説明, 続いて京都市醍醐・北部地域包括支援センター

行列のできるなんでも相談所 (左京集会)

お楽しみ抽選会 (左京集会)

伏見地区

岸田進伏見医師会長
(伏見集会)

笑福亭松枝師匠 (伏見集会)
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所長・川内 充氏から介護が崩壊に向かっている現状

を現場の視点から示された｡ 引き続き, 京都市南部障

がい者地域生活支援センター ｢あいりん｣ センター長・

平田 義氏からは, 障害者福祉の現状と問題を報告,

昨年の法改正を受けて現在では障害者を地域でカバー

しきれない重大な事態に見舞われているとの窮状が紹

介された｡ 会場参加者からは非常に良くわかり有意義

な会合であったと評価され, 盛会裏に終了した｡

※｢これからの医療・介護・福祉を守る府民集会｣ の４会場における模様は府医ホームページ

にて７月上旬に動画配信する予定です｡ 是非, ご利用ください｡

� �

今, 我国では, 社会保障全体の圧縮が国民不在のままに行われている｡ 私達は,
全ての人の生命と健康の確保が格差無く保証され, 又, 障害者を社会全体で受け
入れることのできる, 安全で安心の社会を目指したい｡
よって, 本集会参加者全員の総意として, 次のとおり決議する｡

１. 社会保障の後退に反対する

１. 平等で充分な医療・介護の提供できる政策の実現

１. 自立支援法の是正と障害者施策の充実

��������	
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平成19年６月２日(土) 相楽地区 (アスピアやましろ)

平成19年６月２日(土) 福知山地区 (福知山市民会館)

平成19年６月３日(日) 左京地区 (京都市勧業館みやこめっせ)

平成19年６月９日(土) 伏見地区 (京都市呉竹文化センター)

府薬の協力による薬の相談コーナー
(伏見集会)

お楽しみ抽選会 (伏見集会)

パネルディスカッション (伏見集会)
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関 係 各 位

今回の 『これからの医療・介護・福祉を守る府民集会』 にご参加いただきました皆様, 京都

府医療推進協議会参加団体各位, 各地区医師会およびご賛同をお願いいたしました関係各位に

おかれましては, ご多用にもかかわりませず, ご協力を賜りまして誠にありがとうございまし

た｡ おかげさまで, 参集された2,000人を超える府市民の皆様にもよりわかりやすく現在の社会

保障制度の問題点をご理解いただけたものと喜んでおります｡ 府医執行部一同, 改めて御礼申

し上げます｡

※京都府医療推進協議会参加団体 (平成19年７月１日現在)
京都私立病院協会, 京都市老人福祉施設協議会, 京都腎臓病患者協議会, 京都精神病院協会,
京都難病団体連絡協議会, 京都府医師会, 京都府医師婦人会, 京都府栄養士会,
京都府介護支援専門員協議会, 京都府看護協会, 京都府言語聴覚士会, 京都府作業療法士会,
京都府食生活改善推進員連絡協議会, 京都府歯科医師会, 京都府歯科衛生士会, 京都府鍼灸師会,
京都府鍼灸マッサージ師会, 京都府柔道整復師会, 京都府病院協会, 京都府病院薬剤師会,
京都府放射線技師会, 京都府訪問看護ステーション協議会, 京都府母子寡婦福祉連合会, 京都府薬剤師会,
京都府理学療法士会, 京都府臨床検査技師会, 京都府臨床工学技士会, 京都府老人クラブ連合会,
京都府老人福祉施設協議会, 日本医療法人協会京都府支部, 認知症の人と家族の会 京都府支部

(50音順)

生後12ヶ月未満の時点で麻しんおよび風しんのワクチン (ＭＲワクチン)
接種を受けた児の定期予防接種の取り扱いについて

このたび, 厚生労働省健康局結核感染症課長より, 生後12ヶ月未満の時点でＭＲワクチ

ンの接種を受けた児 (任意接種) についても, 定期の予防接種の対象年齢に達した場合

(生後12ヶ月～24ヶ月), 当該児に対して定期接種の対象者として差し支えないという通知

がありましたので, お知らせします｡

ジフテリア, 百日せきおよび破傷風 (DPTワクチン)の
第１期予防接種の接種間隔８週間超の取り扱いについて

標記予防接種の第１期予防接種の初回接種に係る標記取り扱いについては, 任意接種の

取り扱いでありましたが, このたび, 厚生労働省健康局結核感染症課長より, 対象者が発

熱を呈している等予防接種を行うことが不適当な状態にあったことにより, ８週間を超え

て予防接種を接種せざるを得ない場合は, 定期の予防接種として取り扱っても差し支えな

いという通知がありましたので, お知らせします｡

なお, 発熱等の医学的理由により８週間までの間隔を超えて接種を行う場合は, ｢発熱

のため｣, ｢体調不良のため｣, ｢疾病罹患後のため｣ など, その理由が分かるように診療録

(カルテ) または予診票に記録しておいてください｡
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■ 基金・国保新審査委員決まる ■
基金審査委員長に 余 昌英氏

国保審査会長に 立入克敏氏

本年５月31日の任期満了に伴って, 支払基金および国保連合会の審査委員の改選が行われ,

新たに６月１日から次の各氏が審査委員に委嘱された｡ それと同時に役員の選出が行われ, 基

金においては, 審査委員長に余 昌英氏 (再), 副委員長に上原春男氏 (再) が, 国保におい

ては, 審査会長に立入克敏氏 (再), 副会長に木谷輝夫氏 (再), 依田純三氏 (再) の両氏が選

出された｡ なお, 今期より基金では医科の副委員長を１名制としている｡

また, 医科の審査委員数は, 基金は前期と同数の86名, 国保は請求件数の増加に伴い５名増

の80名 (今期より別に薬剤師１名を選任) が委嘱され, そのうち新任委員は, 基金７名, 国保

６名の計13名となっている｡

新審査委員は次のとおり｡

(☆＝新任, ★＝代表区分変更, ①在任期間順, ②年齢順, 敬称略)

【基金審査委員】－医科のみ－

診療担当者代表 保険者代表 学識経験者代表

内 科

藤森 克彦 安達 秀樹
長村 吉朗 北川 靖
竹田 彬一 田代 博
★吉政 孝明 若林 正之
☆梶山 靜夫 ☆沖 映希

林 英夫 古川 啓三
中島 正継 藤本荘太郎
佐々木義行 田上 哲也
早川 道雄 佐藤 克明
久米 典昭 江村 正仁
門脇 則光 三尾 直士
☆林 理之 ☆�田 久

★西村 幸隆 上原 春男
勝目 紘 三好 正人
谷村 仲一 田卷 俊一
余 昌英 垣内 孟
大藪 博 粉川 皓仲
山内 知 横江 信義
★山口 恭平

精神科 岩瀬 則文 清水 達夫

小児科 藤田 克寿 木� 善郎 舘石 捷二 ★吉岡 博

外 科

野見山世司 峯松 壮平
水谷 均 ★濱島 高志
福州 修 山木 垂水

細川 豊史 能見伸八郎
大和 俊夫 竹中 温
糸井 啓純 池田 義
矢部 正治 ☆神田 圭一

竹友 重信 高橋 俊三
鎌野 孝和 ☆古家 敬三

整形外科
高田 秀彰 菱本 修
鈴木 雅清

日下部虎夫 ★森下 晉伍 浦出 晃則 小田良之輔

皮膚科 長谷川義博 平野 眞也

泌尿器科 野々村光生 青木 正

産婦人科
山下 元 井田 憲司
中山 貴弘

★堀江 克行 冨田 慈

眼 科 松田 敏央 松本 康宏 ☆王 英泰 久山 元 原山 憲治

耳鼻科 児嶋 久剛 松岡 秀樹 佐藤 文彦 西村 秀夫
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【国保審査委員】－医科のみ－

保険医代表 保険者代表 公益代表

内 科

尾崎 信之 岡田 楯彦
鈴鹿 隆之 ★三浦 賢佑
中島 悦郎 井本 雅美
福本 圭志 金 達龍
小西 正昭 坂口 佳司
田代 研 佐々木善二

宮尾 賢爾 桑原 洋史
和田 成雄 中埜 幸治
窪田 小弓 梶田 芳弘
山本 康正 上床 博久
☆河野 義雄 ☆多々見良三
☆安田健治朗

木谷 輝夫 馬場 満男
岩田 征良 加藤啓一郎
依田 純三 河北 俊子
小川 直 中嶋 俊彰
岡林 正純 畑 雅之
春山 春枝 出口 武司
島崎 千尋 徳田 �彦
藤村 聡 ☆山下 直己

精神科 中嶋 章作 南部 知幸

小児科 川勝 秀一 東道伸二郎 栗山 政憲

外 科

★垣田 清人 坂部 秀文
武内 俊史 北浦 一弘
柴垣 一夫 齋藤 信雄
薄井 裕治

松繁 洋 佐藤秀一郎
久保 哲 土屋 宣之
森本 泰介 ☆高橋 章之

上原 従正 角山 正博

整形外科
藤田 隆生 内田 寛治
橋本 秀輝

田中 千晶 奥田 良樹
☆岩下 靖史

立入 克敏

皮膚科 近藤 摂子 小西 啓介

泌尿器科
飛田 収一 近藤 守寛
山� 悟

北村 浩二

産婦人科 中田 好則 巽 啓司

眼 科 中路 裕 大田 實 池部 均 佐野 貴之

耳鼻科 立本 圭吾 ★豊田弥八郎

『平成19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19年10月１日発足の申請をされる方
は, 平成19年７月27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生涯研修課まで
ご連絡ください｡

平成19年10月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成19年７月27日(金) までに ｢事前概要書｣の提出を
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先生方の医療機関で対処困難な急患が発生

し, 転院搬送のため救急車を呼んだところ,

その救急車がいつまでたっても出発せず長い

時間いらいらしながら待たされた, そういっ

た指摘は以前から少なからずあり, 医報のＨ

14年５月号で救急搬送に要する時間の解説を

させていただきました｡ その後もこの指摘を

よく頂戴し, また, Ｈ15年から, 救急救命士

(以下, 救命士) の処置範囲が拡大されたこ

ともあり, 京都市のみのデータで恐縮ですが,

救急搬送に要する時間を, 以前の数字と比較

し述べさせていただきます｡

まず, 救急車を呼んでから (覚知から) 現

場に到着するまでの平均所要時間は約５分で,

この数字はＨ14年と大きく変化はしておりま

せん｡ 次に, 患者を救急車に収容し現場を離

れるまでの時間, この部分は, 傷病者の観察,

処置, 搬送先の病院の選定等に要する時間で

すが, Ｈ14年は約12分でしたが, Ｈ18年は約

13分30秒と約１分半延長しております｡ この

部分の時間延長の要因の一つとして救命士の

処置の高度化 (除細動, 気管挿管, 薬剤投与)

も考えられますが, 他に, 搬送先の医療機関

の選定も時間帯, 疾患の重症度によっては時

間を要する場合があります｡ そして救急車が

現場を離れ, 搬送先の医療機関に到着するま

での時間はＨ14年は約５分でしたが, Ｈ18年

は約５分40秒と若干延長しております｡ 従っ

て, それらの合計の約24分30秒が, Ｈ18年で

救急車が呼ばれてから医療機関に搬入するま

での平均に要した時間です｡

“救急車の現場での滞在時間が随分延びた

んじゃないか”, との指摘は, データーでお

示ししたようにそれほど大きくは延びてはお

りませんが, 転院搬送の緊迫した状況のなか

で, 特に重症例での数分間は貴重で実際以上

に長く感じられ, こういった指摘が出てくる

のは当然と考えます｡

先日, 名古屋で救命士の気管挿管が結果的

には誤挿管で, 搬送時間も大きく延長してい

た, という記事がマスコミを賑わせました｡

個々で申しますとこのような事故は充分起こ

りえ, 別に京都で発生しても不思議はないの

ですが, 全搬送件数から申しますと, 先述の

ように, 現時点ではそれほど搬送時間の延長

にはなっていないと言えます｡

また, 重要なのは, これらの処置範囲の高

度化による傷病者の救命率 (１ヶ月生存率)

の変化ですが, Ｈ14年が10.9％でしたが, Ｈ

18年は13.9％に上昇しており, 一定の成果は

出せている, と言えそうです｡ ただ, この数

字は制度の更新が行われてまだ間もなく, 今

後もフォローしていきたいと思います｡

最後に, このような状況の中で, 救急車の

現場での滞在時間を少しでも短縮させるため

我々に出来ることとして, 救命士には搬送先

の医療機関に傷病者のバイタルサイン (意識

レベル, 血圧, 脈拍, 呼吸数, 体温等) を測

定し報告することが業務とされておりますの

で, それらは各先生方のもとで前もって観察

し, 救命士に報告していただきましたら, そ

の時間を短縮することが可能です｡

以上, 救急車の現場での滞在時間に関しま

して, 簡単に解説をさせていただきましたが,

また, 救急関連の案件で何かご指摘がござい

ましたら, 府医地域医療課, 救急係までご一

報くださいますようお願いいたします｡

救急車が現場に滞在する時間
―転院搬送の際, 救急車が現場を出るまで随分長く感じますが―

理 事 中野 昌彦
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京 (みやこ) あんしんこども館は, 京都第

二日赤病院救命救急センターの南隣に開設さ

れて平成19年８月26日で３年になります｡ 昨

年, 平成16年, 17年度の事業について京都医

報 No. 1847 に報告しました｡ 今回, 今後の

推移を予測するために18年度の来館者, 相談

件数, とその内容分類を報告します｡ さらに

今後, 当館で実施を予定しております京都市

で出産した乳幼児全例を対象とした事故調査

事業の内容についてお知らせし, 医師会の諸

先生方, 特に小児科医会, 産科医会の先生方,

保健所の先生方のご協力をお願いたします｡

18年度結果

１. 来館者などは表１に示した｡ 個人, 団体

合わせて2,514人で個人来館者が, 団体来

館者の２倍で, 月間210人であった｡

２. 保健・医療相談は1,106件と増加した｡

その内週２回, 府医師会小児科医会の先生

による時間のかかる予約相談が行われてい

る (表２, ３)｡

３. 団体での来館者は, 育児学をまなぶ大学

学部や看護学校からの学生達の参加者が増

えている｡ 明瞭な目標をもった見学者の研

修には有効であったと思われた (表４)｡

４. 講習会は, 年々回数が増えている｡ 事故

時の応急手当 (心肺蘇生法) 講習会は４回

で, 募集人数を超える盛況｡ チャイルドシー

ト装着講習会は, 適正に装着をしている時

や不適切であるが装着している時には, 装

着していない時の５分の１, ３分の１に死

亡数を減少させられることを啓蒙するため

に, 18年度には３回の講習会を行った (表

５)｡

５. 最近２年間の相談件数1,814例の解析で

は, 男児が女児の1.7倍で, 対象年齢では

０から２歳までが82.5％であった｡ 分類と

頻度は表２に示した｡ 疾病・予防接種に関

するものが最も多く, 事故がそれに続いた｡

疾病では, セコンドオピニオン的なもの,

薬に関するもの, 発熱に関するもの (解熱

剤の使用－座薬の使い方を含めて－) が多

かった (表６)｡

以上, 順調な発展をしているように思って

いる｡

��������	��
������������
���������� ��!"#�

京都市子ども保健医療相談・事故防止センター (京あんしんこども館)

���������	�
�������������������

澤田 淳１, 能勢 修１, 高峯 智恵１, 井上 了子１, 西田 明美１,

山口 富子１, 長村 敏生２, 清沢 伸幸２

１：京あんしんこども館, ２：京都第二赤十字病院小児科
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表１. 来館者数 (単位：人)

年／月 項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 月平均
個人 38 338 251 154 107 131 90 194 1,303 181

H/16年度 団体 106 180 193 39 171 92 51 832 119
合計 38 444 431 347 146 302 182 245 2,135 300
個人 174 143 159 239 162 188 98 167 64 84 137 123 1,738 145

H/17年度 団体 14 0 153 327 0 166 78 250 161 30 18 0 1,197 100
合計 188 143 312 566 162 354 176 417 225 114 155 123 2,935 245
個人 133 124 101 156 175 171 160 150 108 109 122 109 1,618 135

H/18年度 団体 36 94 86 213 6 28 43 97 240 18 18 17 896 75
合計 169 218 187 369 181 199 203 247 348 127 140 126 2,514 210

表２. 保健医療相談数 (単位：件)

年／月 相談別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 月平均
電話 19 22 23 29 22 31 40 186 27

H/16年度
予約 7 3 4 5 3 5 4 31 4
フリー 18 11 15 5 6 5 3 63 9
合計 44 36 42 39 31 41 47 280 40
電話 32 35 44 47 54 48 56 68 65 38 58 70 615 51

H/17年度
予約 4 4 6 9 8 6 5 6 5 2 5 8 68 6
フリー 5 3 3 5 0 2 0 3 0 1 0 3 25 2
合計 41 42 53 61 62 56 61 77 70 41 63 81 708 59
電話 77 73 85 63 87 77 81 98 81 83 78 88 971 81

H/18年度
予約 9 7 1 8 6 10 5 6 4 4 7 13 80 7
フリー 4 3 6 7 7 6 5 4 3 5 3 2 55 5
合計 90 83 92 78 100 93 91 108 88 92 88 103 1,106 92

表３. 医師会出務医師相談等 (単位：件)

年度 診療情報提供書発行件数 医師会出務医師相談件数

H/16年度 4 9

H/17年度 11 59

H/18年度 15 44

表４. 団体・グループ研修 (単位：件)

H/16年度 H/17年度 H/18年度 合計
行政 (視察含) 39 20 23 82
大学･高校・看護学校 3 8 12 23
幼稚園・保育園関係 2 9 6 17
子育て支援関係 11 17 11 39
病院関係 1 6 4 11

企 業・その他 2 0 4 6
合 計 58 60 60 178

表５. 一般公募講習会

講 習 会 H/16年度 H/17年度 H/18年度

お子さんの応急手当
(心肺蘇生法) 講習会 １回 ２回 ４回

チャイルドシート装着
講習会 ２回 ３回

消防署と共催による
お子さんの救急救命講習会 １回 １回

合 計 １回 ５回 ８回

表６. 平成17,18年度相談事項の解析

項 目 件数 ％
疾病 591 32.6％
事故・転落・誤飲 242 13.3％
一般生理 201 11.1％
栄養 (哺乳・食育) 179 9.9％
精神発達 159 8.8％
日常生活・生活習慣 113 6.2％
予防接種 112 6.2％
家族･その他 94 5.2％
体の発育 63 3.5％
運動発達 60 3.3％

合 計 1,814 100.0％
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京都市で平成19年と20年に生まれた０～12か月までの乳児 (ピンクのはがき) と同じ年に

生まれた13か月～24か月の幼児 (青いはがき) 全員を対象に事故を調査します｡ 目的は ｢子

どもの事故を減らすための実態調査｣ です｡ この調査結果から, 事故防止対策を考えたいと

思っています｡ この調査の信頼度は回収率の高さに依存します｡ どうぞ, ご協力をお願いい

たします｡

京都市では赤ちゃんが生まれたら, お祝いに紙袋に入った ｢お祝いレター｣ を自宅にお送

りしています｡ その中に, この事故調査用紙を同封しています｡ お母さん・お父さんへのお

願い (事故からお子さんを守るために) として, 受取人払いの返信用はがき (おもて) と記

録の仕方を, 例を挙げ調査用紙 (うら) にかいてあります｡ この ｢子どもの事故記録｣ 用紙,

ピンク色 (０～12か月用) と青色 (13か月～24か月用) の２枚が ｢ミシンとじ｣ で入ってい

ます｡

ここに ｢例のように書いて, １歳が過ぎたらピンクのはがきを, ２歳が過ぎたら青色はが

きをポストにいれてください｡ 個人情報を守るために, 名前, 住所は不要です｡ 生年月日,

起こった事と場所と結果を書いてください｡ 事故がなかった場合は ｢×｣ か, ｢なし｣ を書

いて所定のシールを貼り付けて送ってください｡｣ と記載してあります｡

先生方へのお願いは, この事業へのご理解とご協力を, 病院, 診療所, 保健所などでの１

歳時健診, ２歳児周辺の診察時には, 事故記録を投函するようにご指導くださいますようお

願いいたします｡

京都市子ども保健医療相談・事故防止センター 澤田 淳
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健健 康康 塾塾

中京東部医師会会長 �� ��
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中京東部医師会では, 毎年一般市民向けの

講演会である ｢健康塾｣ を行っています｡ 本

年は, 第４回目となり, 健康診断や一般診療

にて異常を指摘された場合, どのように考え

対応すればよいかということをテーマとして

行います｡ 一般講演は, １時間単位で区切ら

れており, 10の講演が行われます｡ ２つの教

室で, 同時進行で行われますので, ５時間に

わたる勉強会となります｡ 健康塾は, その名

のとおり街の塾のように授業をする勉強会で,

演者と聴衆が同じ目線に立って市民の医療の

知識を向上させることを目指す企画です｡ 前

回まで, 講演は自作のプリントにて行ってき

ましたが, 今回はあらかじめ ｢検査の参考書｣

というテキストブックを作成し, それにそっ

て授業を行うことにいたしました｡ 同書は,

中京東部医師会会員が, 力を合わせて作った

書籍です｡ 参加いただいた方は, 授業を受け

た分野だけでなく, 健康診断の項目や一般診

療の主たる検査項目について, 同書を持ち帰

ることにより自宅で学習することができます｡

検査結果の意味を理解できないために, 健康

診断や日常診療が十分な効果を発揮できない

というようなことがないように, ｢健康塾｣

や ｢検査の参考書｣ が利用されることを期待

しています｡ ｢検査の参考書｣ の詳細につ

きましては, 京都医報６月15日号をご覧く

ださい｡

講演とは別に, 健康相談も行います｡ ご参

加いただいた一般の方で, 個別に健康に関す

る相談を希望する方がおられましたら, 各分

野の専門の医師が面談し, 指導いたします｡

今回の ｢健康塾｣ のもう１つの特徴は, 李

啓充先生の特別講演を行うことです｡ これ

までの健康塾は, 一般の方のみを対象とした,

診療内容にしぼった講演を行ってきましたが,

今回は医療制度のありかたという政治的な話

を, 一般の方のみでなく医師の方にも満足し

ていただける内容で提供したいと考えていま

す｡ 『政府・財界が推し進める医療 ｢改革｣

の問題点』 という演題名で, 李 啓充先生の

鋭い視点で講演していただきます｡ 皆様ご存

じのとおり, 李 啓充先生は, 京都大学医学

部を卒業された後, ハーバード大学助教授と

して活躍され, 退職後はコラムニストとして

講演活動や執筆をされています｡ 一般の方に

は, 週刊文春の ｢大リーグファン養成コラム｣

を連載している, 大リーグ通として有名かも

しれません｡ 短い帰国期間の中で都合してい

ただいての貴重な講演ですので, 是非ご来聴

ください｡ ３時から４時まで講演のあと, 30

分の質疑応答を考えています｡ ビデオ撮影に

て収録後, インターネットにより配信し, 全

国の方に見ていただくことも予定しています｡

地区医師会という小さな組織ではありますが,

日本の医療を良くするため, 微力ながら貢献

したいと考えています｡
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◆健康塾 ７月15日(日) ハートピア京都 (中京区竹屋町通烏丸東入る TEL 222－1777)

■講演プログラム (対象：一般市民)

■特別講演 (対象：医師および一般市民)
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と き ７月13日(金) 午後２時～５時

と こ ろ 京都府立医科大学附属図書館ホール

対 象 者 協力医療機関等の医師, 作業療法士, 言語療法士, 理学療法士,
臨床心理士等

研修内容

２：00～２：05 開会あいさつ
京都府

２：05～２：30 報告：｢高次脳機能障害者と家族の現状｣
患者家族会

２：30～３：00 報告：｢京都府における高次脳機能障害支援普及事業の取組｣
京都府リハビリテーション支援センター

３：00～４：30 講演：｢高次脳機能障害の診断と治療プログラム｣
国立身体障害者リハビリテーションセンター 学院長 中島八十一

４：30～４：45 質疑応答

参 加 費 無 料

申 込 ７月６日(金) (必着) までに京都府保健福祉部障害者支援室 (FAX 075－
414－4597)(E-mail s-ono64@pref.kyoto.lg.jp) まで直接お申し込みください｡

主 催 京都府
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電子カルテを使ってみて,
勤務医の叫び

医療の分野にも時代の流れか, 国策とし

てのＩＴ産業賦活化と病院の淘汰を目論ん

でか知らないがＩＴ化の波が押し寄せてい

る｡ 当院でも昨年春から電子カルテ (以下

電カル) を導入した｡ ようやく慣れたとこ

ろであるが, これから導入される病院のた

めにも勤務医側から見た問題点や長所・短

所を書きつづってみた｡

電子カルテ導入前の半年ほどの準備段階

でのストレスは, 未だにトラウマとなって

残っている｡ すでに, 医師不足でパンクし

かけている外来や入院診療が, 電子カルテ

を用いてするとどうなるか, 想像もしたく

なかったのが本音である｡ やってみないと

実体が解らないだけに, 予期恐怖を感じた

のは私だけではなかろう｡ 外来で ｢電子カ

ルテが入ったら何でも先生がしないといけ

ないんですよ｡ 私たちは何もしませんよ！｣

と, 思いやりのかけらもなくあっさり言っ

てくれた老看護師には未だに嫌悪感が残っ

ているのが, その証拠であろうか｡ ｢解っ

てるけど, もう少し言い方があるんじゃな

いかしら｣, と涙がこぼれそうでした｡ こ

れから導入する病院のコメディカルには,

心で思っても医師に強調してはいけない言

葉である事を認識してもらいたい｡ 嘘でも

良いから ｢一緒に手伝いますから, みんな

で頑張りましょうよ！｣ と言ってあげてく

ださい｡ 事実, そう言ってくれたクラーク

さんが好きになってしまいました｡ 少し,

生き返った気がしましたから｡

さて, 電カルの受け入れは, Dr の年齢,

パソコン (キーボード) に対する慣れ, 診

療内容ごとに大きく異なる｡ スケッチの多

い科, 診療行為にバリエーションの多い科

は大変だし, 高齢のDr ほど大変であろう｡

本格的な救急医療にも, 研修医の協力など

入力補助者がいない限り向いていないのは

間違いない｡ 私は５インチのフロッピー時

代から23年間パソコンを使ってきたが, そ

れでも紙カルテからの変化を受け入れるの

は容易ではありませんでした｡ 運用規定に

従うと, がんじがらめで Dr のすべき事が

多すぎて考えるだけでブルーになりました｡

カルテ記載, 処方, 検査オーダーは当然と

しても, 全ての検査予約や入院予約, 部屋

や食事の選択, 所見の入力, 紹介患者の返

事と登録, 次回予約まで全てするわけです

から, 仕事量は２－３倍になる訳です｡ し

かも, 電子カルテというものはコンプライ

アンスが全くないのです｡ 他科の Dr の処

方内容を簡単に書き換えられないとか, 未

実施の検査も自分でしか削除できないとか,

夕方から開始の薬は夕方の分だけ１回分別

に処方せねばならないなど｡ また電話一本

で済んだことや, カルテに一行書けば済ん

だことが電カルでは数カ所に入力しなけれ

ばならなくなったのも難儀なことです｡ 当

直医の負担も確実に増えたでしょう｡ 明け

方に, 他科 Dr の処方漏れの入力依頼の電

話が看護師からかかると泣きたくなる気持

ちもわかります｡

しかし, 勤務医が電カル診療で生き延び

るには adaptation するしかありません｡ 医

療にミスは許されませんから, 患者数を自

分が安全に処理できる範囲に減らし, 予約

枠に入る数に整理する必要があります｡ ど

の程度に減らすかもやってみないと解らな

いのが実情ですが｡ 診療で, 少しでも煩雑

さを減らすためにも自科で使用頻度の高い

セットを沢山作ることは必須です｡ 私は,

極めて合理的な便利セットを沢山作りまし

医 界 寸 言
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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たので多くの Dr に利用してもらっていま

す｡ 専門は内分泌代謝なので, 初診時の必

要な検査や主な病名, 管理料をまとめたセッ

トなどを作りました｡ またカルテ記載も共

通部分をワードパレットに登録しておくと

便利です｡ 再診患者が多いので前回カルテ

を全文引用して必要箇所を書き直すなども

時間短縮になります｡ また処方や指導料も

毎回同じで有れば前回オーダーの全引用も

出来ます｡ 眼底検査のための眼科対診の依

頼も, 同じような内容なのでワードパレッ

トに登録しておき A1c だけ書き込むと便

利です｡ 退院時サマリーも, カルテ記載の

都度サマリーに主な内容をコピーしておく

と退院時には立派なサマリーが完成してい

ます｡ どこでもカルテを借りずにデータを

見たり記録できるのも良いところです｡ 膨

大な紙カルテの搬送は医事課にも随分と苦

労掛けていたはずです｡ このように電カル

の利点も色々あるので, 使っているうちに

慣れて放せなくなりつつあるのは確かです｡

何だかんだ言いながらも, １年経ち少し

慣れてきたところです｡ でも, 反応がトロ

イこと, 時々フリーズすること (停止した

こともあります), カルテ画面を開けるま

でにポップアップウインドウが幾つも開く

ので待ち時間が長く, ちらちらウインドウ

が点滅するため, むかついて ｢光刺激誘発

性てんかん｣ を起こしそうな気分になる事

がしばしばあります｡ 電カル導入後の肩こ

りや視力低下も顕著です｡ 紙カルテに書か

なくなると字忘れがひどくなり, セット以

外の薬の名前を忘れるなど脳の老化が促進

されたような気もします｡ 飲酒量も増えた

かも｡ しっかり電カルに記載するには, 画

面ばかりみて患者の顔を診る時間が減るの

が辛いところ｡ チラチラ患者を見ながら入

力しないと不満を言われるかもしれません｡

逆に, 患者をよく診察する Dr は患者数が

少なくない限りカルテ記載が不十分になる

事が多いでしょう｡ また, 画面から過去の

状況が読みにくく, 他科の Dr や看護師と

の連絡不足や意志疎通に欠けるのも電カル

の問題点です｡ 同時に複数の画面が見れな

いのも大きな欠点です｡ 今後, 普及するク

リニカルパスに向いていないソフトだけは,

パスしたいですね｡ いずれにせよ, 年取っ

てからの電子カルテ導入は, 時代の流れと

はいえ辛いものがありました｡ 勤務医のモ

チベーションの低下は, 即, 患者サービス

と診療収益の低下に繋がります｡ 病院管理

者は, 現場職員の心の叫びに耳を傾ける余

裕を持ち, 思いやりと励ましの言葉を忘れ

てはならないでしょう｡ 運用規定もある程

度は, きちっと規則を作る必要があるでしょ

うが, タイトにしすぎないこと｡ また電カ

ル委員会には現場での実務の多い Dr や職

員がしっかり関わる組織である必要があり

ます｡ 暇な Dr が一方的に運用規定を決め

るとスムーズに運ばなくなるでしょうから｡

一般的な運用規定もまだまだ流動的な物で,

自分たちで模索しながらよりよい物を作り

上げていく努力が必要です｡

現在の初期段階の電カルはソフトや発想

自体に様々な問題点を含んでおり完成度も

低いものです｡ 今後, 使いやすい物にどん

どん変わっていくでしょう｡ 厳しい病院経

営の中から電カル導入にあたっては多額の

投資が必要です｡ 国が医療のＩＴ化と患者

情報ネットワークや共有化を推奨するのな

ら, 厚労省が責任を持って全国の病院に共

通の理想的なスタンダードソフトを供給し,

定期的な保守管理とアップデートを担保す

べきでしょう｡ 何事も中途半端はいけま

せん｡

(情報企画委員会委員・宇治久世 紀田康雄)
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学校運営委員会が６月５日(火) に開催され, 20年度学生募集要項が決定しました｡

特に, ３年課程で入試科目が一部変更されることになりました｡ 詳細については, ７月中旬

に発行予定の募集要項をご覧ください｡

20年度各課程の募集定員並びに入試日程等は次のとおりです｡

[募集定員]
３年課程 80名 一次推薦・学校指定校推薦・二次推薦・社会人入試で総定員の半数程度｡

一般入試で総定員の半数程度｡

２年課程 80名 学内推薦を含める｡

准看護科 80名

[入試日程]

���������	
���

第１回 平成19年７月21日(土) 10時～12時
※事前申込みが必要です｡

第２回 平成19年10月６日(土) 10時～12時

場所および問合せ

京都府医師会看護専門学校

京都市山科区椥辻西浦町１－13 (地下鉄東西線 ｢椥辻駅｣ 徒歩約７分)

電話 075 (502) 9500

京京京京都都都都府府府府医医医医師師師師会会会会看看看看護護護護専専専専門門門門学学学学校校校校

222000年年年度度度 学学学生生生募募募集集集要要要項項項決決決まままるるる

願 書 受 付 入 学 試 験 合 格 発 表

３ 年 課 程
(一 次 推 薦)

(指定校推薦)

(二 次 推 薦)

(社 会 人)

(一 般)

19.11.８～19.11.14
同 上

19.12.19～19.12.26
同 上
同 上

19.11.17
同 上
20.１.８
同 上
20.１.９

19.11.26
同 上
20.１.18
同 上
同 上

２ 年 課 程 20.１.７～20.１.11 20.１.18 20.１.25

准 看 護 科 20.１.24～20.１.31 20.２.５～６ 20.２.15

�
�
�
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府医斡旋融資利率の改定について

Ａ会員および新規開業医融資
Ｂ,Ｃ会員融資

振込指定あり 振込指定なし

利率 利率 利率

１年以内 2.425％ (2.175％) 2.925％ (2.675％) 2.625％ (2.375％)

５年以内 2.100％ (2.200％) 2.600％ (2.700％) 2.200％ (2.300％)

10年以内 2.200％ (2.300％) 2.700％ (2.800％) 2.300％ (2.400％)

20年以内 2.200％ (2.300％) 2.700％ (2.800％) 2.400％ (2.500％)

京都中央信用金庫との間で締結している斡旋融資の新規融資利率が平成 19 年７月１日実行

分より下記のとおり改定となります｡

新規融資利率 (適用は平成 19 年７月１日実行分より) ※固定金利型

( ) 内は現行利率｡

京都府医師会融資斡旋制度概要

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

過去３�月の診療報酬平均月額の25倍以
内とし, かつ最高限度額１億３千万円
３. 金利 固定金利型および変動金利型
『新規開業融資』
１. 融資限度額7,000万円
『B・C会員融資』
１. 申込資格

協定金融機関に給料振込を行っている(行う)者
２. 資金使途

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

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

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

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

斡旋ご希望の方および詳細については 府医
学術生涯研修課 (� 075－315－5276 融資係)
までご連絡ください
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編 集 平澤 泰介 京都府立医科大学名誉教授

田島 文博 和歌山県立医科大学教授

我が国の医療制度は世界最高水準の平均寿命や高い保

健医療水準を実現し, その結果世界に冠たる長寿国日本

が形成されています｡ しかし運動器疾患で徐々に生活機

能が低下し, いわゆる廃用症候群となる高齢者や障害者

の増加が大きな課題となり, 新たに ｢生活機能低下の予

防｣ が医療政策に加わりました｡ すなわち長寿社会は健

康寿命をのばすための質の高いリハビリテーション医療

体制の提供を求めています｡ それとともにリハビリテー

ションに携わる医師, スタッフの一層のレベルアップが

必要とされ, また適切なリハビリテーションを提供する

ため関連医学領域との緊密な交流が急務となり, 国際的

な情報交換が不可欠となりました｡ 本書はこのような時

期にタイムリーに企画され一般臨床医, リハビリテーショ

ン専門医, あるいはそれを目指す医師, リハビリテーショ

ンの現場で働く多くの皆様にとって必携の書といえます｡

本書の編集は京都府立医科大学名誉教授の平澤泰介先生が中心になされ, 内容は多岐に渡っ

ておりますが, 特にリハビリテーション医療が抱える主な問題点の項目については診療, 研究,

教育の各側面から問題点を整理し, その現状と課題さらに今後の展望につき, リハビリテーショ

ン医療に造詣の深い最先端の指導者の先生方が分担執筆しておられます｡ また, 平澤泰介名誉

教授が留学中より交流の深い海外のリハビリテーションエキスパートの Laurence Z. Rubenstein

先生 (高齢者の転倒) および Thomas Stuhler 先生 (整形外科手術における後療法) より最新の

エビデンスに基づく研究内容につき投稿していただき, さらに中国, 韓国とブラジルから各国

のトピックスも含めた国際色豊かな内容になっているのも本書の特色です｡ また, 神経画像診

断法の進歩, 訓練ロボットの運動支援技術の進歩といった最先端の内容も盛り込まれ, 高いレ

ベルのリハビリテーション医療の提供に資するものと確信しています｡ 是非一読をお薦めした

い１冊です｡ なお, 本図書は京都府医師会会員平澤泰介氏よりご寄贈いただきました｡

(京都府医師会理事 俣野 憲一)
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(１) ｢腎疾患の早期発見とその対策
－腎不全への進行を阻止するための

総合的アプローチ｣
(メジカルビュー社 2004.８ 8,400円)

(２) ｢保存期腎不全の診かた
－慢性腎臓病 (CKD) のマネジメント｣

(中外医学社 2006.６ 6,090円)

現在世界的なレベルで, 慢性腎臓病 (CKD) への抜本的な

対応をめざして, CKD キャンペーンが進められており, わが

国でも日本腎臓学会, 透析医学会を中心に診療ガイドライン

の作成や啓発活動を行っています｡ この２冊はそうした公式

のガイドラインの先駆けともいうべきテキストで, いずれも

新進気鋭の著者が平明な表現ながら熱意をこめて書き下ろし

ています｡

前者は腎疾患の早期発見や専門医への紹介のタイミングな

ど医療連携にも重点を置いた実用本位の手引きであり, 後者

は現時点でのエビデンスを可能な限り收集し, 極めて明快な

論理で病態生理に基づいて記載された CKDの診断, 治療の教

科書です｡

一般の先生方にとっては医療連携の手がかりとして有用で

あり, 専門の先生方にもふとした疑問に明快な答えを与えて

くれるレファレンスとして役立つものと考えます｡

(３) ｢腎不全と薬の使い方Ｑ＆Ａ｣
(じほう 2005.６ 6,300円)

慢性腎臓病 (CKD) 患者の診療にあたる医師にとって薬物

の適切な選択や用量設定は悩ましい問題です｡ 腎臓・透析専

門医であっても CKD患者に対する全ての薬剤の適切な用法や

用量を記憶することは到底不可能ですし, そもそも CKD患者

に対する薬物投与量のデータが全ての薬剤について揃ってい

るわけでもありません｡ 腎不全時の薬剤投与法についてはい

くつかのガイドブックが, 上梓されており, それぞれ有用で

すが, 本書は邦文のものとしては最も懇切な記載のあるレファ

レンスです｡

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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(４) ｢慢性腎不全保存期のケア
－寛解を目指した慢性腎臓病

の治療－第３版｣
(医学書院 2005.８ 2,835円)

腎不全治療のテキストがほとんど世に存在しなかった頃か

ら, 平易な文章とイラストを駆使して, 一般医にもわかりや

すく薬物療法のみならず食事療法, 日常生活の注意点など細

やかに述べられた治療の手引書です｡ 目次欄には著者の連絡

先を明記して ｢質問があればおたずねください｣ と記載され

ており, 著者の臨床家としての真摯な姿勢が初版出版時から

続いていることがうかがわれます｡ 改定を重ね, 平明な文章

のまま最新の情報が盛られています｡

いずれも一般の会員の先生方にもお役に立つ書籍です｡ ぜひ１度手にとってご覧ください｡

(府医 学術・生涯教育委員会委員 小野晋司)

���������	
��

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, 学術生涯研修課までご連

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

① ｢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】

｢ゾピクロン｣ ｢酒石酸ゾルピデム｣ ｢トリアゾラム｣ ｢ミコフェノール酸モフェチル｣ ｢カ

ルボプラチン｣

なお, ｢使用上の注意の改訂情報｣ については医薬品医療機器情報提供ホームページ

(http://www.info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html) にも掲載されています｡
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日 本 医 師 会
平成19年度(第41回)臨床検査精度管理調査の実施について

実施時期：平成19年９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７月５日(木) から７月25日(水) 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第２課 (TEL 03－3942－6138)

������������������������������������			
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下記のとおり研修会を開催いたしますので, 万障お繰り合わせのうえ, ご出席いただき

ますようお願いいたします｡

日 時 ７月19日(木) 午後３時～４時30分
場 所 京都府医師会館１階 第１会議室 (TEL 075－312－3671)

内 容 講演 ｢乳幼児の感染症｣ 講師 京都市立病院感染症科部長 清水恒広氏
共 催 京都府医師会・京都市

昔からコワイモノの代名詞, 地震, 雷, 火

事, 親父｡ もともと父も夫もコワイ存在でも

ありませんでしたが, すでに他界｡ 地震, 雷

は依然恐怖です｡ 独居の私はことのほか夜の

雷は苦手です｡ 昔の人は, 蚊帳の中で ｢クワ

バラ桑原｣ と唱えておさまるのを待ったとか｡

蚊帳さえ持たない私は, せめてテレビ, パソ

コン, 給湯器等の電源コードを抜く｡ 電灯も

消し, 真暗な部屋に稲光が進入｡ 猫を抱いて

フルエテイマス｡ 暗闇に目が慣れて家の中を

見回るとチッポケな赤, 青, 黄｡ 信号でも鬼

でもありません｡ 電源が入っている標示灯な

のです｡ まさかブレーカーを落とす訳にもゆ

きません｡

雷神様, 何卒お手やわらかにお願い申し上

げます｡

10日句会は雷神様のご臨席はなく助かりま

した｡ ありがとうございました｡ (当番 明子)
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井上代志子
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上山 青柿
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田村江津子

"#	$%	&	'(!)

西村妃佐子

*+�,-)./01�2

福原 宏一

�345�6789:�;<=

小林 明子

６月例会
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訃 報

角谷 次吉氏／山科・８・５月６日ご逝去・84歳
金井 武雄氏／伏見・淀・５月14日ご逝去・65歳
河� 泰氏／舞鶴・西部・５月20日ご逝去・90歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

斎田 孝彦 Ａ 右京 中路 正裕 Ｂ 下西 李 宗雨 Ｂ 山科

居原田善司 Ｂ 宇治 村口 尚子 Ｂ 宇治 高木 純子 Ｂ 山科

豊田 和明 Ｂ 宇治 松田 正文 Ｂ 綴喜

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 各専門医会長との懇談会の状況

３. 第９回社会保険研究委員会の状況

４. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

５. 産業医研修会の状況

６. 第５回産業医部会正副幹事長会の状況

７. 第８回基本健康診査委員会の状況

８. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

９. 第３回京都ぜん息死対策事業検討会の

状況

10. ｢第34回くらしと健康展｣ 第１回実行

委員会の状況

11. 第62回京都府医師会懇親ゴルフ大会の

状況

12. 府医学術講演会の状況

13. 第１回助産師課程開設検討特別委員会

の状況

14. 都道府県医師会医療問題担当理事連絡

協議会の状況

15. 日医地域医療対策検討委員会の状況

【議 事】

16. 会員の入会・異動・退会30件を可決

17. 常任委員会の開催を可決

18. 移動理事会の日程変更を可決

19. 中丹地区病院群輪番制度運営委員会委

員の推薦を可決

20. 平成19年度京都府学校保健会役員の推

薦を可決

21. 平成19年度性教育の指導に関する実践

推進事業連絡協議会委員の推薦を可決

22. 平成19年度学校・地域保健連携推進事

業連絡協議会委員の推薦を可決

23. 平成19年度 ｢愛の血液助け合い運動｣

の後援を可決

24. 京都市肺がん検診読影委員会委員の変

更を可決

25. 平成19年度市営保育所連絡協議会・研

修会の開催を可決

26. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

27. 平成19年度国体選手を中心としたアン

チ・ドーピング教育・啓発事業 ｢アンチ・

ドーピング講習会｣ への後援を可決

28. 第６回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

29. 平成19年度学校保健連絡会議の開催を

第６回定例理事会 (５.17)
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30. 学校医部会第２回幹事会の開催を可決

31. 平成19年度京都府研修講座 ｢養護教諭

新規採用者研修｣ への講師派遣を可決

32. 第12回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の開催を可決

33. 平成19年度 ｢日本肝臓学会市民公開講

座｣ への後援を可決

34. ｢第34回くらしと健康展｣ 第２回実行

委員会の開催を可決

35. 京都府衛生検査所精度管理専門委員会

委員の推薦を可決

36. 医療事故処理室室員の追加委嘱を可決

37. 府医学術講演会の開催を可決

38. 看護専門学校第１回運営会議の開催を

可決

39. 看護専門学校学生自治会への助成金の

交付を可決

40. 看護専門学校液晶プロジェクター購入

を可決

41. 日医総研創立10周年記念シンポジウム

への出席を可決

42. 平成19年度都道府県医師会地域医療担

当理事連絡協議会への出席を可決

43. 第３回産業医部会幹事会の開催日の変

更を可決

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 第２回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

３. 新規個別指導の状況

４. 基金合審の状況

５. 国保合審の状況

６. 新規指定前講習会の状況

７. ５月度地域医療担当部会の状況

８. 京都府介護サービス事業者等集団指導

の状況

９. 産業医研修会の状況

10. 第６回産業保健委員会の状況

11. 第７回子宮がん検診委員会の状況

12. 第12回救急委員会の状況

13. ぜん息対策研修会の状況

14. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

平成19年度第１回リハビリ懇談会の状況

15. 第10回スポーツ医学委員会の状況

16. 京都府介護保険審査会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 第７回生涯教育検討小委員会の状況

19. 第55回地区対抗テニス大会の状況

20. 第６回日医介護保険委員会の状況

21. 第１回都道府県医師会 ｢公益法人制度

改革｣ 担当理事連絡協議会の状況

22. 国民医療推進協議会 ｢国民医療を守る

全国大会｣ の状況

23. 平成19年度近畿医師会連合定時委員総

会の状況

24. 第５回会館建設・会費検討特別委員会

の状況

25. 京都府社会保険診療報酬支払基金審査

委員の変更の状況

【議 事】

26. 会員の入会・異動・退会20件を可決

27. 常任委員会の開催を可決

28. 平成18年度消費税の支払いを可決

29. 第３回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

30. 京都私立病院協会院内感染対策推進事

業運営委員の推薦を可決

31. 妊婦一般健康診査にかかる大阪府交野

第７回定例理事会 (５.24)
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市との委託契約の締結を可決

32. ｢地域医療における自殺予防研修会｣

への出席を可決

33. 京都府リハビリテーション連絡協議会・

第８回作業部会の開催を可決

34. 第６回アクアスロン京都大会への医師

の派遣を可決

35. 京都府社会福祉協議会介護支援専門員

受験対策講座への講師の派遣を可決

36. 府医指定学校医の新規指定を可決

37. 健康日本21対策委員会の委員の交替を

可決

38. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

39. 熱傷問題懇談会の開催を可決

40. 第45回京都府プレホスピタル救急医療

検討会の開催を可決

41. 第38回医師会コンサートの共催を可決

42. 第40回医家芸術展の共催を可決

43. 融資斡旋を可決

44. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

45. 第２回看護専門学校助産師課程開設検

討特別委員会の開催を可決

46. 感染症発生動向調査定点医療機関の推

薦を可決

47. 麻しん対策にかかる大学保健管理セン

ター関係者との懇談会を可決

～ ７月度請求書 (６月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (火) 午後５時まで

△

国保 10日 (火) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されていま

す｡ (詳細は２月15日号および４月

15日号保険医療部通信参照)

△

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｡




