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京都市学校医会と学校医
明治32年４月に京都市下京学校医会, 同年５月上京学

校医会が組織され, 後これを合同した京都市学校医会が
設立された｡ 会議場には当時京都市医師会も頻繁に利用
した京都市市会議場があてられた｡ 京都市学校医会の正
確な創立年については異論もあろうが今年をもって創立
100周年とし, ９月22日盛大な式典が予定されている｡ 京
都市学校医会の活動は京都市医師会 (現在の京都府医師
会の前身) 活動の一環とし, 時には独立して発展してき
た｡ 昭和９年９月21日未曾有の災害をもたらした室戸台
風が京都を襲い, 特に西陣, 大内第三, 向島小学校, 淳
和尋常高等学校 (現西院小) の４校舎が崩壊, 大きな打
撃をうけ, これらの学校で生徒91名教諭３名が死亡, 多
数の重軽傷者をだした｡ このとき一番はじめに駆けつけ
たのは地域医療に携わる学校医であった｡
参考文献：京都医事衛生誌
写真上：京都市市会議場
写真下：倒壊した淳和尋常高等小学校

奥沢康正 (西京)
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府医では８月11日(土), 京都ホテルオークラにおいて, 毎年恒例の参与会を開催し, 参与21

名, 府医から25名が出席した｡ 森府医会長の挨拶に続き報告・協議が行われ, 府医から ①京

都府医師会館建設 ②京都府における在宅医療の推進 ③医院の名称 ④医療推進協議会の進め

方 ⑤府医会員メーリングリストの５つのテーマについて詳細な説明を行うとともに, 参与か

らの意見・要望を伺い, 約２時間半にわたり活発な意見交換が繰り広げられた｡

森府医会長は, 冒頭の挨拶で先の参議院議

員選挙での武見氏の落選について触れ, ９月

に行われる日本医師連盟執行委員会において

日医連が今回の結果をどのように総括してく

るかを, 十分に検証する必要があると述べ,

日医連は野党・民主党にも働きかけていく方

針を示していることから, 従来の与党一辺倒

の修正を余儀なくされるとの見方を示し, 今

後の医政活動は ｢本来の医政活動のあるべき

姿を求めていかざるを得ない｣ との見解を示

した｡

後期高齢者医療制度については安達府医副

会長が委員長として参画している日医社会保

険診療報酬検討委員会において検討された答

申が唐澤日医会長に提出されたことを報告す

るとともにまだまだ予断を許さない状況であ

るとの見解を示した｡

また, ｢総合医制度｣ については, ｢総合医｣

という言葉が一人歩きすれば後期高齢者の診

療報酬が人頭割り制度導入につながる危険性

のあることを指摘し, 断固反対していかなけ

ればならないとしつつも, 唐澤日医会長は厚

労省が認定する制度の創設には反対, 日医主

導の制度創設については検討すべきとのスタ

ンスを示しているとし, 近医連並びに府医か

ら ｢総合医は仕切り直すべき｣ と提言してい

くとの意気込みを示した｡
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森府医会長は, 40年～50年に１度の新会館

建設を府医の再生, 活性化の起点としてとら

え, 会館建設検討特別委員会とは別に京都府

医師会あり方検討委員会を設置, その中で府

医としての理念に沿った形での会館建設を行

うべきとされたことを示し, 委員会メンバー

に限らず幅広い議論を展開していくために参

与各位に対しても忌憚のない意見・要望を求

めた｡

森府医会長は, 土地を取得した際に示され

た, 医師・医師会の信頼回復を行うために

｢開かれた医師会｣ を具現化していくという

理念を備えた医師会館建設を打ち出し ｢質の

高い安全な医療の提供｣ ｢良質で信頼性の高
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い医療情報の提供｣ ｢患者とともに取り組む

医療｣ を提供していくための拠点という構想

を示した上で, ｢メディカルセンター｣ ｢エデュ

ケーショナルセンター｣ ｢地域医療センター｣

としての機能を３本柱とし, 加えて時代の流

れからＩＴ化の推進が不可欠であることから

｢インフォメーションセンター機能｣ を据え

て検討していくとした｡ 建物としてのコンセ

プトについては立地条件を勘案した上で簡素・

効率・エコロジーを念頭に時代に沿ったもの

にしていきたいとの意向を示した｡

今後の見通しとしては, 二条駅前の土地取

得の際に公共的な機能を持たせることを条件

としていることから, 医療相談事業をはじめ

多くの公共的な事業を検討事項としていくと

し, 今年10月～11月頃には基本構想を策定し,

年内に設計業者を選定, スムーズに進めば来

年の夏以降に着工にかかりたいとした｡
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北川府医理事は在宅医療の推進について,

急速な高齢化社会から在宅医療を望む患者,

在宅医療を余儀なくされる患者が増加してく

るとし, 府医として基盤整備を進めている現

状を示した｡ 在宅医療は医師の負担も大きく

個別の対応では限界があり, 今後さらにニー

ズが高まってくれば個人では対応が困難とな

ることから組織による取り組みが重要との見

解を示した｡ 府医としては, ｢住民, 患者・

家族支援｣ と ｢会員支援｣ を考えており,

｢住民, 患者・家族支援｣ に関しては ｢京都

府医師会在宅医療サポートセンター｣ (仮称)

を設置し, 情報発信や相談窓口を設けること

を説明, また, 主治医が見つからない等の相

談があった際に対応が可能なシステムを府医,

地区医が協同して構築していけるよう検討し

ているとした｡ ｢会員支援｣ については, 在

宅医療に対する情報提供として在宅医療の手

引きの作成や在宅医療にかかる相談窓口の設

置, 在宅医療のための生涯教育やシンポジウ

ムを開催し, バックアップを充実させていく

との考えを明らかにした｡ また, がんのター

ミナルや難病等にチームとして対応するシス

テムの構築や在宅・病院との連携を進めるべ

く病院協会と関係作りを進め, 病院だけでな

く訪問看護師, リハスタッフ, ケアマネジャー,

地域包括支援センターとの連携を図るとした｡

また, 近々に地区医師会に対しアンケート調

査を実施することを報告, 地区内でも在宅医

療に対する取り組みの促進を期待するととも

に, アンケートによって新たな課題を見つけ

対応していきたいとの意気込みを示した｡
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橋本府医理事は新規開業や開設・管理者の

交替にともなう医療機関の名称について, 近

畿２府４県医師会, 十四大都市医師会を対象

に実施したアンケート調査を元に説明した｡

アンケートの設問は ｢開設管理者の姓名を冠

するよう指導を行っているか｣ や ｢医師会内

に医療の手引きの作成にかかる内部取り決め

はあるか｣ などといったもの｡ アンケート結

果からは各医師会の特色に応じた取り組みを

行っていることがかいま見られ, 橋本府医理

事は府医としても参考にしていきたいとの見

解を示した｡
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安達府医副会長から, ６月に４地区で行わ

れた ｢これからの医療・介護・福祉を守る府

民集会｣ について, 2,000名を超える府市民

の参加を得て成功裏に行われたとし, 十分な

ＰＲが出来たとの見方を示すとともに, 主催

いただいた４地区医師会をはじめ各地区医師

会の協力に謝意を示した｡ また, 安達府医副

会長は, 例年実施している11月の京都府医療
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推進協議会主催の集会について, 日時・会場

等の決定事項を報告した上で, 何をどのよう

に訴えるべきか等の意見を伺いたいと述べ,

先般の参議院議員選挙での自民党の大敗につ

いて分析するとともに, 我々としては集会で

医療費増が必要であることをわかりやすく訴

えるためにどうすれば良いかを問題提起した

いとの考えを示した｡
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藤井府医理事は, ８月から府医メーリング

リストの試験運用を開始したことを報告｡ メー

リングリストを完備することによって, 地区

医師会同士, 一般会員同士, 一般会員と府医

とのつながりを持つことが出来る上にＢ会員

の参加が得られること等の利点を示した｡ 現

状のＡ会員, Ｂ会員の登録状況を示し, 順調

に稼働していることを示した｡ また, メール

の扱いを習熟したい会員に対しては, 来年１

月に府医においてインターネット, メール等

の扱いを重視したプライマリー的な勉強会を

４回程度開催する予定であることを報告した｡

�&'���()�*+$,

地区医師会から事前に募ったご意見・ご要

望について府医の担当役員が回答に応じた｡

地区からは医療機関の名称に関して発生して

いる具体的な問題について, 医療法人の医療

機関名称に姓名を冠する必要性や地区医師会

においての具体的な対応等の質問があった｡

これに対し橋本府医理事は, 一人医師医療法

人については税制上の扱いが異なるだけで名

称の扱いは個人医療機関と大差ないとし, 府

医の見解として診療に携わる医師の名前を明

らかにすることによって患者の混乱を防止す

ること, また, 開設者が行政か個人かを明確

にすることの必要性を示した｡ また, 地区医

師会において疑義のある医療機関名称での入

会申請があった際には, 承認する前に府医に

相談いただきたいとした｡ 安達府医副会長は,

医療機関の良識を示すためにも一定のルール

は必要とした上で, 今後法制的に医療機関の

広告緩和が行われた場合には検討が必要との

見解を示した｡

また, 病診連携について, 専門医が不在で

あることや病院勤務医の疲弊等を理由として

病院から入院を断られるケースがあり, 患者

の重症化を高める要因となるとして地域医療・

在宅医療の支障となっている事例が示された｡

上原府医副会長はこれに対し, 直接的な解決

策を見つけ出すのは困難と前置きし, 最も大

きな原因は医師の偏在, 診療科目の偏在, 慢

性的な医師不足が原因となっているとしたう

えで, 医療訴訟の増加, わずか５年のうちに

救急告示医療機関を返上している医療機関が

約500例あることを示した｡ また, 医師不足

対策が最も大きな課題であるとし, 長期的な

対策としては地域ごとに医師数が充足してい

るかどうかということを見極める必要性があ

ることを説明, マクロ的ではなくミクロ的な

カバーを検証していくことが必要との見解を

示した｡ 短期的な対策としては医師不足が激

しい地域や救急医療が崩壊している地域を対

象にドクターバンクやシルバードクター, 女

性医師の登用等様々な意見は出されているも

のの十分に機能させることは困難との見方を

示し, 日医地域医療対策委員会においても医

師不足問題について答申は提出したが, 即解

決には結びつかない現状を説明した｡ 北川府

医理事は, 医療計画の中で４疾患を中心に医

療を確保することが示されているとし, 行政

に対しても強く提言する必要があると述べ,

病診連携については, 病院と診療所で効率性

を高めるような連携も必要との見解を示した｡

｢総合医｣ の方向性にかかる質問には, 安

達府医副会長が回答に応じ, 総合医制度が取

りざたされてきたこれまでの経緯について解

説した｡ 後期高齢者医療制度の議論の中で,
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これまで日医が提唱してきた ｢かかりつけ医｣

を国保中央会が別の意味で使ったことが発端

となり, あえて人頭割り制度につなげるよう

仕向けたとして日医が反対していると説明｡

唐澤日医会長のスタンスは生涯教育委員会の

中で生涯教育認定証を発行し, 総合的な医療

が出来る ｢かかりつけ医｣ の資格を日医の中

で明確にし, 社会にＰＲしたいとしていると

した｡ また, 厚労省のスタンスについて, 社

会保障審議会の後期高齢者医療のあり方に関

する特別部会の議論では, 入院期間の短縮の

ため退院後の受け皿が見つからないことによっ

て, それを補う総合医を求めるという病院中

心の考え方が主体となっていたと説明した上

で, 現在では日医を代表して参画している野

中氏のチーム医療の必要性を訴える懸命な姿

勢がコンセンサスを得つつあることを示し,

診療報酬の中身など詳細については, 今後,

中医協で議論が行われると見通した｡

また, 複数の地区から先の参議院議員選挙

の結果についての質問・指摘が持ち上がり,

｢自民党一辺倒では限界｣, ｢政府与党による

医療の締め付けが著しくモチベーションを下

げている｣, ｢従来型の医政活動を行っても良

いのか｣ との声が上がった｡ これに対し森府

医会長は, 今回の選挙での自民党の大敗につ

いて, 予想以上の差であるとした上で, 従来

から府医連では自民党一点張りではなく民主

党とも懇談の場を持っており, その時々で医

療についての提言を行ってきたにもかかわら

ず, 民主党のマニフェストには我々の見解が

生かされてこなかった状況が続いていると述

べ, 民主党の大きな問題として右派から左派

まで幅広い思想を持っている議員がいること

を指摘した｡ その上で我々の医療政策に理解

を示す議員に働きかけることは重要との見解

を示し, 国会議員に限らず府議会, 市会でも

理解ある議員への働きかけの重要性を認識し,

｢医療制度を守る請願｣ を両議会に提出, ７

月の府議会で採択され, ９月の市会にも上程

される見込みであることを報告した｡

その他地区から, 特定健診・特定保健指導

についての進捗情報やマンモグラフィー読影

資格試験等について意見交換があり, 会は盛

況の内に幕を閉じた｡

◆◆ ���������	
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府医では, ８月より ｢府医・会員メーリングリスト｣ (以下, ＭＬ)の試験運用を開始しました｡
登録方法は下記のとおりですが, 基本的には, 府医事務局までＭＬ登録の旨ご連絡いただき, 登録

が完了しますと ｢Welcome to kyoto -med mailing list｣ という件名で登録完了をお知らせするメール
が送信されます｡ その後, ご使用中のパソコンで指定のメールアドレスに送信していただくことで,
ＭＬに登録されたすべての会員や地区医師会に自動的にメールが送られることになります｡ 詳細は,
下記をご参照ください｡

【登録方法】
��������	
���������

●①地区医師会名 ②医療機関名 ③氏名 ④メールアドレスを記載の上, ＦＡＸまたはＥメールで府
医事務局総務課まで送信してください｡
＜宛 先＞ ＦＡＸ：075－314－5042 メール：kma26@kyoto.med.or.jp
●お申込みいただいた会員の先生方には, 府医事務局においてアドレスを登録し, 確認メール (件名：
｢Welcome to kyoto-med mailing list｣) にて, 順次, 直接通知いたします｡
●『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-kiyaku.pdf
●『京都府医師会・会員メーリングリスト運用ガイドライン』
http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-unyougaido.pdf
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今回で４回目を迎える ｢新入会員と府医執行部との懇談会｣ が８月24日(金) に府医会館で

開催された｡ 前回まで新入会員の参加者が少なかったことから, 今回は地区医師会に参加者の

取りまとめをお願いし, 例年より多い15名の新入会員の参加を得, 府医からは森府医会長始め

６名の執行部が出席し, 橋本府医理事の司会のもと２時間にわたり活発な意見交換が行われた｡

森府医会長は挨拶に立ち, 最近の医療を取

り巻く情勢は, 政府の医療費削減政策等によ

り, 医師不足, 医師偏在等厳しい状況にある

うえ, 医療機関の相次ぐ不祥事等により医師

に対する信頼が薄らいできているとの懸念を

示した｡ 府医や地区医において会員相互の交

流の場をもち, 保険診療などに対する共通認

識をもつことが, 事前にトラブルを防ぐため

の有効な手段であるとの考えを示したうえで,

新入会員の先生方に対し, 地区懇談会への参

加等, 医師会活動への積極的な参画を訴えた｡

■京都府医師会の概要等について説明

府医執行部の自己紹介の後, 橋本府医理事

から京都府医師会の事業概要を総務部, 保険

医療部, 地域医療部, 学術会員業務部, 養成

部の各部毎に説明し, 引き続き大藪府医理事

から ｢共済部｣, ｢融資斡旋制度｣, ｢日医医師

賠償責任保険制度｣, ｢府医医師賠償保険制度｣,

｢日医年金制度｣ について説明するとともに

積極的な制度の活用を呼びかけた｡

■保険請求ルールについて

安達府医副会長は, 保険請求ルールについ

ては ｢医科点数表の解釈｣ の中に網羅されて

おり, すべて知っておく必要はないが, 関係

のある項目については是非目を通していただ

くよう強調するとともに, 京都医報の ｢保険

だより｣ も合わせてご活用いただくようお願

いした｡ また, ｢医科点数表の解釈｣ の文言

はかなり難解であるので, 理解し難い点につ

いては ｢府医事務局保険医療課｣ までお問い

合わせいただくよう付け加えた｡

新入会員からは日医の入会手続き, 医師連

盟加入, 医療制度の今後の展望, 勤務医対策,

診療報酬請求, 府医会員メーリングリスト,

病児保育, 救急医療等について意見, 要望が

出された｡ 新入会員からの ｢日医は勤務医を

軽視しているのではないか｣ との意見に対し,

上原府医副会長は, 確かに日医の勤務医対策

は立ち遅れているが, ｢これからは開業医,

勤務医の身分を問わず一丸となって立ち向か

わなければ現在の医療崩壊の危機は打開でき

ない｣ との見解を述べるとともに, 今後は勤

務医の加入促進を積極的に図っていきたいと

し, 理解と協力を呼びかけた｡
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平成19年度第１回目の病院長会議が８月27日,

京都府医師会館で開催され, 京都私立病院協会

から６名, 京都府病院協会から８名, 京都精神

病院協会から３名, 京都府医師会から10名が参

加し, 森府医会長の挨拶に続き, 橋本府医理事

の司会のもと, ｢小児救急｣ ｢京都府での在宅医

療推進｣ ｢女性医師の環境整備｣ をテーマに約

１時間半にわたり活発な意見交換が行われた｡

冒頭の挨拶で森府医会長は, 府医新会館建

設について触れ, 現在各地区医師会の代表委

員により協議していただいているが, 今後は

各病院協会へも情報提供をし, ご意見をお聞

きしながら進めていきたいとの意向を示した｡
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森府医会長は, 府医新会館の土地取得にあ

たり公共的役割を担うことが大きな条件となっ

ていると説明したうえで, 現時点では京都市

と協議中であるが, 新会館のメディカルセン

ター機能として京都市内の３カ所の休日急病

診療所の今後のあり方について, 新会館への

設置も視野に入れて前向きに検討していると

報告し, 病院の理解と協力を求めた｡ また,

今後の小児救急へのマンパワー確保について

言及し, 開業小児科医の協力が不可欠になる

との見解を述べ, 京都市以外の各医療圏の小

児救急についても, 積極的に取り組んでいき

たいとの姿勢を示した｡ 病院からは医師不足

の中,勤務医の参画は困難ではあるが,後送病

院として参画は可能であるとの発言があった｡

���������������
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北川府医理事は, 前回の病院長会議に引き

続き ｢京都府での在宅医療推進｣ における主

治医紹介システム等について説明したうえで,

在宅医療を推進するにあたっては, 在宅実施

医療機関と病院との連携が不可欠であり, ま

た厚労省も病診連携を重要視しているとして,

｢合同カンファレンスの開催｣, ｢入院時・退

院時の情報提供｣, ｢在宅支援病床の確保｣ な

どへの病院の理解と協力を求めた｡ また, 府

医から病院へ一方的に協力を要請するだけで

なく, 双方にメリットのあるシステムの構築

を模索するための協議会設置を計画している

とし, 積極的な参画を強く呼びかけた｡ 病院

側からも, 在宅医療は今後の医療を支える根

幹であるとし, 協議会への参画へ前向きな姿

勢が示された｡
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藤村府医理事は, 勤務医の労働環境の悪化

が指摘される中, 女性医師が働きやすい勤務

環境を整備することは, 勤務医全体の勤務環

境の改善に繋がり, さらに女性医師がキャリ

アを中断せず就業を継続できる体制等をつく

ることが医師不足対策にも繋がるとして, 日

医の厚労省委託事業である ｢医師再就業支援

事業｣ における ｢平成19年度 女性医師の勤

務環境の整備に関する, 病院長, 病院開設者・

管理者等への講習会｣, ならびに日医の男女

共同参画委員会のモデル事業である ｢女子医

学生, 研修医等をサポートするための会｣ に

ついて説明した｡ また, 府医としても, 女性

医師の環境整備に積極的に取り組んでいきた

いとし, 病院の理解と協力を求めた｡

最後に森府医会長から, 新会館におけるエ

デュケーショナルセンター機能の取り組みへ

の参考として６月に見学した虎ノ門病院分院

におけるシミュレーション・ラボを紹介した

後, 府医新会館におけるシミュレーション・

ラボの導入計画を説明し, 病院からのご意見

も参考にしていきたいと述べた｡

2008年版 ｢医師日記｣ あっせん

例年どおり日本医師会発行の下記 ｢2008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 (ダークオリーブ・グリーン色)

透明カバー付き｡

②医師日記の大きさは2007年度版と同じ, 縦16.5cm×横9.25cm

◇価 格 1,600円

◇申込締切日 10月12日(金)

(現品は12月上旬にお送りします)

腸管出血性大腸菌(Ｏ－157)による食中毒にご注意！

本年５月, 東京都内の学生食堂で大規模な腸管出血性大腸菌 (Ｏ－157) による食中毒

事件が発生し, さらに８月には大阪市内の保育施設において園児への感染と溶血性尿毒症

症候群による死亡例が発生しました｡ 京都市におきましても, 今年度６月以降７月末現在,

８件発生しており, 過去の傾向から見ましても今後増加することが予想されます｡ 今一度,

予防対策を徹底されますようご配慮いただくとともに, 万一, 発生した場合は, 関係機関

等で緊密に連携を図り速やかに拡大防止措置を講じる等適切に対応願います｡

(参考) Ｏ－157に関するＱ＆Ａ

厚生労働省ホームページ http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/index.html
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医療法人制度改正説明会が, ８月23日(木) 京都府医師会館大ホールにて開催され, 236医療

法人, 321名の来場があった｡

橋本府医理事の司会のもと, 森府医会長の開会挨拶に続き, 京都府保健福祉部医療室担当者

から医療法人制度改正に伴う定款変更手続きおよび今後の事業報告書の作成について説明を受

けた｡ 概要は以下のとおり｡

改正の６つのポイント

１. 解散時の残余財産の帰属先の制限

19年４月１日以降新たに設立された医療法人について適用される｡

既存の医療法人は ｢経過型医療法人｣ として経過措置があり, この規定に係る定款の変

更は要しない｡

注：定款変更をしてしまうと元に戻ることはできないので注意が必要

２. 社会医療法人の創設

へき地や小児医療等のより公益性の高い事業を行う医療法人｡

３. 役員・社員等の法人内部の管理体制の明確化

従来, モデル定款や民法で定められていたものが医療法で明確になった｡

監事は事業報告書等の内容の審査および監査報告書を作成することになった｡ 監事の役

割が非常に重要になる｡

４. 事業報告書等の作成

事業報告書, 財産目録, 貸借対照表, 損益計算書, 監事の監査報告書等について, 国が

定めた様式により決算後３か月以内に京都府に提出する｡

ただし, 提出については, 新しく始まる会計年度から適用となる｡

また, 提出された事業報告書等については, 第三者の閲覧が可能となった｡

５. 自己資本比率要件の廃止

19年４月１日以降新たに設立された医療法人について適用される｡

20％以上の自己資本比率は廃止になったが, ２か月分の運営費を確保することが必要｡

６. 附帯業務の拡大

附帯業務を行う際は, 本来の業務に支障がない場合に限り, 定款にも明記されなければ

ならない｡ 有料老人ホーム, 介護保険法に規定する適合高齢者専用賃貸住宅が新たに設置

可能となった｡
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提出について

１. 提出時期

平成18年度決算書類を提出後, 平成20年３月31日まで

なお, 20年２月決算の法人は提出まで１か月しかないため, 提出の時期等について事前

に下記の提出先に相談のこと｡

２. 提出先

(１) 法人事務所が京都市内にある場合：京都府保健福祉部医療室

(２) 法人事務所が京都市外にある場合：所轄の保健所企画調整室

３. 提出書類

医療法人定款 (寄附行為) 変更認可申請書, 変更後定款等

お問い合わせ：京都府保健福祉部医療室 (TEL 075－414－4746)

京都府医師会総務課 (TEL 075－312－3671)

『平成20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20年１月発足の申請をされる方は,
平成19年10月30日(火) 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生涯研修課まで
ご連絡ください｡

平 成 2 0 年 １ 月
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成19年10月30日(火) までに ｢事前概要書｣の提出を
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京都府・京都市総合防災訓練に参加
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－北丹医師会から医療救護班が出動

８月26日(日), 京丹後市大宮町と網野町で

19年度京都府総合防災訓練が実施され, 炎天

下, 防災関係機関1,000人と京丹後市民ら14,000

人, 計15,000人が参加した｡

訓練は午前７時, 日本海南部の隠岐トラフ

を震源とするマグニチュード8.0の大地震が

発生し, 網野町八丁浜等沿岸部で津波による

遭難者が出, 内陸の大宮町では家屋の倒壊等

により多数の死傷者が出ているとの想定で,

府内の関係機関が実践に即した訓練を行った｡

医療救護訓練については今回の訓練も ｢ノー

看板方式 (特殊メーキャップ)｣ の擬似傷病

者に対し, 医療関係機関が専門的な訓練を実

施した｡ 現地では, 北丹医師会から医療救護

班２班が大宮町 (メイン会場) と網野町 (サ

ブ会場) に分かれて出動し, 大宮町では日赤・

府立与謝の海病院・市立福知山市民病院・京

都医療センター・自衛隊等と, 網野町では京

丹後市消防本部・第八管区海上保安本部, 京

都府水難救済会等と連携して, 被災者の応急

処置訓練や遭難者の救助訓練を展開した｡

大宮町会場で訓練を行う北丹医師会医療救護班ら

������������	���
－右京医師会から医療救護班が出動

｢防災の日｣ の９月１日(土), 猛暑が続く

中, 右京区で, 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, 防

災関係機関1,100人と右京区民ら4,500人, 計

5,600人が参加した｡

訓練は, ①市街地では, 午前９時に樫原～

水尾断層を震源とするマグニチュード6.6の

都市直下型大地震が発生し, 多数の家屋が倒

壊し数十個所で火災が発生, ②京北地域では,

午前９時に殿田～神吉～越畑断層を震源とす

るマグニチュード7.2の直下型大地震が発生

した, 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, 府医の武田理

事が防災会議委員として, 医療救護班の出動

を報告した｡
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大規模災害対応訓練の会場の一つとなった

桂川運動公園では, 府総合防災訓練と同じく

｢ノー看板方式｣ とし, 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

行した右京医師会医療救護班が, 市保健福祉

局 (京都市立病院)・日赤と合同で, 次々に

救出されてくる負傷者にトリアージや応急処

置を行い, 緊迫した雰囲気のなかで実践的な

訓練を実施した｡

軽症者の応急処置訓練を行う右京医師会医療救護班
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防災や応急手当の重要性を市民に分かりやすく訴える

内閣府, 京都市, 防災推進協議会共催による ｢防災フェア2007 in きょうと｣ が, ８月24日

(金) から27日(月) の４日間, 京都駅ビルなど京都駅周辺の８会場で開催された｡ 防災週間

(８月30日～９月５日) 関連行事の一環として, 国民の防災意識の高揚と, 防災知識の普及・

啓発を目的に, 全国の自治体持ち回りで開催されているもので, 今回の京都は26回目となる｡

駅前広場, 駅ビル, 駅前地下街 ｢ポルタ｣, ぱるるプラザ, 市民防災センターなどでの防災

関連展示や地震体験コーナーに加えて, 駅前広場に特設されたステージでは連日, 防災をネタ

にしたお笑いからダンス, 寸劇, ミニコンサート, ビンゴゲームまで様々なイベントがにぎや

かに繰り広げられ, アバンティホールでも映画,

狂言, 講演会と多彩な催しが続いた｡

府医も協力団体として, ぱるるプラザ１階の

ブースで京都市消防局と合同で防災活動の展示

を行うとともに, 特設ステージでの講演会に府

医救急委員会委員・ＡＣＬＳ京都代表の木下

隆氏を派遣した｡ 氏は ｢新しい・簡単な心肺蘇

生について｣ と題し, 2005ガイドラインの改定

を受けて市民向けに一層簡略化した心肺蘇生法

を, 京都市消防局員の実演を交えながら分かり

やすく解説した｡ 心肺蘇生法を分かりやすく解説する木下氏
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第７回 十四大都市医師会における災害時相互支援対策協議会開く

医療救護相互支援協定を10月に締結予定

災害時における大都市医師会の相互支援について検討を重ねている ｢十四大都市における災

害時相互支援対策協議会｣ が８月25日(土), 神戸市医師会館にて開催された｡ 府医からは救急

担当の中野理事が出席し, 現在検討されている災害時の亜急性期における医療救護相互支援に

関する協定の内容について協議が行われた｡

■医療救護支援は
亜急性期 (被災３日目以降)に

冒頭挨拶で, 川島神戸市医師会長は出席者

へのお礼とともに, これまで検討を重ねてき

た災害時の相互支援協定をいよいよ10月に締

結したいとの意向を述べた｡ わが国において

は震災がいつ起きても不思議ではない, その

ような中, もし起こった時にはお互いに助け

合うことが重要で, そのための準備をしてお

きたいと言及し, 今後の災害対策の試金石と

なることを願った｡

続いて, 出席者の紹介, 前回(第６回)の協

議会議事録の確認, 内閣府作成の ｢１日前プ

ロジェクト報告書｣, ｢中央防災会議の報告書｣

等の配付と簡単な説明があった｡また,東京都

医師会から今回の協定にあたり, その他の災

害時協定, 例えば行政との協定を超えて優先

するべきものかとの質問があった｡ それに対

して神戸市医師会川島会長は, この協定が他

の協定よりも優先するとかしないとかという

ことは定義するつもりはなく, 協定の中の一

つとして取り組んでもらえばよい, 他の協定

と優先順位をつけるものではないと回答した｡

本協定 (案) は, 災害後の亜急性期以降の

支援についてどのような体制で取り組むべき

かについての協定であり, 災害発生３日目以

降に医療救護の支援班を派遣することが中心

となっている｡

■京都, 大阪等は府内全域が対象

引き続いて協議に入り, 協定 (案) の内容

について各大都市医師会からの意見が次のと

おり上がった｡

京都府医中野理事と大阪府医山本理事から,

神戸市医師会等は都市部の医師会であるが,

東京都医師会, 大阪府医師会, 京都府医師会

においては, 都市部だけの医師会ではないの

で, 府内全域が本協定 (案) の対象となるの

かと質問があった｡ それに対し, 当該３医師

会については都市部限定ではなく, 郡部も含

めて協定 (案) の対象区域と認識していると

いう見解と, 支援を望む場合は拒む理由は全

くないとつけ加えるとともに, 困った時には

助け合うという精神を本協定の理念に掲げた

いと述べた｡

次に札幌市から, 支援する救護班の数につ

いてどうすべきかという質問があった｡ 当初

は複数の救護班が派遣されてもよいという想

定であったが, 各医師会の派遣が必要以上に

負担になることを懸念し, 救護班の派遣は３

日間のワンクールで原則１班, ５日間が最低

派遣期間となるので実質は交代制で延べ２班

が必要ということとなった｡
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■かかりつけ医に戻すのが目的

名古屋市医師会からは, 派遣する医師は勤

務医ではなく開業医を中心とするのかという

質問が上がった｡ 本協定は当初から ｢かかり

つけ医｣ 機能修復までの期間について支援す

るためのものであり, ｢かかりつけ医｣ に戻

すことが目的であるので, 勤務医ではなくか

かりつけ医機能に理解のある開業医の派遣の

方が望ましいという答えがあった｡

最後に仙台市医師会から, 救護支援班が装

備する医薬品類の備蓄方法等について説明が

あり, 行政が流通備蓄をしているように医師

会でも必要最小限の備蓄を実施するよう促す

意見もあった｡ また, 神戸市医師会からは,

阪神大震災の際は最終的に薬品がかなり余っ

た状況が報告されるとともに, 救護支援班の

医師へは傷害保険等をかけてもらいたいと意

見が述べられた｡
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９月１日(土), ２日(日) の両日, 京都市主催

の ｢第16回 市民すこやかフェア2007｣ (実行委員

会会長：森府医会長, 同副会長：上原府医副会長)

が京都市勧業会館 (みやこめっせ) で開催され,

入場者は両日で18,000人を数えた｡ 会場には多彩

なイベントや多種多様なブースが設営され, 大盛

況のうちに幕を閉じた｡
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府医では ｢健康相談コーナー｣ を設置し, 医師による

｢健康相談｣ と ｢血管年齢チェック｣ を実施した｡ 健康相

談では７名の先生方のご協力のもと, 66人の相談に対応

していただいた｡ 血管年齢チェックは1,016名が受けた｡

コーナーでは広報誌 『Be Well』 などを配布した｡ また,

９月15日・16日に開催する ｢第34回 くらしと健康展｣ の

ちらしも配布し, 参加を呼びかけた｡

���������������

また, 今回は補聴器相談コーナーにも協力し, 耳鼻科

専門医と補聴器メーカーによる相談コーナーを設置した｡

相談コーナーでは２名の先生方のご協力のもと, 23名

の相談に対応していただいた｡
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医療費に占める薬剤費の比率が下がること

は国民にとっても医療機関にとっても悪いこ

とではないが, 現在医療費削減策の一環とし

て行われているジェネリック推進論には賛同

しがたいことが多い｡ 厚生労働省は来年の診

療報酬改定を機会に後発医薬品のシェアを増

やそうと躍起のようで, 中医協での論議を垣

間見ると後発医薬品使用に慎重な意見に対し

ては第二次大戦中の非国民という言葉を思い

出させるかのような批判が投げかけられてい

る｡ そしてわが国における後発医薬品の認可

の状況が如何にも十分なエビデンスに基づい

ているかのような非専門家からの意見に対し

て日本医師会は反論ができていないように見

える｡ しかし, 後発医薬品に対して不安を抱

く医師は少なくなく, その一人として問題提

起をしてみたい｡
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わが国では ｢既に承認されている有効成分

を含有する医薬品のうち効能・効果, 用法・

用量, 投与経路, 投与剤型, 含量が, 既に承

認されている医薬品と同じ医薬品｣ がジェネ

リックと定義されているが,“generic”とは

｢一般名｣ を指す言葉であって ｢後発｣ とい

う意味ではない｡ すなわち本邦ではほとんど

の後発医薬品にそれぞれ固有の ｢商品名｣ が

つけられていて全ての後発医薬品をジェネリッ

クと括って論議することは正しくない｡ たと

えば一般名エナラプリルという使用頻度の高

い降圧薬があるがこの薬剤に対して約22社の

後発品メーカーの参入がある｡ その中で一般

名であるエナラプリルであることが分かるも

のはほんの数社に過ぎず, 現場に混乱を引き

起こすもとになっている｡ 厚生労働省は最近

になってやっと一般名使用を指導し始めたば

かりで, 現状で後発医薬品を ｢ジェネリック｣

と呼称することは妥当ではない｡ 公正取引委

員会は先発メーカーが後発メーカー虐めをし

ないように目を光らせているようであるが,

generic でない後発医薬品をジェネリックと

呼称することは公正取引に抵触しないのであ

ろうか？ それに何故外来語を使うのであろ

うか｡
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日本の後発医薬品の普及率が低いことは事

実として欧米諸国は全て後発品の使用頻度が

高いとの報道は虚報である｡ アメリカはとも

かくヨーロッパで後発医薬品のシェアが高い

のはドイツついでイギリスでフランス, スペ

イン, イタリアなどではむしろ日本よりも低

い｡ 昔は良薬の代名詞のように言われた ｢ド

イツの新薬｣ という言葉もすっかり色褪せて

しまったようにドイツではジェネリックの使

用量増大とともに先発メーカーが縮小あるい

は本社を国外移転することになったといわれ

る｡ マイケル・ムーア監督の映画 ｢シッコ｣

� � � �
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で揶揄されたように医療保険制度が未発達で

無保険者の多いあるいは格差社会を象徴する

民間保険主体のアメリカでジェネリック医薬

品の普及率が高いことは当然で, このことを

引き合いに出してＷＨＯからお墨付きを得て

いる優れた日本の医療状況を批判するなど論

外である｡ 恣意的で誤った推計値と一部を隠

したデータによる対外比較による嘘は我が国

が医師過剰になると思わせて医学部定員を削

減して, 今日の深刻な医師不足の原因の一つ

にもなった｡
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テレビＣＭ界では外資系保険会社や一時の

消費者金融とならんで後発医薬品メーカーの

宣伝が目を引く｡ 真面目で健康そうなタレン

トを起用して一般の人々に対して後発医薬品

は如何にも先発医薬品と同一であるかのよう

な錯覚を誘っている｡ 後発医薬品が製造承認

を得るためには溶出試験と生物学的同等性の

資料を提出しなければならないが, その実際

は試験管で行われる溶出試験と健常男子10名

から20名の血中濃度データを申請時に１回提

出すればよいのである｡ 薬剤としての効果を

ただ１回の血中濃度のみで判定されては堪ら

ないが, その血中濃度にしてもばらつきが大

きいとの追試報告もある｡ 後発医薬品の薬効

について信憑性のあるデータすなわちエビデ

ンスはない｡ 後発医薬品の製造において有効

成分の含有が先発医薬品と同一であることは

当然のこととして添加物やコーティング剤や

生産ラインの構造は異なっていても良いので

ある｡ このことを前述の定義に照らしてみる

と如何にも法律的文言の使い方で両者が違わ

ないと思わせるが, 違いがありうることを我々

単純な科学論文に慣れ親しんだ頭で読み解く

ことは難しい｡

一方, 先発医薬品であっても添加物を変更

しただけで規定の血中濃度を得られなくなっ

たとして自主回収, 販売を一時中止した睡眠

薬があったことは記憶に新しい｡ このことか

ら分かるように添加物が異なる薬剤を同一と

見做すように強要することは科学的手法から

は程遠い｡ しかも先ほど紹介したエナラプリ

ルのように20社をも超える異なった生産環境

下で生産されたものをすべて同一物だといわ

れて信じることができるであろうか？ 信じ

させたいのであれば厚生労働省の肝いりで後

発医薬品メーカーが公表可能な臨床治験や市

販後調査をやってみせることであろう｡
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降圧薬エナラプリル５mg 錠の薬価は先発

薬が87.40に対して後発薬は表のごとくＴ社

の49.20から安いものは15.50までと確かに安

価であるが, 驚くべきことは想像以上に後発

医薬品の価格の幅が広いことである｡ 先発品

とＴ社製造の後発品との価格差は２倍以内で

あるが後発医薬品同士の価格差は３倍以上に

もなる｡ いずれの薬価の後発医薬品であれ薬

剤として先発医薬品との同等性に厚労省のお

墨付きが下されたのであれば, 当然後発医薬

品同士にも差はないということであろう｡ 国

が医療費削減策として先発医薬品から後発医

薬品への切り替え策を推し進めるのであれば

高薬価の後発医薬品の存在意義はないことに

表 先発医薬品と後発医薬品の薬価

先発医薬品 後発医薬品 エナラプリル５mg錠

エナラプリル５mg錠 Ｔ社 Ｋ社 Ko社 Sd 社 Ｍ社 Ｎ社 Ｎ社 Ｆ社 その他

薬価 87.40 49.20 42.1 35.10 24.3 23.20 22.7 19.70 18.0 15.50
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はならないか？ また, 有名タレントを使っ

て後発医薬品のＣＭを流すメーカーの医薬品

は先発医薬品より安価であることを謳い文句

にしているが後発医薬品の中では総じて高価

である｡ 後発医薬品間の価格差の存在とその

ことに内在する品質など医療安全上の問題点

に触れることなく行われるジェネリック論議,

医師でも知らない人が多いこの事実をどれほ

どの一般人が知っているのであろうか？ マ

スコミ上でも取り上げられないのはなぜなの

か？ 表の ｢その他｣ 欄の低薬価の後発医薬

品は先発医薬品の20％以下の薬価で販売され

るが, ちなみに ｢その他｣ 欄の会社は11社も

存在している｡ このように薬価幅の大きな多

種類の後発医薬品の中からの薬剤の選択は至

難である｡ 後発医薬品の認可はまさに安易か

つ野放図である｡ それと比較して先発医薬品

の認可や世界的に認められている効能であっ

てもその追加には長い日時がかかって遅く,

このことが混合診療容認論への口実を与えて

いる｡
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エナラプリルには５mg 錠のほかに2.5mg

錠と10mg 錠がある｡ ５mg 錠は約22社が製

造しているが, 10mg 錠は７社, 2.5mg 錠は

11社がそれぞれ製造している｡ 後発医薬品の

多くは汎用規格のものにのみ群がっている｡

１年以上も前に後発メーカーは薬剤の単位を

先発メーカーのそれに合わせるようにとの厚

生労働省の指導があってなおこの状態である｡

そして多くの薬剤で安定供給が守られないこ

とが多く, 包装単位も大きいものが提供され

るので逆に不良在庫となる率も高い｡ さらに

毎年多くの後発医薬品が経過措置品目として

製造が中止されるが, その間に廃棄される薬

剤の量は半端ではないと思われ, それこそ資

源と医療費の無駄遣いであり, 環境汚染をも

助長している｡

ところで, 大学病院や大病院を中心に行わ

れるようになった定額医療制度であるＤＰＣ

制度施行以来, 大病院での後発医薬品の採用

が増えてきた｡ このことをもって後発医薬品

の質的担保が得られているかのような論議が

ある｡ 大病院での後発医薬品の採用理由につ

いては外部からは推察するほかないが病院経

理が主な理由のように思われる｡ また, 医療

経済的に自由な立場にいると思われる病院勤

務医が自院の後発医薬品採用決定を支持して

いるのかどうか, あるいは彼等の後発医薬品

に対する認識の度合いについても知りたいも

のである｡ ＤＰＣ病院は好まずとも後発医薬

品の広告塔にされかねない状況下にある｡ ま

た, 後発品を採用した大病院では先発医薬品

を使用してほしいという患者がいた場合には

その自由を奪うことになっているのではなか

ろうか？ 後発医薬品選択の自由となると更

に難しい問題を孕んでいる｡

後発医薬品の発売後に先発医薬品に効能追

加や用法追加された場合に後発医薬品には追

加されず, 適応外処方とされ保険給付が行わ

れない場合がある｡ もしそれを知らずに適応

症の少ない後発医薬品を処方した場合には処

方医療機関が査定を受けることになって, 不

正請求扱いとなり, 保険者から患者に過払い

の医療費通知が行って, そこには払い戻し請

求の勧告文がそえられる｡

���������	
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先発医薬品が高価で後発医薬品が安価であ

るという価格差の存在は開発費の有無による

といわれているが, 本当にそうなのであろう

か？ 後発医薬品メーカーが１／５以下の薬

価で, しかもものによっては50％もの値引率

で納入されるという現実は普通の感覚では理

解しがたい価格差である｡ 先発医薬品や一部

の高価な後発医薬品の価格の妥当性に疑問を

抱かせる｡
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これも最近のことであるが某国内大手の先

発メーカーが自社開発抗生物質を後発医薬品

メーカーにアウトソーシングしていたがその

製品に不具合品が検出されたので自社製造に

戻すということが発生した｡ すなわち, 先発

メーカーが後発メーカーに自社製品を下請け

製造させ, それを先発ブランド名で販売し,

他方後発メーカーは後発ブランド名で販売し

ていたのである｡ 電気製品などで言われてい

たことであるが薬剤でも同一医薬品に２種類

の薬剤名と二重価格が存在していたことにな

る｡ 先発メーカーが後発メーカーに委託製造

している薬剤が少なからず存在し, 稀ではあ

るが, 後発医薬品が先発医薬品に勝る場合も

あると言われているのであるから先発医薬品

の価格はもっと下がっても良いはずであるが,

なぜ下がらないのであろうか？ 下げないの

であろうか？ あるいは下げさせてもらえな

いのであろうか？ 先発医薬品の価格が後発

医薬品並みに下がれば問題解決はより容易で

ある｡ 医薬品の流通は不透明で, 薬を選ぶ側

にいるわれわれ医師にとって説明してほしい

ことが多い｡ それは薬剤師にとっても患者に

とっても同じであろう｡

��������	

後発医薬品使用の国家的推進策に後押しさ

れて, ２, ３の後発医薬品メーカーの知名度

が上がってきた｡ さらに先発医薬品メーカー

が子会社に後発医薬品を製造させたり, ある

いは直接後発医薬品を製造するようになって

きた｡ おそらく我が国の後発医薬品のシェア

は腕ずくの厚生行政のお陰で増えることであ

ろう｡ そこへきて世界最大規模のイスラエル

の後発医薬品メーカーの日本上陸である｡ 日

本の後発メーカーの将来が過去にこの国で起

こった銀行や証券会社あるいは最近の外国企

業による買収劇とも重なって見えるがこれも

杞憂に終わることを願うばかりである｡


��

本邦での後発医薬品の普及率が低いことの

理由に ｢高価な先発医薬品の方が薬価差益が

大きいから医師は後発医薬品を使いたがらな

い｣ などといった時代錯誤も甚だしい医事評

論がいまだにまかり通っている｡ 先発医薬品

の薬価差がないにもかかわらず後発医薬品が

普及しないのは縷々述べてきたように後発医

薬品に対する信頼感の低さ故に他ならない｡

また, 後発医薬品の処方率が上がればそれが

即医療費の節減になるといった単純なことで

はなかろう｡ 野放図な後発医薬品行政ととも

に医療費削減という面からは先発医薬品の流

通についても明らかにされるべきことがあり

そうである｡ 後発医薬品問題は医療経済上も

さることながら同時に医療安全にもかかわる

重大問題でもある｡ 現行のジェネリック医薬

品論議はわれわれが納得しがたい方向へ動い

ているように見える｡ この１, ２年経済財政

諮問会議寄りになったかに見える厚生労働省

はジェネリック推進のための圧力の源を含め

てもっとわかりやすい情報開示をすべきであ

るし, 日本医師会には後発医薬品が普及しな

い原因は医師の処方段階以前に問題があるこ

とを主張してほしいものである｡ 押しつけの

政策遂行は不信感のマグマを増大させるだけ

である｡
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日医標準レセプトソフト (ＯＲＣＡ日レセ) はその後も確実に導入医療機関が増加している｡

平成19年８月の全国レベルでは東京都が434, 福岡・大阪が300に近づきつつある｡ またその増

加傾向のグラフでは全国レベルで一定の増加傾向を示しており, 約4400ユーザーとなっている｡

京都府においてはユーザーが130を越えた｡ 本年に入り特にその増加率が著しく, 毎月10施設

程度の導入医療機関がある｡ 全国的にみて医療機関数を考慮すれば京都府の日レセユーザーの

占有率はかなり高い地区といえる｡

��	��������� �!"#$%&'()

８月より京都府医師会の勤務医を含むすべての会員ならびに地区医師会においてＭＬの試験

運用を開始した｡ 現在登録数は以下の如くである｡ 登録を希望される方は府医事務局までご連

絡いただきたい｡

【京都府医師会会員ＭＬ登録数 (2007年９月７日現在)】
Ａ 会 員 ＝ 289人

Ｂ 会 員 ＝ 62人

Ｃ 会 員 ＝ ７人

Ｄ 会 員 ＝ ３人

地区医師会 ＝ ３地区

【登録方法】
��������	
���������

●①地区医師会名 ②医療機関名 ③氏名 ④メールアドレスを記載の上, ＦＡＸまたはＥメー

ルで府医事務局総務課まで送信してください｡

＜宛 先＞ ＦＡＸ：075－314－5042 メール：kma26@kyoto.med.or.jp

●お申込みいただいた会員の先生方には, 府医事務局においてアドレスを登録し, 確認メール

(件名：｢Welcome to kyoto-med mailing list｣) にて, 順次, 直接通知いたします｡

●『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』

http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-kiyaku.pdf

●『京都府医師会・会員メーリングリスト運用ガイドライン』

http://www.kyoto.med.or.jp/doctor/ml-unyougaido.pdf

��� ��
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Ｏ Ｒ Ｃ Ａ 日 レ セ 全 国 稼 働 状 況
(Ｈ19.８.10現在)

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６ その他 レベル１
＋レベル２
＋レベル５稼働中 移行中 準備中 中 止 学 校 閉 院

北 海 道 80 12 18 2 2 4 9 94

青 森 県 23 6 5 0 0 0 2 29

岩 手 県 22 3 1 0 0 1 3 25

宮 城 県 73 9 4 0 0 2 5 82

秋 田 県 16 2 1 0 0 0 8 18

山 形 県 36 4 1 0 0 0 6 40

福 島 県 41 9 4 0 0 0 3 50

茨 城 県 62 10 8 0 0 0 7 72

栃 木 県 62 9 3 3 1 1 6 72

群 馬 県 116 16 4 2 0 0 8 132

埼 玉 県 110 33 10 1 1 0 9 144

千 葉 県 103 23 17 2 0 0 11 126

東 京 都 360 74 34 8 0 1 33 434

神 奈 川 県 166 22 9 3 0 2 22 188

新 潟 県 63 23 2 0 0 0 3 86

富 山 県 17 2 2 1 1 0 3 20

石 川 県 38 4 2 0 1 0 1 43

福 井 県 17 3 0 0 0 0 4 20

山 梨 県 8 1 2 0 0 0 1 9

長 野 県 42 11 2 0 0 1 2 53

岐 阜 県 80 14 4 1 0 0 8 94

静 岡 県 84 10 4 0 0 1 9 94

愛 知 県 169 23 9 7 1 0 13 193

三 重 県 16 2 5 0 0 0 5 18

滋 賀 県 19 5 3 0 0 0 3 24

京 都 府 111 20 8 1 1 2 22 132

大 阪 府 248 45 29 4 0 1 32 293

兵 庫 県 138 19 15 0 0 2 11 157

奈 良 県 23 6 2 0 0 0 3 29

和 歌 山 県 102 7 4 0 0 0 9 109

鳥 取 県 39 4 3 2 1 0 3 44

島 根 県 57 2 1 0 0 1 1 59

岡 山 県 102 11 3 0 2 0 8 115

広 島 県 161 20 10 0 2 5 10 183

山 口 県 58 11 1 1 1 1 4 70

徳 島 県 48 4 6 0 0 0 1 52

香 川 県 13 5 4 1 1 0 6 19

愛 媛 県 82 4 2 1 0 0 4 86

高 知 県 30 1 3 2 0 0 1 31

福 岡 県 233 59 15 1 1 1 18 293

佐 賀 県 45 4 5 1 0 0 1 49

長 崎 県 105 14 16 1 1 0 3 120

熊 本 県 36 11 7 0 0 1 4 47

大 分 県 15 9 3 0 0 0 6 24

宮 崎 県 63 4 4 0 1 0 77 68

鹿 児 島 県 131 14 1 0 0 0 7 145

沖 縄 県 102 7 4 2 6 3 6 115

合 計 3765 611 300 47 24 30 421 4400
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京都府下のサポートを表明しているベンダー
(京都府医師会へ誓約書の回答があったベンダーのみ)

事業所名 〒 住 所 TEL

(株)ファルコバイオシステ
ムズ 京都営業所

606-8371 京都市左京区川端六筋東夷川上ル秋篠町240 075-771-6006

三栄メディシス(株) 607-8136 京都市山科区小山鎮守町14－１ 075-502-0066

(有)スカイ・エス・エイッチ 612-8081
京都市伏見区新町５丁目495
北本ビル４階401

075-622-7385

ケアストリームヘルス(株) 104-0033
東京都中央区新川２－27－１
東京住友ツインビル東館

03-5540-2955

ＪＲＣエンジニアリング
(株)

169-0072
東京都新宿区大久保２－５－22
セキサクビル５Ｆ

03-5291-9531

(株)ニデック本社 443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜34－14 0533-67-8037

(株)ソフトテックス 464-0850
愛知県名古屋市千種区今池５－１－５
フルカワビル４Ｆ

052-731-7871

(有)松浦産業 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島６－７－８
大昭ビル10Ｆ

06-6390-5811

(株)シイ・エム・エス
大阪営業所

540-0012
大阪市中央区谷町１－７－３
天満橋千代田ビル１号館５Ｆ

06-6940-3058

(株)アイソル 540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町１－４－７
杉本ビル５Ｆ

06-6946-6871

コスモ・メディカル・シス
テム(株) 大阪本社

541-0045
大阪府大阪市中央区伏見町２－２－６
道修町後藤ビル５Ｆ

06-6231-0566

サンシステム(株) 医科事
業部 西日本営業所

542-0082
大阪府大阪市中央区島之内１－14－29
第三芦池ビル３Ｆ

06-6251-2531

(株)スペースチャート 550-0002
大阪市西区江戸堀１－22－17
西船場辰巳ビル２Ｆ

06-6441-4330

(株)クレドメディカ 573-1105 大阪府枚方市南楠葉１－15－33－204 072-864-7088

エイコー産業(株) 590-0521 大阪府泉南市樽井３－23－23 0724-84-4147

セイコーシステム(株) 640-8287 和歌山県和歌山市築港６－９－10 073-435-2700

(株)ピーエスシー本社 790-0866
愛媛県松山市永木町２丁目１－25
シティーライフ石手川２Ｆ

089-947-3388

(株)エーゼット 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通二丁目３－19 022-219-7616
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テーマ ｢えっ, 本当！？ 他科に学ぶ事故事例～日常外来診療で注意すべき疾患～｣

と き 平成19年10月13日(土) 午後２時30分～４時30分

ところ 医師会館大ホール

講演内容

１. 京都内科医会

｢心窩部痛と嘔吐を主訴とし診断が遅延した急性心筋梗塞の１例｣

京都第一赤十字病院循環器科 副部長 島 孝友氏

２. 京都小児科医会

｢当初, 急性虫垂炎を疑ったが, 最終的に家族性地中海熱と診断した症例｣

京都第一赤十字病院小児科 瀬川 藍氏

｢ふらつきを主訴として母親と救急車にて来院したが

検査所見上異常を認めなかった２歳女児の症例｣

京都桂病院小児科 許澤 知代氏

３. 京都産婦人科医会

｢妊娠を確認せずにレントゲン撮影をして患者が堕胎に至った症例｣

貫戸産婦人科医院 院長 貫戸 幸彦氏

４. 京都府耳鼻咽喉科専門医会

｢急性喉頭蓋炎｣

耳鼻咽喉科豊田医院 院長 豊田弥八郎氏

５. 京都消化器医会

｢閉鎖孔ヘルニア－高齢者で見逃しやすい腹部疾患－｣

国立病院機構京都医療センター消化器科 遠藤 文司氏

｢糖尿病患者に軽度のトランスアミラーゼ異常を認める症例｣

国立病院機構京都医療センター消化器科 医長 勝島 慎二氏

６. 京都整形外科医会

｢リハビリ中に脳梗塞が再発した症例｣

澤村整形外科医院 院長 澤村 弘治氏

７. 京都糖尿病医会

｢他の病気と間違われやすい糖尿病ケトアシドーシス｣

｢当初脳血管障害を疑われた薬剤性低血糖症例｣

京都桂病院内分泌・糖尿内科 部長 山本 泰三氏

８. 京都脳神経外科医会

｢歩いて受診するくも膜下出血の症例｣

大原記念病院 院長 垣田 清人氏
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対 象 者 本年４月の医療法改正に伴い, 無床診療所においても医療に係る安全管理のため

の職員研修の実施が義務付けられました｡

今回の講演会は, 外部研修の一環として開催され, 受講された方には修了証が交

付されます｡

参 加 料 無 料

申 込 受講を希望される場合は, 任意の様式に医療機関名・参加人数・担当者・連絡先

を明記し, 10月５日(金) (必着) までに府医事務局学術生涯研修課へＦＡＸ (075－

314－5042) にてお送りください｡

※先着順で申し込みを受け付けます｡ 定員になり次第申し込みを締め切りますので,

あらかじめご了承ください｡ なお当日は医師会館の駐車場の混雑が予想されます

ので, 公共交通機関のご利用をよろしくお願いいたします｡

主 催 京都府医師会

救急蘇生訓練人形等の貸出について

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

の啓発を推進しております｡

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

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

医療課救急係 (TEL 075－315－5274) までご連絡くださいますようご案内申し上げます｡

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

・救急蘇生訓練人形 (成人用) スキルメーター付 [人工呼吸・心マッサージ可] １体

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

[人工呼吸・心マッサージ・気道管理・静脈路確保・心電図判読ほか] １体

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

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

・救急蘇生訓練人形 (成人用上半身) [人工呼吸・心マッサージ可] ５体

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

・気道管理トレーナー １台

・ＩＶトレーナー／腕 [末梢静脈確保可] １体

・ＡＥＤ (自動体外式除細動器) トレーニングユニット [訓練用] １台
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皆様ご存じのように, 日本脳炎ワクチン接種後にＡＤＥＭ (急性散在性脳脊髄炎) がみられ

たとして因果関係が明らかでないまま予防接種副反応報告に報告されました例は, 平成６年度

から現在まで21例みられます｡

これを受けて2005年５月30日に厚生労働省より日本脳炎予防接種について積極的に接種をす

すめないよう勧告がだされました (日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控え)｡

現在の日本脳炎ワクチンは, 製造の過程で微量ながらマウスの脳組織成分が混入される可能

性があるとされ, この成分によってＡＤＥＭが起こる可能性が否定できないとされてきました｡

日本脳炎の予防接種を継続する必要性については, 専門家から指摘されているところであり,

よりリスクの低いと期待される組織培養法による新しいワクチンの実用化が待たれております｡

しかし, 新しいワクチン開発が難航し, 当初は今年度から供給開始の予定であったのが臨床

試験で予想外の副作用が確認され, 新しいワクチンでの日本脳炎の定期予防接種の再開が早く

ても2009年度にずれこむ状況となりました｡

このような状況下でさらに, 現在マウスの脳の抽出液を作成していました会社が, 旧来のワ

クチンの製造が終了することを受けて倒産し, 新たな旧来のワクチンの生産がほとんど不可能

な状態となっております｡ (ワクチン生産のための脳抽出液がどの程度残っているか, どの程

度ワクチン製造ができるか現在調査中)

2007年９月３日現在の本年の日本脳炎ワクチン全国出荷量, ワクチンの全国在庫量, 供給予

定量および昨年の全国販売数量は下記のとおりとなっております｡

単位；万本 (１本0.5ml として｡ １万本未満切り捨て)

日本脳炎患者発生の報告は, 今年４月までの９年間に計46人｡ 中国, 四国地方が全体の43％,

九州, 沖縄地方が41％を占め, 厚労省は旧型ワクチン接種希望者については, 患者発生の多い

中国地方以西の在住者を優先するように, また, 蚊にさされないための指導などを提示してい

ます｡

京都府内におきましても現状ではワクチンがないとは言えませんが, 非常に入手できにくい

ため, 東南アジアへ長期滞在されるような方を最優先で, ワクチンを確保した上で接種するし

か方法がないように思います｡ また, 初回の方につきましては, ２回分を確保した上で予約を

お受けになることをお勧めいたします｡ なお, 京都府に対しまして豚の日本脳炎抗体価測定の

再開を申し入れしております｡

会員の皆様におきましては日本脳炎ワクチンの現況につきましてご理解よろしくお願い申し

上げます｡ 新たな情報が入り次第, 広報させていただきます｡

本年初めから９月３日
までの全国出荷数量

９月３日現在の
全国在庫数量

新たな供給予定
12月中に段階的に

昨年全国販売量
(年間)

43 13 10 22
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いつの頃からか病院でナースキャップを見か

けなくなりました｡ ２年半前に赴任してきたと

きも ｢ああ, やっぱりここもか｣｡ 先立つ半年

前に廃止されたそうです｡ 邪魔になるそして不

潔である, がその理由です｡ 確かにチューブ類

にひっかかることがあるかもしれません｡ 長期

間洗濯もせずに使っている者もいるでしょう｡

これだけの理由で全ての部署で廃止してしまっ

ていいものでしょうか｡ 患者さんに直接触れや

すいものでもありませんし, きちっとピンで留

めてかぶっているほうが髪の毛も落ちません｡

邪魔になる以前に面倒くさいのではないか, 病

院側にすれば多少なりとも経費の節減にもなる

し, といった本音が見え隠れして仕方ありませ

ん｡ 患者さんにはどのように映っているでしょ

う｡ 昔と違って病院には多職種の人間が勤務し

ており, 例えば資格のない ｢助手さん｣ との区

別がつかないためお互い困ることもあるはずで

す｡ ナースキャップは単なる ｢ユニフォーム｣

ではなく看護師であることの ｢象徴的なスタイ

ル｣ です｡ その姿は凛々しいものです｡ 勤務に

入る直前に付けることで気持ちも引き締まり,

勤務を終えて外す時には安堵感に満たされるで

しょう｡ 許されれば社員章のかわりに素敵なピ

ンブローチでささやかに個性を楽しむこともで

きました｡ 毎年秋に看護学校の戴帽式の写真を

目にするたびにキャップのなくなったナース達

は寂しく感じてはいないだろうかと, 余計な心

配をしています｡ 合理性の前で精神性は常に消

え行く運命にあるようです｡

一方, ドクターの ｢ユニフォーム｣ はどうで

しょうか｡ 一般的には白衣ですが, 問題はその

着用の仕方にあります｡ 白衣の下がノータイの

ワイシャツやポロシャツでは締まりがなく, 何

よりも初診で来られる患者さんに対して礼儀を

欠いています(礼儀云々以前の患者さんが多く

なっているのも事実ですが)｡ 蝶ネクタイをさ

れている大先輩の白黒写真を見かけることがあ

りますが, ひらひらと動かないのでとても理に

適っています｡ 長い白衣では活動的でないとい

うむきにはせめて襟元の丸い立ち襟のいわゆる

ケーシーを着用すればよいでしょう｡ 病院勤務

者である以上, 白衣(姿)は清潔感がポイント

です(料理人と同じです)｡ 襟周りや袖口はすぐ

に汚れが目立ってきます｡ とくに実動の多い研

修医に代表される若いドクター達のは白衣の汚

れ方は凄まじいものがあり, 失礼ながら一緒に

洗濯に出すことがためらわれるほどです｡ ある

程度勤務年数を経ないと枚数も増えない彼らに

は多めに支給して頻繁に取り替えられるように

したり, 洗濯場にはできるだけきれいに仕上げ

る努力をするような指導ができないものでしょ

うか｡ かがんで診察する時などドクターの襟元

は患者さんから丸見えなのです｡ 白衣は一種の

｢戦闘服｣ みたいなものですから隙だらけであっ

てはなりません｡ 漫画やドラマに登場する診療

所のベテラン赤ひげ先生と勘違いしてはいない

でしょうか｡ そのほかにも大きなロゴが透けて

見えるようなＴシャツ(不細工！), 長過ぎるズ

ボンの裾(不潔！), カジュアルな眼鏡や時計

(軽く見えて不安！)などは不適当です｡ 企業

戦士は接遇のみならず服装のレクチャーを受け

ますが, 残念ながらわれわれの世界にはありませ

ん｡ 当然わきまえているという前提なのでしょう｡

ナースキャップと白衣に代表されるわれわれ

のユニフォームは, 気を抜くと患者さんを不快・

不安にする一方で, 看護師の意欲を高めたり若

いドクターにとっては患者説明をスムースに受

け入れてもらえるためのツールにさえなり得る

と思うのですがいかがでしょうか｡

ナースキャップと白衣
京都第一赤十字病院 整形外科部部長 山添 勝一
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｢京都府医師会設立20周年記念 年表 －明

治元年より昭和19年まで－｣ という書籍を閲

覧する機会を得た｡ 昭和46年に府医が発行し

たもので序文には当時の会長である桜井英徳

先生が ｢現代は情報化時代でわれわれの身辺

日常は各種の情報で埋め尽くされている観が

ある｡ 一方では容赦なく歳月は経ってゆき,

山と積まれた情報は従って適時適切に整理保

存されねばその価値は半減するだろう｡｣ と

記している｡ そこで医師会に残された資料を

丹念に整理して作成されたのがこの年表なの

である｡

年表故に箇条書きとなっており, その詳細

は分からないのが残念であるが当時より情報

化が著しく進んだ現在ではインターネットを

検索することによって飛躍的に情報収集する

ことが可能であり, 年表を明治初期を中心に

一部紐解いてみたいと思った次第である｡

年表は ｢明治元年 (1868年) １月鳥羽伏見

の戦｣ で始まっている｡ これは言うまでもな

く, 幕府軍と薩摩軍の戦いでその後１年半,

内戦となったもので両軍に多くの死傷者がで

た｡ 薩摩軍の医師は漢方医であったがために

銃創の処置がうまく出来できなかった｡ 西郷

隆盛はイギリス公使館付きの医師ウィリアム・

ウィリスを招聘し相国寺養源院において, 過

マンガン酸水による消毒, クロロホルム麻酔

による四肢切断術を実施した｡ 当時の手術と

しては最先端のものであったとしている｡

もともと西洋医学は蘭学であったがそれら

の教科書の多くがドイツ語の翻訳であったた

めに維新以降はドイツ医学が主流となった｡

のちにこういった医学を学ぶためには大学も

しくは塾に通う訳で, 塾は医学生がその日に

受けた大学の講義を教えたといわれている｡

その塾も公費を投入しないという制度変更に

より潰れてしまった｡

次に年表をみると ｢同年４月東洞院種痘所

を再興し, 有信堂とする｣ とある｡ 日本にお

ける天然痘は天平時代に遣唐使や遣新羅使に

よって持ち込まれたとされており平城京での

藤原四兄弟が次々と倒れた以降, 定期的に大

流行した｡

種痘が日本にもたらされたのは1849年長崎

でオットー・モーニッケが牛痘を成功させて

急速に広まった｡ これらの種痘を中心とした

療養所を種痘所と名付けた｡ 西洋医学の普及

も種痘とともに進んだのである｡

有信堂は楢林栄建らの医師と鳩居堂第四代

主人の熊谷直恭とが協同して設立したもので,

当時の商人は社会貢献を旨とする気概があっ

たとされる｡ この有信堂はまもなく京都府に

移管され種痘館となった｡ その後跡地に日本

最初の小学校である柳池小学校が建てられた

のだが, 現在は統廃合により柳池中学校となっ

ている｡

｢明治５年２月粟田山中に解剖所竣工す｡｣

｢同年11月粟田口青蓮院内に京都府療病院仮

病院開設｣ とある｡ 当時の仏教界, 医師, 花

柳界から基金を集めて設立された｡ 後に上京

区梶井町に移転, 京都府立医科大学となる｡

明治時代は外傷にせよ感染症との戦いの時

代であった｡ この後もコレラがたびたび蔓延

したのであるが, 患者の隔離並びに家を焼き

払うといった荒療治が行われた｡ それにして

も先人の苦労が忍ばれる歴史がいっぱい詰まっ

た年表であり, 現在の医療はその制度も含め

て先人たちが勝ち取ってきたものであるとい

う重みを知るべきである｡

今のように企業は少しでもコストを下げる

ために医療費までも削減するように政府の後

押しを行っているが, 少しは明治の商人の精

神を学ぶべきなのである｡

(情報企画委員会委員・左京 池田 正隆)

� � � �
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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京都南座で行われる ｢顔見世｣ (11月30日～12月26日) のチケットを, ご好評につ

き本年も会員各位に府医が一部補助を行い, 下記の価格で斡旋販売いたします｡ でき

るだけご希望に応えられるよう事前申し込み制とさせていただきます｡ 今回, 二代目

中村錦之助の襲名披露があり, チケット入手が困難な日時があります｡ ご希望に添え

ない場合がございますのでその節はご了承ください｡

[申込方法]

右記の記入例をご参考の上, FAXにて,

①氏名, ②地区, ③連絡先住所・電話番

号, ④希望枚数, ⑤希望月日 (曜日) を

第３希望まで, 昼の部 (午前10時30分開

演) か夜の部 (午後４時20分開演) かを

明記の上, 府医事務局学術生涯研修課

｢顔見世｣ 係までお送りください｡ これ

をもとにチケットの手配をし, 入手でき

た分の日程等ご連絡させていただきます

(連絡は11月中旬になります)｡

なお, チケットのお渡しは昨年同様原

則的に現金引換えでお願いします｡ 遠方

等府医事務局までお越しになれない方は,

郵便振替のコピーを事務局に送付してい

ただければチケットを郵送させていただ

きます｡

[申込期間] ９月20日(木)
～25日(火)

[斡旋枚数] 220枚

※先着順とさせていただきます｡

※公平を期するため, 20日以前の FAX

受付けはできません｡

※斡旋させていただいたチケットはい

かなる理由があってもキャンセルは

できませんのでご留意ください｡

[斡旋上限] １人２枚まで

[斡旋価格] １枚
：
22,150円

[送 り 先] 京都府医師会事務局

｢顔見世｣ 係 行

FAX 075－314－5042

[ FAX 記入例]

氏 名：○山○夫
医療機関名：○○○○
地 区：○○
連絡先住所：○○○○○

○○○○
〃 電話：○○○-○○○○
希望枚数：○枚
希望月日：昼・夜
第一希望：○月○日 (○)

○の部
第二希望：○月○日 (○)

○の部
第三希望：○月○日 (○)

○の部
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府医図書室所蔵の下記ビデオテープをご希望の方にお譲りいたしますので, 本紙をコピーし

てご希望のビデオに○印を付け, ご住所・ご氏名明記の上, ＦＡＸ (075－314－5042) にてお

申し込みください｡ なお, 同一ビデオへのご希望が多数の場合は, 抽選とさせていただきます

のでご了承ください｡ 申し込み締切は９月30日(日) までとさせていただきます｡

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

427
－第39回社会保険指導者講習会－
老年期痴呆の対応・総合討論

総合司会 聖マリアンナ医大学長
長谷川和夫氏

Ｈ７.11 １

429 アルツハイマー病の対応
聖マリアンナ医大学長

長谷川和夫氏
Ｈ７.12 １

431 ヘリコバクター・ピロリの臨床検査
信州大中央検査部教授

勝山 務氏
Ｈ７.12 ２

432 より小さい胃癌の診断をめざして
朝日大村上記念病院内科教授

井田 和徳氏
Ｈ７.12 ２

433 新しい循環器疾患の治療薬
東大第二内科教授

豊岡 照彦氏
Ｈ７.12 ２

434 大腸がん発生の遺伝的要因
府医大衛生学教室教授

阿部 達生氏
Ｈ８.１ ２

435

アレルギー性疾患の病態
①アレルギー性鼻炎の病態
②気管支喘息の病態と治療
③アトピー性皮膚炎の病態

府医大耳鼻咽喉科助教授
竹中 洋氏

京大大学院医学研究科発生発達医学・
発達小児科助教授

眞弓 光文氏
京都第一赤十字病院皮膚科部長

加賀美 潔氏

Ｈ８.２ ２

437 喘息の治療～最近の動向
京大胸部疾患研究所環境呼吸器病学
教授

泉 孝英氏
Ｈ８.２ ２

438 ウイルス研究の歴史と現状
前京大ウイルス研究所長
塩野義医科学研究所長

畑中 正一氏
Ｈ８.３ ２

439 胃炎・潰瘍－萎縮－胃癌
順天堂大内科教授

佐藤 信紘氏
Ｈ８.３ ２

440 ウイルス肝炎～最近の話題
大阪大第一内科教授
(次期日本内科学会会頭)

鎌田 武信氏
Ｈ８.３ ３

441 ヘリコバクター・ピロリが形成する疾患
京大消化器内科教授

千葉 勉氏
Ｈ８.４ ２

442
Ｂ型及びＣ型慢性肝炎, 治療の実際と
問題点
～ウイルスの変異を考慮して～

府医大第三内科助教授
岡上 武氏 Ｈ８.４ ２

443
肝癌に対する治療
進行肝癌に対する外科的挑戦～

京大器官外科学消化器外科教授
山岡 義生氏

Ｈ８.４ ２

444
腹部超音波による肝胆膵腎癌早期発見
のコツ

日赤熊本健康管理センター健診部長
三原 修一氏

Ｈ８.５ ２

445 医療技術, その周辺を廻る最新の話題
鈴鹿医療科学技術大学長
(東大名誉教授)

渥美 和彦氏
Ｈ８.５ １
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整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

446
ウイルス肝炎のトピックス (Ａ型から
Ｇ型まで)

府医大第三内科助教授
岡上 武氏

Ｈ８.６ １

447
糖尿病治療・最近の話題
～病診連携の具体的な方法について～

京大病態代謝栄養学講座教授
清野 裕氏

Ｈ８.６ ２

448 内視鏡による早期胃癌治療の適応と限界
癌研究会附属病院内視鏡部部長

竹腰 隆男氏
Ｈ８.７ ２

449 外用副腎皮質ホルモン剤と皮膚
帝京大医学部附属溝口病院皮膚科
客員教授 久木田 淳氏

Ｈ８.７ ２

450 老年者神経疾患・診かたのコツ
広島大医学部第三内科教授

中村 重信氏
Ｈ８.７ ２

451 Ｏ－157感染症の京都症例について
洛和会丸太町病院院長

千丸 博司氏
Ｈ８.８ ２

452 膵炎の診断と治療
産業医大第三内科教授

大槻 眞氏
Ｈ８.８ ２

453 薬剤性間質性肺炎の診断と治療
京大胸部疾患研究所助教授

長井 苑子氏
Ｈ８.８ ２

454 漢方製剤による間質性肺炎を防ぐには
西神戸医療センター内科副医長

冨岡 洋海氏
Ｈ８.８ ２

455 大腸癌と遺伝
国立がんセンター中央病院
放射線診断部部長

牛尾 恭輔氏
Ｈ８.９ ２

456
狭心症の治療に関する最近の知見
～外来における狭心症の病態からみた
治療法の選択～

金沢医大循環器内科教授
竹越 襄氏 Ｈ８.９ ２

457
21世紀のがん治療
～泌尿器がんよりみて～

京大医学部附属病院院長
吉田 修氏

Ｈ８.９ ２

458
シンポジウム
がん検診事業の現状と今後のあり方

総括者 京都府医師会副会長
山� 昇氏

Ｈ８.９ ２

459 肝移植をめぐって
京大移植免疫医学講座教授

田中 紘一氏
Ｈ８.10 ２

460 NSAID 潰瘍の臨床
帝京大附属市原病院第三内科教授

中村 孝司氏
Ｈ８.10 ２

461 心不全の最近の治療
京大器官病態学循環病態学教授

篠山 重威氏
Ｈ８.10 ２

462
内科領域における在宅医療の意義
－とくに栄養療法を中心に－

国立国際医療センター第一消化器
科医長 松枝 啓氏

Ｈ８.11 ２

463 骨粗鬆症の診断と薬物療法
滋賀医大放射線科教授

森田 陸司氏
Ｈ８.11 ２

464 消化管の機能性疾患
京大大学院消化器病態学教授

千葉 勉氏
Ｈ８.11 ２

465 在宅酸素療法の実際
大阪府立羽曳野病院呼吸器科部長

木村謙太郎氏
Ｈ８.11

466
薬の正しい使い方
①外来診療における薬の使い方

京大医学部総合診療部教授
福井 次矢氏

Ｈ８.12 ２

467
②高血圧症における薬の使い方
～腎障害を伴った高血圧の薬剤治療を
中心に～

東北大医学部第二内科教授
阿部 圭志氏 Ｈ８.12 ２

468
炎症性腸炎疾患の新しい治療法
～白血球除去療法について～

兵庫医科大第四内科教授
下山 孝氏

Ｈ８.12 ２

469
臨床医のための心不全の知識
～レニン・アンジオテンシン系と病態
を中心に～

滋賀医大第一内科教授
木之下正彦氏 Ｈ８.12 ２
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医療界を巡る動き

平成19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. ２ 2006年度介護療養型医療施設の介護サービス
費が前年度比13.4％減(5680億円)－療養病床減
に拍車

７. ３ 厚労省, ｢地域ケア体制整備指針｣ を通知
(６月29日付)

７. 11 厚労省, ｢介護給付費適正化計画に関する指
針｣ を通知 (６月29付)

７. 12 厚労省, 療養病床の転換支援策の ｢要点｣ を
通知

７. 31 コムスンが介護事業移行計画を提出－在宅系・
居住系サービスを分割譲渡

７. ２ 2006年度国保医療費18兆3613億円－前年度比
0.5％増にとどまる

７. 11 ７対１入院基本料の届出が814施設に (５月
１日現在)

７. 25 独立行政法人国立病院機構が２期連続で最終
黒字－2006年度事業実績

６. 30 英北部スコットランドのグラスゴー空港でテ
ロ未遂

７. ５ 第166回通常国会が閉会－社保庁改革関連法
案, ドクヘリ法など10法が成立

７. ５ 厚労省, ｢社会保障カード｣(仮称)導入を提示

７. 12 第21回参院選公示
７. 12 日医, 来年度予算で ｢医師確保総合対策費｣,

｢助産師養成コース新設補助金｣ の創設を要望
７. 16 新潟県中越沖地震発生, マグニチュード6.8－

福島県医師会などから約40チームが現場で救援
活動

７. 18 2006年の医療事故報告は1296件 (日本医療機
能評価機構)

７. 24 東南アジア各国でデング熱流行
７. 25 厚労省, ｢医療サービスの質の向上等のため

のレセプト情報等の活用に関する検討会｣ が初
会合

７. 26 ｢2006年簡易生命表｣ 発表－男子の平均寿命
は79.00年, 女子は85.81年

７. 26 九州各地で猛暑－熱中症相次ぐ
７. 29 第21回参院選, 自民党大敗－武見敬三氏ら自

民医系候補が軒並み落選
７. 31 国病派遣医師の給与は自治体が負担－緊急臨

時的医師派遣システムで総務省が改正通知
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と き 10月７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 3,000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

と き 10月21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)

試合形式 ダブルス

会 費 3,000円 (昼食, 飲物代)

◇大会終了後, 懇親会を予定しており

ます(実費)｡ 申し込みおよび詳細に

ついては, 冨井紘久 (TEL 075－371－

0663)・平杉嘉昭 (TEL 075－332－

1198) 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｡

兵庫県医師会との
親善テニス大会のご案内

■ ��������	
������� ■

◇定年退職 学術生涯研修課 下田 悦子 (８月13日付)

◇新規採用 学術生涯研修課 飯田 純子 (９月１日付)
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＜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

杉本 幸雄 Ａ 東山 稲葉 光彦 Ｂ 山科 田中 俊樹 Ｂ 宇治

杉本 徹 Ｃ 府医大

会
員
消
息

理
事
会
だ
よ
り

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

井上 宏 Ａ→Ｄ
西陣→
西陣

－ － －

小川泰次郎 Ａ→Ｄ
東山→
東山

－ － －

※Ｄ会員は住所・電話番号はご自宅となるため, 掲載しておりません｡

【報 告】

１. 第６回会館建設・会費検討特別委員会

の状況

２. 第４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. 第６回感染症対策委員会の状況

８. 第29回近畿学校保健連絡協議会の状況

９. 平成19年度第１回人と動物の共通感染

症予防対策連絡調整会議の状況

10. 第11回地域ケア委員会の状況

11. 第７回日医介護保険委員会の状況

12. 市営保育所嘱託医連絡協議会および嘱

託医研修会の状況

13. 第８回子宮がん検診委員会の状況

14. 第14回救急委員会の状況

15. 第３回産業医部会幹事会の状況

16. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

17. ７月度協会医賠処理室会提出件数

18. 府医学術講演会の状況

19. 第８回生涯教育検討小委員会の状況

20. 平成19年度第４回近医連常任委員会の

状況

21. 平成19年度きょうと健康長寿日本一プ

ラン政策検討会の状況

22. 第40回医家芸術展の状況

23. 平成19年度第２回感染症危機管理対策

委員会の状況

【議 事】

24. 会員の入会・異動・退会８件を可決

25. 常任委員会の開催を可決

26. 第７回会館建設・会費検討特別委員会

の開催を可決

27. 第５回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

28. ｢中期的な医療費の推移に関する計画

(仮称)｣ (京都府版医療費適正化計画)

策定懇話会の委員の推薦を可決

第16回定例理事会 (７.26)
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29. 第51回社会保険指導者講習会の出席者

を可決

30. 第16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. 感染症予防対策講習会の開催を可決

32. ｢療養病床再編成に関する府民フォー

ラム｣ の後援とシンポジスト派遣を可決

33. 第６回運動器学校検診モデル事業小委

員会の開催を可決

34. 京都府糖尿病対策推進講習会－コメディ

カルのための療養指導－の開催を可決

35. ｢目の愛護デー｣ への共催を可決

36. 相楽医師会市民公開フォーラムへの後

援を可決

37. 第45回日本癌治療学会総会 ｢市民公開

講座｣ への後援を可決

38. 第28回近畿理学療法学会 ｢市民公開講

座｣ への後援を可決

39. 救急告示医療機関の指定更新申請を

可決

40. 平成19年度救急医療週間記念行事の開

催を可決

41. 医業経済・融資斡旋委員会委員の委嘱

替えを可決

42. 融資斡旋を可決

43. 府医学術講演会の開催を可決

44. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

45. 第63回府医懇親ゴルフ大会の開催を

可決

46. 第29回府医懇親シニアゴルフ大会の開

催を可決

47. 第４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

48. 看護専門学校臨地実習指導者研修会の

開催を可決

49. 平成19年度第２回都道府県医師会長協

議会への出席を可決

【報 告】

１. 平成19年８月１日現在の会員数

７月１日現在 4,233名

８月１日現在 4,240名 (＋７名)

２. 第３回会館建設小委員会の状況

３. 総務担当部会の状況

４. 京都府人権教育・啓発施策推進懇話会

(第６回) の状況

５. 個別指導の状況

６. 京都地方社会保険医療協議会の状況

７. ７月度基金幹事会の状況

８. ７月度労災審査協議会の状況

９. 第１回京都府交通事故医療連絡協議会

の状況

10. 産業医研修会の状況

11. 第８回消化器がん検診委員会の状況

12. 京都市防災会議の状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 第11回学術・生涯教育委員会の状況

15. 京都府医師派遣調整会議の状況

16. 日医・第７回ＩＴ化推進検討委員会の

状況

17. 日医・第６回社会保険診療報酬検討委

員会の状況

18. 第21回参議院選挙結果

【議 事】

19. 会員の入会・異動・退会18件を可決

第17回定例理事会 (８.２)
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20. 退会の取り消しを可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 第４回会館建設小委員会の開催を可決

23. 事務職員の定年退職並びに退職給与金

の支給を可決

24. 京都新聞 ｢教育社会賞｣ 選考委員の推

薦を可決

25. 京都市福祉事務所嘱託医会議への出席

を可決

26. ｢安心救急ネット京都｣ 設立準備会委

員の推薦を可決

27. 第８回環境保全対策特別委員会の開催

延期を可決

28. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

29. 産業医研修会の共催を可決

30. 感染症予防対策講習会 (北部) の開催

を可決

31. 府医学術講演会の開催を可決

32. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

33. 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

34. 柏樹会庭園鑑賞会の開催を可決

～ 10月度請求書 (９月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (水) 午後５時まで

△

国保 10日 (水) 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 (金) 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｡

■■■府府府医医医メメメーーールルルマママガガガジジジンンン ｢｢府府医医通通信信｣｣ ・・・
府医では昨年よりメールマガジン ｢府医通信｣ を配信しています｡

主に府医ＦＡＸ情報 (感染症サーベイランス情報など) のデジタル版としての配信のほ

か, 診療報酬改定情報や介護保険情報などの府医ホームページの更新状況を随時配信して

います｡

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

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

の登録変更をお考えの先生は府医事務局 (総務課) までご連絡ください｡

URL：http://www.kyoto.med.or.jp

登録画面にログインする場合はＩＤ・パスワードが必要です｡
府医事務局：学術広報課までご連絡ください｡




