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京都医師会の救護活動
2004年小千谷市を震源とした新潟県中越地震が発生,

今年また新潟で地震が発生した｡ 柏崎刈羽原子力発電所
に被害が出たが詳細は闇の中｡ 震災は忘れぬ前にやって
くる｡ 明治24年美濃大地震が発生したさい, 創立間もな
い京都医会より３名の医師, 薬剤師, 器械師各１名が派
遣された｡ 大正12年関東大震災のさいは京都市, 日赤と
協力して救護班を派遣, 罹災被害者の京都での受け入れ
にも協力している｡ 大正14年豊岡, 城崎に被害をもたら
した北但大震災のさい, 日本赤十字社京都支部は救護班
を派遣しているが, ｢京都市医師会50年史｣ は５月23日
丹後但馬両国に渉る大震災があったとのみ記載, 派遣云々
の文字は見られない｡ このころから, 震災時の救護派遣
活動は京都医師会から離れ日赤に移っていったのだろう｡
新潟の地震ではアメリカ軍までが救援に駆けつけた｡
参考文献：京都市医師会50年史
写真：北但大震災のさいの救護活動

奥沢 康正 (西京)
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京都府医療推進協議会 (以下, 協議会) では, 11月10日(土), 京都市勧業館 ｢みやこめっせ｣

において 『これからの医療・介護・福祉を守るために～みんなが安心できる社会を目指して』

と題するイベントを開催いたします｡

イベントでは, 昨年同様, 協議会構成団体の特色を生かした相談コーナーやパネル展示, 来

場者にもご参加いただけるステージイベントを展開するほか, ｢療養崩壊－安心して療養でき

るところは？｣ と題したシンポジウムにおいて, 療養病床削減の問題などを医療従事者・介護

従事者・患者のそれぞれの立場から意見交換を行います｡

また, 午前の部ではＫＢＳ京都ラジオ人気番組 『桂都丸のサークルタウン』 の公開生放送が

ステージ上で行われます｡ 協議会では番組を通して医療・介護・福祉の現場の窮状を訴えかけ

るなど, メディアを通して, また会場では直接府市民とふれあうことで, 協議会構成団体の認

知度を高めるとともに, これからの医療・介護・福祉がどうあるべきかをお考えいただく契機

になればと考えています｡

��������	
��������
�������������� !

会員各位には, 上記の趣旨をご理解の上, 同

封のチラシをご活用いただき, 今回のイベント

『これからの医療・介護・福祉を守るために～み

んなが安心できる社会を目指して』 への参加・

動員に特段のご協力をお願いします｡

なお, 同封のチラシには当日実施する ｢お楽

しみ抽選会｣ の抽選番号が印字されていますの

で, 配布する際, 会場にお持ちいただくようお

伝えください｡

��������	
 �����
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■開催日時：平成19年11月10日(土) 10：00～16：00

■会場：京都市勧業館 ｢みやこめっせ｣ ３階 第３展示場 (東側半面)

〒606－8343 京都市左京区岡崎成勝寺町９－１

TEL 075－762－2630 FAX 075－751－1655

■内容(予定)：

☆ステージ

｢ＫＢＳ京都ラジオ 生中継 『桂都丸のサークルタウン』｣

｢お口とお顔の元気たいそう｣

｢腰痛たいそう｣

｢知って得する薬の正しい使い方｣ (クイズ)

｢講演｣ (落語家：桂都丸)

｢シンポジウム 『療養崩壊－安心して療養できるところは？』｣

座長：清水 紘 (京都私立病院協会・京都療養病床協会会長)

｢おたのしみ抽選会｣

｢任天堂 Wii｣ や ｢任天堂 DS Lite｣, 旅行券など豪華賞品が当たる！

☆ブース

｢検査コーナー｣ ｢相談コーナー｣ ｢展示コーナー｣

■入場無料

■飲食コーナーあり (有料：ジュース・軽食など)

■主催：京都府医療推進協議会

(構成団体)

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 (五十音順)

■お問い合わせ先：京都府医療推進協議会事務局

京都市中京区壬生東高田町１－９ 京都府医師会総務課

TEL 075－312－3671
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大川正直下京東部医師会長の挨拶に続き,

森府医会長が挨拶に立ち, ｢９月18日に会長

協議会が日医で行われる｡ レセプトオンライ

ン化について, 手書きの先生方がオンライン

化になれば辞めるという話をよく聞くが, 日

医としては全力を挙げてその先生方を守って

いくということになると思う｡ 府医としても

しっかり意見を述べていきたい｡｣ と述べた｡

また, 厚労省の人事について ｢財務省寄り

の人間から少し医療に対して理解のある方が

来たかなという感じを持っている｡ 日医は日

本の医療制度を守るためどうあるべきかをしっ

かり厚労省と議論していただきたい｡ それを

しっかり見届けるのもわれわれの仕事｣ と述

べるとともに11月10日に開催される京都府医

療推進協議会の秋のイベントについても協力

を求めた｡

さらに今年に入り２件の保険医の取消があっ

たことに触れ, 我々は安全で質の高い医療を

提供していかなければならない立場であり,

地区としても折をみて会員に指導を行ってほ

しいと付け加えた｡

参議院与党敗北と今後の社会保障
抑制政策の行方と医療制度改革に
及ぼす影響

久山府医副会長は, 参議院選挙における与

党の惨敗により国会運営が難しくなってきて

いるため, 社会保障, 医療制度改革のスピー

ドが落ちるのではないかという期待感がある

が, 医療制度改革関連法案はすでに通ってお

り楽観は出来ない｡ 経済財政諮問会議主導の

基本方針2007においても2200億円の抑制が決

まったため甘い期待は持たないほうがいい｡

また, レセプトオンライン化に関しては2011

年４月１日からオンラインでないと受け付け

ないということになっているが, 省令である

ため, 手書きの先生でもまだまだ救済される

道はあると述べた｡

さらに診療報酬の改定については, 私見と

しながら, 診療報酬のマイナス改定はないで

あろうと見るものの, 高齢者医療保険制度の

導入に伴い前期高齢者の自己負担額が増加し

受診抑制がでるのは必至であり, 結局は厳し

い環境におかれることは間違いないと続けた｡

また, 今回の医療制度改革関連法案に21の

付帯決議が付けられているが, 日医が付けた

下京東部医師会と府医執行部との懇談会が９月12日(水), ホテル日航プリンセス京都で開催

され, 下京東部医師会から16名, 府医から９名が出席, 小山秀樹下京東部医師会副会長司会の

もと, ｢参議院与党敗北と今後の社会保障抑制政策の行方と医療制度改革に及ぼす影響｣ ｢後期

高齢者医療制度の進捗状況と問題点｣ ｢特定健診・特定保健指導の問題点と行方｣ について,

約２時間にわたり意見交換が繰り広げられた｡

下下京京東東部部
医師会との懇談会

� � � � � � � � 	 
 � �  � � � �

下京東部医師会との懇談会 (９.12 ホテル日航プリンセス京都)
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ものもあれば反対側の保険者が付けたものも

ある｡ それだけをみても日医の地盤沈下が顕

著に現れている｡ 診療科目の偏在や医師不足

等により医療制度の崩壊が起こっているが,

原因は低医療費政策にあり, 日医には厚労省

と対峙するだけの力も持ってほしいと期待を

込めて語った｡

続いて森府医会長は今回の参議院選挙の結

果を受けて, 武見氏が落選されたことによっ

て, 今後は日医の会長選挙に政治家が口を出

すことはないであろう｡ 今回の参議院選挙に

おいて４名の医師が当選したが, 今後, 医師

会として医療政策を守っていただけるこうい

う方たちを増やしていき, 我々の声を国政に

直接反映させなければならないと締めく

くった｡

後期高齢者医療制度の
進捗状況と問題点

北川府医理事は, 新たに創設される高齢者

医療制度について, 後期高齢者は原則として

75歳以上で都道府県を単位とする広域連合で

行い, 新たに別立ての診療報酬を設けること

になる｡ 患者自己負担は１割で, 財源は約５

割が公費負担｡ 若年世代の支援金として国保・

被用者保険の加入者数に応じて約４割を負担

する｡ 大きな問題点として後期高齢者からも

費用の１割相当の保険料を徴収する｡ 11.4兆

円規模の財源になるが, 高齢者が増えていく

中で当面は制度が維持されるであろうが, そ

の後の医療費が増える見込みはなく, また若

年層からの支援も減らしていくことになるた

め非常に厳しいものになると概要を説明した｡

また, 65歳から74歳までを対象とした前期

高齢者医療制度については, 70歳未満の患者

は３割負担, 70歳から74歳までは２割負担と

なり, 受診抑制が起こることは必至と付け加

えた｡

現状として, 18年12月に国保中央会がイギ

リスのような人頭割制の導入を主張しており,

19年３月には健保連がかかりつけ医の役割を

提言しフリーアクセスを抑えていくような主

張をしているが, このような支払者側の意向

もあり, 診療報酬は法案が通った時には付帯

決議が付いて, 後期高齢者医療のあり方に関

する特別部会が発足した｡ 19年４月に骨子が

まとまり, ｢74歳までと75歳から医療の内容

が変わってはならない｣ と日本医師会で主張

していることが骨子に載っているので一定の

成果だと考えていると述べた｡

骨子の内容は, 具体的に外来, 入院, 在宅,

終末期の４つに分けられている｡ 外来に関し

ては外総診のような包括化をイメージしてお

り, 他の医療機関, 介護福祉サービスとの連

携も評価されるべきとしている｡ 入院に関し

ては生活機能を見越して入院時から退院後の

計画や, 退院時ケアカンファレンスなどが評

価され, 在宅に関しては主治医が主となって

関係者と連携をとることや病院に対して在宅

の後方支援などが評価される｡

終末期の定義などまだ詳しいことは決まっ

てないが終末期は在宅でという流れは間違い

ない方向に来ている｡

診療報酬に関しては, 外総診のような包括

点数が取り入れられる可能性があるが, 前回

の改定での在宅医療支援診療所のようにハー

ドルが高くなかなか手が出せないようなもの

であれば患者のためにもならず, また, 包括

範囲が拡大しないよう日医に提言していきた

いと締めくくった｡

最後に地区から５年間を一つの目安とした

場合, この制度を維持できるのかとの質問が

あり, 森府医会長は, そもそもこの制度が出

来たのは老人医療費を削減するのが目的であ

るが, この制度をスムーズに運営させるため,

財源的にも余裕がある当初は厳しさを感じな

いかもしれない｡ ただ, 団塊の世代が後期高

齢者になる頃には必ず削減され, 厳しいもの

になることは間違いないと答えた｡
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特定健診・特定保健指導の
問題点と行方

福州府医理事は, 平成20年度から現在の基

本健診から医療保険者が実施主体になる特定

健診, 特定保健指導に移行することについて,

医師にも十分に周知されていないが, 府民に

至ってはもっと浸透していない｡ 原因は不確

定部分が多く実施主体者である医療保険者が

十分なアナウンスを行っていないためである｡

従来の基本健診から特定健診, 特定保健指導

に移行する背景は医療費適正化の一環である｡

特定健診, 特定保健指導は内臓脂肪型肥満に

着目した生活習慣病予防であり, そこで保健

指導を必要とする者を抽出し生活習慣病およ

びその予備軍に対して保健指導を行い, 中長

期的に医療費を減らしていくのが目的である

が, 当初から財政ありきの制度だと説明した｡

また, 基本健診は老人保健法を法的根拠と

して, 市町村が実施主体になっているが, 平

成20年度からの特定健診は, 高齢者の医療の

確保に関する法律を法的根拠として, 医療保

険者が実施主体になることを説明｡ 特定健診・

特定保健指導に対する府医の対応については,

現在, ｢府医特定健診サービス部｣ を創設し

つつあり, 受診者の健診結果を医療機関から

特定健診サービス部に送付, 血液データは検

査所から送付され, 特定健診サービス部にお

いて健診結果から保健指導対象者の選定と保

健指導レベルの階層化を行い, 情報提供の資

料や保健指導のための資料を医療機関へ送付

し, 医療機関から結果通知・保健指導を行う

方向で検討していることを示した｡ また, 現

在実施している特定健診・特定保健指導のモ

デル事業について説明した｡

地区からの意見・要望

地区からの主な意見・要望として, 近頃モ

ンスターペアレントといわれる現象が教育現

場で起こっているが, 医療の現場でも同じで,

些細なことでもトラブルになりかねない｡ 病

院なら対応できることも診療所レベルではな

かなか難しいこともある｡ 無過失の賠償責任

保険のようなものが創設できないかとの要望

に対し, 産婦人科でその制度が始まろうとし

ているが今後それをどこまで広めていけるか

は財源の問題もあり未知数であることから,

しばらく様子を見守る必要があると回答した｡

また, レセプトオンライン化に向けた使用

回線の件について, １社独占の状態であるが,

民間の質の良い光ファイバー回線もあるため,

それらも使用できるようすべきだと指摘があっ

た｡

�������

施術同意書の取り扱いおよび
診療報酬請求上の留意点について

引き続き行われた保険医療懇談会では, 中

野府医理事から医業類似行為に関する医師の

同意について, 施術対象疾患のない同意書,

病名から判断して妥当とは認めがたい施術の

部位および往療の指示等実例を挙げて記載上

の留意点を解説し, 安易な同意を与えること

に注意を喚起した｡ また, 最近の審査に見ら

れる誤請求事例等, 診療報酬請求上の留意点

を併せて説明した
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冒頭, 東道伸二郎左京医師会長は挨拶の中
で, 医療費抑制策である ｢後期高齢者医療制
度｣ や ｢特定健診・特定保健指導｣ は医療に
混乱を招く要因との見解を示した上で, ｢療
養病床削減｣ について触れ, ｢長期入院是正
の名の下, 全てを在宅医療に押しつけたり,
開業医に対しての夜間・休日診療を強制する
など無節操な押しつけでありゆゆしき問題｣
と批判した｡ 続いて, 森府医会長の挨拶では,
６月３日にみやこめっせで行われたイベント
｢これからの医療・介護・福祉を守る府民集
会｣ への謝意を示すとともに中央情勢, 政治
状況等について見解を示した｡

是々非々の立場崩さず強い日医の構築に尽力

森府医会長は, 挨拶の中で今年６月３日に
京都府医療推進協議会主導で行われたイベン
ト ｢これからの医療・介護・福祉を守る府民
集会｣ に対する左京医師会の絶大なる尽力並
びに左京医師会から府医執行部の根幹を担う
３名の役員を選出いただいている現状に謝意

を述べた｡ また, 現状取りざたされている
｢後期高齢者医療制度｣ ｢特定健診・特定保健
指導｣ 等の課題を示した上で, 現在の政治状
況について触れ, 今年４月の統一地方選挙,
参議院議員選挙から民主党が如実に頭角をあ
らわしてきているとし, 左京区が含まれてい
る京都第２区選出の前原誠司議員をはじめと
し, 京都には優秀な民主党議員が多く存在す
るということを示すとともに, 民主党には政
権を担うにはまだ不十分な面もあり, 誤りな
き方向をめざすよう地区からも目を光らせて
いただきたいとの意向を示した｡ さらに, 安
倍首相の辞任表明によって国会が動かず, 空
白期間が生まれている現状については, 官僚
主導の政策にすり替えられる可能性が高いと
見通し, ｢来年度の診療報酬改定に大きなダ
メージとなりかねない｣ と危惧した｡ 日医執
行部に対しては, この微妙な時期を確実に乗
り越えていける執行部であるかどうかを見極
めた上で, 提言や働きかけを行う必要がある
との見解を示し, 来年４月の日医会長選に向
けてどのような取り組みがあるかを慎重に見
ていきたいとし, 府医のスタンスとしては日
医会長選へ出馬する方の有無を含め, これま
でどおり是々非々の立場を崩さず強い日医の
構築に力を惜しまないことを示した｡

医療費削減政策に対し, 提言
｢低医療費政策の限界が現在の問題点の根幹｣

府医役員の自己紹介に続いて地区から, 現
状の医療, 特に大きなダメージを受けている
地方の医療の状況が示されるとともに, 社会

左京医師会と府医執行部との懇談会が９月15日(土), ホテルフジタ京都で開催され, 地区か

ら31名, 府医から８名が出席, 池田正隆左京医師会副会長司会の下, フリートーキング形式で

１時間以上にわたり意見交換が繰り広げられた｡

左左 京京
医師会との懇談会

��������	
������������������

左京医師会との懇談会 (９.15 ホテルフジタ京都)
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保障費の必要性や ｢なぜ医療費が高いと叫ば
れるのか｣ という具体的な検証がなされてい
ない現状を問題視する声, さらに後期高齢者
医療制度が導入されればイギリスのような人
頭割制度を促進させるとの危惧が示された｡
安達府医副会長は, 現在日医社会保険診療報
酬検討委員会においても同様の見解と前置き
し, 全委員が ｢低医療費政策の限界が現在の
問題点の根幹｣ という見解であるとし, 答申
である18年度診療報酬改定の影響については
｢14年度改定以降のマイナス改定の究極の形｣
であるとの見方を示した上で, ここ３回の改
定での最も大きな問題は, 平成15年３月に閣
議決定された ｢医療の質と安全の向上｣ とい
う施策が, 相反する医療費削減政策と同時進
行で行われたことによる矛盾であるとした｡
また, 財務省が提唱する ｢医療費削減政策｣
は国民皆保険制度維持に係る国家予算の負担
減を目論むものであり, 混合診療拡大という
考え方がベースにあることから, 厚労省に対
し混合診療を拡大することで日本の厚生行政
が円滑に行うことができると考えるかという
問いかけを日医社会保険診療報酬検討委員会
答申に盛り込むことを明らかにした｡
また, 地区から医療費にかかる財源論につ
いては経済人のフィールドであり ｢数字｣ は
容易に動かすことが可能であることから医療
の崩壊を ｢医療費削減｣ の切り口一辺倒で攻
めるのは限界があるとされた｡ また, 現在の
医療情勢を考える際に, 厚労省から各都道府
県への均一的かつ一方的な施策によって医療
制度にきしみが出ているとされ, 地域の体制
やコミュニティの崩壊具合等に応じた施策を
講じるため, 各都道府県医師会主導で地域に
則した施策を集約し中央に働きかけるべきと
された｡ 財源について森府医会長は, 800兆
円以上ともいわれる日本の負債は資産を除外
した額であり, 資産を含めると約３～400兆
円程度となり他の先進諸国と大差がないとし,
問題点は官僚の操作による不透明を極める特
別会計であることを示した上で, 根幹から覆
すには官僚の操作を止める手だてが必要とし

た｡ また先の参議院議員選挙で大勝した民主
党は国政調査権の発動が可能であることから
有意義に活用し様々な分野で透明性を高める
べきとの見解を示した｡

府医の在宅医療への対応を提示

また, 地域医療の実情については, 与謝・
北丹医師会との懇談会において ｢病院勤務医・
開業医ともに不足しているため在宅への移行
にも対応できない｣ との切実な状況が示され
たことを説明, 京都府南部でも病院勤務医の
不足が顕著であることを示し, 地域の実情に
合わせた施策の重要性を示した上で, 府医と
しても ｢在宅医療推進｣ というスタンスでは
なく, 患者が在宅医療をしっかり受けるため
に我々が何を担えるかというスタンスで取り
組んでいるとした｡ また, 北川府医理事は,
在宅医療にかかる医師の負担について述べ,
住民の観点から見ても在宅医療を受けたいの
に受けられないケースも少なからずあること
を示し, 府医として在宅医療の推進を整備す
べきとなったとの経緯を説明した｡ 地区医師
会に対しては, 会員に在宅医療の実情等にか
かるアンケート調査を開始したとし, 地区の
実状に則した方法を見つけていきたいとの意
向を示すとともに在宅医療の整備を図る中で,
国に対しての提言の材料としたいと述べた｡
これに対し, 地区から左京医師会が先進的に
活動している介護・在宅分野について, 左京
医師会では ｢医師介護懇談会｣ として医師と
介護関係者との懇談会を定期的に開催してい
ることが紹介されるとともに, 他地区への参
考のために左京医師会への見学や視察等を府
医が主導となり行っていくことで京都府内の
層の厚みが増し, より発展が見込まれるとの
提案がなされた｡ また, ６月３日に行われた
イベント ｢これからの医療・介護・福祉を守
る府民集会｣ は大変盛況であったとの感想が
述べられ, 参加者を対象にしたアンケートに
おいても内容が濃く非常に多くの回答を得た
ことから, 継続して定期的に実施していくべ
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きとの見解が示された｡ 安達府医副会長は,
｢今年度だけということは考えていない｣ と
の意向を説明, １カ所での開催ではなく複数
地区での開催によって, より多くの府民・市
民の参加を得られるようにしたいとする一方
で, 議論の内容については医療政策が変わる
可能性があることから推移を見極めながらテー
マを検討していきたいとの見解を示した｡

ＩＴ化の利便性主張, 反面 ｢慎重な対応を｣

府医のＩＴ化について地区から, 今年８月
から整備された府医メーリングリストが会員
同士の風通しを良くしているとの見解が示さ
れ, 会員の意見を集約するには不可欠なアイ
テムである上に ｢(ＩＴ化は) 皆が考えてい
る以上に力を発揮できる｣ とされる一方で,
今後の課題としてはＩＴに乗り遅れている会
員に対してのフォローアップであることが示
された｡ 藤井府医理事はＩＴ分野における地
区医師会間での格差が生じている現状を示し,
医師会を強化するには個々の情報収集能力の
向上と意識の共有化であるとの見解を示すと
ともに, 府医メーリングリストのメリットの
一つとして勤務医を取り込むことができると
の見解を示した｡ ＩＴに乗り遅れている会員
に対しては, 来年１月に基礎的な講習会を４
回程度開催することを周知した｡ 森府医会長

は, ＩＴ化は必要なツールという認識は従来
から持っているとしつつも, 一つ間違えると
大きな誤解を招きかねない諸刃の剣というこ
とを認識して取り扱いたいとした｡ また, 新
医師会館のＩＴ化は絶対不可欠という認識を
示しつつも, 必要・不必要を慎重に見極めな
がら導入していきたいとの意向を示した｡

療養病床削減に警鐘

また, 地区から在宅医療について, 老健か
ら在宅へシフトしている実情が示され, 北川
府医理事は療養病床削減問題について, 京都
では医療療養病床よりも介護療養病床が多い
ことからも影響は他の都道府県と比較して非
常に大きいという現状を示し, 京都府におけ
る地域医療あり方検討委員会や京都療養病床
協会の見解でも ｢今, 入所している患者のほ
とんどが在宅に戻ることは不可能｣ とされて
いると説明した｡ 医療強化型老健のあり方に
ついても, 今後介護給付費分科会で報酬の議
論に移行していくとしつつも, 現状の老健の
問題点が残されたままであり, 医師の配置数,
看護師の配置数のみで議論されていることを
問題視した｡
その他, ｢特定健診・特定保健指導｣ や

｢レセプトオンライン化｣ など, 活発な意見
交換がなされた｡
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と き 10月20日(土) 午後４時～５時30分 (予定)

ところ 京都府医師会館 会議室 (中京区壬生東高田町１－９ TEL 075－312－3671)

講 演 ｢研修医も身につけておくべき医療現場のリスク＆コンフリクトマネジメント｣
・

講 師 中村・平井・田邉法律事務所

医療法人今心会田辺皮膚科外科院長 田邉 昇先生

※学生, コメディカルの方の参加も歓迎します｡
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平成19年度京都府内における定期の高齢者インフルエンザ予防接種の実施期間および自己負

担金等について, 下記のとおりお知らせいたします｡

なお, その他の詳細については, 各市町村へお尋ねください｡

記

京都府内における平成19年度高齢者インフルエンザ予防接種実施状況

市町村名 実 施 期 間 自己負担金

京 都 市 11月１日～１月31日 1500円

向 日 市 11月１日～１月31日 1000円

長 岡 京 市 11月１日～１月31日 1000円

大 山 崎 町 11月１日～１月31日 1000円

宇 治 市 10月20日～12月31日 1000円

城 陽 市 10月20日～12月31日 1000円

久 御 山 町 10月20日～12月31日 1000円

八 幡 市 10月１日～12月15日 1000円

京 田 辺 市 10月１日～12月15日 1000円

井 手 町 10月１日～12月15日 1000円

宇 治 田 原 町 10月１日～12月15日 1000円

精 華 町 10月15日～12月21日 1000円

木 津 川 市 11月１日～12月26日 1000円

和 束 町 10月22日～12月26日 1000円

笠 置 町 11月１日～12月26日 自己負担なし

南 山 城 村 10月３日～12月26日 1000円

亀 岡 市 10月15日～１月31日 1000円

南 丹 市 10月15日～12月28日 1000円

京 丹 波 町 10月15日～12月28日 1000円

福 知 山 市 11月１日～１月31日 1000円

綾 部 市 10月15日～12月26日 1500円

舞 鶴 市 10月22日～12月29日 1000円

宮 津 市 10月20日～12月20日 1000円

与 謝 野 町 11月１日～12月21日 1000円

伊 根 町 10月22日～12月28日 2000円

京 丹 後 市 11月１日～12月28日 1000円
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京医選管発第11号

会 員 各 位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

京都府医師会選挙人名簿の縦覧について (公示)

府医選挙規定第15条に基づき, 下記のとおり平成19年10月１日現在における京都府医師会選

挙人名簿を縦覧に供しますので, ご閲覧願いたくご通知いたします｡

なお, 標記名簿について異議のある時は縦覧期間内にその旨を府医選管委員会へお申し出く

ださい｡

△

縦覧期間

平成19年11月１日(木)～７日(水) (ただし, 日・祝日・第１土曜日の休務日を除く)

△

縦覧場所

全選挙区は府医選管事務局 (縦覧時間は午前９時30分～午後５時｡ 土曜日は午前中)｡

各地区選挙区は下表のとおり｡

選挙区 縦 覧 場 所

北 北区紫竹北栗栖町８ メゾン上野302号室 北医師会事務所

上京東部 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

西 陣 上京区千本五辻下ル上善寺町99－３ 第五京土ビル３Ｆ 西陣医師会事務所

中京東部 中京区富小路二条下ル 京都教会内302 中京東部医師会事務所

中京西部 中京区壬生東高田町51 エムエイ御前ビル２Ｆ 中京西部医師会事務所

下京東部 下京区四条通東洞院東入立売西町66 京都証券ビル４Ｆ 四条高倉大川クリニック

下京西部 中京区壬生東高田町43－６ JUSTIN-ONMAE２Ｆ 下京西部医師会事務所

左 京 左京区松ヶ崎小竹薮町３－３ アピカルイン京都 左京医師会事務所

右 京 右京区梅津神田町57 右京医師会事務所

西 京 西京区上桂前川町116 インペリアル上桂202号室 西京医師会事務所

東 山 東山区鞘町正面下ル上堀詰町288 元貞教小学校内 東山医師会健康相談室

山 科 山科区音羽西林９ 山科医師会事務所

伏 見 伏見区深草大亀谷八島町13 伏見医師会事務所

乙 訓 長岡京市今里北ノ町39－４ 乙訓休日応急診療所内 乙訓医師会事務所

宇治久世 宇治市宇治下居13－２ 宇治市保健消防センター３Ｆ 宇治久世医師会事務所

綴 喜 京田辺市花住坂３丁目２－４ 沢井内科医院

相 楽 相楽郡精華町大字乾谷小字金堀３－２ ＪＡ京都やましろ山田荘２Ｆ 相楽医師会事務所

亀 岡 亀岡市内丸町１－18 亀岡会館内 亀岡市医師会事務所

船 井 南丹市園部町木崎町土手下５－６ サトウ眼科医院

綾 部 綾部市青野町東馬場下15－６ 綾部市保健福祉センター内 綾部医師会事務所

福 知 山 福知山市字岡ノ173 福知山医師会事務所

舞 鶴 舞鶴市字北吸1055－３ 舞鶴医師会事務所

与 謝 宮津市鶴賀2109 与謝医師会事務所

北 丹 京丹後市峰山町杉谷1087 柴田繁子方 北丹医師会事務所

京都大学 左京区聖護院川原町54 京都大学医学部附属病院 総務課秘書・広報掛

府立医大 上京区河原町広小路 府立医大内分泌・免疫内科医局
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これは, 京都府内の事業場で働くパートタイマー, アルバイト等を含めた全ての労働者に適

用される京都府最低賃金について, 京都地方最低賃金審議会の答申を経て, 最低賃金額を ｢１

時間686円｣ から ｢１時間700円｣ へ改正し, 平成19年10月25日から発効することとなったもの

です｡

最低賃金制度は, 労働者の労働条件の改善を図り, 労働者の生活の安定および事業の公正な

競争の確保に資するとともに, 地域経済の健全な発展に寄与するものです｡

つきましては, 会員医療機関各位におかれましてもよろしくご配慮の程お願い申し上げます｡

(連絡先)

京都労働局労働基準部賃金室

〒604－0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

TEL 075－241－3215 FAX 075－241－3222
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第56回近畿医師会連合学校医研究協議会総会

参 加 者 募 集

下記のプログラムのとおり標記総会が近畿医師会連合の主催で開催されます｡ 参加をご希望

される方は, ①氏名, ②地区名, ③医療機関所在地, ④電話番号, ⑤ＦＡＸ番号, ⑥昼食希望

の有無を記載のうえ, ハガキまたはＦＡＸ (地域医療課 075－315－5290) にて, 10月22日(月)

までにお申し込みください｡ なお, 参加費は無料です｡

記

目 的 近畿２府４県の学校医の地位向上を図り, 学校保健に関する学術研究を行い, もって

地域保健の推進に寄与する｡

主 催 近畿医師会連合 (担当 和歌山県医師会)

後 援 和歌山県教育委員会

日 時 平成19年11月18日(日) 10：30～15：10

会 場 ホテルグランヴィア和歌山 (ＪＲ和歌山駅前, 電話 073－425－3333)

※｢オーシャンアロー５号｣：京都発８：36, 和歌山着10：04 (直通)

内 容

①開会式 (10：30～10：45)

挨 拶 近畿医師会連合学校医研究協議会長・和歌山県医師会長 柏井 洋臣

来賓祝辞 日本医師会長, 和歌山県教育委員会教育長

②報告・表彰 (10：45～11：00)

(１) 物故会員の報告 (黙祷) (２) 会務報告 (３) 永年勤続学校医表彰

③研究発表 (11：05～12：30)

(１) ｢学校における運動器検診モデル事業－京都府－｣

京都府医師会 畑 雅之

(２) ｢高校学校医活動における 『性感染症』教育｣ 大阪府医師会 益田 元子

(３) ｢尼崎市における性教育の取り組み｣ 兵庫県医師会 末包 博昭

(４) ｢滋賀県の学校・地域保健連携推進事業｣ 滋賀県医師会 三輪 健一

(５) ｢奈良市における児童・生徒の 『心の健康』 に関する相談・検診事業について…第２報…｣

奈良県医師会 北村 栄一

(６) ｢地域医師会による学校における喫煙防止対策について

－学校医による喫煙防止出前授業を中心に－｣

和歌山県医師会 家永 信彦

④講演 (13：30～15：00)

『ひきこもり世代の心の病理』

和歌山大学保健管理センター長・教授 宮西 照夫

⑤閉会式 (15：00～15：10)
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いままで, 外科部長というひとつの科のトッ

プであった私が副院長の任を４月に命ぜられ

半年が経過しました｡ この半年というもの,

その仕事のほとんどが病院の方向性を左右す

る非常に重大な課題に対してのものでした｡

それはＤＰＣ(Diagnosis Procedure Combination)

対象病院となることです｡ 平成15年３月28日

の閣議決定にて, 診療報酬体系の見直しと,

それに引き続き急性期病床を現在の90万床か

ら40万床に減じることが計られました｡ 平成

20年の診療報酬改定で, ＤＰＣ以外の出来高

が大きく点数が下げられることが予測されて

おり, そのときＤＰＣを導入できない病院は,

点数の動向に基づいて, 医療療養型にいくか,

新型老健に切り替えるか, その判断をせまら

れることになるといわれております｡ すなわ

ち, 急性期病院であるためにはＤＰＣ導入が

必須条件になるということです｡ 逆にいえば

今回ＤＰＣ対象病院となれなければ, 将来急

性期病院としてやっていけなくなる可能性が

大いに出てくるわけです｡ 私たちの病院は前

院長のご尽力により, 手術場がりっぱになり,

ＩＣＵやＨＣＵも造設され急性期病院として

やっていくという意思表示はできました｡ そ

の意思を絶やすことのないようにしていくこ

と, それが新しく任ぜられた院長および私に

課された使命ではないかと思っております｡

現在, 厚生労働省に対しＤＰＣ対象病院であ

るための必要なデータの提出を行っている最

中です｡ と同時に条件のひとつである病院総

合情報システム (オーダリングシステム) の

導入に向け病院全体で取り組んでおります｡

愛生会山科病院は昨年50周年, 半世紀の歴

史を刻みました｡ そして次の半世紀へのスター

トが始まっております｡ いま考えますと, 私

たちの病院は, 先に書きましたように昨年病

棟の増改築を行いました｡ そして今年医師の

顔ぶれがほぼ半数かわりました｡ すなわちハー

ドがかわり, 続いてソフトもかわりました｡

そしてこれからは病院の体制に変化が起ころ

うとしております｡ 大きな３つの変化の波が

おしよせ, この２年くらいは大きな転換の時

期といえるでしょう｡ その波にのまれること

なく, うまくサーフィンをして高い目標に向

かって流れていかねばなりません｡ そのボー

ドに乗って舵取りをしていく重要な役目の一

員であると痛感している次第です｡ これから

が病院の正念場と感じております｡

それにつきましても, こうしたことを推し

進めるにあたりふと感じますのは, 多少話は

飛躍しますが, 政府の医療費削減政策をはじ

めとする医療行政に対するしめつけの厳しさ

です｡ 昨年の診療報酬の引き下げやＤＰＣ制

度もそこに端を発することだと思います｡ 病

院自体, そしてそこに働くわれわれ勤務医の

苦難の時代がしばらく続くでしょう｡ さらに

大きな観点にたつと, わが国の医療は一体ど

うなっていくのだろうと考えさせられる日々

が多くなりました｡

いま, 思うこと
愛生会山科病院外科 閑 啓太郎
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デイサービス等におけるサービス利用前の健康診断書の費用負担等について, 最近利用者と

のトラブルが散見するとのことで, 京都市から本件に関する国の見解 (事務連絡) と適切な運

用について周知依頼がありましたのでお知らせします｡ 会員医療機関におかれましても, 下記

事務連絡を認識いただいた上で健康診断書等の発行をお願いします｡

◆運営基準等に係るＱ＆Ａ (平成13年３月28日 厚生労働省老健局振興課事務連絡)

Ⅱ サービス利用前の健康診断の扱い

１【サービス利用前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について】

サービスを提供する前に利用者に健康診断を受けるように求めることはできるか｡

また, 健康診断書作成に係る費用の負担はどのように取り扱うべきか｡

(答)

１ 施設系サービス並びに認知症対応型共同生活介護および特定施設入所者生活介護の場

合の取り扱いについて

介護老人福祉施設, 介護老人保健施設, 認知症対応型共同生活介護, 特定入所者生活

介護については, 利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから,

健康診断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは必要

と考えられ, 主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合

には, 別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり, その費用については

原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる｡ また, こうした求めに利用申込

者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものと考えられる｡

２ １以外のサービスの場合の取り扱いについて

その他の居宅サービス (訪問介護, 訪問入浴介護, 通所介護, 短期入所生活介護およ

び介護老人保健施設における短期入所療養介護) については, 通常相当期間以上にわたっ

て集団的な生活を送るサービスではないことから, 必ずしも健康診断書の提出等による

事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが, サービス担当者会議における情

報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握

ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であ

り, その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと

デイサービス等におけるサービス利用前の
健康診断書の取り扱いについて
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考える｡ しかし, そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても, 一般的にはサー

ビス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられる｡

なお, 短期入所生活介護, 介護老人保健施設における短期入所療養介護については,

集団的なサービス提供が相当期間以上にわたる場合も考えられるが, 居宅サービスとし

て位置づけられ, 利用者からの緊急な申込みにも対応するという役割を担うべきことか

ら, 利用申込者からの健康診断書の提出がない場合にもサービス提供を拒否することは

適切ではない｡

３ 現行制度の活用について

事業者が利用申込者に関する健康状態を把握する場合には, 利用申込者の負担軽減の

観点からも, 第一にサービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による

主治医からの情報提供といった現行制度の活用に務めることが望ましい｡

なお, 事業者が安易に健康診断書の提出を求めるといった取り扱いは適切でない｡

また, 以上のことは市町村等において健康診断および健康診断書作成に係る費用の肩

代わりや補助を妨げるものではない｡

なお, この健康診断書が, 事業所・施設によって記載項目が異なる, 事業所等ごとに提出を

求められ, 健康診断書が複数枚必要で利用者の経済的負担が大きいといった問題が多々あるこ

とから, 京都府医師会では ｢共通健康診断書｣ の様式を作成, 一定の条件のもとコピー可とす

ることとして, これをケアマネジャーをはじめデイサービス, 特養, 老健といった事業所・施

設団体がそれぞれの会員に周知し, 運営について協力を求め, 使用されています｡ 具体的な運

用方法と費用については下記のとおりです｡

【運用方法】
①診断書は, 原則記載日から１年間有効とし, 記載の時点で複写することの同意を得た上に,

さらに複写する際に, 再度記載医師に複写することの同意を得る｡

②複写する際には必ず原本から複写する (複写の複写は不可)｡ 複写したものに複写を実施

した者の氏名, 複写実施日, 記載医師の同意確認日を記載し, 捺印する｡

③利用者本人か本人から委任を受けた介護支援専門員が, 共通健康診断書の記載を依頼し,

原本を保管し, コピーの承諾を行う｡ 介護支援専門員は委任を受ける際に同意書を利用者

からもらい, 記載の依頼等をする際に主治医に提示する｡

④本診断書は, 事業所・施設の利用申込み時のみに使用するものとする｡ また, 取り扱いに

あたって個人情報保護に十分注意する｡

【費用について】
共通健康診断書もいわゆる一般の健康診断書と同じ扱いなので, 文書料並びに検査にかか

る費用は自由診療であり, 金額の統一も独占禁止法に抵触するので, 各医療機関で患者の負

担にならない程度で設定いただきたい｡
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今回は地区医師会ぐるみで日レセの採用に踏み切られた下京東部医師会の大川正直医師会長

に寄稿いただいた｡ 大川会長は現状の地区医師会の会員年齢層, 今後の医療動向等を鑑み, 地

域医療継続のため地区医師会員から一人の脱落者も出さないという決意のもとに安価にレセコ

ンを導入できるオルカ・レンタルシステムを草案され, これを実行された｡ 以下に寄稿文を掲

載する｡
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下京東部医師会は2011年から義務化されるレセプトオンライン請求には反対です｡ 小泉医療

制度改革が仕上がっていく過程で, 社会的弱者は置きざりにされ, 様々な方面で綻びが生じて

います｡ 医療においても地域間格差は日々, 顕著になってきました｡ 地域によって医師不足は

深刻で, まともな医療が期待できないところも現れています｡ もし, このまま, レセプトオン

ライン請求義務化が強行されるのであれば, 医療現場の混乱と, 従来, 地域住民が享受できて

いた医療サービスの低下に一層, 拍車がかけられます｡ 下京東部医師会では, 去年, レセプト

をどのように作成しているかの調査を全会員に行い, コンピュータ, ＯＳ, 医療事務ソフト名,

レセプト専用機, 手書きの項目別に把握して, いわゆるレセプト戸籍なるものを作り上げ, 一

人の会員もレセプトオンライン請求化で医療を辞めることのないように会員動向を注視してい

ます｡ 会員の動向の注視だけでは対策は十分でないと考えて, 今年度, ４月の定時総会で下京

東部医師会オルカレンタルシステム構想を立ち上げて, ９月より実働させています｡ このオル

カレンタルシステムの説明に入る前に, 簡単にレセプトオンラインの概要について触れておき

ます｡

レセプトオンライン化とは今まで紙レセプトを基金や国保に運んでいたのを廃止して, 電話

回線やインターネット網を介してレセプトデータを電気信号を用いて基金や国保に送り届ける

ことであることは, すでに諸先生方のご周知のとおりであります｡ レセプトオンラインという

言葉を分解して,“【レセプト】＋【オンライン】”とすると内容は少し, ハッキリしてきま

す｡ この場合の【レセプト】とはレセプトコンピュータ (以下 レセコン) で作られたレセプ

トデータをさしているとします｡【オンライン】は述べたようなデータ電信網を意味していま

す｡ このレセプトオンライン化を乗り切るためには, まずレセコンを購入することからはじま

ります｡ 新規に導入となれば, 大手メーカーでは値段はおよそ150～250万円位の設備投資が必
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要になります｡ 日本医師会の日医標準レセプトコンピュータ (以下オルカ) で揃えようとする

と, 業者価格で約120万円前後が必要になります｡ 購入費以外に大手にせよ, 日医にせよ, 月々

１万円前後～３万円前後の保守料が必要になります｡ もちろん, レセプトデータを作成しよう

とすればご自分なりスタッフなりのカルテからの入力作業が必要になってきます｡ 現在のとこ

ろ, 2011年までに少し余裕があるので, レセコンで実際にレセプトデータを作ってみて, 紙に

打ち出して確認しながら, 操作作業に慣れていくことが肝要です｡ これが十分に出来てくれば,

この紙レセプトを基金や国保に持参してください｡ 次にフロッピーなどの電子磁気媒体にレセ

プトデータを打ち出して, 基金や国保に持って行ってパスできれば, 【オンライン】への準備

が完了したことになります｡ ここから【オンライン】請求は, 直ぐ間近になります｡ フロッピー

など電子磁気媒体にレセプトデータを打ち出す代わりに端末機器にレセプトデータを打ち出せ

ば, データ電信網を通じて, 診療報酬請求が基金や国保に届く仕組みです｡ 大手メーカーでは

オンライン化の際に別途, 費用が必要になる場合もあるので注意が必要です｡ オルカの場合は

標準装備となっています (ただし, オルカでオンライン請求できるのは今年の９月からという

ことです)｡

さて, 下京東部医師会に話を戻しますと, 当医師会は高齢医師の比率は高いのですが, 大多

数の先生方は, 日常診療を生き甲斐とされて, 地域住民の皆様方の健康保持, 健康増進に日夜,

励んでおられます｡ もうすでにレセプトオンライン化への対策が十分にできた医療機関は対象

となりませんが, 手書きでされていたり, あるいは現在, 稼働していても, 業者によってはオ

ンライン化には対応できないレセコンを使用している医療機関などが, オルカレンタルシステ

ムのサービス対象と考えています｡ レセコンの新規導入, あるいはオンライン非対応レセコン

の医療機関対象にオルカを廉価でレンタルにして医療機関の経費節減とレセプトオンライン克

服の一助になろうとするものです｡ 別掲の図を見ながら, 説明しますと, レセコン入力に関し

オルカレンタル
月 1.5万円

オルカレンタル
月 1.5万円

他力入力
(スタッフ派遣)
カルテ１件500円

他力入力
(スタッフ派遣)
カルテ１件500円

手書きグループ オンライン非対応レセコン

自力入力

自力オンライン出力

他力オンライン出力

オンライン診療請求終了
社保・国保より診療報酬
各医療機関に支払い

費用概算 100件ならば１ヶ月
レンタル料 15000 円

全委託の場合 カルテ入力料 500×100 50000 円
オンライン請求作業 10000 円

計 75000 円

下京東部医師会オルカレンタルシステム
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て, 自力で入力する場合, 医療事務派遣で入力を依頼する場合, オンライン (まだ, 少し先の

ことですが) に関して自力で請求する場合, 依頼する場合を考慮して, どんな場合にでも対処

することにしました｡ 全部やってほしいということであればレセプト100枚あたりオンライン

請求も含めて月々に７万５千円程度で完了します｡ 全部, 自分でしますとなれば, 月々に１万

５千円で済ませます｡ 最初は, 全部, 頼んでも段々, 覚えられ習熟されて最終的に全部, ご自

分でされるという道もあります｡ ただ, データ電信網の費用は各自持ちです (工事費は１万円

前後, ＮＴＴ西日本)｡ また, オルカを借りる, 初期費用として30万円が必要です｡ 月々１万

５千円のレンタルシステムですが, 保守料なども含まれますので手頃な値段と考えています｡

初期費用が１回必要ですが, そののちは永続的にレンタルできます｡ 長期に借りる場合なら,

均してみると, レンタル料が初めの５年間が２万円, ５年以降は１万５千円で, それ以外に費

用は発生しないと解釈すれば, 決して高いレンタルではないと思います｡

サポートですが, 月曜日から金曜日は, ８：30～20：00, 土曜日は, ８：30～15：00 に電話

対応いたします｡ また, ＦＡＸ, メールでもサポートも可能です｡ 前もって, 予約があれば時

間外の直接の対応もいたします｡ 無床診療所がサポートの対象ですが, 全診療科目でのカスタ

マイズが可能です｡ 導入時の日レセの操作説明は原則, ３時間ですが, ご希望の医療機関には

１日位はつきっきりで, 外来の医療事務操作も手伝う場合もあるとしています｡ データの移行

に関しては, 各社のレセコンデータを日レセに変換するとしています｡ 災害や過失によってコ

ンピューターが故障した場合以外は, 無料で対処するとしています｡

４月の段階でおおかたの準備がすんでいましたが, 京都府医師会 森 洋一会長のお力添え

をいただき, ７月17日の山鉾巡行の日から４日間, 日医総研に技師とともに技術研修に出かけ

て最終的な技術習得と技術の摺り合わせの作業を果たしてきました｡ その後も業者と改良を重

ね, 電源ボタンを押すだけで, 医療事務画面が立ち上がり, ワンクリックでレセプトデータを

ＵＳＢメモリーに保存するなどの独自の工夫を凝らしています｡ 細心の技術で各医療機関の要

望に十分, 応えられる水準にあると自負しております｡ 本年10月中旬頃にはオルカコンピュー

ターを素早く, マスターして貰えるよう ｢オルカコンビュータ Ver 3.4.0 Sarge 版－即修図解

チャート (下京東部医師会監修)｣ をレンタルシステム利用者向けに発刊いたします｡ ｢ＯＲＣＡ

プロジェクト－パソコンレンタルシステム｣ のパンフレットも京都府医師会の方に準備してお

ります｡ また, 近々, 下京東部医師会がベンダー資格も取得する予定です｡ しかしながら, 悩

みも抱えています, 下京東部医師会会員だけでは採算が合わないとも考えられ近隣の地区医師

会の先生方にもご参加, ご利用をお声がけしているところです｡ お問い合わせは, 下京東部医

師会 大川 TEL 075－257－1112 か Ｐトーン TEL 075－213－6265 でお受けしております｡
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全情報について, 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医薬品・医療機器等安全性情報第240号の速報について (日医常任理事)

｢１. 平成18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｣ では, ｢テリスロマイシン他(７件)｣ ｢内部流液管接続型ニードル

レス機器他(１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19年11月号に掲載される予定です｡

②｢使用上の注意｣ の改訂等について (日医常任理事)

プラリドキシムヨウ化メチル存在下で血糖測定機器を使用した場合, 実際血糖値より高い

値を示す場合があることが判明したことから, 今般, 厚労省より血糖測定機器に係る ｢使用

上の注意｣ の改訂指示等について通知され, またそれに伴い, プラリドキシムヨウ化メチル

等の ｢使用上の注意｣ の改訂について, 通知が出されました｡

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

上の注意の改訂指示｣ (ＵＲＬ http://www.info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html) として掲載

されております｡

③｢使用上の注意｣ の改訂について (日医常任理事)

｢塩酸アミオダロン (経口剤) (注射剤)｣ ｢塩酸メチルフェニデート｣ ｢塩酸チアプリド｣

｢ベルテポルフィン｣ ｢リオチロニンナトリウム｣ ｢フィナステリド｣ ｢リン酸ピリドキサール,

リン酸ピリドキサールカルシウム, 塩酸ピリドキシン｣ ｢ミグリトール｣ ｢エチドロン酸ニナ

トリウム｣ ｢アナストロゾール｣ ｢セフトリアキソンナトリウム｣

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

上の注意の改訂指示｣ (ＵＲＬ http://www.info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html) として掲載

されております｡
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2007年４月28日から５月２日まで第９回欧

州内分泌学会が Hungary の Budapest で開催

された｡ 診療の都合もあって, ４月28日に関

西国際空港を発ったが, 現地には同じ４月28

日に到着した｡ 空港では学会のスタッフに迎

えられ, タクシーが手配された｡ なんでも個

人でタクシーに乗ると高額料金を要求される

ことがあるとのことであった｡ 会場に着き早

速, 受付をお願いしたところ, 日本で登録し

たはずの手続きがなされていなかった｡ 私の

カードが受けつけなかったとのことであった｡

その場での受付番号は1820番であり, それだ

けの人数が私の前に登録していたのである｡

出席者の名前と国籍が会場の入り口に張り出

されていた｡ 私が受付をした段階では日本人

は私１人であった｡ プログラムは Prize レク

チャー, Biographical note 各２題, Plenary レ

クチャー７題, シンポジウム25題 (各演者４

名), Meet the Expert 12題, 口演84題, ポス

ターが662題であった｡ 会場となった国際会

議場は町外れではあるが地下鉄に便利なとこ

ろに位置していた｡ 館内は広く迷路のように

複雑で離れたところにあるエレベーターか階

段を利用して部屋を移動しなければならず,

目的の部屋にたどり着くのが大変であった｡

地下鉄は便利ではあるが切符を購入するのが

煩わしく, 日本と同じ感覚で駅にて切符を購

入しようとしたが, 自動販売機は壊れており,

駅員は不在であり, 改札口もなく, 時間がな

く, そのまま電車に乗って車掌から購入しよ

うとしたところ, やにわに, ２人の女性係員

に捕まり, 違法乗車であるから３日券を購入

するか, 罰金を払えとまくし立てられた｡ 事

情を説明するが理解してもらえず, 仮学会参

加証を提示したが認めようとしないので, 私

の方から出るところへ出て話をつけようと話

して駅舎へ促したところ, 今回限り許すと渋々

と片道切符を切ってくれた｡ 後で聞けばホテ

ルやタバコ屋で当日券や３日券が購入出来る

ということであった｡ もっとも, 後で参加証

を提示すれば学会の参加者はタクシーを除い

てバス, 地下鉄など乗車料金はすべて無料で

あるということが判った｡

欧州内分泌学会だけあって大きなテーマが

多く, 下垂体―副腎系, 甲状腺, 肥満, 多腺

性腫瘍, 糖尿病が主なものであった｡ その中

から, 日本と違いのある甲状腺, アクロメガ

リー, 糖尿病のシンポジウムを中心に会場を

まわった｡ 共通語は英語であるが, 時々演者

と質問者との意志の疎通が困難な場面があり,

欧州といっても国際会議であり, 私にとって

はそれがかえって解りやすい場面となった｡

甲状腺, アクロメガリーの夫々のシンポジウ

ムでは症例数の多さに驚かされるとともに,

患者さんの写真が次々と出され, 日本では個

人保護条例法の点から問題になるのでは思っ

たほどであった｡ 私にとっての今回の目玉は

昨年の欧州糖尿病学会で報告があった膵Ｂ

細胞を活性化させるとされている GLP- I

(Glucagon - like peptide1：インクレチン) あ

るいはその分解酵素阻害剤である DPP - 4 阻

害薬 (dipeptidyl peptidase - 4 inhibitor) の臨

床治験並びに, 動物あるいは人の膵細胞を使っ

た in vitro の実験 (Maedler K ら：J Clin.

Invest. 2002, 110 : 851 - 860) を終えた IL - I

リセプター抗体による糖尿病発症阻止あるい

は治療の臨床治験であった｡ 後者の発表者も

糖尿病の集約治療すなわち血糖値のみに捉わ

れずに血圧, 血中コレステロール, 体重,

などのコントロールの重要性をデーター

(Gaede P. ら：N. E. J. M. D 2003, 348 : 383 -

383.) を示して世界に呼びかけて注目された

同じデンマークのSteno病院からの報告であっ

た｡ これは慢性関節リュウマチの治療に用い

られている薬剤が, 糖尿病の血糖コントロー

��������	
���
���������������

宇治久世 土井 邦紘
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ルとインスリン分泌の改善に有用であること

を示唆した発表である｡ 方法は２型糖尿病70

名を対象に34名は100mg の anakinra (IL - 1

受容体抗体) を日に１回皮下注射する｡ 一方,

36名はプラセボーを投与して各13週間観察し

て血糖のコントロール (HbA1c), 膵内分泌

(C - peptide), インスリン感受性試験, BMI,

アデポカインなどの変化を観察したものであ

る｡ 当然, １型糖尿病に対してと思っていた

が２型糖尿病に対しても効果があるというこ

とである｡ もしこれが真実であれば２型糖尿

病者とくに初期患者に福音となるからである｡

帰国後に, これに関連した論文が掲載された

2007年４月号の N. E. J. M (Larsen C. M. ら)

が手元に届いた｡ 今後の追試の結果が待たれ

るとともに, この治療法が有効と実証された

場合には, 糖尿病治療薬の開発方法は従来と

は大きく異なり, 転換期を迎えることになる

ものと思われる｡

���������	

京都新聞朝刊で毎週, 日本のサル学 (霊

長類学) の歴史と成果を紹介する連載 ｢京

都発 サル学の60年｣ を執筆している｡ ８

月23日付では, チンパンジーの ｢薬｣ の話

を取り上げた｡

アフリカ・タンザニアの調査地で, ある

日, 野生のチンパンジーが日ごろは食べな

い苦い味の植物 ｢ベルノニア｣ を食べた｡

そのチンパンジーは満足に歩けないほど弱っ

ていたが, 翌日には回復する｡ その後の研

究でベルノニアには寄生虫を駆除する薬効

成分があることが分かった｡ また, チンパ

ンジーがこの植物を食べるとまもなく, 糞

に含まれる寄生虫の卵が激減することも明

らかになった｡

野生チンパンジーは確かに, 自分で 『薬』

を飲んで治療していることになる｡ 面白い

ことに, 現地の住民もベルノニアを虫下し

の民間薬として使っている｡

この取材の過程で, ｢薬や医療の起源は

いったいどこまでさかのぼれるか｣ という

謎が浮かんできた｡

西洋の近代医学がアラブ・イスラム医学

から強い影響を受けて発展したことはよく

知られている｡ その歴史をさかのぼれば,

ギリシャ・ローマ, さらにエジプト・メソ

ポタミアに行き着く｡ 古代文明が栄えた中

国やインドの医学も, 非常に長い歴史を持っ

ている｡

では, 文明が栄える以前は？ １万年以

上まえから日本列島で独自の文化を展開し

た縄文人｡ シベリア平原でマンモスを追っ

ていた旧石器時代人｡ アフリカで生まれた

初期の人類たち…｡ チンパンジーのような

類人猿でさえ ｢薬｣ を使うとしたら, 人類

も進化のごく初期から ｢薬｣ や ｢医療｣ の

知識を伝承していたのではないか｡

民族学や世界史などの研究成果から考え

ると, そういった薬の知識は, 歴史をさか

のぼるほど呪術や魔法と区別できない形だっ

たのではないだろうか｡ たとえば, ネアン

デルタール人に呪術医がいて, 病気の子ど

もにまじないをかけながら植物の根から作っ

た薬を飲ませたかもしれない｡ そういった

場面を想像するだけで楽しくなってくる｡

(情報企画委員会委員・京都新聞社 尾古 俊博)

� � � �
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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｡

室室室 だ図図図 書 よよよ り

整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

470 早期大腸癌の画像診断と治療
大阪医大第二内科教授

勝 健一氏
Ｈ９.１ ２

471 癌はどのようにしてできるのか？
順天堂大医学部内科教授

佐藤 信紘氏
Ｈ９.２ ２

472 骨髄移植の末梢血幹細胞移植
九州大医学部第一内科教授
(次期日本内科学会会頭)

仁保 喜之氏
Ｈ９.２ １

473 Ｃ型肝炎診断の最近の話題
東燃株式会社診断薬事業室

長谷川 明氏
Ｈ９.２ ２

474
Ｃ型肝炎ウイルスによる肝硬変・肝癌
の超音波診断～最新の研究も交え～

京大医学部消化器内科助教授
森安 史典氏

Ｈ９.２ ２

475 最前線のＣ型肝炎の治療
金沢大医学部第一内科教授

小林 健一氏
Ｈ９.２ ２

476
胆道疾患診療の進歩
～内視鏡治療と薬物療法～

京都第一赤十字病院消化器科部長
藤本荘太郎氏

Ｈ９.３ ２

477 成人喘息とステロイド吸入療法
昭和大医学部第一内科教授

足立 満氏
Ｈ９.３ ２

478 喘息治療のガイドライン
京大胸部疾患研究所教授

泉 孝英氏
Ｈ９.３ ２

479 胃粘膜防御機構をめぐるトピックス
獨協医大第二内科教授

寺野 彰氏
Ｈ９.４ ２

480 外来における内分泌疾患診療のコツ
浜松医大名誉教授

吉見 輝也氏
Ｈ９.４ ２

481
保険診療の心得
気管支喘息における抗炎症性薬と効果
的な治療

京都社保支払基金委員長
多田 寛氏

同愛記念病院アレルギー呼吸器科医長
佐野 靖之氏

Ｈ９.３ １

482
胆膵領域の超音波検査
～胆膵癌の早期発見をめざして～

日赤熊本健康管理センター健診部長
三原 修一氏

Ｈ９.５ ２

483 狭心症治療の現況と今後の展開
京大医療技術短大教授

藤田 正俊氏
Ｈ９.５ ２

484 不整脈診断へのアプローチ
弘前大医学部第二内科教授

奥村 謙氏
Ｈ９.５ ２

485 大腸ポリペクトミーはどこまで必要か
京都がん協会副所長

多田 正大氏
Ｈ９.６ ２

486
外来診療における漢方薬の使い方
～肝硬変の肝発癌予防を中心に～

大阪市立大医学部名誉教授
山本 祐夫氏

Ｈ９.６ ２

487
アルコール性肝障害の臨床
～その現状と問題点～

慶応義塾大内科教授
石井 裕正氏

Ｈ９.７ １
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488 治療を要する不整脈の判断と対策
東京医科歯科大循環器病学教授

平岡 昌和氏
Ｈ９.７ １

489
ヘリコバクター・ピロリ感染と胃粘膜
障害について

府医大第一内科助教授
吉川 敏一氏

Ｈ９.８ ２

490
パーキンソン病診療における最近の話
題

広島大第三内科教授
中村 重信氏

Ｈ９.８ ２

491 肝胆膵における最近の画像診断
京大医学部放射線科助手

伊藤 享氏
Ｈ９.９ ２

492
外来診療における消化器疾患治療の基
礎知識～ヘリコバクター・ピロリをめ
ぐる最近の話題

自治医大消化器内科教授
木村 健氏 Ｈ９.９ ２

493 日本の結核の現状と対策
結核予防会 結核研究所所長

森 亨氏
Ｈ９.９ ２

494 活性酸素とその周辺の話題
府医大附属病院院長

近藤 元治氏
Ｈ９.９ ２

495
シンポジウム
ターミナルケアとインフォームドコン
セント

総括者 京大医学部前教授
森 徹氏 Ｈ９.９ ２

496 夢分析の実際
国際日本文化研究センター所長

河合 隼雄氏
Ｈ９.10 ２

497 [予測医療] の時代に備えて
府医大公衆衛生学教室教授

酒井 敏行氏
Ｈ９.10 ２

498
これからの医療制度はどうなるか
～医療費問題を軸に～

慶應義塾大医療政策管理学教授
池上 直己氏

Ｈ９.10 ２

499 抗生物質による治療とMRSA
順天堂大医学部細菌学教授

平松 啓一氏
Ｈ９.10 ２

500
苦痛・事故・見落としのない大腸内視
鏡検査の方法 ～ライブと解説～

日本医師会学術企画委員
神保消化器内科医院院長

神保 勝一氏
Ｈ９.11 ２

501
狭心症の治療に関する最近の知見
～外来における狭心症治療の心得～

日本医大第一内科教授
岸田 浩氏

Ｈ９.11 ２

502 ストレス性健康障害の診断と治療
東邦大医学部心身医学教授

筒井 末春氏
Ｈ９.11 １

503 腎障害と高血圧
埼玉医大腎臓内科学教授

鈴木 洋通氏
Ｈ９.11 １

504
大腸癌の発生・進展には主に２つの経
路がある

新潟大医学部第一病理学教室教授
渡辺 英伸氏

Ｈ９.12 ２

505 外来における腎疾患鑑別の基礎知識
京大医学部附属病院人工腎臓部
副部長兼老年科講師

土井 俊夫氏
Ｈ９.12 ２

506 開業医に必要な脂質代謝の知識
帝京大医学部第一内科教授

寺本 民生氏
Ｈ９.12 ２
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優勝は団体が左京チーム,
個人は勝馬芳徳氏(右京) に栄冠

９月23日(日), 亀岡カントリークラブにおいて第63回府医懇親ゴルフ大会が開催された｡ 当

日は大会会長の森府医会長他２名の役員も参加し, 17地区70名の参加の下, 天候にも恵まれた

中熱戦が繰り広げられた｡

競技の結果は, 個人戦優勝は勝馬芳徳氏

(右京), 準優勝が佐野 求氏 (船井), 第３位

に梅原 誠氏 (北) が各々栄冠に輝いた｡ ま

た, 団体戦では僅差にて左京チーム (スコア

299) が優勝の栄誉を手にしたが, 準優勝の

山科チーム (スコア301) も大いに健闘した｡

そして今少し及ばず右京チームが第３位とな

り, 次回の活躍が期待されるところである｡

競技終了後には森 靖夫大会運営委員の司

会で恒例の表彰式と懇親会が開かれた｡ 主催

者を代表して森府医会長より挨拶があり多く

の参加に対する御礼が述べられた｡ そして引

き続き, 河端博也運営委員長よりの挨拶の後,

優勝チーム以下各賞の贈呈が行われ, 会場か

らば盛大な拍手が贈られた｡

主な成績は下記のとおり｡

◆◆ 団団体体戦戦

� � �����

��� 	
���

�� �����

◆◆ 個個人人戦戦

� � ���������

��� �� ������

�� �� �����

�� !"��#$�%&'(����

)* +�	
�

,-'.����

�� !"��/$�0%12�34�

個人優勝の勝馬芳徳氏 (右京) 団体戦優勝の左京チーム
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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

���������������� 参加者募集

と き 12月２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(水) 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生涯研修課(� 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
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佐々木武史氏／府医大・衛生学・８月23日ご逝去・83歳
青木 賢吾氏／下西・第５・８月29日ご逝去・97歳
角水 圭一氏／乙訓・第２・９月３日ご逝去・72歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区

村瀬 正樹 Ｂ 伏見 刈米 重夫 Ｂ 宇治

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

渡辺 喜信 Ｂ→Ｂ
与謝→
中西

中京区岩上通蛸薬師下る宮本町795
山元病院

801－3281 産婦

大塚みき子 Ｂ→Ｂ
下西→
下西

南区吉祥院八反田町32
十条リハビリテーション病院

671－2351 麻

山口 恭平 Ｂ→Ｂ
下西→
右京

右京区西院月双町36
京都府社会保険診療報酬支払基金

312－2400

高橋 健司 Ｂ→Ｂ
中西→
山科

山科区竹鼻四丁野町19－４
愛生会山科病院

594－2323 産婦

宮本 学 Ａ→Ｄ
下西→
下西

－ － －

※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. 平成19年９月１日現在の会員数

８月１日現在 4,240名

９月１日現在 4,241名 (＋１名)

２. 会員の逝去

３. 医療法人制度改正説明会の状況

４. 第10回府医選挙管理委員会の状況

５. 平成19年度新入会員と府医執行部との

懇談会の状況

６. 理事者勉強会の状況

７. 平成19年度第１回病院長会議の状況

８. 総務担当部会の状況

９. 京都府医療審議会の状況

10. 第７回会館建設・会費検討特別委員会

の状況

11. ８月度基金幹事会の状況

12. ８月度労災審査協議会の状況

13. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

14. 平成19年度集団的個別指導 (北部を除

く) の状況

15. 第４回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

16. ９月度保険医療担当部会の状況

17. 京都府老人クラブ連合会 ｢健康をすす

める運動｣ 委員会の状況

19. 第16回市民すこやかフェア2007の状況

20. ｢防災フェア2007 in きょうと｣ の状況

21. 第７回十四大都市医師会における災害

第20回定例理事会 (９.６)
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時相互支援対策協議会の状況

22. 産業医研修会の状況

23. 平成19年度学校医部会耳鼻咽喉科研修

会の状況

24. 平成19年度京都府・京都市総合防災訓

練の状況

25. 第８回環境保全対策特別委員会の状況

26. 京都府介護保険審査会の状況

27. 第14回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

28. 第７回感染症対策委員会の状況

29. 第７回臨床研修制度検討委員会の状況

30. 府医学術講演会の状況

31. 第12回学術・生涯教育委員会の状況

32. 第10回図書室検討小委員会の状況

33. ８月度協会医賠処理室会提出件数

34. 日医健康スポーツ医学委員会の状況

35. 第51回日医社会保険指導者講習会の

状況

36. 日医地域医療対策委員会の状況

37. 第７回日医定款諸規定検討委員会の

状況

【議 事】

38. 会員の入会・異動・退会23件を可決

39. 常任委員会の開催を可決

40. 第８回会館建設・会費検討特別委員会

の開催を可決

41. 京都市との懇談会の開催を可決

42. 第６回地区庶務担当理事連絡協議会の

開催を可決

43. 京都市への予算要望を可決

44. 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

45. 創立60周年における10年年表の作成を

可決

46. 広報誌 ｢みんなの健康 KYOTO｣ VOL.

６の作成を可決

47. 指定更新時講習会の開催を可決

48. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

49. 母体保護法指定基準に基づく設備指定

を可決

50. 脳卒中登録事業委員会開催日程の変更

を可決

51. 第９回環境保全対策特別委員会の開催

を可決

52. 第15回京都シティハーフマラソンへの

協力名義使用許可を可決

53. がん実態調査報告書 (2004年) の作成

を可決

54. 救急医療功労者知事表彰・推薦の変更

を可決

55. 産業医研修会の共催を可決

56. 第17回日本乳癌検診学会への参加を

可決

57. 第６回運動器学校検診モデル事業小委

員会の日程変更を可決

58. 平成19年度ブロック別市町村老連健康

づくりリーダー研修会への講師の推薦を

可決

59. 第２回全国メディカルコントロール協

議会連絡会への出席を可決

60. 医療安全対策委員会委員の交替を可決

61. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

62. 第３回臨床検査精度管理特別委員会の

開催を可決

63. 第４回府医生涯教育セミナーの開催を

可決

64. 研修医のための研修会の開催を可決

65. 臨床研修指定病院協議会ならびに第８

回臨床研修制度検討委員会の開催を可決

66. 研修医のための研修と交流の開催を

可決

67. 地区対抗囲碁大会の開催を可決

68. ｢顔見世｣ チケット斡旋販売を可決

69. 平成19年度日本医師会医療事故防止研

修会への出席を可決
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【報 告】

１. 平成18年度外部監査報告

２. 平成18年度一般会計並びに５特別会計

の決算報告

３. 平成18年度内部監査報告

４. 地区医師会との懇談会の状況

５. 京都府後期高齢者医療協議会の状況

６. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

７. 介護支援専門員受講試験対策講座の

状況

８. きょうと健康長寿日本一プラン政策検

討会 (医療審議会ＷＧ) の状況

９. ９月度地域医療担当部会の状況

10. 京都市子ども保健医療相談・事故防止

センター ｢京 (みやこ) あんしんこども

館｣ ３周年記念フェスティバルの状況

11. 地域がん登録全国協議会第16回総会研

究会の状況

12. 京都府リハビリテーション協議会・リ

ハビリテーション懇談会の状況

13. きょうと食育ネットワーク幹事会の

状況

14. 健康日本21対策委員会の状況

15. 京都市急病診療所第183回運営委員会

の状況

16. 京都府・京都市新型インフルエンザ対

策専門家会議の状況

17. 第９回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの状況

18. 第９回学校保健委員会の状況

19. 府医学術講演会の状況

20. 第７回医療安全対策委員会の状況

21. 看護専門学校臨地実習指導者研修会の

状況

22. 平成19年度第１回日医在宅医研修会の

状況

23. 第８回日医介護保険委員会の状況

24. 京都府医療推進協議会第10回代表者会

の状況

【議 事】

25. 会員の入会・異動６件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

27. 平成19年度各会計予算科目の組み替え

を可決

28. 第11回府医選挙管理委員会の開催を

可決

29. 第10回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

30. 地区社会保険担当理事連絡協議会の開

催を可決

31. 第１回近医連保険・介護保険担当理事

合同連絡協議会の出席を可決

32. ｢こころの健康づくり大会・京都2007｣

の後援を可決

33. 平成19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

34. 臓器移植普及月間公開シンポジウムお

よび全国街頭キャンペーンの後援を可決

35. 京都府剣道連盟主催各種大会への医師

の派遣を可決

36. 京都府リハビリテーション協議会・リ

ハビリテーション懇談会 (地域連携パス

運営会議) の開催を可決

37. 在宅医療のための生涯教育シリーズ第

２回の開催を可決

38. 第10回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの開催を可決

39. 京都府国民健康保険組合協議会設立50

周年記念事業 ｢特定健診・特定保健指導

に関する講演会｣ 等への講師派遣を可決

40. 京都府医師会 市民公開講座の開催を

第21回定例理事会 (９.13)
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可決

41. 第29回日本臨床栄養学会・第28回日本

臨床栄養協会総会第Ⅴ回大連合大会 ｢市

民公開講座｣ への後援を可決

42. 府医学術講演会の開催を可決

43. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

44. (独)国立病院機構南京都病院結核研修

会の後援を可決

45. 第４回指導医のための教育ワークショッ

プの開催を可決

46. 平成19年度学校関係者研修・懇親会の

開催を可決

47. 第46回十四大都市医師会連絡協議会へ

の出席を可決

～ 11月度請求書 (10月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (土) 午後５時まで

△

国保 10日 (土) 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 (月) 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｡

支払基金への特定健康診査・特定保健指導の登録について

先日, 支払基金から特定健診・特定保健指導の届出に関する案内文書とパンフレット

が送付されました｡ 案内文書にもありますように, 医療機関が来年度からの特定健診・

特定保健指導を保険者から受託する場合は支払基金 (都道府県支部) への登録が必要と

なります｡

しかしながら, 京都府においては京都府医師会が保険者からの委託を受ける方向で検

討しており, その場合は府医が一括して届け出る (個々の実施機関の記入は必要) こと

になります｡

したがって, 特定健診・特定保健指導実施機関として府医に登録する意向のある医療

機関各位は, 府医が実施医療機関を募集するまでお待ちいただいても差し支えありませ

ん｡

なお, 届出は随時受け付けられます｡ また, 国保連合会等他の代行機関への費用請求

の届出については, 別途お知らせいたします｡




