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京都陸軍病院
明治38年第16師団が京都府で編成され, 平時の駐屯地

とし明治40年４月紀伊郡深草村 (京都伏見区深草) に確
定, その一環として同年６月陸軍衛戍病院が創設された｡
衛戍
えいじゅ

とは軍隊が常時駐屯して警備・防衛の任に当たるこ
と｡ 昭和13年京都陸軍病院と改称｡ 戦時には傷病兵の収
容治療, 衛生兵の教育, 平時には第16師団管下の兵士の
診療に従事, 総合科を順次設置する｡ 昭和20年12月国立
京都病院と改組・改称, 災害時には救護班派遣もした｡
昭和59年京都陸軍病院に関与した者で組織された ｢京病
会｣ により病院敷地内に記念碑が建立された｡ 平成16年
独立行政法人化にともない国立病院機構京都医療センター
病院に改称, 今も活発な医療活動を行っている｡
参考文献：寺畑喜朔編 ｢絵葉書で辿る日本近代医学史｣
写真：京都陸軍病院正門と物療室

奥沢 康正 (西京)
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京都府医師会では, 10月27日(土), 第175回定時代議員会を開催, 90名の代議員の出席のも

と, 各種重要議案が上程され賛成多数で可決承認された｡ また, 社保対策では, 医療制度改革

で強行される療養病床の削減や平均在院日数の短縮, 後期高齢者医療制度の創設, 総合医制度

の導入などについて, ｢医療費の削減を目論むもので, 患者不在・医療不在の施策｣ と断じ,

これ以上の医療崩壊を食い止め, 安全で良質な医療を提供するために社会保障費削減方針は可

及的速やかに見直すべきとして, ６項目の決議を採択した (決議文は別掲参照)｡

代議員会では森府医会長の挨拶 (別掲) に続き, 平成19年度会務・会計中間報告, 平成18年

度会務報告が行われ, 議事では平成18年度一般会計決算など計７議案が一括上程されるととも

に, 早川府医監事より監査報告が行われ, 賛成多数で可決承認された｡ また, 単独上程議案と

して, 第８号議案では ｢平成19年度各会計予算科目の組み替えに関する件｣, 第９号議案では

京都府医師会医師バンクの実施にかかる ｢京都府医師会定款の一部改正に関する件｣ が上程さ

れ, いずれも賛成多数で可決承認された｡

19年度各会計予算科目の組み替え,
府医医師バンク事業の実施にかかる定款の一部改正を可決

議事では, 第８号議案 ｢平成19年度各会計

予算科目の組み替えに関する件｣ および第９

号議案 ｢京都府医師会定款の一部改正に関す

る件｣ が単独上程され, 賛成多数 (第９号議

案については, 採決時出席代議員85名中81名

の賛成) で可決された｡

第８号議案について橋本府医理事は, 19年

度当初予算は新公益法人会計基準 (以下 ｢新

基準｣) に基づいて予算編成を行ったが, 独

立監査人である公認会計士より更に公益性を

高めるために組み替えの必要があるとの指導・

助言を受けたと説明, ｢府医は公益性の高い

団体であり, 監督官庁への予算および決算は

可能な限り新基準に則した対応が必要である｣

として理解を求めた｡ 今回の組み替えでは,

予算総額 (収入および支出総額) についての

変更はなく, 予算執行の権限と責任の更なる

明確化が図られることとなった｡

また, 第９号議案では府医における医師バ

ンク事業の実施にあたり, 定款第５条 (事業)

に ｢無料職業紹介所に関する事項｣ を追加し,

労働局から認可を得ることになる｡

第175回定時代議員会
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京都府医師会定款 新旧条文 (抜粋)

(事 業)

第５条 本会は､ 前条の目的を達成するため､ 次の

各号に掲げる事業を行う｡

� 医道の高揚に関する事項

� 医学教育の向上に関する事項

� 医学と関連科学との相互発展に関する事項

� 医師の生涯研修に関する事項

� 医学､ 医療の国際交流に関する事項

� 公衆衛生の指導啓発に関する事項

� 地域医療の推進発展に関する事項

� 地域保健の向上に関する事項

	 保険医療の充実に関する事項


 医事法規の整備・研究に関する事項

� 医療施設の整備に関する事項

� 医業経営の改善に関する事項

 会員の福祉・親睦に関する事項

� 医師会相互の連絡調整に関する事項

� 看護婦・准看護婦等の養成に関する事項

� 労働保険事務組合に関する事項

� その他本会の目的を達成するため必要な事項

(事 業)

第５条 本会は､ 前条の目的を達成するため､ 次の

各号に掲げる事業を行う｡

� 医道の高揚に関する事項

� 医学教育の向上に関する事項

� 医学と関連科学との相互発展に関する事項

� 医師の生涯研修に関する事項

� 医学､ 医療の国際交流に関する事項

� 公衆衛生の指導啓発に関する事項

� 地域医療の推進発展に関する事項

� 地域保健の向上に関する事項

	 保険医療の充実に関する事項


 医事法規の整備・研究に関する事項

� 医療施設の整備に関する事項

� 医業経営の改善に関する事項

 会員の福祉・親睦に関する事項

� 医師会相互の連絡調整に関する事項

� 看護師・准看護師等の養成に関する事項

� 労働保険事務組合に関する事項

� 無料職業紹介所に関する事項

� その他本会の目的を達成するため必要な事項

改 正 案 現 行

引き続いての代表質問では, 船井, 左京, 宇治久世の各医師会から３名の代議員が質問に立

ち, 直面する課題について質疑が行われた｡ 質問内容および執行部答弁は以下のとおり｡

代 表 質 問

○佐野 求代議員 (船井)

裁判員制度について

●久山 元副会長

2009年５月までに始まる裁判員制度は, 会

員にとって大変な負担になるが, 現状では選

任初期の段階から辞退することは困難と考え

ている｡ ｢多忙である｣ ｢金銭的な負担｣ を理

由で辞退ということは,

エゴとして受け取られる

可能性もあるため, 日医

としても動きにくいとい

うのが現状｡ しかし, 法

務省が10月24日発表した

裁判員制度に関する政令

案によると, ｢妊娠中や出産の立ち会い｣ ｢疾

病などのある家族等の入通院の付き添い｣

｢家族介護｣ など６項目の辞退事由が示され

ており, 若干緩和されている｡ この中に,

｢裁判員に選任されることにより, 自己また

は第三者に身体上・精神上・経済上の重大な
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不利益が生じる場合｣ という項目があり, こ

れは比較的医師が関与・該当する可能性が高

い｡ 裁判員の選任は裁判所が行うことであり,

質問書など書類審査のほか, 最終的には裁判

官等の面接で辞退事由が相当かどうか判断さ

れる｡ へき地で在宅患者の診療に従事してい

る医師で代理が確保できない場合などは辞退

が認められると考えている｡

平成18年度の刑事事件数は約10万6000件で,

うち裁判員が関与しなければならないのが約

3,100件とされており, 国民全体では3,500人

に１人が裁判員になる見通し｡ 府医としては,

裁判員の候補者に選任された時点でご相談い

ただければ, 府医顧問弁護士にも相談し, で

きるだけ会員の不利益につながらないよう対

応したいと考えている｡ なお, 裁判員に対し

て特別な守秘義務は課されておらず, 選任さ

れ休診などする場合, 患者や従業員に裁判員

になった旨を伝えるのは問題ない｡

○東道伸二郎代議員 (左京)

京都の夜診について

(18時以降の特例時間外

加算が京都の夜診に及ぼ

す影響)

●安達秀樹副会長

｢特例小児時間外加算｣

の考え方は, 基本的には

小児科だけではないが,

救急外来の異常な困窮を

解消することを目的とし

て検討が進められた経緯

がある｡ 京都府をはじめ

とした近畿圏の診療所では午前診と夜診のい

わゆる ｢中抜き｣ と呼ばれる診療形態をとっ

ている｡ 全国の大半の診療所では午前診と午

後診で夕方には診療を終了する形態をとって

おり, その形態を想定しての点数設定である

ことから, 東道代議員ご指摘のとおり, 京都

の夜診では特に小児科標榜の診療所において,

17時59分59秒と18時で点数が変わることにな

るので, 非常にご苦労をかけたと認識してい

る｡ このことが地域に根ざした医療提供体制

の崩壊につながる可能性があるという観点で

の検討・議論は, 厚労省も日医社会保険診療

報酬検討委員会 (委員長：安達府医副会長)

においても行ったことがないので, 少なくと

も日医社会保険診療報酬検討委員会の中では

議論を行いたい｡ 京都府をはじめとする近畿

圏の夜間の外来標榜時間が, それぞれの地域

における救急医療の困窮の緩和に役立つとと

もに地域の医療提供体制の偏りの解消にも寄

与しているということであれば, 夜診の外来

標榜時間全てを一体として評価するというこ

とも含め, 改善策を検討する｡

○高橋権也代議員 (宇治久世)

特定健診にかかる自治

体との委託契約について

●上原春男副会長

各地区医師会において

基本健診は地域住民との

最初の接点ということで,

非常に重要なものであっ

た｡ 地域住民の健康を支

えるということは医師会

の重要な責務の１つであ

るという観点からも, 府医としては, これま

でどおり各会員医療機関および地区医師会に

おいて健診が継続できないかということを模

索した結果, 府医に ｢健診サービス部｣ を設

置し, 協力医療機関を募って, 特定健診, 特

定保健指導を同時に行っていただくという方

針を決定した｡ 地域の医療機関で精度の高い
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健診, 保健指導を行えるという強みを生かし

ていただきたい｡ 契約について, 個別健診で

は各市町村国保等の保険者と府医が契約する

ことを基本にしている｡ 市町村によって特定

保健指導は市町村国保側で行うという地域で

は, 市町村国保の被保険者に対して協力医療

機関では特定健診のみ行い, 保健指導は市町

村国保に任せるという形もありえる｡ この場

合, 府医は市町村国保等と特定健診部分のみ

契約することになる｡ 注意すべきは, 政管健

保や組合健保の被扶養者について集合契約が

結ばれた場合, それらの方についても保健指

導を市町村国保側で行うキャパシティがある

のか確認しておく必要がある｡ 市町村国保で

行ってもらえない場合は, 健診を行った協力

医療機関で保健指導をしていただくことにも

なるが, 人数としてはわずかと予想されるの

で, あまり負担にならないと考えている｡ 集

団検診については, 各地域で様々な形態があ

るが, 基本的には市町村国保と府医が契約し,

府医でデータの解析, 階層化等を行う予定を

している｡ 委託料については会場設定や人件

費にかかる部分の費用負担が実施主体の各地

区医師会負担となるので, その経費が捻出で

きるかという問題が残っている｡ よって料金

がまだ決まらない｡ 健診単価に関しても, 府

医は診療報酬点数を算定根拠とするよう考え

ている｡ ただ, これは厚労省や市町村国保等

が考えているモデル価格よりはかなり高い設

定になる｡ こういった事情から, 委託契約料

の総額については, 現在検討中であるが, 最

終的にいくらになるかは各保険者との折衝次

第ということになる｡

一 般 質 問

○岡田楯彦代議員 (中京西部)

府医新会館建設の経過

と今後のスケジュール,

方向性について

●安達秀樹副会長

会館建設・会費検討特

別委員会においても, こ

れまでの議論の経過等を

まとめて会員に周知すべ

きという意見が出ている｡

ある程度のことがまとま

り次第, 医報等で確認で

きている情報を会員にお知らせする方向で検

討している｡

他団体の入所については, 現在, 委員会の

議論が設計業者の選定に入るところで, 設計

業者によるプロポーザルコンペはおそらく今

年度末以降になるが, それを受けて設計業者

を公正に選定いただき, 会館全体の運用コン

セプトおよび全体のキャパシティとの関係で,

設計図の基本的なものができあがった段階で,

具体的に内部の部屋割り配分等を考えること

となる｡ いつと断言しにくいのが, 設計業者

によるプロポーザルコンペの時期が確定して

いないからで, できるだけ早くやりたいとは

考えている｡

○飯田泰啓代議員 (相楽)

特定健診における検査

項目の上乗せについての

対応
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●福州 修理事

検査項目の上乗せにつ

いては, 各市町村の要望

等もあると考えられるの

で, 上乗せ分も含めて府

医と契約することは可能｡

府下全域で同じ内容にな

らなくても, 上乗せ項目

について府医で対応する｡ 検査データの電子

化については, １つの市町村でやるのは大変

なので, 基本的には上乗せ部分も含めて全て

のデータを府医に集めて電子化を行いたい｡

○大石明人代議員 (宇治久世)

京都で広域大災害が発

生した場合, 会長をはじ

めとした指揮系統がど

こで運営指揮をとり,

ＤＭＡＴ (災害医療派遣

チーム) 等をどう機能さ

せるのか｡

●中野昌彦理事

府医の過去の大災害へ

の対応としては阪神大震

災への医療救護団派遣

の経験を持っている｡

ＤＭＡＴと府医は直接の

契約関係にはなくその意

味では関係は希薄といえ

るが, 府医は, 一方, 京都府・京都市と集団

災害時の協定を結んでいる｡

訓練も含め実際の現場でも活動する救護団

は複数の団体から派遣されており, それらの

指揮命令系統が統一されていないのが現状で

ある｡ 現在, 府医救急委員会に, 災害対策小

委員会を設け, 現場で指揮命令系統が統一さ

れ, 他機関との窓口を一本化するよう協議中

である｡ また, 災害時は命令を待って出動す

る人ばかりでなく, マスコミ等の報道を見て

自発的に出動する救護団もある｡ これらに関

しても可能なかぎり後追いで府医との協定の

下に出動したものと認定し, 出動した者の経

済的な負担を軽くするよう支援したいと考え

ている｡

○水黒知行代議員 (乙訓)

乳がん健診, マンモグ

ラフィの研修について

●畑 雅之理事

乳がん健診におけるマ

ンモグラフィの研修会は

これまで京都でも年１回

開催していたが, 休診せ

ずに参加できる日程での

開催についての要望が強

かったため, 来年度から

連休を利用した開催を検討している｡ 参加費

用については, 京都府医師会だけで運営して

いるわけではなく, これ以上下げられないこ

とにご理解いただきたい｡
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執行部も２年目に入り, 半

年が経過した｡ 本日は我々執

行部の１年目の評価をいただ

く代議員会である｡ いたらぬ

点も多々あったが, 一丸となっ

て取り組んできた事業の総括

をいただくことになる｡ 活発

な議論をお願いしたい｡

�����

今年度は４月の統一地方選

挙で幕を開けた｡ そして, ７

月29日の第21回参議院選挙は,

年金の未処理問題, 政治家の

事務所費など, ｢政治と金｣

の問題が大きくクローズアッ

プされ, 民主党の大勝に終わっ

た｡ その後, 安倍首相は ｢参

議院は政権を問う選挙ではな

い｣ として続投したが, ９月

12日の代表質問の直前に突然

の辞職表明にいたったことは

ご承知のとおりである｡

さらに, 麻生氏が予想外の

得票数を獲得したとはいえ,

誰もが後継は麻生幹事長との

予想を裏切り, 福田総裁が誕

生した｡ 小泉政権誕生以来の

政治の流れをみると, 小泉氏

が ｢自民党をぶっ壊す｣ と宣

言したとおり, 自民党には思

想, 信条, 政策を基本に主張

できる人達がいなくなったと

言わざるを得ない｡ 今回の総

裁選挙でも, 大勢は次の権力

を握る人は誰か, 勝ち馬に乗

ることが全てになってきたよ

うに思われる｡ 現在の自民党

にはかつての活力は全くみら

れないと言っても過言では

ない｡

福田首相の総裁選挙公約で

ある, 70～74歳の前期高齢者

の２割負担の凍結と, 被保険

者の扶養家族の保険料の凍結

が, その財源とともに議論さ

れているが, 福田政権も来年

度の予算の成立とその後に続

く解散総選挙までの暫定政権

といわれており, 衆議院選挙

目当ての点数稼ぎにしかすぎ

ない｡ 来年春に行われるので

はといわれる衆議院選挙の結

果次第で大きな政界再編が起

こる可能性がある｡ 激動の時

代には, 我々が確固たる医療

政策を示し, 我々の医療政策

を推進してくれる政治家を国

会に送り出すことが大切であ

り, 積極的な対応を図ってい

きたいと考えている｡

����	
����

昨年は, 大幅な診療報酬の

マイナス改定に始まり, 医療

法の改正等多くの医療関連法

案が国会で可決された｡ デー

タの恣意的な読替による介護

療養病床の強制的な介護施設

への転換がスムースに行くは

ずもなく, ｢介護難民｣ ｢医療

難民｣ の発生は避けようがな

い状況であるが, 府医として

は, 出来る限りの対応を行う

所存である｡ 08年度から創設

される後期高齢者医療制度に

ついては, 安達副会長が日医

の社会保険診療報酬検討委員

会の委員長として強力に発言

してきた｡ 議論は中医協の場

に移されたが, 検討委員会の

報告の骨子には, ｢医療の基

本的な内容は, 74歳以下の者

に対する医療と連続している

もので75歳以上であることを

持って大きく変わるものでは

ない｡｣ と明記された｡ また,

当初の厚労省の目論見であっ

た ｢総合医｣ の導入と人頭割

制の導入は何とか阻止できた

のではないかと考えている｡

�����������

府医での昨年１年間の活動

について, かねてより, 応能

割り応益割の二本立ての会費

徴収のあり方について議論が

あったが, 個人情報保護法の

制定や医薬分業医療機関の増

加など医療環境の変化を含め,

田村委員長のもと会館建設・

会費検討特別委員会でご議論

をいただいた｡ 昨年度の第173

回の定時代議員会で会費徴収

規定の変更についてご承認い

ただき, 本年４月より基本割

りのみによる会費徴収規定が

導入された｡ お陰様で大きな

混乱もなく現在順調に徴収業

務が行われていることをご報

告させていただくとともに,

田村前委員長をはじめとする

関係各位のご尽力に心より感

謝申しあげる｡

������������

���

特定健診については, 府医

で ｢健診サービス部｣ を立ち

上げ, 医療機関からのデータ

を集約し電子化して保健指導

森会長

挨 拶

(要 旨)
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への振り分けを行い, 十分な

対応が出来るよう取り組んで

いる｡ ７月, ８月に行った京

都府国保組合協議会でのモデ

ル事業の結果を踏まえ, 来年

度からの開始に備えたいと考

えているが, 10月現在でも特

定健診の詳細は見えてこない｡

担当役員をはじめとして, 皆

懸命に努力しているのでご理

解いただきたい｡

��������	

各種医療制度改革が断行さ

れ, 急性期病院では在院日数

の短縮への取り組みがすすみ,

療養病床の削減が進められる

と, 在宅医療の推進は避けて

通れない｡ 府医としては, 国

が進めるような理不尽な在宅

医療の推進には強く反対して

いくが, 少なくとも, 在宅医

療を望んでおられる患者さん

が自宅で十分な医療を受けら

れるように, 地域医療充実の

ために ｢在宅医療推進センター｣

の構築を目指し, 現在取り組

みを進めている｡ ご協力をお

願いしたい｡

��
������	

昨年の地区懇談会では, 北

部, 南部の先生方から医師不

足問題への対策を強く要望さ

れた｡ 府医としても看過でき

る状況ではなく, 京都府に強

く働きかけ, 医療対策協議会

が設置されるとともに予算も

手当てされ, 医師不足対策が

緒に就くこととなった｡ 山田

知事のご英断には心より感謝

申し上げる｡ とはいえ, 現状

ではまだまだ医師不足の状況

は厳しいものがある｡ 府医で

も, 人材バンクを立ち上げる

とともに, 女性医師が働きや

すい環境整備, 公的病院での

医師の再雇用政策などを推進

し, 医師が不足しない対策に

も取り組む所存である｡

������������

���

現在の困難な医療状況を打

開すべく, 昨年も10月14日に

京都医療推進協議会主催の

｢これからの日本の医療を考

える集い｣ を開催し, 多くの

府民・市民に医療の危機的状

況を訴えた｡ 今年は, さらな

る医療危機を背景に６月に市

内２カ所, 府内２カ所の計４

カ所で府民集会を開催, 地区

医師会の先生方の絶大なるご

支援とご協力のおかげで2000

名を超える方々に参加してい

ただくことができた｡ ご尽力

をいただいた地区医師会の先

生方には心より御礼申しあげ

る｡ また, きたる11月10日

(土) には ｢みやこめっせ｣

において, 府民向けイベント

を開催するので, 周知・動員

等にご協力いただきたい｡

����������

新会館建設については, 全

体委員会と小委員会を隔月に

開催し, 精力的にご議論をい

ただいている｡ 昨年11月には,

｢京都府医師会のあり方懇談

会｣ を設置し, 府医のあり方

の基本コンセプトなどについ

て貴重なご提言をいただいた

ので, 今後の新会館建設の一

助としたい｡ 予定より少し遅

れているが, 会館建設に関わ

る調整が微妙なものもあり,

また, 拙速を避けて委員会で

十分ご検討をいただいて前へ

進めているので, ご理解をい

ただきたい｡

������	

我々は, 国民の健康と生命

を守る日本を代表する学術団

体としての日医会長が, 国会

議員の意思で決まるようなこ

とがあってはならないと強く

訴えてきた｡ 昨年４月の会長

選挙では植松前会長が敗れた

が, 今夏の参議院選挙の結果

はご承知のとおりで, 今後日

医会長選挙に介入する国会議

員はでてこないと思われる｡

日医と日医連の活動はしっか

りと峻別すべきであり, 我々

も ｢是々非々｣ の立場で日医

に意見を申しあげてきた｡ 日

本の医療制度を守り育ててゆ

くために今後も努力して参る

所存である｡ しかし, 決して

現在の執行部に満足している

わけでもない｡ 国民の最大の

関心事は, 日本の医療制度,

年金をはじめとする社会保障

制度にあることは今回の参議

院選挙の結果からも明白であ

る｡ まさに, 医療を変える,

医療で京都を変える, 国を変

えるという気概を持って, 強

い日医を構築し, ともに取り

組んでゆきたいと考えている｡

代議員各位には大所高所から

のご指導をお願いしたい｡
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小泉政権以降の ｢構造改革｣ は医療を聖域とせず, 過去最大の診療報酬マイナス改定や度重な

る患者負担増を行うなど極端な低医療費政策を断行し, その結果わが国の医療制度は崩壊の危機

に直面している｡

一般診療における基本的な診療能力を身につけるとして拙速に導入された新医師臨床研修制度

は, 医師の診療科間の偏在や地域偏在を顕在化させ, 医療の質と安全の向上のためという名目で

導入された７対１看護は, 看護師の医療機関間偏在と地域格差を招く結果となった｡ 医療の高度

先進化に対応し, かつ医師の偏在を補うためには医師・看護師の絶対数不足は明らかであり, 先

進諸国並みの医師数の確保と小児科医, 産科医, 外科医など厳しい就労環境下にある診療科の医

師不足などへの対応は喫緊の課題である｡ 現在京都府, 特に北部・南部においては, 小児科医,

産科医の不足にとどまらず, 救急医療体制のほころび, 地域医療の崩壊とも言える状況に陥って

いる｡

また, 今回の医療制度改革で強行される療養病床の削減や平均在院日数の短縮さらに後期高齢

者医療制度の創設, 総合医制度の導入は, さらなる医療費の削減を目論むものであり, 患者不在・

医療不在の施策と断じざるを得ない｡ その結果として, 国民の負担は増大し, 平等に医療を受け

る機会も奪われつつある｡ これ以上の医療崩壊を食い止め, 安全で良質な医療を提供するために

社会保障費削減方針は可及的速やかに見直されるべきである｡ 全ての国民が, 公平に安心して医

療を受けられる医療制度を堅持し, 国民の生命と健康が保障される社会の実現のために以下のと

おり主張する｡

記

一, 社会保障費削減の見直しと, 医療の質と安全を確保するための財源確保

一, 後期高齢者医療制度における医療の継続性の維持と患者負担増の見直し

一, 多くの介護難民・医療難民を生む療養病床の削減計画の見直し

一, 良質で安定的な医療提供に必要な医師・看護師の確保と養成

一, 患者の療養の機会を奪う医学的根拠のない平均在院日数制限の廃止

一, 医療従事者の偏在と地域格差を生む７対１看護の見直し

以上, 決議する｡

2007年10月27日

京都府医師会第175回定時代議員会

■第175回定時代議員会で可決承認された議案■

第１号議案：平成18年度京都府医師会一般会計決算に関する件

第２号議案：平成18年度京都府医師会看護専門学校特別会計決算に関する件

第３号議案：平成18年度京都府医師会共済部特別会計決算に関する件

第４号議案：平成18年度労働保険事務組合特別会計決算に関する件

第５号議案：平成18年度京都府医師会看護専門学校建設特別会計決算に関する件

第６号議案：平成18年度京都府医師会会館建設特別会計決算に関する件

第７号議案：平成18年度京都府医師会看護専門学校改築特別会計決算に関する件

第８号議案：平成19年度各会計予算科目の組み替えに関する件

第９号議案：京都府医師会定款の一部改正に関する件
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平成19年度京都府医師会諸会計中間報告 (科目組替後) (19.９.30現在)

１ 一般会計 ２ 看護専門学校特別会計

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�入会金収入

�会費収入

�事業収入

�補助金収入

�寄付金収入

�雑収入

�他会計からの繰入金収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

�管理費支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動収入

�特定預金取崩収入

【投資活動収入計】

２.投資活動支出

�特定預金支出

【投資活動支出計】

Ⅲ 予備費支出

150,000

10,000,000

498,000,000

106,250,000

827,870,000

100,000

3,950,000

2,250,000

1,448,570,000

1,274,610,000

273,690,000

1,548,300,000

51,500,000

51,500,000

37,000,000

37,000,000

30,000,000

143,231

7,100,000

259,982,920

36,375,435

203,055,698

972,192

11,700

507,641,176

358,025,346

136,587,928

494,613,274

21,480,000

21,480,000

10,000,000

10,000,000

95.49

71.00

52.21

34.24

24.53

0.00

24.61

0.52

35.04

28.09

49.91

31.95

41.71

41.71

27.03

27.03

0.00

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�事業収入

�補助金収入

�雑収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

�他会計への繰入金支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動収入

�特定預金取崩収入

【投資活動収入計】

２.投資活動支出

�特定預金支出

【投資活動支出計】

Ⅲ 予備費支出

1,000,000

265,990,000

96,380,000

6,650,000

370,020,000

433,700,000

1,900,000

435,600,000

45,000,000

45,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000

1,289,006

165,058,800

1,000,000

2,514,020

169,861,826

172,701,731

23,400

172,725,131

7,818,478

7,818,478

0

0

0

128.90

62.05

1.04

37.80

45.91

39.82

1.23

39.65

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

３ 共済部特別会計 ４ 労働保険事務組合特別会計

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�会費収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動収入

�特定預金取崩収入

【投資活動収入計】

２.投資活動支出

�特定預金支出

【投資活動支出計】

580,000

25,400,000

25,980,000

24,950,000

24,950,000

24,950,000

24,950,000

25,980,000

25,980,000

239,380

12,480,000

12,719,380

14,750,000

14,750,000

14,750,000

14,750,000

0

0

41.27

49.13

48.96

59.12

59.12

59.12

59.12

0.00

0.00

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�事業収入

�補助金収入

�雑収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

�他会計への繰入金支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 予備費支出

129,450,000

5,000,000

260,000

134,710,000

137,450,000

350,000

137,800,000

26,300,000

92,543,876

0

56,644

92,600,520

73,034,416

0

73,034,416

0

71.49

0.00

21.79

68.74

53.14

0.00

53.00

0.00



2007年(平成19年)11月15日 No.187310

定
時
代
議
員
会

５ 会館建設特別会計

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�基本財産運用収入

�特定資産運用収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動収入

�特定預金取崩収入

【投資活動収入計】

Ⅲ 予備費支出

2,280,000

600,000

2,880,000

53,000,000

53,000,000

30,000,000

30,000,000

8,550,000

2,700,000

508,220

3,208,220

13,721,379

13,721,379

0

0

0

118.42

84.70

111.40

26.00

25.89

0.00

0.00

0.00

６ 看護専門学校改築特別会計

科 目
(大科目)

予算額
(円)

収入・支出額
(円)

消化率
(％)

Ⅰ 事業活動収支の部

１.事業活動収入

�特定資産運用収入

�事業収入

【事業活動収入計】

２.事業活動支出

�事業費支出

【事業活動支出計】

Ⅱ 投資活動収支の部

１.投資活動支出

�特定預金支出

【投資活動支出計】

Ⅲ 予備費支出

570,000

52,000,000

52,570,000

100,000

100,000

55,000,000

55,000,000

5,260,000

564,258

54,350,000

54,914,258

0

0

0

0

0

99.00

105.00

104.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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このたび, 永年にわたり学校保健活動に尽力されてきた府医副会長の上

原春男氏と本年創立100周年を迎えられた京都市学校医会 (会長：長村吉朗

氏) が文部科学大臣賞を受賞されました｡

ご受賞を心からお慶び申し上げますとともに, 今後ますますのご活躍を

お祈りいたします｡
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～～～ ｢｢｢がががんんん医医医療療療｣｣｣ ををを統統統一一一テテテーーーマママににに444000222人人人参参参加加加 ～～～

９月30日(日), 京都府医師会館において第33

回京都医学会を開催した｡

今年度は ｢がん医療｣ を統一テーマとし, 新

しいがん診療システムとネットワークの構築に

ついて様々な角度からご検討いただくことをめ

ざして, 午前９時から口演演題・ビデオ演題の

発表から, ポスターサロン, 特別講演, シンポ

ジウムに至るまで, 終日熱心な討論・研鑽が展

開され延べ402名の方が参加された｡ また, １

年間の学術研鑽の総括として学術賞・学術研鑽賞の表彰も行われた｡

統一テーマに関連する企画として, がん医療に関する書籍の販売も行った｡

口演演題・ビデオ発表

会員の積極的なご応募により盛況が続いて

いる口演演題の発表は昨年を上回る84題の応

募を得た｡ 今年度は会場を１会場増やして５

会場に分かれて, 午前９時から熱心に発表・

討論が行われた｡

今回の統一テーマ ｢がん医療｣ に関する数

多くの演題が集まり, ｢がん医療｣ を主題と

する演題は84題中34題 (40％) と半数近くを

占めた｡ 各会場の内容は, 大きくＡ会場では

内分泌代謝系・循環器系, Ｂ会場は消化器系,

Ｃ会場は運動器系・耳鼻咽喉科系・皮膚科・

形成外科系, Ｄ会場は産婦人科系・脳神経・

精神系・呼吸器系・血液系・その他, Ｅ会場

は腎・尿路系・医療連携・その他の分野に分

けて発表が行われた｡ 今回もサブテーマとし

て ｢地域連携｣ に関する演題を募集し, ４題

の応募をいただいてＥ会場で発表・討論を行っ

た｡ なお, プログラム作成にあたっては, 同

一分野の演題が同一時間帯にバッティングせ

ぬよう, 時間調整に最大の配慮を行いながら

５会場に振り分け, 好評を得た｡ 次年度も統

一テーマを設定して医学会運営を考えており,

各科に幅広く共通する望ましいテーマについ

て, 会員諸氏のご意見やご希望をぜひお寄せ

いただきたい｡

昨年度試行的に各会場の進行係, マイク係

を人材派遣会社に一括依頼した結果, 特にマ

イクや照明関係でのご意見があったため, 今

年は府医職員と派遣社員のペアで担当し, 遺

漏なきよう図った｡ また, プロジェクター管

理, およびビデオ録画は昨年同様, 業者に委

託した｡

なお, 本年も府医学術・生涯教育委員会委

員の方々に司会進行, 座長をお願いし, 優秀

演題の推薦もいただいた｡ 当該演題について

は, 京都医学会雑誌へのご投稿をお勧めし,
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京都府医師会学術賞または京都府医師会勤務

医部会学術奨励賞の候補論文としたい｡

今年度のビデオ発表への応募は１題であっ

た｡ 口演演題での動画発表を受け付けていな

いために, 演題発表を断念された先生もあっ

た｡ 動画での学会発表が増えつつある状況に

鑑み, 今後ビデオ発表への積極的な応募を勧

めたい｡ ビデオ発表の会場は昨年同様２階大

ホールロビーに設置し, 多くの参加を得た｡

(東 義人記)

ポスターサロン

今年もポスターサロンが２階大ホールロビー

に開設されました｡ 今年は８題の発表があり

ました｡ 医事紛争・大気汚染調査は恒例にな

りつつあります｡ 珍しい症例や新しい治療法

の紹介, 治療成績のまとめ, 救急救命士の処

置範囲拡大の影響の報告など多彩でした｡ 年々

まとまった演題が増えてきた印象があります

が, 興味はあるけれどまとめにくい症例や珍

しい画像１枚でもお持ちの方はぜひ見せてい

ただきたいと思います｡ 今年は例年より早く

質疑応答が11時から始まりましたが, 時間いっ

ぱい熱心な討論が行われました｡ 来年もたく

さんの皆様の参加をお待ちしています｡

(川勝 秀一記)

特別講演

わが国のがんによる死亡者は年間32万人,

死亡者の３人に１人ががんでなくなり, 男性

の２人に１人, 女性の３人に１人ががんに罹

患するといわれている｡

このような状況下にあって, 今年はわが国

のがん診療のターニングポイントと位置付け

られる年となった｡ がん診療の均てん化を目

指した ｢地域がん診療連携拠点病院ネットワー

ク｣ の構築も含めて, ｢がん対策基本法｣,

｢第３次対がん10ヵ年総合戦略｣ など, がん

撲滅へ向けた新たな医療制度改革がスタート

している｡

これらのがん診療における医療制度改革の

中心メンバーとして大きな役割を担っておら

れる国立がんセンター名誉総長の垣添忠生先

生に, がん診療の現状とがん撲滅に向けた対

策についてご講演いただいた｡

まず, がんの予防について, がんをＤＮＡ

の異常が蓄積された細胞の病気として発生す

る慢性疾患であると捉えて, 生活習慣病と密

接に関連していると理解すべきこと, すなわ

ち, 第一次予防は, 日常生活においてたばこ,

過量のアルコール, 肥満, 過量の塩分, 野菜

や果物の不足に留意する必要性を強調された｡

また, 早期発見こそが人類に貢献する最良

の診療結果ですが, 現時点での各種がん検診

システムについては, その精度と受診率の低

さ (胃がん13％, 子宮がん14％, 乳がん12％,

肺がん23％, 大腸がん16％など) において不

十分であり, 今後はプロスペクティブな医学

的根拠に基づいた検診プログラムの開発と受

診率の向上を目指した行政システムの構築の

重要性を指摘された｡

がん診断においては, ヘリカルＣＴやＰＥＴ
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－ＣＴなどの“見えないものを視る”ための

画像診断技術の進歩が治療技術の開発と成果

を誘導したと評価された｡ 一例として, ヘリ

カルＣＴによる肺がん検診を例に挙げ, 胸部

単純写真と喀痰細胞診による検診とヘリカル

ＣＴによる検診を比較した際, 発見がんの中

に占める stageⅠの比率は40％から80％へ倍

増するという結果が得られており, 難治がん

である肺がん診療においては画期的であり,

偽陽性の篩い分け技術の開発を急いで検診プ

ログラムの確立が待たれると紹介された｡

がんの治療においては, 外科的治療では多

くの領域において, 拡大手術から機能温存の

縮小手術への流れと, 内視鏡治療と腹腔鏡下

手術による低侵襲治療の流れは普遍的になっ

ており, この流れに化学療法と放射線治療を

加えた集学的治療が患者へもたらす恩恵を乳

がんを例に挙げて紹介された｡

がん診療の進歩をまとめて, ①診断が正確

になったため病期と悪性度に基づいた計画的

な治療が可能になった, ②治療技術の進歩と

多様化により治療の選択肢が広がった, ③

ＱＯＬを重視した治療が第一選択となり, 治

療前のインフォームドコンセントが重要となっ

た, ④治療に当たっての生命倫理を患者さん

と共有することの重要性, ⑤国民に良質の医

療を継続的に提供するために診療に当たって

の医療経済への理解も必要である, とされた｡

そして, 患者さんを中心とした診療を行う

にあたって, 医師 (内科, 外科, 放射線診断

医, 内視鏡医, 化学療法専門医, 放射線治療

医, 病理医), 看護師, ソーシャルワーカー,

薬剤師, 緩和医療支援チームなどが連携を保っ

たチーム医療が重要であり, その連携は院内

にとどまらず病診, 病病, 病介などの地域医

療連携へと進展してきている｡ そこに今年ス

タートしたがん対策としての地域がん診療連

携拠点病院ネットワークの意味があると強調

された｡

最後に, がん対策基本法における患者・家

族も加えたがん対策推進協議会の役割や, が

ん診療の均てん化を目指す地域がん診療連携

拠点病院の構築の意義とその中核となる国立

がんセンターのがん対策情報センターの役割

を解説され１時間の講演を終えられた｡

情報公開の時代ですが, 先生が最後に紹介

された国立がんセンターのがん対策情報セン

ターのホームページにある ｢がん情報サービ

ス｣ を一度ご覧いただきたい｡ ありとあらゆ

るがんの病態から診断, 各病期ごとの治療法,

治療に伴うリスク, 生存率, 再発・転移など

について詳細に解説され, また, 全国各地で

開催されているがんに関するセミナーや講演

会の案内が紹介されている｡ このような情報

を各地域がん診療連携拠点病院内の相談支援

センターでも対応していくことになる｡ セカ

ンドオピニオンを推進する診療報酬上の制度

も定着しつつあるので, 患者さんの得る医学

的知識は飛躍的に増加している｡ 医療関係者

の側でも, これに対応する医学情報を集約し

日々勉強することが強く求められる時代になっ

たようである｡ (藤本 荘太郎記)

シンポジウム

特別講演に引き続き, 今回のシンポジウム

は統一テーマである ｢がん医療｣ に因み,

｢これからのがん医療のあり方｣ というテー

マで, 京都府立医科大学学長山岸久一先生

に統括者・司会をお願いして行われた｡ 冒頭

の挨拶で, 山岸先生は垣添先生の特別講演の

内容を踏まえて, わが国では現在３人に１人

が, また年間30万人ががんで亡くなっている｡
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今年の４月に ｢がん対策基本法｣ が施行され,

積極的にがん対策に取り組む必要があり, 本

日は４人のシンポジストに各領域の最先端の

がん医療の現状をお話しいただくと挨拶さ

れた｡

まず, 京都府立医科大学泌尿器外科学三木

恒治教授より, がんの根治とＱＯＬを重視し,

患者さんの満足度の高い最先端の医療を目指

すことを目標として ｢泌尿器科がん治療の最

前線｣ というテーマで話された｡ 腎の早期癌

に対しては腹腔鏡下手術, ラジオ波焼却術,

進行癌に対しては免疫療法や分子標的療法な

どを取り上げ, 前立腺癌には主に小切開前立

腺全摘除術, 腹腔鏡下摘除術, 小線源治療に

ついて説明され, 特に小線源治療の利点を強

調された｡ また進行性精巣腫瘍では射精神経

温存後腹膜郭清の成績を示された｡

次に, 京都大学放射線医学講座平岡真寛教

授から ｢放射線治療の現状と展望｣ というテー

マで, まず放射線治療の役割として, 早期が

ん, 限局した進行がんに対する治療および遠

隔転移のあるがんに対しての症状緩和治療を

あげられた｡ 放射線療法には大きな利点があ

るとともに, 問題点として根治性の向上と放

射線障害をあげ, それを克服する方法として

物理工学的なアプローチを示された｡ その代

表的なものとして定位放射線治療, 強度変調

放射線治療について説明された｡ そして新た

に創設された京都大学病院がんセンター・外

来がん診療部についても紹介があった｡

京都府立医科大学血液・腫瘍内科学谷脇

雅史教授からは ｢血液腫瘍とがんの分子標的

療法｣ というテーマで, 最初に分子標的薬は

モノクローナル抗体と低分子化合物の２つに

大きく分類されることや, 従来の抗がん剤と

の違いについて説明された｡ モノクローナル

抗体ではリツキサンをはじめ, 現在使われて

いる薬剤だけでなく, 放射性物を引っ付けた

90Ｙ－イブリツモマブなど認可待ちの薬剤に

ついても紹介があった｡ また低分子化合物で

はグリベックやイレッサなどの薬剤を, 多種

的分子標的薬としてサリドマイドなどを取り

上げて説明された｡ これらは最近話題の薬剤

なので興味深く聞かされた｡ そして最後に臨

床腫瘍専門医育成の必要性を強調された｡

京都府立医科大学疼痛緩和医療部部長の細

川豊史病院教授は ｢がん医療における緩和ケ

アの位置づけ｣ というテーマで, 昔は緩和医

療・緩和ケアというとターミナルケアであっ

たが, 現在では ｢がんの治療とともに早期に

適用され, 治療過程の全ての愁訴の解決を計

ることであり, 全人的ケアをもって患者だけ

でなく家族にも最高のＱＯＬを提供すること

である｡｣ などと説明された｡ がんの痛みな

どの症状を放置すると, 免疫系を抑制し寿命

を縮めることになり, またがんの痛みを緩和

できなければ法律違反であるともいわれた｡

またホスピスのあり方としてハードよりもソ

フト面が大切であるとともに, ホスピスが少

ない現状では各病院の緩和ケアチームの役割

が重要であると強調された｡ またフロアーか

らも各地区の病院に緩和病棟を設けることが

大切であるとの発言があった｡ 森府医会長も

がん治療に対しての在宅支援ネットワークづ

くりを始めているとコメントされた｡

最後に特別講演講師の垣添忠生先生より,

がん医療の原点は患者さんであり, その家族

である｡ 全ての検討会に患者さんや家族の参

加が望まれること｡ また公開の場での討論会

を行い, 臨床試験の必要性などを訴えるとと

もに透明性も必要であること｡ そしてこれか

らのがん医療にはネットワークづくりが大切

で, 財政的な援助も必要であると締めくくら

れた｡ ディスカッションの時間がとれず残念

ではあったが, 今回のシンポジウムはタイム

リーなテーマであり, 盛りだくさんの内容で

意義深いものであった｡ (木谷 輝夫記)
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特別講演・シンポジウムに先立ち, 京都医

学会森 洋一会長の挨拶に続いて, 平成19年

度学術賞および学術研鑽賞の表彰が行われた｡

京都府医師会学術賞は過去１年間に ｢京都

医学会雑誌｣ に掲載された一般応募論文の中

から学術・生涯教育委員会委員の投票によっ

て選定された論文に授与されるものである｡

賞金は, １位論文１編に対して50万円, ２位

論文１編に30万円, ３位論文３編に各15万円

が授与された｡ 学術研鑽賞は前年度中に京都

府医師会および地区医師会が主催・共催した

学術講演会に率先して出席し, 卒後研修の努

力著しい会員を表彰するもので, 京都市内お

よび乙訓・宇治久世会員は30回以上, 亀岡地

区会員は20回以上, 南部会員 (綴喜・相楽),

北部会員 (船井・綾部・福知山・舞鶴・与謝・

北丹) は15回以上の出席者を対象とし, 京都

市内・乙訓・宇治久世より48名, 南部より６

名, 北部より14名の計68名が選ばれた｡

学術賞および学術研鑽賞の受賞者は以下の

とおり｡

● ● 学術賞 ●●

� �

｢リハビリテーション支援

センターの役割と課題｣

武澤 信夫, 山元 顕太, 乃美由樹代,

田中 正子, 工藤有里子, 長谷 斉,

中川 正法

� �

｢京都第一赤十字病院総合周産期母子医療

センターにおける母子感染例とその検討｣

藤原葉一郎, 中田 好則, 山田 俊夫,

山木 淳子, 伊藤 良治, 楠木 泉,

山本 浩之, 檜垣 仁美, 加藤 聖子,

光藤 伸人, 木原美奈子, 中川 由美,

中林 佳信, 中内 昭平, 徳弘由美子,

吉田 朋子

� �

｢個人医院における関節リウマチの最新診

療について －生物学的製剤 (エタネルセプ

ト) による関節リウマチの治療経験－｣

武田 信巳

� �

｢閉経後骨粗鬆症に対するラロキシフェン

の骨密度, 骨代謝マーカーおよび脂質代謝に

およぼす影響に関する検討｣

真嶋 隆文, 小松 弥郷, 二宮 清,

松村 理司, 中尾 一和

� �

｢介護老人保健施設における医療的対応の

実態－他医療機関との連携は可能か－｣

中島 健二

● ● 学術研鑽賞 ●●

(京都市内・乙訓・宇治久世)

竹中 健 (西陣), 播岡 敏弘 (下東),

中川 卓雄 (伏見), 今井貴美子 (伏見),

森島 正樹 (中西), 潮田智恵子 (下西),

前川 央 (上東), 加藤善一郎 (下西),

本吉 徹三 (左京), 岡本 隆 (西京),

山本 正人 (中西), 多田 寛 (右京),

松田 恒知 (宇久), 小笠原惟道 (中西),

野浦 素 (伏見), 金 泰希 (左京),

伊藤 義昭 (右京), 上田 通章 (宇久),

小林キク子 (宇久), 松田 辰雄 (下西),

金山 政喜 (山科), 橋本 尚 (左京),

田中 進治 (中西), 景山 精二 (右京),
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加藤 信博 (右京), 猪谷 孟雄 (乙訓),

藤井 政昭 (宇久), 松浦 徹 (右京),

岸田 進 (伏見), 飯塚 康公 (宇久),

中本 毅 (乙訓), 齋明寺 央 (京大),

高島 基三 (右京), 上山 恒則 (下東),

濱田 春樹 ( 北 ), 岡江 俊二 (右京),

佐々木善二 (伏見), 堺 幹太 (伏見),

金 達龍 (乙訓), 田中 健一 (中西),

荒垣 晨二 (下西), 三浦 賢佑 (左京),

米田 道正 ( 北 ), 三宅洋之介 (西陣),

鎌野 孝和 (西京), 國重 宏 (乙訓),

野見山世司 (中西), 岩田 弘滋 (右京)

南部 (綴喜・相楽)

河村 允 (相楽), 赤坂 裕三 (綴喜),

桑原 洋史 (相楽), 高橋 宏 (綴喜),

西村 完生 (綴喜), 内藤 厚司 (綴喜)

北部 (船井・綾部・福知山・舞鶴・与謝・北丹)

冨阪 静子 (福知山), 藤田 洋一 (船井),

牧野 吉秀 (福知山), 竹下 一成 (福知山),

渡辺 一郎 (舞鶴), 今中 俊爾 (与謝),

西村 茂 (福知山), 西村 正人 (舞鶴),

岡所 明良 (与謝), 古川 泰正 (福知山),

瀬古 敬 (北丹), 土佐 征英 (福知山),

上田 誠 (北丹), 田家 哲彦 (北丹)

(敬称略)

インシデントレポート ｢他山の石｣ 投稿募集
内 容：これまでに体験した ｢ヒヤリ・ハット｣

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

資 格：本会会員のみ｡ 掲載に関しては原則
｢匿名｣ とさせていただき, 関係者など
が特定できない形での掲載となります｡

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 総務課

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡
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第46回十四大都市医師会連絡協議会が10月20日(土)・21日(日)の両日, ホテルオークラ神戸

において, 神戸市医師会 (会長：川島龍一氏) 主務により開催され, 全国の政令指定都市から

約400名が一同に集い, 大都市ならではの共通する諸問題を中心に活発な意見交換が行われた｡

初日は, 『生活習慣病対策としての特定健診・特定保健指導への対応』 『大都市における ｢か

かりつけ医｣ の役割』 『広報活動の新しい取り組み』 の３分科会において, それぞれ直面する

課題について協議が行われ, 府医からも各担当理事が発言した｡ 各分科会の状況は後述の分科

会報告参照｡

２日目には, 前日の会長会議において 『十四大都市医師会災害時における相互支援に関する

協定書』 について, 十四大都市医師会長名で調印が行われた旨の特別報告がなされた後, 北里

大学大学院教授・東京大学名誉教授の養老孟司氏による 『都市化が死生観に与える影響』 と題

した講演が行われ, 全日程を終了した｡

次回, 第47回十四大都市医師会連絡協議会は平成20年11月15日(土)・16日(日) に千葉市医

師会が主務となり, ホテルニューオータニ幕張で開催される｡

��������	
��

今回の協議会では, これまで十四大都市医師会において協議が続けられていた災害時の相互

支援対策について, 会長会議で ｢十四大都市医師会災害時における相互支援に関する協定書｣

が承認され, 調印式が行われた｡ ｢協定書｣ は被災都市の医師会の要請に応じて, 医師２人,

事務１名 (看護師は原則として被災地医師会が配置) を３日間ずつ順番に派遣, 十四大都市医

師会として２ヶ月間にわたって被災地救護所等で医療支援を行うというもの｡ 医師会による開

業医中心の医療支援チームの派遣によって, 亜急性期から慢性期の患者をかかりつけ医に戻す

仕組みを確立し, できる限り早期に地域医療体制の正常化を目指すものとなっている｡ 詳細は

別掲 ｢十四大都市医師会災害時における相互支援に関する協定書｣ 参照｡

����������������		
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第第第１１１分分分科科科会会会 ｢｢｢生生生活活活習習習慣慣慣病病病とととしししてててののの特特特定定定健健健診診診・・・特特特定定定保保保健健健指指指導導導へへへののの対対対応応応｣｣｣

���������	
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第１分科会では各都市における ｢特定健診・

特定保健指導｣ への取り組みについて協議,

情報交換した｡ 今回の分科会では ｢国家的規

模での特定健診・特定保健指導の意義｣ およ

び ｢特定健診・特定保健指導の問題点｣ をメ

インテーマにシンポジウム形式で進められた｡

京都府からは ｢特定健診・特定保健指導の意

義｣ および ｢階層化の問題点｣ について, 福

州府医理事がシンポジストとして発言した｡

国家的規模での特定健診・
特定保健指導の意義

�����	���������

� !"#��$
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テーマ① ｢特定健診・特定保健指導の意義｣

では各都市で ｢意義あり｣ ｢意義なし｣ の意

見に分かれた｡ 事前アンケートによると, 14

都市のうち半数以上の８都市が疾病予防とい

う観点から ｢一定の効果あり｣ と回答, ６都

市が ｢意義なし｣ と回答した｡

｢意義なし｣ と回答した京都では福州府医

理事が ｢医療費削減を前提とした健診に意義

はなく, 容認しがたい｣ と主張｡ 特に健診の

後退を招く検査項目の削減や対象年齢の設定

など, 多くの問題があると言及｡ また, アウ

トソーシングという名のもと民間企業の介入

により生まれる過当な価格競争によって, 健

診の ｢質の低下｣ につながる危険性を指摘

した｡

������$	,-./01

234	�567

テーマ② ｢国が目的とする医療費抑制は実

現するか｣ では全都市が ｢実現不可能｣ の認

識で一致した｡ 横浜市や東京都からは ｢新た

な患者の掘り起こしにつながり, 医療費抑制

どころか反対に増大する可能性｣ を指摘｡ ま

た北九州市からは ｢基本健診の低い受診率か

らも特定健診での高い受診率は望めない｣ 大

阪府からは ｢医療費適正化に効果があるといっ

た根拠は全くない｣ との意見が出され, 国が

描くような特定健診による中長期的な医療費

抑制効果は見込めないという結論で各都市の

意見が一致した｡

89:�.;<	=��#>?

%@3(A	BCD*E	FGHIJ%

テーマ③ ｢国民の健康の階層化｣ について

は, 福州府医理事が京都府でのモデル事業の

結果をもとに階層化の問題点を指摘した｡ 特

に, メタボリックシンドローム (該当＋予備

群) および特定保健指導対象者とも ｢男性｣

に大きく偏ったこと, 受診勧奨判定値を超え

た者の取り扱いに問題が残るなど, 階層化に

は多くの疑問点が存在すると指摘した｡ 特に
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受診勧奨判定値の問題については, ペナルティ

を免れるため保険者が ｢要医療｣ 該当者も

｢指導レベル｣ として優先してしまうことで

治療の手遅れに繋がる危険性があることを指

摘した｡ また, 神戸市からは階層化の手順や

腹囲基準の問題点などを指摘したうえで, 医

療費適正化の名のもと国によって国民の健康

が管理されることへの懸念が示された｡

特定健診・特定保健指導の
問題点

��������	
����

特定健診については, 検査項目や対象年齢,

電子化について議論が交わされた｡ 事前アン

ケートでは健診項目について, ほとんどの都

市が ｢不適当である｣ と回答｡ 現行の基本健

診からの項目削減は ｢重大な疾病の発見を見

逃す恐れがある｣ ｢早期発見の機会を失う｣

など, 健診の大幅な後退を招くとの批判が相

次いだ｡ また, 対象年齢についても, ８都市

で ｢問題あり｣ と回答｡ 生活習慣の予防とい

う観点に立って, 対象年齢の引き下げが必要

との意見が出された｡ さらに, 健診データの

電子化については, ほとんどの都市が ｢関与

していく｣ と回答｡ 名古屋市からはＮＰＯ法

人設立 (愛知県医師会と関係団体) により,

階層化, 結果通知, 電子化までを行うことが

報告された｡

����������������

����

特定保健指導の内容および実施時間につい

ては多くの都市で ｢不満あり｣ と回答｡ ｢保

健指導を行うのであればＥメールや電話では

なく, 対面指導が望ましい｣ ｢医師による保

健指導が望ましいが, 時間的に対応が難しい｣

といった意見が出された｡ これらの課題を踏

まえ, 特定保健指導, 特に ｢積極的支援｣ へ

の対応については, 各都市によって ｢健診と

一体的に実施｣ ｢実施可能な機関で行う｣ ｢関

与するつもりなし｣ とに分かれ, 対応にバラ

ツキがあったが, 福州府医理事からは ｢医療

機関が健診, 保健指導を一体的に実施するこ

とで, 民間業者との競争に打ち勝つことがで

きる｡ 医療機関の負担を減らすことで, 保健

指導を実施してもらうように働きかけていき

たい｣ と述べた｡

全体討論

� !"�#$��%&'(�
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全体討論では後期高齢者医療制度への支援

金の加算・減算など, 保険者への懲罰制度に

ついて意見交換が行われ, ほとんどの都市か

ら ｢地域格差や健康格差が生じる可能性があ

る｣ ｢数字至上主義になり国民本意の基本理

念が失われる｣ などの批判が相次いだ｡ また,

福州府医理事からは ｢保険者によっては健診・

指導を行わず, ペナルティを受け入れる方が

よいと考えるところも出てくる｣ との懸念が

示され, ｢反対｣ ｢容認できない｣ との意見が

大勢を占めた｡

コメンテーター総括

/0�1�23��44567��

�85�%&����

コメンテーターとして参加した岩砂日医副

会長からは, 検査項目や実施方法については

課題が残るが, ｢国民本意｣ の理念は決して

忘れてはならないと強調し, 予防という観点

から国民の健康を守っていくのは, われわれ

｢かかりつけ医｣ であり ｢地域の医師会｣ で

あると述べ, 医師・医師会の積極的関与を呼

びかけた｡
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第第第２２２分分分科科科会会会 ｢｢｢大大大都都都市市市にににおおおけけけるるる 『『『かかかかかかりりりつつつけけけ医医医』』』 ののの役役役割割割｣｣｣
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｢かかりつけ医｣ は, 村瀬元日医会長が提

唱して使われ出したが, 昨年12月に国保中央

会が ｢高齢社会における医療報酬体系のあり

方に関する研究会報告書｣ で, 後期高齢者の

医療における登録医制, 人頭払い制を担う存

在としてかかりつけ医を位置づけたことに端

を発して, ｢かかりつけ医｣ という位置づけ

が混乱し始めた｡

日医では昨年, 唐澤会長が ｢かかりつけ医

の質の担保｣ について諮問を行い, 現在 ｢総

合診療医｣ の認定に向けた検討が進められて

いる｡ 一方, 厚労省は今年５月に医道審議会

に標榜科目として ｢総合科｣ を提案し, 総合

科を標榜する医師を ｢総合医｣ として国がそ

の資格を認定することを提案した｡

｢かかりつけ医｣ をめぐるこのような状況

のもと, 第２分科会では ｢大都市における

『かかりつけ医』 の役割｣ をテーマとして,

シンポジウム形式で各都市の考えや取り組み

を紹介した後, 全体討論が行われ, 意見交換

が行われた｡ 厚労省の ｢総合医｣ に対しては

全ての都市医師会が反対の意思を示したもの

の, 日医が認定する ｢総合診療医｣ について

は ｢厚労省に巻き込まれることのないよう慎

重に｣ という意見と ｢こういう時代だからこ

そ, 日医が積極的に取り組むべき｣ とする意

見に二分された｡

日医認定の｢総合診療医｣に
賛否の声

千葉市医師会は, ｢かかりつけ医｣ は医師

の自主性と患者のフリーアクセスが大前提で

あるとし, 医師個人のたゆまぬ研鑽は当然の

ことであり, その質の担保は日医および各医

師会の主導のもとで行われるべきであるとし,

日医の積極的な取り組みを支持した｡

東京都医師会も, 厚労省医政局の総合科標

榜に基づく ｢総合科医｣ に関してはゲートキー

パー的機能の強制, 人頭割への道, フリーア

クセスの阻害の点で明確に反対を表明し, ６

月に公表された健保連の総合医についても

｢総合的な視点に立った病院, 診療所, 医師｣

を認めると登録医制につながり, フリーアク

セスを阻害するとして反対の姿勢を示した｡

しかし, 日医が提唱する ｢総合診療医｣ はあ

くまで自主的, 自立的なものであり, ｢認定

を誰が行うのか｣ や ｢認定医制とするか専門

医制とするか｣ という問題は残るものの,

｢総合診療医｣ は社会的な要請であり単に反

対するだけでは国民の理解を得られないとし

て, 日医が国への対案として自立的にカリキュ

ラムを組んで総合診療医を認定することが必

要であると力説した｡

札幌市医師会からは, 札幌市における ｢か

かりつけ医システム｣ が ｢かかりつけ医支援

機能｣ として地域医療の連携に貢献している
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ことから, かかりつけ医に関しては義務化や

診療報酬による誘導はふさわしくないとの見

解が示された｡

大阪府医師会からも大阪市における初期救

急を紹介, 急病夜間診療所への出動はかかり

つけ医に対する義務づけ以前の任務として,

開業時に地域医療の実践を宣言するなどかか

りつけ医機能は発揮されており, 日医がこと

さらに ｢総合診療医｣ を認定しなくても, 医

の倫理綱領や日医の職業倫理指針により義務

化は不要とし, むしろ医療費抑制の道具とし

て厚労省に利用されることの懸念を示した｡

北九州市医師会からは, ｢かかりつけ医｣

という言葉は明確に定義づけされないまま現

在に至っており, 患者や会員が日常的に使用

することはないとした上で, 厚労省は後期高

齢者医療のあり方に関する特別部会において

｢主治医｣ を意図的にかかりつけ医的な意味

合いで使用しており, 今後かかりつけ医の24

時間対応, 人頭割制度の導入に結びつけられ

ることを危惧した｡

名古屋市医師会からは, 総合医は厚労省が

登録医制度, 人頭割, 24時間365日体制など

診療報酬による誘導をしやすくするのではな

いかと懸念するものの, 会員全体のスキルアッ

プ・ボトムアップが必要であるとの前提に立っ

て, 日医の総合医構想に賛成の立場を示した｡

さらに日医のカリキュラムに関しては, ベテ

ランの開業医を対象とするだけでなく専門医

が開業するときにも役立つものにし, 内科・

小児科・外科と眼科・耳鼻科は別にカリキュ

ラムを組んでもらいたいと要望した｡

福岡市医師会からは, 沖縄県で開催された

全国勤務医部会総会の場でも厚労省医政課長

から今回の厚労省総合科医構想について ｢厚

労省は人・モノ・金以外, すなわち医療の質

や内容については口出ししてこなかったが,

日医が対応しないから｣ という旨の発言に対

して, ｢医療の質・内容の向上は財源なしに

はできない｣ との反論があったことを報告し,

一定の教育, 訓練に参加しない医師に地域医

療は担えないとして, 日医への期待を示した｡

横浜市医師会は, 厚労省の医療審議会で提

案された ｢総合科｣ は各学会の反発を受けて

頓挫したものの, 依然として社保審特別部会

の中では ｢主治医｣ という形で残されており,

これらが医療費抑制の視点から発していると

して日医に適切な対応を求めた｡

京都府医師会の北川理事は, 医師不足, 患

者の大病院志向やその結果としての大病院の

かかりつけ医化により勤務医が過重労働になっ

ている現状を改めるには, 開業医が退院患者

の受け皿として安心して任せられるよう十分

に研鑽する意味で医師会の果たす役割は大き

いとし, 主治医に求められているゲートキー

パー機能, チーム医療, 多職種協働などは今

後当然のこととされる見込みではあるものの,

日医が厚労省に取り込まれて安上がりで便宜

的に開業医を活用しようとすることのないよ

うにしてもらいたいと要請した｡

また, 京都府医師会・安達副会長は, 国民

は日医であろうが厚労省であろうがフリーア

クセスが確保され総合医が身の回りに存在す

ればよいということだと思う｡ 問題は医療の

進歩に伴い, 地域医療の第一線医師には専門

性と総合医としての役割が求められることに

なる｡ 我々の良心に基づいて日医が総合医お

よび総合医カリキュラムを進めるのは間違い

ではないが, 様々の医療費抑制策の道具にさ

れないようなしっかりした対応を日医執行部

にしていただきたいと締めくくった｡
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において懸案となっていた広報活動のあり方

について, 時代に即した新たな取り組みの方

向性を再検証する趣旨で, シンポジウムと全

体討論の２部構成で議論がおこなわれた｡

シンポジウム
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シンポジウムでは, まず仙台市医師会より

対外広報活動の１つの切り口として, 医療法

改正により特に取りざたされている医療安全・

医事紛争等, 医療に関する相談窓口の現況に

ついて報告がなされた｡ 本件については神戸

市医師会からも追加発言があり, ｢一般市民

の目線にかなった広報活動を展開する前提と

して, 医師会員の自浄作用を活性化させ, 医

療安全に関する情報を市民と共有する方向が

望ましいが, 実現までにクリアすべきハード

ルがかなり高い｣ との意見が示された｡

自浄作用の活性化については, 広島市医師

会より外部委員を取り込んだ ｢自浄作用活性化

委員会｣ の活動状況について報告がなされた｡

名古屋市医師会からは, １回18万部の発行

部数を誇る対外広報誌 ｢ヘルシーなごや｣ に

ついて報告がなされるとともに, 会員専用ホー

ムページにおいて展開している医師会員名簿

ｗｅｂ版, 会員用医療機関検索システムなど

についての説明がなされた｡

福岡市医師会からは, 担当役員と専任の事

務職員がそれぞれ１名ずつで奮闘している

｢医療情報室レポート｣ を含めた医療情報室

の活動状況について報告がなされ, 社会保障

制度全般について, 医師会の視点を交えつつ

一般市民にもわかりやすい噛み砕いた表現に

注力されている様子が伺われた｡ また, 医療

に関する様々な問題に関するメディアの取り

上げ方を問題視し, メディアによる認識不足

や誤った見方を解消する方策として, ３年前

に医師会内に記者クラブを設置し, 記者会見

と食事会を年１回ずつ実施しており, 登録報

道機関は15社にのぼるとの報告がなされた｡

全体討論

���������������
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シンポジウムにおいてあげられた報告をふ

まえ, 全体討論では①対内広報・広報誌 ②

対内広報・医療安全に関する広報のあり方

③対外広報活動 ④ＩＴを利用した広報活動

の実際 ⑤メディア対策 ⑥医師会のイメージ

アップ戦略－について, それぞれ指定発言と

フロアからの意見による議論が展開された｡

①の ｢対内広報・広報誌｣ については, 堺

第第第３３３分分分科科科会会会 ｢｢｢広広広報報報活活活動動動ののの新新新しししいいい取取取りりり組組組みみみ｣｣｣

/0�12343%����56+,789
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市より週１回のＦＡＸ週報, 月１回の会報の

発行状況および本年８月より開始した在宅主

治医紹介システム (登録：病院21件, 診療所

88件) の運用状況について報告がなされた｡

京都府医師会からは, 藤井理事が会報の配

送業者の選定など発送方式を再検討すること

で約３割の経費削減が可能であると説明する

とともに, 会報の内容については, 無味乾燥

な会報にならないよう, レイアウトや他の情

報媒体 (ホームページやメーリングリスト等)

を有機的に連動させて広報するなど, 工夫を

凝らしている状況を報告, 特に勤務医会員の

関心を得るために尽力しているほか, 開業医

と勤務医の情報共有を図り, 会員と執行部の

意思統一を目指さなければ対外広報も有効で

なくなるとし, ｢広報とは前もって戦略をた

て, こちらから情報を取りにいく意識が重要｣

との問題提起を行った｡

川崎市医師会からは, 特に医事紛争・医療

事故に関する会員への広報について, セキュ

リティの担保が第一であり, 会員への注意喚

起の意味も込めて, 有益事例を広報する必要

があるとの意見が示された｡

対外広報活動については, 新しい試みの一

つとして札幌市医師会より市民向け対外広報

誌に景品付きの読者アンケートを掲載してい

るとの報告がなされた｡ 大阪府医師会からは,

広告代理店と広報支援活動に関する契約を締

結するとともに, 種々のイベント情報や医師

会活動, 時季折々の健康情報などについて,

｢News Release｣ と題した取材案内をマスコ

ミ各社に発行しているとの報告がなされた｡

ホームページに関する話題では, 千葉市医

師会から医師会で作成した医療機関検索シス

テムについて, 当初は行政機関の窓口に設置

していたが, ネット上で公開することによっ

て利用率が飛躍的に伸びたとの報告がなされ

た｡ 北九州市医師会からはＩＴの特性を生か

した双方向性の広報手段として,｢電子医療相

談システム構想｣ についての報告がなされた｡

また, 神戸市医師会からは, ユニバーサル

デザインに配慮してリニューアルしたホーム

ページの紹介がなされるとともに, パブリッ

クリレーション(ＰＲ)の根幹であるメディア

対策について, 過去６年間にわたりメディア

との懇談会を行った実績を踏まえ, ①定例化

すること②表面的な事例への対応・説明だけ

でなく, 医師会のポリシーを伝える努力を複

合すること③現場の記者に限らず, 各社の意

思決定ができるクラスの役職者も対象とする

こと－などを重視すべきとの提言がなされた｡

以上の項目を踏まえ, 本分科会の主眼でも

ある ｢医師会のイメージアップ戦略｣ につい

ては, 東京都医師会より ｢待ちの姿勢にとど

まらず, これからは積極的に出ていく広報活

動が必要｣ との考えが示されるとともに, 最

近注目されているＣＳＲ (企業の社会的責任)

を ｢医師会の社会的責任｣ に置き換えた観点

からの取り組みが重要との意見が出された｡

横浜市医師会からは, 本年５月に500回目を

迎えた地元テレビ局の健康情報番組への参画,

ホームページ上で市民からの医療に対する意

見を吸い上げる ｢医師会目安箱｣ ともいえる

構想があることについて報告がなされた｡ さ

らに神戸市医師会からは, 地元テレビ局の要

請を受け, ニュース番組の一部で ｢健康シグ

ナル｣ と題した医療情報を提供するコーナー

(毎週木曜日) を持ち, 今日の医療制度など

を含めた医療に関する解説を行っているとの

報告がなされた｡
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以上の議論を踏まえ, 最後に中川日医常任

理事よりコメントが述べられた｡

中川日医常任理事は分科会冒頭, ｢過去の

医師会の広報活動は全て誤りであった｣ と指

摘した上で, 昨年10月に日医が作成したＴＶ

ＣＭの放映前後での国民の日医に対する意識

調査の結果について, ＴＶＣＭを６ヶ月間放

映した結果, 各年齢層において日医の活動,

特に ｢医療事故の防止｣ ｢地域医療に対する

活動｣ ｢高齢化社会への対応｣ について, 国

民の関心度が高くなったと報告した｡

また, 中川日医常任理事は, ｢広報活動は

お金｡ 失敗すると孤立する｣ と述べるととも

に, ｢広報担当理事の処遇, 予算が本当に現

状で足りているのか, そこから見直しが必要

である｣ との考えを示し, 日医・都道府県医

師会・地区医師会が屋上屋を重ねた広報活動

をおこなっていないか検証した上で役割分担

が必要であると主張した｡

十四大都市医師会災害時における相互支援に関する協定書

札幌市医師会, 仙台市医師会, 千葉市医師会, 東京都医師会, 川崎市医師会, 横浜市医師会, 名

古屋市医師会, 京都府医師会, 大阪府医師会, 堺市医師会, 神戸市医師会, 広島市医師会, 北九州

市医師会, 福岡市医師会 (以下 ｢大都市医師会｣ という) は, 大都市において災害が発生し, 災害

を受けた都市医師会 (以下 ｢被災都市医師会｣ という) 独自では十分な災害時医療活動が実施でき

ない場合に, 被災都市医師会の要請にこたえ, 被災亜急性期以後に災害を受けていない大都市医師

会が相互扶助の精神に基づき, 支援活動を円滑に遂行するため, 次のとおり協定する｡

(相互支援の内容)

第１条 相互支援の内容は次のとおりとする｡

(１) 被災都市における救護所及び避難所への医療支援チームの派遣

(２) 被災都市医師会への医薬品, 医療資器材の提供

(３) 前各号に掲げるもののほか, 特に要請のあった事項

(支援要請の方法)

第２条 被災都市医師会は, 原則として, 次の事項を明らかにし, 第４条に定める支援本部を通じ

て, メール又はその他の有効な方法により支援を要請するものとする｡

(１) 被害の状況

(２) 前条１号に掲げる医療支援チームのチーム数, 支援期間

(３) 医療支援チーム派遣の救護所及び避難所への経路

(４) 前条２号に掲げる医薬品, 医療資器材の品目, 数量

(５) 医療支援チーム及び医薬品, 医療資器材の受け入れ場所

(６) 前各号に掲げるもののほか, 特に要請のあった事項

(実施)

第３条 支援を要請された医師会は, 極力これに応じ支援に努めるものとする｡

２ 医療支援チームの派遣は第４条に定める支援本部の指示により行う｡

３ 出動した医師会は被災状況や支援活動について適宜 (最低１日１度) 支援本部に情報を提供す
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るものとする｡

４ 支援活動にあたっては基本的に自己完結型にて行うものとする｡

(支援本部の設置)

第４条 各都市医師会は, 被災都市医師会への効率的な支援を実施するため, その調整を行う支援

本部をあらかじめ定める｡ なお設置に関して必要な事項は, 別に定める実施細目による｡

２ 被災都市医師会と支援都市医師会の連絡調整は, 原則として, 前項に規定する支援本部を経由

して行う｡

(通信体制の整備)

第５条 各都市医師会は, メールを基本とした通信体制を整備し, 災害時における連絡手段の確保

を図るよう努める｡

(支援経費の負担)

第６条 支援に要した経費は, 原則として支援する医師会の負担とする｡

２ 医薬品及び医療資器材等は支援する医師会の負担とする｡

(連絡担当者)

第７条 各都市医師会は, あらかじめ相互支援のための連絡担当者を定め, 災害が発生したときは,

速やかに情報を相互に連絡するものとする｡

(資料の交換)

第８条 各都市医師会は, この協定に基づく支援が円滑に行われるよう, 定期的に災害時対応マニュ

アル等その他参考資料を相互に交換するものとする｡

(訓練の実施)

第９条 各都市医師会は, 協定の実効性を確保するために, 相互に協力して必要な訓練を実施する｡

(幹事都市医師会の設置)

第10条 協定の円滑な運用を行うため, 幹事都市医師会を定める｡ なお設置に関して必要な事項は,

別に定める実施細目による｡

(他の災害医療に関する協定との関連)

第11条 各都市医師会が, すでに地区医師会, 行政その他の関連団体等と災害医療に関する協定を

締結している場合は, 本協定を含めて各協定の目的が十分達成されるよう努めるものとする｡

(その他)

第12条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は, 十四大都市医師会が

協議して定めるものとする｡

第13条 この協定を証するため, 本協定書14通を作成し, 各都市医師会は記名押印の上, 各１通を

保有する｡

附 則

１ この協定は, 平成19年10月20日から効力を生ずる｡

平成19年10月20日
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10月28日(日), 日本医師会館において第117

回日本医師会臨時代議員会が開催された｡ 唐澤

日医会長の所信表明に続き, ｢平成18年度一般

会計決算｣ ｢平成18年度医賠責特約保険事業特

別会計決算｣ ｢平成18年度治験促進センター事

業特別会計決算｣ ｢平成18年度医師再就業支援

事業特別会計決算｣ ｢平成19年度がん医療にお

ける緩和ケアの意識調査等事業特別会計予算｣

の各議案が上程され, それぞれ賛成多数で承認

された｡

その後, 全国８ブロックからの代表質問と13名の代議員から個人質問が出され, 各質問に対

する日医執行部からの答弁が行われた｡

唐澤日医会長は所信表明の中で, 本年は年

初より統一地方選挙など, 国民にとって選挙

の多い年であったとし, このような数度にわ

たる選挙の過程で, 国政において見過ごされ

てきた各地域の医療や, 生活と生計にかかわ

る諸種のシステムが崩壊の危機にあることが

浮き彫りになったと指摘, 日々の安心を得た

いという国民の目線に立った政策の推進が一

層重要となり, 今後の政策転換を含めた大命

題になると述べた｡ その上で ｢今こそ, 地域

の安全と安心のための地域医療提供体制の存

続が危機的状況にあること, 医療制度の基盤

となる国民皆保険制度の堅持と強化のための

政策が重大な時期にあることを, 国民に説明

し, 理解を求めなくてはならない｣ と主張,

具体的な方針は示されなかったものの, この

たび新たに ｢グランドデザイン『各論』｣ を

発表したことにふれ, 日医は国民の生命と健

康を守る立場から, 国民と同じ目線で国に対

する積極的な提言をし, 同時に, 日医が対応

すべき課題には迅速に取り組んでいきたいと

強調した｡

国民の目線に立った政策の推進が大命題
唐澤日医会長が所信表明

代表質問では近畿ブロック (兵庫県) から,

｢後期高齢者医療制度の問題点と日医の取り

組みのあり方｣ ｢『日医認定かかりつけ医』 制

の見直し｣ について執行部に考えを問いただ

｢日医認定かかりつけ医｣ 制の見直しを要請
近畿ブロック代表質問
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｢日医常任理事の選任｣ のあり方について

ブロック代表質問にあげた茨城県は, キャビ

ネット制は有能な人材を活用する機会を奪っ

てしまう制度と批判した上で, ｢キャビネッ

ト制を続ける限り, 選挙のたびに怨念が生じ,

弱体化につながる｣ として, その見直しを求

めた｡ これに対し宝住日医副会長は, 定款な

らびに定款施行細則にキャビネット制を規定

している条文はなく, ｢これまでの選挙の多

くでキャビネット制が取られてきたことは,

各候補者の自主的判断｣ と断ったうえで, キャ

ビネット制の弊害や落選した候補者の怨念は,

｢選挙制度の問題ではなく, 候補者本人が克

服する問題｣ との認識を示した｡ 本件につい

てはさらに ｢人の問題ではなく制度の問題｡

抜本的に見直すべき｣ ｢役職を会長選挙の集

票の手段として利用されやすい｣ などの意見

が続出し, 唐澤日医会長が ｢会長候補に５人

出た場合, それぞれの候補者がキャビネット

を持つことが日医にとってプラスかマイナス

かということもある｣ と述べ, 代議員にも解

決策を考えるよう求めた｡

また, 宝住日医副会長は, 役員選挙のあり

方については ｢定款・諸規定検討委員会｣ に

おいて検討している旨を説明し, その答申を

待って執行部としての検討に入るとした｡

｢キャビネット制｣ の見直し求め, 意見続出
日医役員選挙のあり方を問う

した｡ 特に日医認定かかりつけ医制度 (仮称)

については, 厚労省の ｢総合科(医)構想｣

や後期高齢者医療制度の ｢人頭割り制｣ に利

用されかねないと指摘, これに対し竹嶋日医

副会長は, ｢フリーアクセスの観点から, 国

が 『総合科医』 を認定し, 初期診療を総合科

医に限定するものは断じて容認できない｡ 国

民皆保険制度の根幹に関わる｣ と答弁した上

で, 厚労省の ｢総合科医構想｣ の後押しにな

りかねないという懸念を払拭できるよう, き

ちっとしたものをつくっていくとの考えを示

した｡ 本件については, 大阪府 (松原前日

医常任理事) からも関連質問が示されたが,

唐澤日医会長は, ｢他の診療科もよく勉強す

る医師の存在を患者に分かってもらえる状況

を作り上げることが私の念願｣ と趣旨を説明

し, ｢専門医, 認定医が国によって認定され,

診療報酬で評価されたり, 行政主導で地域医

療の枠組み組み込まれることは絶対に実施す

べきではない｣ として行政の関与を否定し,

理解を求めた｡

28日の日医臨時代議員会では, 医療費抑制

政策に対応を求める声が相次いだ｡

医療費抑制政策に対する課題として竹嶋日

医副会長は ①地域医療の早急な立て直し②

医療の担い手である医師不足・看護師不足対

策 ③高齢社会においてあるべき医療を確保

するための療養病床再編の見直し－などをあ

げ, 日医総研を有効に活用しつつ, 日本の医

学・医療がどうあればいいか, 医療従事者も

含めた医療提供体制はどうあるべきか, 国民

の視点をとらえつつ, 日本の医療のあるべき

姿について, 基礎的資料に基づいて提言して

いきたいとの意気込みを示した｡

また, 療養病床の削減の問題について竹嶋

日医副会長は, ｢日医は介護療養型医療施設

廃止後の必要な医療療養病床数は, 厚労省が

医療費抑制政策への対応求める質問相次ぐ





2007年(平成19年)11月15日 No.1873 29

地
区
医
師
会
と
の
懇
談
会

冒頭, 西村利朗中京東部医師会長の挨拶の

中で, 森府医執行部は迅速な対応をされてお

り, 特に ｢府医・会員メーリングリスト｣ は

府医執行部と会員が直接意見交換を行える画

期的なシステムであり今後とも拡大し発展さ

せてもらいたいと述べられた｡ 続いて, 森府

医会長が挨拶を兼ねて, 医療を取り巻く中央

情勢, 府医の活動状況, 会館建設問題などに

ついて報告した｡

森府医会長は, ｢Ｃ型肝炎の厚労省の問題｣

に触れ, ＨＩＶ感染問題に懲りない厚労省の

変わらない体質を指摘し, ｢国民の健康, 生

命を守る医療行政とはどうあるべきか｣ につ

いて厚労省に対し日医を通じてしっかり意見

を述べていかなければならないとの姿勢を示

した｡ また, 府医執行部の状況は ｢特定健診｣

｢在宅医療｣ への対応など課題が山積し, 介

護保険以来の厳しい執務状況にあり役員の増

員も視野に入れた検討が必要であるとの見解

を示した｡ 府医メーリングリストについては,

｢当初過激な発言や一方的な発言を懸念して

いたが, 会員の協力のもと医師の品格を保っ

たメーリングリストが現在運営されている｡｣

と報告し, 今後の協力を依頼した｡ 最後に会

館建設問題に触れ, 行政との予算折衝などに

より当初の予定より半年くらい遅れるであろ

うとの見通しを述べ, 理解と協力を求めた｡

特定健診・特定保健指導について

中野府医理事から ｢特定健診・特定保健指

導の概要｣, ｢府医特定健診サービス部の業務

内容｣ の説明, ｢特定健診モデル事業の実施

状況｣ の報告があった｡ 府医では協力医療機

関において従来の基本健診とほとんど変わる

ことなく実施できるよう計画を進めているの

で ｢医師による健診から保健指導まで一環し

た質の高い安心な健診｣ を住民に提供するた

めにも積極的な参画を呼びかけた｡

福州府医理事から ｢集団健診｣ について,

折衝中であるため確定的なことは言えないと

前置きした上で, 京都市も京都市国保も受診

率を上げるため存続したいとの意向はあるが,

地区としては, 健診単価の値下げ, 会場の人

員確保の問題等により, 従来に比べ対応は困

難になるであろうとの見通しを述べる一方,

府医で実施困難な地区については対応策を検

討するので, 従来どおり各地区で集団健診を

実施していただきたいとの意向を示した｡ ま

た, 安達府医副会長からまだ断定はできない

中京東部医師会と府医執行部との懇談会が10月24日(水), ハートンホテル京都で開催され,

地区から11名, 府医から７名が出席し, 新屋久幸中京東部医師会副会長司会のもと, ｢府医の

特定健診への対応｣ ｢府医の在宅医療の対応｣ などをテーマに, 約１時間半にわたり活発な意

見交換が行われた｡

中中京京東東部部
医師会との懇談会

��������	
����������

中京東部医師会との懇談会 (10.24 ハートンホテル京都)
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が, 広域連合において後期高齢者についても

従来どおり集団健診を実施する方向で検討さ

れており, そうなると市町村に委託されるこ

とが予想されるので, 特定健診と同時に実施

すれば人員確保の負担は軽減されるかもしれ

ないとの見通しが述べられた｡

府医の在宅医療の対応
－在宅チーム医療を評価する点数設定を－

北川府医理事は, ｢在宅医療の推進｣ は厚

労省の医療費抑制政策の苦肉の策ではあるが,

在宅医療は本人や家族が望むなら, 本人にあっ

たＱＯＬの向上・維持, 望みを叶えるという

意味では最適な医療を提供できる可能性はあ

るとの見解を示した｡ 次に療養病床アンケー

ト等の結果(自宅介護が可能か：不可能90％,

支払可能な介護費用10万以下：80％) を示

し, また京都は全国に比べて介護療養病床数

が医療療養病床数をかなり上回っていること

から, 平成23年度末の介護療養病床廃止の影

響が非常に大きく, 在宅医療に移行出来る方

は限定され, 在宅医療が療養病床の受け皿に

なることはかなり困難であろうとの見通しを

述べた｡ また, 厚労省は18年度改定で在宅療

養支援診療所を創設したが, 在宅医療を主に

実施している診療所をモデルにしており, 一

般的医療機関の実情とは非常にかけ離れたも

のであり, 在宅医療の推進施策としての効果

は見込めないとの認識を示した｡ こうした現

状で在宅医療を推進するには地区医師会の特

性に応じた基盤整備が必要であることから,

府医地域ケア委員会を中心に検討している主

治医紹介システム, 在宅医療の手引きの作成,

在宅医療研修, 各地区の特性に応じた在宅チー

ム医療の形成, 在宅・病院連携のための協議

会の設置など在宅医療整備プランを説明｡ ま

た ｢会員向け医療機能アンケート調査｣ の中

間結果を報告し, 調査結果については取りま

とめて各地区に情報を還元したいと述べ, 地

区での在宅医療に対する積極的な取り組みを

呼びかけた｡

地区から ｢高齢者の在宅医療においては複

数の専門医の往診が必要であるにもかかわら

ず, 現状では在宅時医学総合管理料がチーム

医療の形成を妨げている｡ 在宅療養支援診療

所のように特化したものでなく, 在宅チーム

医療を推進しやすい点数設定が必要である｡｣

との発言があり, 安達府医副会長は在宅チー

ム医療の点数設定については, 外総診の弊害

を排除することが大きな課題になるとの見解

を示す一方, 来年の後期高齢者医療制度創設

に向けて日医を通じて在宅医療チームの点数

設定を強く要望していきたいとの決意を述

べた｡

�������

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として, 返

戻レセプトの取り扱い, 長期にわたる疑い病

名, 適応外投与, 過量投与について, 具体的

な事例を紹介し, 説明した｡ また, 医業類似

行為に関する医師の同意書について, 不適切

な傷病名や往療の必要性のない傷病名など不

備が散見している実例を挙げて, 記載上の留

意点等を説明し, 注意を喚起した｡ (詳細は

６月15日号京都医報付録保険医療部通信参

照)

また, 地区から ｢疑い病名で投薬を処方し

たがすべて減点された｣ との質問に対して,

安達府医副会長は ｢疑い病名での治療は認め

られない｡ 確定病名が必要｡｣ と説明｡

その他, 安達府医副会長から例年行われて

いる麻薬免許証の更新申請に触れ, 万が一免

許の更新申請を忘れ有効期限が切れた場合,

麻薬及び向精神薬取締法により, 麻薬の不法

所持等となり厳重に罰せられるため, 麻薬免

許証の更新申請の励行をお願いした｡
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吉川敏一府医大医師会会長の挨拶に引き続

き, 森府医会長が, 現在建設計画中である新

医師会館におけるシミュレーションラボの導

入について, 協力いただくことになるのは間

違いなく, 良いものとしていくには教育機関

の現場の声が必要であり, 今後, 色々と意見

を聞いていきたいと挨拶した｡

北部の医師不足について

東理事は, 19年５月１日に出された医師確

保対策特別委員会の答申書に基づき医師不足

の対応について説明した｡ 府医で当面取り組

む課題として, 京都府医師会医師バンクを設

立し, 行政ではできない部分について主体的

に取り組むが, 公的・民間を問わないバンク

にするには, 医局並びに大学の協力・応援は

不可欠であると述べ, 理解を求めた｡

また, 府医が対策を行っている具体的な事

例として, 京都府が中心となって設置してい

る京都府医療対策協議会には府医も積極的に

協力し, 北部医師対策に６億３千万円の予算

が計上されたことや, 研修医の派遣・研修医

の情報収集などを強化する必要があることか

ら臨床研修制度検討委員会を府医内に設置し,

活動を行っていることが報告された｡

最後に, 勤務医, 特に北部の勤務医の処遇

を改善していくには, 勤務医, 開業医を問わ

ず, 26万人の医師免許を持った者全員が１つ

の組織に結集して, 国に対して物を申してい

かねばならない｡ 目に見えたメリット論は少

ないかもしれないが, 京都での５割を下回る

勤務医の入会率では説得力はない｡ 大学の教

官も含め全ての医師が医師会に入会していた

だくことがまず第一歩であると締めくくった｡

地区からは, 新医師臨床研修制度は誤りで

あり, 現場はかなり辛抱していたが, 医師会

は容認しているのかと質問があった｡

これに対し, 森府医会長は, 府医は以前か

ら勤務医の問題については日医に対して対策

を取るべきであると提言してきたし, 今もス

タンスは変わっていない｡ ただ, 医育機関会

員の会費は年間6,000円と安価であるにもか

かわらず加入者は少ないという現実もある｡

何もしてくれないから入らないのではなく,

中に入って変えていく姿勢が必要だと回答

した｡

また, 医師が不足して標榜診療科がなくなっ

たりするなど, 医療が崩壊して直接被害を受

けるのは住民であり, 住民の代表として, 医

師会が活動していく方法はどうかとの意見が

あったが, 安達府医副会長から, 医療関係団

府立医大医師会と府医執行部との懇談会が10月25日(木), 青蓮会館で開催され, 地区から６

名, 府医から10名が出席し, ｢北部の医師不足｣, ｢シミュレーションラボ｣ について, 活発な

意見交換が繰り広げられた｡

府府立立医医大大
医師会との懇談会
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府立医大医師会との懇談会 (10.25 青蓮会館)
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体だけでなく, 住民で組織された団体など31

の団体で構成される京都府医療推進協議会で

｢府民集会｣ を開催し, 医療の崩壊を府民に

アピールし, 共に考える場を作っているとの

報告があり, 今後の積極的な参加を呼びか

けた｡

シミュレーションラボについて

森府医会長は, シミュレーションラボはこ

れからの医療には不可欠であるが, 府医大,

京大にも本格的なものがないということもあ

り, 新会館における目玉のひとつとして検討

し, 協議をおこなっていると説明した｡ また,

各病院でシステムを持つより有効に活用され

ることを期待しているし, 我々もそのつもり

だ｡ 研修医にとって魅力的な京都の新しいプ

ログラムとして, 医師不足に対しても何らか

の手伝いができるのではないかと考えている｡

いきなり高度なものはできないが, ＡＣＬＳ

モジュール, 患者急変対応モジュールくらい

までで運用していき, その後は意見を聞きな

がら進めていきたいと付け加えた｡

また, シミュレーションラボに対する反応

は上々で, 研修医がいきなり患者さんを相手

にできる時代ではなく, シミュレーションは

必要不可欠であり, そのためにもすばらしい

構想だと思う｡ 研修医を集める目玉になり,

これからは京都全体で研修を行い, 医者を育

てる時代にしなければならないなどの積極的

な意見が出て閉会した｡

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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平成19年度全国医師会勤務医部会連絡協議会が10月13日, 沖縄県那覇市で, ｢高めよう勤務

医の情熱, 広げよう勤務医の未来｣ をテーマに開催された｡ 協議会では, 特別講演, シンポジ

ウムなどが行われ, 参加者からは医師不足による長時間勤務の問題など勤務医の過酷な現状が

訴えられた｡ 会の最後には, 勤務環境の改善や医療費抑制政策の見直しなどを求める沖縄宣言

が採択された｡

冒頭, 唐澤�人日医会長は, ｢医療費抑制

政策の失敗により, 地域医療は崩壊の危機に

瀕しており, さらなる医療費抑制政策が継続

されることは, 決して容認できるものではな

い｣ と述べ, ｢世界に冠たる国民皆保険制度

を堅持し, 安心で安全な国民の医療を守るた

めには, 診療報酬の引き上げを含め, 財源措

置の伴った体制整備が, 急務・不可欠である｣

と訴えた｡ さらに, 医療のあるべき姿を実現

するため, 医師会を中心に, 勤務医と開業医

の大同団結を呼びかけた｡ その後の唐澤日医

会長の特別講演でも, 度重なるマイナス改定

により, 医療機関の倒産件数が, 2007年度は

前年の倍になる見通しであることを示し, こ

れ以上の社会保障費の削減は, 生命の安全保

障を崩壊させるとして, 総医療費の引き上げ

を求めた｡

*�	
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｢未来にすくむな日本人 ～日本は財政危機

ではない, 日本国民のために我々のカネを使

おう～｣ と題して行われた日本金融財政研究

所長菊池英博氏の特別講演では, 医療費の増

加が財政赤字を招いているとの一部主張は誤

りであると述べた上で, 小泉内閣以降続いた

｢構造改革｣ の失敗こそが原因であり, 国の

財政政策の全面的転換の必要性を強調した｡

今後20年間で医療費の政府負担が毎年１兆

円強増加すると厚労省が推計していることに

ついては, ｢経済を活性化させ, 経済規模を

拡大し, 税収を増加させれば, この程度は吸

収できる｣ とし, ｢構造改革がなければ税収

は増加していた｣ と政策の誤りを指摘した｡

今後の対策として, 税収を増加させる財政政

策が必要であり, 社会的共通資本の充実, 医

療分野への財政支出の増加などが提言された｡

最後に, 政府の間違った財政政策を転換させ

るべく, 国民はどのような政策がプラスか認

識し行動を起こす必要があり, 医師会に, 社

会への一層の広報活動の強化を求めた｡

*��56789�:;������
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シンポジウム ｢病院の機能分化について

～勤務医の現状をふまえて～｣ では, 厚生労

働省, 大学病院, 県立病院, 地域一般病院,

慢性期病院, 女性医師のそれぞれの立場の現

状や抱える問題についての講演があり, その

後, 鈴木日医常任理事も加わりディスカッショ

ンが行われた｡ 各シンポジストからは, 医師

不足, 勤務医の過重労働を訴える発言が相次

ぎ, 交替制勤務実現のための医師数増, 診断

書の記載等事務処理の軽減など勤務環境の改
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善を求める要望が出された｡

また, 厚生労働省のシンポジストは, ｢こ

れまで医療に関わる行政は 『良い医療, ある

べき医療』 のために, 医療をどういった方向

にもっていくか, 機能分化などには, やや手

薄であった｣ と述べ, ｢今般の医療法改正に

おける医療計画の見直しは, 医療機能の分化・

連携を推進する役割の追加であり, 具体的に

は, 脳卒中, 小児医療など主要な疾病・事業

(４疾病５事業) について, 都道府県ごとに

医療の連携体制を構築することである｣ と説

明し, 今後は厚労省として取り組む姿勢を示

した｡ さらに, 次期診療報酬改定については,

｢病院という視点に着目して診療報酬上評価

される感触を得ている｣ との認識を示した｡

フロアも参加したディスカションでは, 厚

労省シンポジストの発言に関連し, ｢ 『良い

医療』 の提供体制をつくるのは行政か医師会

か｣ との座長の質問に対して, 参加者からは

｢どちらか一方ではない｡ しかし, 医師会の

考える良い医療を, 本当に国は政策に反映し

てくれるのか｣ と医療現場の専門家である医

師会の意見を国は政策に反映させるよう求め

る発言があった｡ その他, フロアからは更な

る医療の効率化を求める一部関係者・マスコ

ミの主張に ｢これ以上どうしたらよいのか｣

と切実な声も上がった｡

最後に, 会場では ｢地域医療崩壊の原因と

なった財政主導による医療費抑制政策の見直

し｣ ｢勤務医不足により劣悪になった勤務状

態の改善｣ ｢女性医師が, 仕事と家庭を両立

できるきめ細かい支援体制の構築｣ ｢開業医

と勤務医, 地域住民の連携による地域医療の

再生｣ などを旨とする沖縄宣言が読み上げら

れ, 満場一致で採択された｡
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平成19年10月25日(木) に福知山市厚生会館をメイン会場として, 第51回京都府学校保健研

究大会が, 京都府学校保健会, 京都府教育委員会, 福知山市教育委員会, 福知山市立学校校長

会の主催で開催された｡ 府医からは来賓として前田憲男府医学校医部会副部会長が会長代理で

開会式に出席した｡ 午後の分科会では地元福知山医師会副会長の塩見芳朗氏が ｢中学生への血

液検査｣ の演題で発表を行った｡ 大会には約600名の学校関係者が参加した｡

京都府学校保健会会長, 京都府教育長 (代

理) の挨拶, 福知山市長の祝辞等の開会式に

続き, 鳴門教育大学教授の山崎勝之氏から

『新しい健康教育へ誘う ｢心の育ちといやし｣』

と題しての講演があった｡

養護教諭に求められる姿勢として, からだ
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の変調に対して対処療法で見かけの原因を取

り去ってももっと根本的な原因は残ることか

ら, 本当の原因を求め見かけの原因にとらわ

れないようにしようと訴えかけた後, 子ども

のあるべき姿は, ｢他人との交流に安定と安

らぎを感じることができる｣ こと, ｢何かを

するとき, 自分が自分の意思で動き, 自分が

その営みそのものを楽しみ, 自分で独自なも

のを創造していく｣ ことであり, こういう子

どもに育てたいが, そのためには他者への信

頼・自分への信頼を基盤にした思いやりと忍

耐の心を育む幼児期の性格形成が非常に重要

であること, また, 幼児期・児童期の各発達

段階における反発エネルギーの発散が重要で

あるが, それには親・教師が多くの発達プロ

セスの知識とテクニック, さらに問題が生じ

た時の対処の方法を知っておくことが必要で

あるとして, 具体例を交えながら失敗場面で

の認知・認知を変える教育・感情を変える教

育・行動を変える教育等についての方法論を

エネルギッシュに展開した｡
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午後からは保健

学習・保健指導・

保健管理・学校安

全の４つの分科会

に分かれ, それぞ

れの会場で活発な

意見交換が行われ

た｡ 第１分科会

｢保健学習｣ では,

福知山医師会副会

長の塩見芳朗氏が ｢中学生への血液検査｣ の

演題で, 発表を行った｡

福知山市では昨年度, 生活習慣病の早期発

見, また中学生の時から予防に向けての意識

をもってもらいたい等の目的で, 市の教育委

員会が主催, 医師会や各中学校の全面協力の

もと, 中学１年生を対象に血液検査を実施し

たが, 今回その結果について報告があった｡

検査項目は公費での実施上, 予算の制約もあ

り白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリッ

ト・血小板・総コレステロール・中性脂肪・

ＨＤＬ－コレステロール・ＬＯＬ－コレステロー

ル・ＧＰＴに絞っての実施であった｡

受診者704名 (対象者732名の96％) のう

ち異常なしは602名であり, 14.5％の生徒に

対して貧血検査 (62名) や脂質検査 (38名)

等の受診勧告あるいは受診指示がなされると

いう結果であった｡

生活習慣病予防対策としての中学生への血

液検査による指導の意義については今後の検

討を待つ必要があるが, 予備軍的な値を示す

生徒がいることは確かであり, 早期発見・早

期治療に向けての意義はあったと考え, 少な

くとも数年間は継続実施をした上で結果を分

析し報告したいと述べ, また, 採血を怖がっ

たり, いやがる生徒が各校にいることから,

生活習慣病の知識を理解させるための時間を

設けてほしいと願っていると結んだ｡ 本発表

に対しては参会者から ｢尿や血圧, 血糖値等

もからめればさらにいいデータが得られると

思う｣, ｢中学校でのデータを高校にもってい

ければ非常に有効｣, ｢生涯を通じての検査が

必要と日医も厚労省への働きかけをしており,

早期発見・早期対策を目指したい｣, ｢今後の

継続研究により, 全国に発信できるデータを

期待している｣ 等の意見が相次ぎ, 関心の強

さを思わせた｡

その他, 中学校教諭による ｢学年と連携し

た救急講習会｣ の報告等, 興味深い発表もあ

り, 大会は盛況裡に終了した｡

なお, 来年度の大会は京丹後市にて開催の

予定である｡
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鑑定医が秘密漏示罪に問われる発端となっ

た単行本は, 2006年６月20日, 父親への殺意

を持つ奈良県の進学校に通う少年 (16歳) が,

父親不在の自宅に放火し, 継母と異母弟妹２

人が一酸化炭素中毒で死亡した事件が題材で

ある｡ わが子への ｢支配｣ と ｢愛情｣ をはき

違えた医師である父親から ｢所有物｣ として

服従させられ, 幼児期から虐待とも取れるよ

うな暴力による勉強への強制を加え続けられ

た少年に, 父親への殺意が形成されたことが

背景にある｡ 内容の大半が, 少年法により本

来なら入手不能な捜査資料からの引用で書か

れていたことから国会でも論議になり, 司法

当局の反応として ｢少年法への挑戦｣ (法相),

｢少年へのプライバシー侵害｣ (東京法務局長)

などの異例の勧告がなされ, 社会的にも大き

な関心を呼び起こした｡

同じ著者による神戸少年事件を題材にした

｢少年Ａ 矯正2500日, 全記録｣ (文春文庫)

と比較しても, 今回の内容は大半が供述調書

や鑑定書からの引用で書かれていることで,

事件の真相に迫る少年の動機や心理状態が格

段によく理解できるようになっていた｡ 神戸

少年事件では事件の異常性に見合うだけの動

機や心理状態がつかめず, 読後にもやもやし

た印象が残った記憶があった｡ 今回の著作か

らは, 少年の放火に至った動機や心理状態の

みならず事件の背景や普遍性についても理解

でき, 背景を知る限りでは特別な家庭状況で

の事件とはいえず, どの家庭でも起こりうる

普遍性がある｡ さらに, 少年事件の再発を防

ぐ上でも社会が広く情報を共有化できた点は

プラスになると感じ, 社会的にも大きな意義

を持つ出版物であると私個人には思われた｡

しかし一方で, 今回提示された問題は, 秘

密漏示罪に問われた鑑定医を通じ情報が漏洩

された点にある｡ 少年自身の更生に障害にな

るとの指摘もあり, さらに現在審判中や今後

起こりうる少年事件での秘密保持ができない

可能性があれば, 逆に関係者から正確な情報

が得られにくくなることも危惧される｡

今回の事件では, 当事者である鑑定医を直

接知っていた事もあり, 自分が同じ境遇になっ

た場合, どういう行動をとりうるのか？に立

脚し, 繰り返し本を読んだ｡ 新聞報道による

と, 鑑定医の動機は, ｢少年は自分の興味・

関心に執着する広汎性発達障害であり, 犯行

は父親から逃げることに病的に集中した結果

であり｣, ｢継母と異母弟妹に対しての明確な

殺意はなく｣, ｢少年は殺人者であるという世

間の誤解を解きたくて, 少年のためにやった｣

と述べていることから判断して, 秘密漏示の

正当な理由が全く見出せない行為とは私個人

には思えなかった｡ さらに ｢逮捕や起訴の可

能性も念頭に置いた上｣ での覚悟の行為であっ

たとも述べており, 著者に対しても悪意を抱

くような言動や態度も見られず, 悠然と構え

ており大した人物だと感心している｡ 私自身

もはたして同じような態度がとれるか, はな

はだ疑問である｡ 起訴された後の論点は, 秘

密漏示における ｢正当な理由｣ とは何かにつ

いての解釈に委ねられるが, 同時に, 少年法

の趣旨からも更生に容易な道は何であるかと

の観点からの議論も必要であり, 今後この種

の悲劇を繰り返さないための再発防止策の一

環として, 今回の事件をきっかけに広汎な議

論が行なわれることが望まれる｡

草薙厚子著｢僕はパパを殺すことに決めた｣(講談社)と秘密漏示罪

洛和会音羽病院 二宮 清
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以下は本年10月16日に京都府医師会で開催された地区広報・情報化担当理事合同連絡協議会

において各地区の担当理事に報告した内容である｡

� �������	�
�����

平成17年４月に厚労省が行った ｢療養の給付, 老人医療および公費負担医療に関する費用の

請求に関する省令｣ の改正で, その骨子は以下のごとき内容となっている｡

◇施設規模により順次進める｡

◇最終的に原則としてすべての医療機関, 審査支払機関, 保険者間において全項目が分析可能

なデータ形式のレセプトの提出と受領のオンライン化｡

◇平成18年度からオンライン化を進め, 平成23年４月１日から原則全てのレセプトがオンライ

ンで提出と受領｡

◇これに対応しない場合には診療報酬支払の遅延等のペナルティ処置｡

◎レセコンを有する診療所：平成22年３月31日までに｡

◎レセコンを使用していない診療所：平成23年３月31日までに｡

◇レセコンを導入する予定のない医療機関に対しては電子処理を外部に代行委託することを認

める規定あり｡

◇診療報酬請求件数が月平均100件以下 (年1200件以下) の医療機関に関してはその経過措置

を平成23年４月１日から２年以内の範囲の別に定める日｡

� �������	�
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レセオンライン提出とは, 今までの紙レセプトを電子情報にしてインターネットを利用して

提出することである｡ すでにレセコンを導入して紙レセプトで提出している診療所は次の２段

階のステップを踏む必要がある｡

第１段階 ：レセデータを紙レセプトではなく電子化して電子媒体 (フロッピー等)に仕上げる

�����

レセコンに ｢レセプト電算処理システムソフト｣ を導入する｡

そして独自に使用しているレセコンの傷病名・診療報酬点数コードを厚労省が定めた統一コー

ド (マスタコード) に変換するためのソフト導入設定整備作業を行う｡

結果, 電子磁気媒体 (ＦＤ１枚でおよそ1400件のレセプト情報を記録) へ変換できる｡

�����
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対応している場合は導入しているレセコン会社に依頼 (30万円前後) する｡

新規レセコンを購入する場合は最近はほとんど標準装備が多い｡

ＯＲＣＡ日レセは標準装備である｡

厚労省のレセスタは使用しないほうがよい (煩雑で費用が高い)｡

��	�	��������	�

院内のデータ整備や支払者との確認調整におおよそ２～３ヶ月間必要｡

ここまで終了するとフロッピー等でのいわゆる ｢レセプト電算処理提出でのレセプト請求｣

が可能となる｡

第２段階 ：レセ電算化した電子情報をパソコンを使用してオンラインで請求

現在の厚労省の規定

オンライン請求するため, 別途専用のパソコンを用意し, 厳重な管理を要求

オンライン請求するための回線は, ＮＴＴのＩＳＤＮかフレッツ回線のＩＰ－ＶＰＮ

��������	�

ＩＳＤＮは電話回線を利用した過去のインターネット接続法であり, 推奨できない｡

ＮＴＴ以外のインターネット回線の利用者はＮＴＴのフレッツとの契約が必要｡

⇒この規則は今後変更される可能性あり

���� �!"��#$	%&�

１. 厚生労働大臣指定申請に関する届出

２. 電子情報処理組織使用による費用請求に関する届出 (支払基金と国保連合会それぞれ)

３. 電子証明書発行依頼書

(4000円必要・社保診療報酬から控除・３年有効・失効時にも必要)

��	'����	�

基金から初期設定用のＣＤ－ＲＯＭ, ＩＤ, パスワード, 説明書が送られてくるので説明どお

りにオンライン請求する｡

� �������	
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現実問題として, 手書きレセプトを提出医療機関にはレセコンの導入は不可能であり, 仮に

財政補助があったとしても機器導入, 機器設定, 回線設定, レセコン入力等ハードルが高すぎ

る｡ 全国の20％がこのような手書きレセ提出医療機関である｡

�()*+,	,-.	/0

｢手書きレセ提出医療機関がペナルティを与えられるような状態, 診療継続ができないよう

なことは絶対にさせない｣ と明言｡ 国側と交渉継続中｡

�12345

１. 国としては平成23年４月目途に特定健診データを含め全システムを稼働させたい意向が

強い｡ その意味で代行入力案が今後進む可能性がある｡

２. 国側は医師会での代行入力案も提示しているが個人情報, 費用等の問題からこれは現実

性がない｡

３. ある一部の都道府県ではすでに基金側と代行入力につきほぼ了解事項となっているが京
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都府においてはこのような話はない｡

４. もし代行入力となった場合においても受益者負担の原則から医療機関側はコストなしの

代行入力を京都府医師会として日医に提言している｡

� �������	
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平成19年７月の全国診療所 (診療所数88,272件) のデータでは, レセ電算システムによる媒

体請求をしている割合は全国で9.9％ (8,732件) で, 試行的オンライン請求にいたっては全国

で0.1％ (91件) しかない｡ 現在もこの省令内容については変更が加えられつつある｡ オンライ

ン請求の回線はＮＴＴのＩＳＤＮやフレッツＩＰ－ＶＰＮ以外のセキュリティの確保された回線

の使用への拡大やオンライン請求に使用するパソコンについても別途専用のものを購入せずと

も, たとえば日レセ用のパソコンの使用でも可能となる方向にあり, 流動的な情勢にある｡

レセコンをすでに導入されている医療機関における現行の省令の期限は平成22年３月31日と

されている｡ よって第１段階のレセ電算処理には準備期間が２～３ヶ月はかかるため期限の直

前であれば医療機関が集中する可能性もあり, ここのステップに関してはそろそろ準備作業に

入られてもよいと考えられる｡ 一方, 第２段階であるオンライン請求は, 手続きと簡単な操作

だけで短期間に終了させることが可能で, 前述の如く省令には流動的な事項が多々あり, 今後

これが変更されてゆく可能性も高い｡ 現状でオンライン請求を行っても医療機関側のメリット

はなにもない上に, 今あわててオンライン請求のステップに進むことは結果的に不必要な投資

を行うことにもなりかねない｡ よって平成21年中頃まではじっくり様子をうかがう方が賢明と

考えられる｡ 府医は今後とも最新の情報を継続して広報する｡

���������	

京都医報 平成18年７月１日号 ｢ついに動き出したレセプトオンライン請求｣

京都医報 平成18年８月１日号 ｢厚労省開発・レセスタ｣

京都医報 平成19年１月15日号 ｢レセオンライン化の諸問題｣

京都医報 平成19年10月１日号 ｢保険医療部通信・日医グランドデザイン各論の問題点｣

�������
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京都医報９月１日号で全国の日レセ稼働数を紹介した｡ 今回は全国各地において医療機関数

を分母とした場合, 各地区がどの程度の日レセの導入率であるかを紹介する｡ 次ページの表を

見ると近畿ブロックでは稼働数では大阪, 兵庫, 京都の順であるが, 導入率では和歌山が12.3

％とトップで, 京都6.9％がこれに次ぐ順位にある｡
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全国都道府県別 導入医療機関 ｢日レセ｣ 稼働数 (2007－10－12現在)

№ 都道府県名 総医療機関数 電算レセプトで請求している医療機関数 日レセ稼働数(レベル１) 日レセ稼働数(レベル１＋２) 導入率ランク 導入件数ランク

１ 北 海 道 3,461 2,857 80 2.80％ 96 3.36％ 39 20

２ 青 森 949 791 24 3.03％ 29 3.67％ 37 38

３ 岩 手 889 826 22 2.66％ 26 3.15％ 40 39

４ 宮 城 1,526 1,284 78 6.07％ 87 6.78％ 18 21

５ 秋 田 739 637 14 2.20％ 16 2.51％ 45 46

６ 山 形 871 792 36 4.55％ 42 5.30％ 24 34

７ 福 島 1,423 1,244 41 3.30％ 50 4.02％ 35 31

８ 茨 城 1,583 1,395 72 5.16％ 78 5.59％ 23 24

９ 栃 木 1,360 1,204 67 5.56％ 74 6.15％ 20 25

10 群 馬 1,512 1,305 116 8.89％ 136 10.42％ 4 11

11 埼 玉 3,838 3,347 116 3.47％ 148 4.42％ 30 9

12 千 葉 3,467 3,024 111 3.67％ 139 4.60％ 28 10

13 東 京 11,869 9,504 377 3.97％ 450 4.73％ 26 1

14 神 奈 川 5,989 5,019 178 3.55％ 199 3.96％ 36 4

15 新 潟 1,557 1,360 78 5.74％ 87 6.40％ 19 21

16 富 山 801 696 17 2.44％ 21 3.02％ 42 43

17 石 川 851 735 39 5.31％ 42 5.71％ 22 34

18 福 井 568 498 18 3.61％ 21 4.22％ 33 43

19 山 梨 652 564 9 1.60％ 9 1.60％ 46 47

20 長 野 1,467 1,291 44 3.41％ 55 4.26％ 32 29

21 岐 阜 1,411 1,258 91 7.23％ 98 7.79％ 14 18

22 静 岡 2,507 2,026 92 4.54％ 107 5.28％ 25 17

23 愛 知 4,637 4,261 180 4.22％ 199 4.67％ 27 4

24 三 重 1,400 1,285 16 1.25％ 18 1.40％ 47 45

25 滋 賀 905 823 20 2.43％ 23 2.79％ 43 41

26 京 都 2,575 1,986 123 6.19％ 136 6.85％ 17 11

27 大 阪 8,444 7,130 263 3.69％ 320 4.49％ 29 2

28 兵 庫 4,831 4,155 143 3.44％ 172 4.14％ 34 7

29 奈 良 1,137 992 25 2.52％ 30 3.02％ 41 37

30 和 歌 山 1,129 969 110 11.35％ 119 12.28％ 2 14

31 鳥 取 511 448 39 8.71％ 44 9.82％ 7 33

32 島 根 706 619 57 9.21％ 62 10.02％ 6 27

33 岡 山 1,600 1,318 107 8.12％ 118 8.95％ 8 15

34 広 島 2,675 2,209 162 7.33％ 190 8.60％ 10 6

35 山 口 1,321 1,120 63 5.63％ 83 7.41％ 15 23

36 徳 島 831 713 48 6.73％ 52 7.29％ 16 30

37 香 川 818 684 14 2.05％ 23 3.36％ 38 41

38 愛 媛 1,277 1,140 84 7.37％ 97 8.51％ 11 19

39 高 知 657 569 31 5.45％ 34 5.98％ 21 36

40 福 岡 4,441 3,748 240 6.40％ 299 7.98％ 12 3

41 佐 賀 714 635 45 7.09％ 50 7.87％ 13 31

42 長 崎 1,462 1,249 108 8.65％ 127 10.17％ 5 13

43 熊 本 1,519 1,359 39 2.87％ 58 4.27％ 31 28

44 大 分 1,036 918 15 1.63％ 24 2.61％ 44 40

45 宮 崎 909 831 66 7.94％ 72 8.66％ 9 26

46 鹿 児 島 1,498 1,348 146 10.83％ 156 11.57％ 3 8

47 沖 縄 847 727 107 14.72％ 112 15.41％ 1 16

総 計 97,170 82,893 3,971 4.791％ 4,628 5.58％ － －

※医療機関数は社会保険診療報酬支払基金 (Ｈ19.５) ｢電子計算機により作成された明細書の受付状況｣ より抜粋｡
※電算レセプトとは, コンピュータから出力されたレセプトであり, レセプト電算 (電子請求) とは異なる｡
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府医では本年８月１日より会員のメーリングリスト (ＭＬ) の試験運用を開始した｡ 現在ま

でのところ開始以来, 毎月70本程度の投稿があり, 様々な内容での情報交換で活用されており,

登録された先生方のご理解もあって順調な稼働状況にあるといえる｡

現在の総登録件数は474件 (Ａ会員375名, Ｂ会員78名, Ｃ会員８名, Ｄ会員４名, 地区医師

会９件) である｡ ９月の地区庶務担当理事連絡協議会において地区医師会単位の入会もお願い

したところ, その後やや増加したがまだ全地区医師会の３分の１である｡ 今後は本ＭＬを利用

した会員への各種情報提供や麻疹等の感染症情報伝達への利用も予定しているため, 未登録の

地区医師会におかれては是非登録をお願いしたい｡

他の都道府県医師会のＭＬではウイルスメールによりシステム機能不全に陥った例もある｡

このため府医ＭＬ用専用サーバにはウイルスメール, 添付ファイル, テキスト文字以外をサー

バ側で受け付けない設定がされているのでご注意いただきたい｡ また各自会員におかれても抗

ウイルスソフトのパソコンへの導入と更新, あるいはネット回線プロバイダーとのオプション

契約のウイルス対策サービス等のご利用をお願いしたい｡ また登録会員数が増加してきたため

再度本ＭＬの ｢運用規約｣ ならびに ｢運用ガイドライン｣ を以下掲載するので一度お目通しい

ただきたい｡

なお, パソコンとインターネット回線は家にあるがなかなかパソコンは苦手という先生方の

ために, 府医では来年１月26日, 27日の日程 (１回参加のみで可) で, 初心者向けのメールの

扱いやインターネット閲覧のための講習会を予定している｡ 本誌に募集要項が掲載されている

ので, 是非この機会をご利用いただき府医会員ＭＬへご参加いただきたい (11月30日締め切り)｡

入力は不得手であってもインターネットの操作やメールの扱いはそれほど難しいものではなく,

これらによって情報収集が可能となる｡

京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約

平成19年７月 京都府医師会理事会制定

[名称ならびに運営方針]

第１条

京都府医師会・会員メーリングリスト (以下府医ＭＬ) は京都府医師会員の情報交換,

情報共有, 会員の円滑な交流を目的として運営する｡

[運営者]

第２条

府医ＭＬの運営は京都府医師会情報企画委員会がこれを担当する｡

[利用資格ならびに手続き]

第３条

希望する京都府医師会員すべてが府医ＭＬを利用する資格を有する｡ 地区医師会は団体

として登録することが出来る｡

第４条

利用希望者は京都府医師会事務局に会員のメールアドレスを書面にて届けるものとする｡
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利用を停止する場合は同じく京都府医師会事務局に書面にて届けるものとする｡ 今後可能

となる京都府医師会ホームページ・医師の部屋内において利用受付・停止を行った場合は

書面での手続きは不要とする｡

[投稿内容の禁止事項]

第５条

投稿者は所属する地区医師会ならびに氏名を投稿文に記載することとし, 匿名での投稿

は禁止する｡

第６条

府医ＭＬ内に投稿された文章を投稿者の承諾なくＭＬ外へ持ち出しすることを禁止する｡

第７条

会員として著しく品位を毀損する投稿, 著しく秩序を乱す投稿等があった場合は情報企

画委員会権限においてこれを審議の上, 理事会において裁定し, 投稿者に注意勧告あるい

はそれ以降の府医ＭＬの利用中止を裁定する｡

[その他]

第８条

本利用規約は理事会において改定する｡

���������	
�������������

メーリングリスト (以下ＭＬ) は, これを登録したすべての府医会員に対して１回発信する

だけで全員にゆきわたるメールサービスで, 京都府医師会・情報企画委員会において運用して

います｡ 会員個人に対してのメール発信はできません (投稿者以外の会員個々のメールアドレ

スは会員内では公開されません)｡ 多数の会員が同時性, 即時性, 双方向性をもって伝達でき

る手段で, 会員同士の情報の共有がその目的です｡

【メールの発信】
発信したい場合はメールソフトを開け, ｢件名｣ にメールの内容が充分把握できるような簡

潔で適切なタイトルをお付けいただき, メール本文を書いたあとに ｢宛先｣ を指定の府医・会

員ＭＬのアドレスにして ｢送信｣ をクリックしてください｡

【メールの返信】
投稿されたメールに対して返信したい場合は, そのメールにある ｢返信ボタン｣ をクリック

すると返信メールが用意されます｡ 文章作成後に ｢送信ボタン｣ をクリックすると, これもす

べての会員に向かって発信されます｡ この場合, ｢宛先｣ や ｢件名｣ は自動で記入されます｡

｢件名｣ の内容を変更したい場合はその部分を修正してください｡

【所属・記名投稿】
このＭＬの気持ちよい環境作りのためメールの本文に必ず所属医師会と氏名をご記入く

ださい｡

【投稿内容について】
①読者には長文投稿は読みにくく要旨を簡潔にまとめた文章の方が読まれやすいものとなります｡

②多くの先生方にお読みいただくことになります｡ 出所不明の不確実な情報, 他人の誹謗中傷等
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は避けていただき医師としての品位を傷つけないご発言をお願いします｡ また文字ベースのや

りとりは, 自分の気持ちや表現がうまく相手に伝わらず誤解を与えることがよくあります｡ 感

情的にならず, 互いに相手を思いやって節度あるやりとりを心がけるようにしてください｡

③投稿されたメールは各受信者が削除しない限り長期にわたって記録として残ります｡

④本ＭＬでの投稿内容を投稿者の承諾なくＭＬ外に持ち出すことはご遠慮ください｡

⑤時として議論が沸騰したり感情的になるケースが考えられます｡ 内容があまりに偏向あるいは

限られた一部の話題等の場合は情報企画委員会から注意勧告を発する, あるいは理事会におい

て投稿者の府医ＭＬの利用中止を裁定する場合があります｡

【メール形式】
メール作成形式はリッチテキスト (HTML 形式) とテキスト形式があります｡ 前者はメール

文字の色変更等の操作ができますが, 後者のテキスト形式の方がウイルス感染の可能性がない

という安全性やメール自体の容量が軽いこと, どのメールソフトでも確実に読める等の利点が

あり, メール社会の一般通念としてはこれが推奨されています｡ 本ＭＬではテキスト形式のメー

ルしか受け付けない設定となっています｡

(参考)

メールでのウイルス感染は添付ファイルを介するものがほとんどですが, 中にはメールの

HTML形式の中に仕込まれるスクリプトというプログラムを介する種類のものがあります｡

【メールのテキスト形式への変更方法】
◆Outlook Express

Outlook Express を起動し ｢メールの作成｣ をクリック｡

メッセージの作成ウインドウが開きます｡

この中で上部の ｢書式｣ をクリック｡

｢テキスト形式｣ になっておればそれで問題ありません｡

もし ｢リッチ テキスト(HTML)｣ になっておれば ｢テキスト形式｣ をクリックして変更し

てください｡

◆Mac OS

｢ Mail ｣ の ｢環境設定｣ を開く｡

｢作成アイコン｣ を選び, ｢フォーマット｣ を ｢標準テキスト｣ に設定｡

【添付ファイルについて】
本ＭＬでは安全のため添付ファイルは受け付けない設定になっています｡

【サーバのウイルスプロテクション・会員の抗ウイルスソフトやプロバイダのウイルスチェッ
クサービス】
本ＭＬのサーバはウイルスプロテクションが設定されており, 会員同報通知されるメールは

ウイルスチェックがかかります｡ ただ自らの安全のため, また知らぬ間に会員へウイルス配布

をしてしまわないためにもご自分で使用されるパソコンに必ず抗ウイルスソフトをインストー

ルされ日々の更新 (最近のものは自動的に連日更新されます) をお願いします｡ ご使用されて

いる回線プロバイダ側で前もってメールのウイルスチェックをしてくれるサービスもあります

のでこのご利用でも結構です｡

平成19年７月１日

京都府医師会 情報企画委員会
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京都府医師会新会館建設のプランが具体化

しつつある｡ 新会館は, メディカル機能, エ

ジュケーション機能, インテリジェンス機能

を持つこととなる｡ 医師会員にとって, すば

らしい会館が出来ると思い期待している｡

この新医師会館への移転に際して, これま

で医師会館に事務所を置いて活動している京

都府保険医協会が入居出来るかどうか, 未だ

に京都府医師会から正式な了解が得られてい

ないとのことである｡ この時期に保険医協会

の執行部となられた先生方の気苦労を拝察す

ると心が痛む｡ 新医師会館への期待よりも,

新医師会館建設が医師会員相互の連携を崩す

ことにならないかとマイナス面を心配して

いる｡

相楽医師会では, 保険医協会も新会館内に

転居して, これまでどおりに京都府医師会と

協力し合いながら会員のための活動をしても

らえると当然のように思っていた｡ しかし,

それがスムーズに行かないようだと聞き, 相

楽医師会理事会では, 新医師会館に保険医協

会の入館を願う決議をしている｡ 相楽のよう

な遠隔地から出向く利便性のため, また保険

医協会が医師会と表裏の関係にあってほしい

ためである｡ 相楽医師会の意向は, 京都府医

師会参与会や会館建設会費検討特別委員会な

どで京都府医師会に正式に伝えている｡ しか

しながら, 京都府医師会執行部は, このこと

に関しては未だ何も決まっていない, このこ

とを議論する場ではないと答弁をされるのみ

で今日に至っている｡

個人的に医師会執行部の先生とお話しして

も, 保険医協会は先生が考えるような生易し

い団体ではないですよとの答えが帰ってくる｡

どうも医師会執行部は積極的に新会館建設を

機会に保険医協会と決別するつもりとも受け

取れる｡ しかし, それでは一番困るのは医師

会員である｡ 保険医協会執行部の方針に異議

があるのなら, 医師会執行部の先生方も保険

医協会会員なのだから議論して変更するよう

に努力するべきである｡

京都府医師会は社団法人として行政組織の

一翼を担わなければならない｡ そのために医

師会執行部の先生には行政との交渉などで大

変なご苦労をお掛けしている｡ それに対して

保険医協会は任意団体であるから自由に発言

が出来る｡ 法人医師会では出来ない政治活動

も出来る｡ 古典的な車の両輪論だねと一笑さ

れても, これまでほとんどの医師会員が２つ

の公式, 非公式の団体を維持してきているの

は, 医師会員にとって, それぞれに価値があっ

たからだと思っている｡

日本の医療制度が崩壊しつつある現在, 医

師同志の連帯・結束が最重要である｡ 医師会

とか保険医協会ということは瑣末な問題であ

り, 小異を捨てて大同につくことが今こそ重

要である｡ 新会館建設が医師会員を分断して

将来に禍根を残すこととならないようにして

ほしい｡ すべての会員にとって新会館が祝福

できるものとなるように英知を結集してほし

いものである｡

新医師会館建設に
思う

相 楽 飯田 泰啓
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京医選管発第15号

平成19年11月26日告示

京都府医師会選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

京都府医師会会長ならびに京都府医師会代議員・予備代議員の選挙について(告示)

現在の京都府医師会長の任期は平成20年３月31日に, また同代議員・予備代議員の任期は平

成20年１月31日をもってそれぞれ満了となります｡

つきましては, 下記のとおり府医会長・代議員・予備代議員選挙を各選挙区において一斉に

実施することになりましたので, 府医選挙規定第18条により告示します｡

記

１. 投票日および投票時間

平成19年12月16日(日) 午後２時～５時

２. 投票所および代議員・予備代議員選挙開票所

別記 (次ページ) のとおり

３. 会長選挙開票場所

京都府医師会館

４. 会長選挙開票日時

平成19年12月17日(月) 午後２時30分～

５. 代議員・予備代議員開票日時

平成19年12月16日(日)

午後５時～ (各投票所にて即日開票)

６. 立候補届出期間

平成19年11月26日(月) 告示

平成19年11月28日(水) 午後４時締め切り

※届出は文書をもって府医選管委員長宛

(担当：府医事務局 総務課)

７. 定数

会 長 １人

代議員・予備代議員 各107名

(地区別定数は別表①参照)

※なお, 当該選挙における候補者がその

選挙の定数を超えないとき, もしくは

超えなくなったときは, 京都府医師会

選挙規定第31条により投票は行わない

ことになります｡

別表①

地 区
基準会員数
Ｈ19.10.１現在

代議員・
予備代議員定数

北
上京東部
西 陣
中京東部
中京西部
下京東部
下京西部
左 京
右 京
西 京
東 山
山 科
伏 見
乙 訓
宇治久世
綴 喜
相 楽
亀 岡
船 井
綾 部
福 知 山
舞 鶴
与 謝
北 丹
京都大学
府立医大

151
105
194
102
248
105
349
334
217
249
118
276
446
182
326
148
120
88
58
35
82
81
43
31
66
89

4
3
5
3
6
3
9
8
5
6
3
7
11
5
8
4
3
2
1
1
2
2
1
1
2
2

計 4,243 107
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選挙区 投票所および代議員・予備代議員選挙開票所

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
東山区鞘町正面下る上堀詰町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

会長・代議員・予備代議員選挙投票所および代議員・予備代議員選挙開票所

地区選管委員長 住 所

冨岡 曄
603－8122 北区小山花ノ木町17

冨岡小児科医院

椿 恒雄
602－0895 上京区上御霊前通烏丸東入
上御霊前町410 つばき医院

荒井 龍也
602－8163 上京区下立売通千本東入上ル

荒井医院

小笠原孟史
604－0491 中京区御幸町通り押小路下ル
亀屋町394 小笠原医院

野見山世司
604－8421 中京区西ノ京永本町２

野見山医院

垣田 時雄
600－8107 下京区五条通室町西入
高橋第６ビル２Ｆ かきた内科医院

島岡 昌幸
601－8649 南区唐橋平垣町68

島岡医院

八田 一郎
606－8084 左京区修学院薬師堂町４

八田内科医院

太田 正治
616－8042 右京区花園伊町６

太田診療所

岡本 隆
615－8003 西京区桂上野東町101
ウエルネスアーク桂 岡本医院

落合 正和
605－0855 東山区東大路松原上ル
辰巳町111 おちあい医院

宮田 健
607－8151 山科区東野竹田町10－69

宮田医院

浅山 孝彦
612－8047 伏見区上油掛町36－２
ヴィヴァチェ桃山102号 浅山眼科医院

鈴木 博雄
617－0006 向日市上植野町円山12－５

鈴木内科外科診療所

中村 堯
610－0117 城陽市枇杷鹿背田37－９

中村整形外科医院

川浪 進
610－0361 京田辺市河原神谷11－８

川浪整形外科医院

藤川 正代
619－0222 相楽郡木津町相楽川ノ尻

藤川医院

吉岡 隆行
621－0243 亀岡市宮前町宮川西垣内17

宮前診療所

吉田 隆夫
629－0341 船井郡日吉町殿田尾崎８

吉田医院

野間 俊二
623－0102 綾部市上杉町渋市２

野間医院八田診療所

塩見 芳朗
620－0047 福知山東本町73－１

本町医院

本河 一郎
625－0036 舞鶴市浜758

本河医院

中川 長雄
626－0003 宮津市漁師1673－１

中川医院

宮地 吉弘
629－3101 京丹後市網野町字網野100

宮地外科医院

松森 昭
606－8507 左京区聖護院川原町54

京都大学医学部附属病院

萩原 明郎
602－8566 上京区河原町広小路

府立医科大附属病院



2007年(平成19年)11月15日 No.1873 47

お
知
ら
せ

京医選管発第16号

平成19年11月26日

京都府医師会選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

京都府医師会長, 京都府医師会代議員・予備代議員選挙に
おける立候補と候補者の推薦について

12月16日執行の標記選挙にあたり, 会員各位 (平成19年10月１日現在の府医選挙人名簿に登

録されている会員) には, 自らすすんで立候補されるようお願いいたします｡ また適任候補者

の推薦につきましても格別のご配意をお願いいたします｡

なお, 立候補および候補者の推薦届出については下記事項をご了承のうえ正確を期していた

だきますよう申し添えます｡

記

１. 立候補および候補者の推薦の届出は文書をもって平成19年11月28日(水) 午後４時までに

京都府医師会内, 府医選管委員長宛に届け出てください｡

２. 候補者を推薦する場合, 推薦人は選挙人名簿に登録されている会員に限られます｡ 必ず候

補者本人の承諾書を添えて届け出てください｡

３. 会長選挙においては候補者は選挙事務所設置届も同時に提出してください｡

４. 代議員・予備代議員候補者届は府医選管および各地区選管に, 候補者推薦届・推薦承諾書,

会長候補者届は府医選管にありますのでご利用ください｡

～会長・代議員・予備代議員選挙の心得～

京都府医師会長および京都府医師会代議員・予備代議員の各選挙は会員 (有権者) 個々の自

由に表明される意思により行う直接選挙です｡

① 候補者の氏名は京都医報で告示するほか各投票所に掲示します｡

② 定数を超過しない場合, 投票は行われず, 当選決定となります｡

③ 投票は会員自ら投票場所で投票時間内に各投票所に掲示された候補者の中から１名のみ

ご記入 (１人１票単記無記名投票) ください｡

④ 投票用紙は会長用を黄色, 代議員用をピンク色, 予備代議員用を水色に色分けしていま

すのでご留意ください｡

⑤ やむを得ない事情により選挙の当日自ら投票所に行けない方は次の要領で不在者投票を

行ってください｡

(ア) 所定の ｢投票用紙および投票用封筒交付請求書｣ (本誌付録にて添付) を12月10日

(月) までに到着するよう府医選管委員長宛に郵送あるいは郵送に準じるもの (ただ

し, ＦＡＸ・電子メール等電子媒体は不可) (送料は各自負担) でご請求ください｡

(イ) (ア)の請求に基づき府医選管委員長より ｢投票用紙および投票用封筒｣ をＡ会員は

医療機関に, Ａ会員以外は自宅に書留扱いで送付します｡
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(ウ) 投票用紙は前記②のとおり色分けしており, 投票用封筒も会長用, 代議員用, 予備

代議員用の３種に区別してあります｡

(エ) それぞれの候補者氏名を記入した投票用紙を投票用封筒に入れて密封し, さらに投

票者の住所, 氏名を明記した所定の郵送用外封筒に入れて密封し, 12月15日(土) ま

でに有権投票区の地区選管委員長に到着するように郵送 (郵送費は各自で負担) して

ください｡

(オ) ｢投票用紙および投票用封筒｣ の一括および代理人による請求・提出はいかなる理

由であっても受理できません｡

⑥ 当選人は速やかに告知しますが, 投票の結果, 規定の得票がない場合の再選挙について

は改めて告示します｡

���������	
��

既報のとおり, 京都府医師会会長の任期満了 (平成20年３月31日) に伴う選挙が, 府医選挙

規定に則り実施されます (選挙の流れは下図のとおり)｡

単独立候補者の場合には, 投票は行われず, 当選決定となりますが, 複数立候補者の場合,

選挙人 (有権者) は投票日の12月16日に各地区投票所において投票を行い, 当選人が決定しま

す｡ なお, 選挙人がやむを得ない事由にて投票日に投票所へ赴くことができない場合には, 所

定の ｢不在者投票用紙・封筒請求書｣ (本紙付録) にて, 府医選管委員長宛に不在者投票用紙

の請求をし, 投票することが可能 (下図 のとおり) です｡

投 票 所

⑧ ④ Ｃ○

⑨
⑤

府 医 選 管 地 区 選 管

⑦

②

② ③ ⑥ ⑩ ① Ｂ○
Ａ○

立 候 補 者 選挙人 (会員)

※単独候補者の場合, 投票は行われません (12月１日付京都医報 ｢立候補者の告示｣ 参照)
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【 選挙の流れ】 【 不在者投票の流れ】

①選挙人名簿の縦覧

②候補者届出・候補者推薦届出

③立候補者選挙公報掲載文提出

④投票立会人の選任

⑤投票用紙・投票箱等の配付

⑥開票立会人の届出：候補者届出日

⑦会長選挙投票

⑧投票箱の回収

⑨会長選挙開票

⑩候補者へ当選の告知

Ａ○不在者投票用紙・封筒の請求・交付
Ｂ○不在者投票
Ｃ○不在者投票用紙の投票箱への投函

京医発第512号

平成19年10月30日

京大地区選挙人 各位

京都府医師会長 森 洋一

地区選挙管理委員の辞任・就任について (公示)

このほど次のとおり地区選挙管理委員の異動がありましたので公示します｡

◇京大地区選挙管理委員長の藤井信吾氏が辞任, 予備委員松森 昭氏が委員長に繰り上げ

就任｡
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日本医師会が企画, 各都道府県医師会が協力

する標記事業は, 地域医療における医師会の役

割を地域住民に理解してもらうことを目的に実

施されているテレビ講座で, 今年度, 京都府で

実施されることとなりました｡

��������	
������

地域住民に医療・福祉における医師会活動を理解していただくという観点からテーマを ｢在

宅医療｣ とし, 在宅医療支援の柱として ｢主治医紹介システム｣ ｢医療と介護・福祉の連携シ

ステム｣ を紹介する番組構成となっています｡ 特に, 北川府医理事による ｢京都府医師会在宅

医療サポートセンター｣ 構想の紹介や左京・乙訓両医師会での在宅医療における取り組みを,

個々の事例を交えながら紹介して

います｡

�������������

放送日は11月24日(土) の午後

４時30分から５時｡ ＫＢＳ京都テ

レビで放送されますので, 是非,

ご覧ください｡

また, より多くの方々にご覧い

ただきたく, 本号同封のポスター

を貴院待合室などにご掲示, 広く

ＰＲいただきますよう, 何とぞご

協力のほどよろしくお願いいたし

ます｡

● ● � � � ● ●

�����

����	
�������������
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今般, 厚労省より ｢医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項

等及び広告適正化のための指導等に関する指針 (医療広告ガイドライン)｣ (平成19年３月30日

付け厚労省通知) に関するＱ＆Ａ (事例集) を取りまとめ, 厚労省のホームページに掲載した

との連絡がありましたので, お知らせいたします｡

なお, Ｑ＆Ａにつきましては, 厚労省ホームページにおいて随時更新される予定ですので,

ご活用ください｡

厚労省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html)

※Ｑ＆Ａ (事例集) の送付を希望される場合は, 府医総務課 (075－315－5273) までご連絡く

ださい｡

第４回 京都府医師会生涯教育セミナー

● ● ● ● ������ ��	
������ ● ● ● ●

と き 平成19年12月22日(土) 午後２時30分～午後５時

ところ 京都府医師会館 ２階大ホール (中京区御前通松原下ル)

●セミナー いわさく整形外科院長 岩破 康博 先生
京都府立医科大学産婦人科学内講師 岩佐 弘一 先生
飛田医院院長 飛田 収一 先生

●ディスカッション

参加費 無 料 (会員外の方の参加も歓迎します)

※日本産婦人科学会, 日本産婦人科医会研修シールが発行されます｡

主 催 京都府医師会
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現在, 多くの会員の先生方がパソコンを使用した ｢電子メール｣ を使用され, 情報交換を行っ

ておられます｡ また, インターネットの Google 等 ｢検索エンジン｣ をご利用になり, 最新の

医療情報を検索して情報を得られている方も多いかと思われます｡ 京都府医師会では, 本年８

月から府医・会員メーリングリスト (府医会員ＭＬ) を立ち上げ, すでに多くの先生方にご活

用をいただいております｡ このＭＬは電子メールを利用して多数の会員同士で意見交換や情報

交換を行うシステムです｡ ご自宅にインターネットの回線とパソコンがあれば, これらはさほ

ど難しい作業ではありません｡ 今回, 京都府医師会館において今まで意欲はあっても機会を逸

されておられた会員の先生方を対象に, 日本医師会主催の初級パソコンセミナーへの参加希望

者を募ることになりました｡ なお日程等は希望者数の調整後に改めて通知いたします｡

対 象 原則として日医会員 約40名まで

開催日時 平成20年１月26日(土) および27日(日) に同じ内容で計４回開催

開催場所 京都府医師会館

講習内容 インストラクター３名が先生方のレベルに合わせて１グループ３～４名の少人数

制で指導します

実習形式で受講者１名に１台のパソコンを用意します

開催方法 いずれかの１講習２時間 (１講習は10名以内)

１月26日(土) ①13時～15時 ②15時30分～17時30分

27日(日) ③10時～12時 ④13時～15時

参加費用 無 料

●４回の講習のそれぞれは, 同じ内容のカリキュラムになりますのでいずれかを受講ください｡

●予定では初級パソコンカリキュラムとして【インターネットを利用した検索方法】と【電子

メールの使い方】を想定しています｡

●もし希望があればその他に【Word】,【Excel】,【PowerPoint】も可能です｡

【Word】,【Excel】,【PowerPoint】は下記市販テキストを利用しての講習になりますので, 参

加される方はテキストの購入 (必須) をお願いします (領収書をご用意します)｡

富士通オフィス機器株式会社編

○｢Microsoft Office Word2003 基礎｣ (販売価格 1,600円＜税込＞)

○｢Microsoft Office Excel2003 基礎｣ (販売価格 1,600円＜税込＞)

○｢Microsoft Office Powerpoint2003 基礎｣ (販売価格 1,600円＜税込＞)

●まず先生方のご要望をお伺いした上で, 実施する講習内容と日程調整を行いたいと考えます｡

希望者数によっては【Word】,【Excel】,【PowerPoint】のカリキュラムは中止することもあ

りますので前もってご了承ください｡

●希望者は希望される講習内容と受講可能な曜日をお知らせください｡
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●締め切り：平成19年11月30日(金)

●連絡先 京都府医師会 総務課 萩永まで

ＦＡＸ 075－314－5042 Ｅメール kma26@kyoto.med.or.jp

※下記①～⑤をＦＡＸまたはＥメールにてご連絡ください｡

①希望受講内容 (いずれかひとつのみ回答)

Ａ【初級パソコンカリキュラムとして電子メールの使い方とインターネット検索】

Ｂ【Word】

Ｃ【Excel】

Ｄ【PowerPoint】

②希望される曜日 (事後の調整のためできるだけ複数回答でお願いします)

１月26日(土)

Ａ 13時～15時

Ｂ 15時30分～17時30分

１月27日(日)

Ｃ 10時～12時

Ｄ 13時～15時

③パソコンの経験

Ａ ゆっくりでもパソコンで文字の入力ができる

Ｂ パソコンでの文字入力は全くできない

④所属地区医師会

⑤氏 名

⑥連絡先 (住所・電話番号)

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

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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平成19年度日本医師会医療情報システム協議会
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内 容

・１日目／２月16日(土)
���� １. ｢医療連携におけるソシアルネットワーク～日米の現状を踏まえて～｣

秋山 昌範 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院客員教授

２. ｢情報論から見た電子カルテの本質～電子カルテに必要な技術革新とアーキテクチャー～｣

古山 一夫 メディカリューション株式会社, ＣＴＯ

����	
 ｢レセプトオンライン化｣

・２日目／２月17日(日)
��� １. シンポジウム ｢地域医療連携とＩＴ｣／事例報告

－医療連携ネットワークを阻害するものは何か－

２. 事務局情報担当者セッション－都道府県医師会, 群市区医師会における情報伝達－

� � ｢ＯＲＣＡプロジェクト～日レセの現状と今後の展開～｣

����	
 ｢医療系メーリングリスト：その光と影～果たしてきた役割と見えてきた限界～｣

対 象 者 日医会員および都道府県医師会・群市区医師会の事務職員

申込方法 専用ホームページ ｢参加申し込み案内｣ オンライン申し込み

http://www.med.or.jp/japanese/members/info/sys/2007/mousikomi.php

申込期間 11月６日(火) ～12月18日(火)

参 加 費 無 料

※詳細につきましては, 上記専用ホームページをご覧ください｡

■■■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：総務課までご連絡ください｡
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お
知
ら
せ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％ (2.425％) 2.925％ (2.925％) 2.625％ (2.625％)

５年以内 2.150％ (2.100％) 2.650％ (2.600％) 2.250％ (2.200％)

10年以内 2.250％ (2.200％) 2.750％ (2.700％) 2.350％ (2.300％)

20年以内 2.250％ (2.200％) 2.750％ (2.700％) 2.450％ (2.400％)

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20年１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20年１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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宇宇宇治治治 ｢｢｢平平平等等等院院院｣｣｣ ととと三三三十十十三三三間間間堂堂堂へへへ

秋晴れの最高のお天気にめぐまれた10月21日(日), 恒例の柏樹会庭園鑑賞会を開催, 同伴者

を含む56名のご参加をいただきました｡

武田府医理事の挨拶の後,地区ごとにバス２台に分乗し,まずは宇治平等院へと出発しました｡

心地よい日差しの中, 平等院に到着後, 2001年に開館した国宝美術工芸品を収蔵・公開する

｢平等院ミュージアム鳳翔館｣ や, 平等院の阿弥陀堂の代名詞でもある鳳凰堂を鑑賞しました｡

鳳凰堂は, 平安時代最高の仏法定朝によって作成された丈六の阿弥陀如来坐像が安置されてい

る中堂と, 左右の翼廊, 背面の尾廊で成り立ち, 鳳凰堂の外観は, 前に池を配した庭園があり,

浄土式の借景庭園として史跡名勝庭園に指定され, その華やかさには皆, 圧倒されていました｡

茶団子などのお土産を買い, 平等院の余韻

に浸りながら, 昼食場所である京都ホテルオー

クラへ向かいました｡ ホテルオークラでは,

松花堂弁当をいただきながら和やかな昼食会

が開催されました｡ 冒頭に, 今回の参加者で

大先輩の日置辰一朗先生 (山科) からご挨拶

と乾杯のご発声をいただき, 参加者はそれぞ

れ久々の再会を喜び, 近況の報告に花を咲か

せました｡

昼食後は, 国宝の三十三間堂へ｡ 三十三間

堂は, 東面して, 南北に延びるお堂正面の柱

間が33もあり, ｢三十三｣ という数は, 観音菩薩の変化身三十三身にもとづきます｡ 南北120メー

トルの長大なお堂は, 和様, 入母屋造り本瓦葺きで, 手前からはるか彼方への一点透視的に漸

減する眺めは大変壮大で, 堂内は, 左右を1000体の千手観音立像に囲まれる千手観音坐像が中

央にあり, 参加者は観音坐像のそれぞれの顔の違いを楽しみながら見学しました｡

午後４時前にはすべての見学も終了し, 来年も元気で再会することを約束し, 本年度の柏樹

会は無事終了しました｡
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平成19年度の兵庫県医師会との親善テニス

大会が京都側当番で10月21日(日) 伏見区向

島西コートで４面を使って開催された｡

早朝より雨の心配が全くなく, しかも猛暑

だった今夏と異なり絶好のテニスコンディショ

ンとなった｡

参加者は, 兵庫側14名 (男11, 女３), 京

都側17名 (男13, 女４) であった｡

９時にスタート, はじめにウォーミングアッ

プを行い, ミックスダブルス４組, 男子ダブ

ルス11組, 女子ダブルス２組, 計17組で対抗

戦を行った｡ オープンで組み合わせを決めた

ため, それぞれの対戦は接戦となった｡

結果は, ミックスダブルス２－２, 男子ダ

ブルス３－８, 女子ダブルス２－０, 計７－

10で兵庫側の勝ちとなった｡ 何故か当番側が

負けるようである｡

本戦後は兵庫, 京都の区別なく自由な組み

合わせで行い, 一部は11月２日～４日の全日

本医師テニス大会の練習を兼ねたお好みマッ

チを行い, ４時半まで各々計４～７試合を楽

しんだ｡

５時半からは恒例となっている懇親会を川

端四条下ル京料理“一平茶屋”で行った｡

兵庫11名, 京都７名が参加した｡ いつもなが

らアルコールが入るにつれ, 当日のプレーの

反省会, 想い出話などお互い時の経つのを忘

れ楽しく語らい２時間余りを過ごした｡

一部は２次会へと移動しさらに親交を深め

合った｡

来年は兵庫県で開催される予定である｡

(冨井 紘久記)
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兵庫県医師会との
親善テニス大会

懇親会 一平茶屋にて

京 都 兵 庫

古家, 具志堅 ⑥－１ 河野, 左古

堀士, 玉置 ４－⑥ 亀井, 楊

植田, 栗岡 ⑥－４ 東, 深江

冨井, 横山 ３－⑥ 新井, 仁科

平杉, 橋本 １－⑥ 播, 河野

島津, 川島 ⑥－１ 酒井, 内田

古家, 横山 ４－⑥ 東, 亀井

具志堅, 榎本 １－⑥ 酒井, 左古

冨井, 植田 １－⑥ 播, 内田

堀士, 玉置 ４－⑥ 新井, 仁科

島津, 榎本 ３－⑥ 左古, 楊

京 都 兵 庫

島津, 橋本 ⑥－５ 蓮尾, 荻野

平杉, 川島 ⑥－１ 蓮尾, 荻野

京 都 兵 庫

平杉夫妻 ４－⑥ 揚, 蓮尾

川島夫妻 ⑥－４ 河野, 蓮尾

橋本夫妻 ⑥－０ 播, 荻野

島津夫妻 ３－⑥ 深江, 荻野
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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

508 飛んでる寄生虫
東京医科歯科大教授

藤田紘一郎氏
Ｈ10.１ １

509
Non-UlocerDyspepsia (NUD) の病態と
治療

東海大医学部第６内科助教授
原澤 茂氏

Ｈ10.２ ２

510 運動負荷試験の適応
医仁会武田総合病院リハビリ科医長

牧田 成氏
Ｈ10.２ ２

511 運動処方と運動療法
自治医大大宮医療センター心臓血管科教授

齋藤 宗靖氏
Ｈ10.２ ２

512 秀吉と家康
阪大文学部名誉教授

脇田 修氏
Ｈ10.３ ２

513
胃癌個別検診の精度管理システム
～金沢市医師会方式について～

有松中央病院
吉田 千尋氏

Ｈ10.３ ２

514 腎・副腎・後腹膜・膀胱の超音波検査
日赤熊本健康管理センター健診部長

三原 修一氏
Ｈ10.４ ２

515
ヘリコバクター・ピロリと消化管リン
パ腫 (認定内科医資格更新講座)

京大医学部消化器内科教授
千葉 勉氏

Ｈ10.４ ２

516
ヘリコバクター・ピロリの病理
(認定内科医資格更新講座)

府医大第二病理教授
高松 哲郎氏

Ｈ10.４ ２

517 高血圧と血管リモデリング
京大第二内科

伊藤 裕氏
Ｈ10.５ １

518 心肥大とリモデリング
東京慈恵医大

望月 正武氏
Ｈ10.５ １

519
消化性腫瘍治療における現状の問題点
とその将来展望

道都病院院長
矢花 剛氏

Ｈ10.５ ２

520
外来における漢方薬の使い方
臨床医の為の甲状腺疾患の基礎知識

京都内科医会副会長
多田 寛氏

京大元教授
森 徹氏

Ｈ10.５ ２

521 肝癌の治療
京大医学研究科消化器外科教授

山岡 義生氏
Ｈ10.６ ２

522
内科医のための心臓外科の知識
～諸外国における心臓移植の現況～

京大医学研究科器官外科学
心臓血管外科学教授

米田 正始氏
Ｈ10.６ ２

523 膵胆道癌の診断と治療成績
順天堂大消化器内科教授

有山 襄氏
Ｈ10.７ １

524
虚血性心疾患
(認定内科医資格更新講座)

京大医療技術短期大学部教授
藤田 正俊氏

Ｈ10.７ ２

525 心不全 (認定内科医資格更新講座)
筑波記念病院名誉院長

杉下 靖郎氏
Ｈ10.７ ２
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整理番号 演 題 講 師 撮影年月 VHS

527 GERDの基礎および診断, 治療
東北大総合診療部教授

本郷 道夫氏
Ｈ10.８ ２

528
①喘息管理におけるピークフロー測定
②COPDの薬物治療
(認定内科医資格更新講座)

府医大第二内科
岩崎 吉伸氏

京大呼吸器内科
池田 顕彦氏

Ｈ10.８ ２

529
テオフィリンの抗炎症効果と臨床的役
割 (認定内科医資格更新講座)

キングズカレッジ・ロンドン薬理学教授
Clive.P.Page 氏

Ｈ10.８ ２

530
UDCA療法の最新の話題
(認定内科医資格更新講座)

旭川医大内科学第２教授
牧野 勲氏

Ｈ10.９ ２

531

ヘリコバクタ・ピロリ腸性胃腫瘍に対
する除菌と腫瘍治癒効果の検討
ヘリコバクタ・ピロリは胃癌の直接原
因か：疫学的アプローチによる検討

京都消化器医会副会長
福本 圭志氏

府医大附属脳血管系老化研究センター
社会医学・人文科学部門教授

渡辺 能行氏

Ｈ10.９ ２

532
冠動脈硬化の成り立ちと虚血性心疾患
のみかた

群馬大第二内科教授
永井 良三氏

Ｈ10.９ ２

533
レトロウイルス感染症：ATLと AIDS
(認定内科医資格更新講座)

熊本大名誉教授
高月 清氏

Ｈ10.９ ２

534
シンポジウム 生活習慣と疾患
(認定内科医資格更新講座)

総括者 府医大産婦人科教授
本庄 英雄氏

Ｈ10.９ ２

535
肝発癌抑制からみたＣ型慢性肝炎の治
療

阪大大学院分子制御治療学講座教授
林 紀夫氏

Ｈ10.10 ２

536
21世紀を見据えた医療経済
(認定内科医資格更新講座)

京大大学院経済学部研究科教授
西村 周三氏

Ｈ10.10 ２

537
合理的な降圧剤の使い方
一日内変動を中心にして
(認定内科医資格更新講座)

自治医大循環器内科教授
島田 和幸氏 Ｈ10.10 ２

538 高齢者の呼吸器感染症
琉球大医学部第一内科教授

齋藤 厚氏
Ｈ10.10 ２

539

シンポジウム
在宅ケア支援のための内視鏡治療
～クライアントの QOL の向上を目
指して～

司会 京都消化器医会
沖 啓一氏 Ｈ10.11 ２

540
糖尿病における末梢循環障害の病態と
治療

滋賀医大名誉教授
繁田 幸男氏

Ｈ10.11 ２

541
消化器がんの化学療法
～最近の考え方～

府医大衛生学教室教授
阿部 達生氏

Ｈ10.12 ２

542 レニン・アルジオテンシン系と高血圧
京大医学研究科臨床病態医科学講座
(第二内科) 助教授

田中 一成氏
Ｈ10.12 ２
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『新版 さよならタバコ ｢卒煙ハンドブック｣』

ＮＰＯ法人京都禁煙推進研究会編 京都新聞出版センター発行

―タバコをやめたい人, やめさせたい人に贈る禁煙ガイドブック―

平成14年発行の旧版完売につき, 最新のデータ・情報を盛り込んでさらに内容を充実し新版

として発行しました｡ それぞれの現場から禁煙推進に取り組む, 医師, 教師, 薬剤師たちが説

くタバコの恐ろしさと ｢ストップ・ザ・タバコ｣ への道が分かりやすく書かれています｡

����

●タバコの害ＡＢＣ

●だれでもできる楽々卒煙法

●卒煙を助ける薬の話

●保険診療

●たばコラム

●患者さんからのメッセージ

●さあ, 未来へ次世代をタバコから守ろう

●卒煙までの自己管理ノート

１冊1000円 (税・送料込) Ａ５版112ページ｡ 購入希望の方は

書店または京都新聞出版センター TEL 075－241－6192 へ

(著者謹呈 ＮＰＯ法人京都禁煙推進研究会 田中医院 田中 善紹)

10月17日, 総勢62名のメンバーが２台

のバスに乗り, 一路滋賀県の陶芸の森

(ジャポニスムのテーブルウェア展) へ向

かいました｡

好天にも恵まれ, １時間ちょっとで着

いた陶芸館は秋晴れの下, 見渡す限りの

緑の中の小高い丘の上にありました｡

19世紀の末に開国した日本の文化が欧

米へなだれ込み, そして, それに魅了さ

れた欧米でジャポニスムと呼ばれる生活

用品 (ティーセット, 大皿, スプーン etc)

が作られました｡ その中でアメリカ人の

コレクター, ディヴィー夫妻のコレクショ

ン210点を見学しました｡ それらは, 日本

文化の逆輸入を見るようで, 興味深く,

また, 楽しく鑑賞させていただきました｡

その後, 八日市の招福楼で心づくしの昼

食をいただき, 芸術の秋と, 食欲の秋を

堪能しました｡ そして帰りの車中では,

お隣になった奥様と日々の苦労話に花が

咲き, 心と体のリフレッシュをしてバス

を降りた１日でした｡

秋のバスツアーに参加して

亀岡市 佐藤 玲子
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1医療界を巡る動き

平成19年９月 医療界を巡る動き
一 般 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

９. １ 第７回会館建設・会費検討特別委員会
９. １ 第４回近医連保健担当理事連絡協議会

９. ３ ケアマネ受験対策講座
９. ４ 京都府糖尿病対策推進事業委員会

９. 11 特定健診・保健指導対応プロジェクト
９. 11 右京医師会との懇談会
９. 12 下京東部医師会との懇談会
９. 13 会館建設プロジェクト

９. 15 第34回くらしと健康展 (～16日)
９. 15 左京医師会との懇談会
９. 15 京都私立病院協会との懇談会

９. 22 糖尿病対策推進講習会

９. 25 第４回会館建設小委員会

９. 27 指定更新時講習会

９. 29 亀岡市・船井医師会との懇談会
９. 30 第33回京都医学会

９. ４ ｢院内助産所｣ や ｢助産所外来｣ に補助金－
医師確保対策で来年度から (厚労省)

９. ４ コムスンの在宅系サービスの受け皿決定
９. ４ 厚労省, 後期高齢者医療制度の診療報酬体系

の骨子案提示－社会保障審議会 ｢後期高齢者医
療の在り方に関する特別部会｣

９. ６ 健保連, 提言 ｢高齢者にふさわしい診療報酬
体系等のあり方について｣ を発表

９. 10 支払基金が特定健診データのやり取りを代行－
登録受付開始

９. 13 日本プライマリ・ケア学会, 日本家庭医療学
会, 日本総合診療医学会が統合に向け協議開始

９. 14 ｢主治医は登録制ではない｣ と明言－社会保
障審議会医療部会で厚労省・原医療課長

９. 14 日医, 後期高齢者医療における外来の出来高
払い維持を主張－社会保障審議会医療部会

９. 14 2007年版厚労白書, 医療費適正化の方向性を
明記

９. 19 日医, ｢後期高齢者の診療報酬体系のあり方
について｣ と題する見解を発表－開業医の地域
活動の評価を重要視

９. 19 特定健診の料金, 都道府県ごとでの対応にな
るとの認識－都道府県医師会長協議会で日医

９. 20 厚労省, 社会保障費2200億円の圧縮策として,
被用者保険の財政調整案について説明－社会保
障審議会医療保険部会

９. 20 厚労省, 結核患者の入退院基準を通知－結核
予防法の感染症法への統合に伴い基準見直し

９. 21 診療科の標記見直し, 内科・外科と組み合わ
せで自由裁量－医道審議会医道分科会診療科名
標榜部会が意見書

９. 21 厚労省, リタリンなど向精神薬の処方で注意
喚起－不適正使用相次ぎ社会問題化

９. 26 日医イメージＣＭが全日本シーエム放送連盟
のＣＭ部門賞を受賞

９. 27 厚労省 ｢社会保障カード (仮称) の在り方に
関する検討会｣ が初会合－12月に基本構想

９. 28 若手医師派遣で大学病院に財政支援－2008年
度から文科省

９. 10 第168回臨時国会開会－安倍首相が所信表明

９. 12 安倍首相が辞意表明

９. 14 厚労省, 100歳以上が初めて３万人突破と発
表 (９月１日現在)

９. 25 福田康夫氏が新首相に－福田内閣発足, 舛添
厚労相は留任

９. 25 ミャンマー, 連日の10万人デモ｡ 最大都市ヤ
ンゴンで軍事政権に反対する僧侶や市民のデモ
が続く (８日連続)

９. 27 ６か国協議の全体会合始まる

９. 30 慈恵病院 (熊本市) の ｢赤ちゃんポスト｣ に
８人目
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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

味見 真弓 Ａ 西陣 武田 保秀 Ａ 左京 吉川 聰 Ａ 宇治

今井 義博 Ａ 宇治 長島 雅子 Ｂ 中西 谷 雅彦 Ｂ 下西

村田 尚子 Ｂ 宇治 松本 裕則 Ｂ 宇治 山口 明浩 Ｂ 宇治

北野 浩之 Ｂ 伏見 西村 昌子 Ｂ 綴喜 島津伸一郎 Ｂ 亀岡

齋藤 貴徳 Ｃ 綴喜 小嶋健太郎 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

市岡 直也 Ｂ→Ｃ
西京→
綴喜

八幡市男山泉19
関西医大附属男山病院

983－0001 整外

※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10月１日現在の会員数

９月１日現在 4,241名

10月１日現在 4,244名 (＋３名)

２. 地区医師会との懇談会の状況

３. 総務担当部会の状況

４. ９月度基金幹事会の状況

５. ９月度労災審査協議会の状況

６. 10月度保険医療担当部会の状況

７. 第９回子宮がん検診委員会の状況

８. 京都市ＨＩＶ感染症対策協議会の状況

９. 第９回脳卒中登録事業委員会の状況

10. 第９回消化器がん検診委員会の状況

11. 北部乳がん検診症例検討会の状況

12. 京都府糖尿病対策推進講習会の状況

13. 産業医研修会 [京都産業保健セミナー]

の状況

14. 第33回京都医学会の状況

15. ９月度協会医賠処理室会提出件数

16. 府医学術講演会の状況

17. 日医・第８回ＩＴ化推進検討委員会の状況

18. 日医・第７回社会保険診療報酬検討委員

会の状況

19. 京都府医療推進協議会第１回実行委員会

の状況

【議 事】

20. 会員の入会・異動・退会26件を可決

21. 常任委員会の開催を可決

22. 地区医師会との懇談会の開催を可決

23. 北海道医師会および札幌市医師会役員と

の勉強会の開催を可決

24. 理事会の休会を可決

25. 新規個別指導の開催を可決

26. 平成19年度府内市町村国保運営協議会委

員連絡会の開催を可決

27. 母体保護法第14条による指定医師指定を

可決

28. 母体保護法指定基準に基づく設備指定を

可決

29. 第１回インフルエンザワクチン等確保検

討会の開催を可決

30. 第６回京都救急医療研究会の開催を可決

31. 第48回京都府糖尿病週間行事への後援

(名義使用) を可決

32. 府医学術講演会の開催を可決

第24回定例理事会 (10.４)
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33. 学術講演会の開催並びに ｢日本内科学

会認定内科専門医資格更新講座｣ の申請

を可決

34. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

35. 裁定委員会の開催を可決

【報 告】
１. 地区医師会との懇談会の状況
２. 第12回社会保険研究委員会の状況
３. 平成19年度集団的個別指導の状況
４. 第１回近医連保険・介護保険担当理事合
同連絡協議会の状況
５. 後発医薬品に係る意見交換会の状況
６. 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の状況
７. 10月度地域医療担当部会の状況
８. 感染予防対策講習会の状況
９. ｢目の愛護デー｣ 行事の状況
10. 京都整形外科医会主催 公開講座 ｢あな
たの膝は元気ですか？｣ の状況
11. 第９回乳幼児保健委員会の状況
12. 第６回運動器学校検診モデル事業小委員
会の状況
13. 第９回肺がん対策委員会の状況
14. 第９回環境保全対策特別委員会の状況
15. 第29回府医懇親シニアゴルフ大会の状況

【議 事】
16. 会員の入会・異動・退会８件を可決
17. 常任委員会の開催を可決
18. 専門医会への助成金交付を可決
19. 京都府への予算要望を可決
20. 両丹医師会合同協議会への出席を可決
21. 会館建設にかかる打合せ会の開催を可決

22. 府医第175回定時代議員会および第91回
定時総会の運営を可決
23. 京都医報発行所 (14大都市医師会連絡協
議会 ｢広報誌に関する発言関連事項｣) を
可決
24. 第16回日本婦人科がん検診学会学術集会
への出席を可決
25. 第４回京都府テコンドー選手権大会への
医師の派遣を可決
26. 第21回京都市地域リハビリテーション交
流セミナーの後援を可決
27. 第７回運動器学校検診モデル事業小委員
会の開催を可決
28. (社)関西電気管理技術者協会京都支部
｢健康管理研修会｣への講師の派遣を可決
29. 十四大都市医師会災害時における相互支
援に関する協定書の締結を可決
30. 第12回医業経済・融資斡旋委員会の休会
を可決
31. 平成19年度近医連医業経営担当理事連絡
協議会への出席を可決
32. ｢第１回研修医のための講演会｣ におけ
る講師への講演料を可決
33. 日医ＩＴ化推進検討委員会答申に対する
意見書を可決
34. 平成19年度都道府県医師会勤務医担当理
事連絡協議会への出席を可決

第25回定例理事会 (10.11)

～ 12月度請求書 (11月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日 (月) 午後５時まで

△

国保 10日 (月) 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４月15日号保険医療部

通信参照)

△

労災 12日 (水) 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｡




