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南蛮寺の鐘
種子島に鉄砲が伝来したのが天文12年(1543), フラン

シスコ・ザビエルが布教活動に来日したのが天文18年
(1549), 信長の京の支配がはじまったのが永禄11年 (1568)
年｡ 京で信長がフロイス等の布教活動を保護したことか
ら, 九州の大名の他, 信長麾下の将も多くキリスト教徒
になった｡ 彼らの寄進, オルガンティーノとフロイスの
協力, 信者の尽力により天正５年 (1576) 中京区室町西入
姥柳町に南蛮寺が立てられ, ７月21日献堂式が行われた｡
その外観は伝狩野元秀の ｢洛中洛外名所扇面図｣ に描か
れ, 今に残っている｡ そこでは礼拝堂のほか多くの病人
を収容し治療する施設が設置された｡ しかし天正15年
(1587) 秀吉のバテレン追放令により南蛮寺は取り壊され,
多数のキリスト教資料が失われ, 医療活動も停止した｡
日本の存在が知られてから短い年月でキリスト教布教活
動が花開くまでになったが, その影が現れるのも早いも
のであった｡ 1577とイエズス会の紋章が刻まれた南蛮寺
の鐘と思われるものが, 現在妙心寺塔頭の春光院に伝わっ
ており, 国の重要文化財に指定されている｡
写真：1577とイエズス会の紋章の刻がある南蛮寺の鐘
参考文献：京都の医学史

奥沢 康正 (西京)
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現在の医師会館が建設されたのが昭和41年

で, 40数年が経過している｡ 医師会の業務が

多岐にわたるようになり事務局のスペースも

手狭となり, 委員会の開催も増加し, 府医の

学術講演会のみならず専門医会の会合の回数

も増えてきた｡ 更に建物そのものが老朽化し,

雨漏りが数ヶ所でみられ配管関係でも修理の

しにくい故障が10年近く前より発生している｡

そこで, 新会館の建設が計画され, その資

金として ｢15億円貯めましょう｣ ということ

なったのが平成12年のことである｡ この年に

｢会費検討特別委員会｣ が設立され, 翌13年

から会費が値上げされた｡ 通常会費による資

金調達で, 平成18年には目標額に達し, 再度

会費が変更されている｡ ｢15億円｣ という数

字は, 新会館の建設に関わる費用の半分を貯

めておけば, 建設に関わる特別会費の徴収を

できるだけ少額にすることができ, 会員の理

解が得やすいであろうということに基づいて

いる｡ 現在の医師会館で建て替えを念頭に議

論を進めてきたが, 平成14年にＪＲ二条駅前

の土地取得の話が急遽持ち上がってきた｡ 種々

議論を行ったが現有地より交通の利便性が格

段によいこと, 現有会館での業務を行いなが

ら建設が可能なことより現在地の購入をご承

認いただいた｡

現在, 会費検討・会館建設特別委員会にお

いて, 出来れば特別徴収せずに建設すること

を目標として検討を進めているが, 10年～20

年後に建て増しをしなければならないようで

は後輩の会員に迷惑をかけることになるため,

将来性を含んだ検討と慎重な議論が必要と考

えている｡
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新会館建設にあたり, 会員が求めるもの,

我々が安心で安全な質の高い医療を提供して

いくために市民・府民にどのように働きかけ

るか, 医師会に何が期待され, 医師会は ｢開

かれた医師会をめざして｣ というスローガン

を掲げて何をなすべきかを検討すべく, 平成

18年11月より４回にわたって ｢京都府医師会

のあり方に関する懇談会｣ を開催した｡

その中で, メディカルセンター機能・エデュ

ケーションセンター機能・インフォメーショ

ンセンター機能について医師会の担うべき内

容などが議論された｡ その内容はすでに京都

医報で報告している｡

新会館建設予定地は3,200㎡で, 容積率が

600～500％, 建ぺい率 (建蔽率) 80％である｡

敷地いっぱいに建てるとすれば16,000㎡ (６

階建てで高さ制限もクリアー) まで可能であ

るが駐車場の確保が高価につき, 建築費だけ

で48億円を要する｡ テナントでの収入で建築

費を20年で回収するとすれば, 光熱費・共益

費を含めた家賃は坪当たり２～2.5万円とな

り, かなり高額となるばかりでなく, 会員の

負担が大きくなりすぎて問題にならない｡ 現

行の家賃 (光熱費・共益費を含めて) は坪当

たり６～7000円で純粋の家賃はないに等しい｡

一方, 京都府医師会だけが必要とするスペー

スを確保するのであれば4,500㎡程度で事足

りるので12～13億円で建てることができ, も

ちろん特別徴収の必要はない｡ しかし, 土地

取得に当たり公的な施設を備えることが求め

られてきたため, 一定程度は市民・府民への

医療提供施設として使用できるスペースを確

保しなければならない｡ すなわち, 6,500～

��������	
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理 事 橋本 京三
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平成19年度京都府保健医療功労者等表彰式が11月29日, 京都府公館で行

われました｡ 医師および医療機関の受賞者は下記のとおりです｡

先生方のご受賞を心からお喜び申し上げますとともに, 今後ますますの

ご活躍を祈念いたします｡

≪保健医療功労者≫

○個人の部 母子保健部門 林 玲二氏
地域保健医療部門 宇野蔦子氏 (与謝), 島田恒弘氏 (与謝)

松山 均氏 (福知山), 藤田佳宏氏 (福知山)
清水 紘氏 (右京), 白方秀二氏 (綾部)

○団体の部 健康づくり部門 社団法人 中京東部医師会
地域保健医療部門 医療法人啓信会 京都四条病院 (下西)

ＮＴＴ西日本京都病院 (下西)
≪救急医療功労者≫

○個人の部 岩根敏男氏 (与謝), 清水鴻一郎氏 (伏見), 上床博久氏 (中西)
○団体の部 下京東部医師会, 社団法人 愛生会山科病院 (山科)

めでたく表彰を受けられたみなさん

7,000㎡の建物が必要となってくる｡ 費用と

しては, 建物だけで20数億円が必要となり,

その他の設備や什器を含めると, 更に数億円

の特別徴収が必要となってくる可能性が高い｡

以上のことから, 新医師会館のスペースの

確保については慎重な議論が必要であること

がご理解いただけたと思う｡ 更に, 公的な部

分の確保については, 他の関係団体との協議

や了解を得るための手続きが必要であり, 現

在も引き続き検討中であり, 詳細については

出来る限り医報で紹介していくが, 一部オン

タイムで報告できないものもあることをご了

解賜りたい｡

次回からは ｢新会館建設シリーズ｣ として,

委員会での検討内容や執行部の思いを各論ご

とに報告する予定である｡
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医療団体や患者団体など40団体で構成される

｢国民医療推進協議会｣ (会長：唐澤祥人・日医会

長) は12月５日(水), 東京・ホテルニューオータ

ニにおいて, 『国民医療を守る決起大会』 を開催

し, 医療関係者や国会議員など約2,300名が参加,

地域医療を守る医療費の確保, 医師・看護師不足

の解消, 高齢者のための療養施設の確保などを求

める決議を採択した｡

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

唐澤会長は冒頭のあいさつで, ｢政府が財政優先の政策を長年続けた結果, 国民の日常の生

活や生計に大きな疲弊をもたらし, さらに医師や看護職等の不足による過重労働が起こり, 患

者ひとりひとりに対する診療時間の減少など患者に大きな不利益をもたらしている｡ もはや,

医療は崩壊の兆しを見せ始めている｣ とした上で ｢打開するためには, 国民の目線に立った対

策が必要｡ 医療制度をこれ以上後退させてはならない｡ 今こそ, 地域医療体制の存続が危機的

状況であることや, 国民皆保険制度の堅持の必要性を国民に説明し, 理解を求めながら国に国

民の声を届けなければならない｣ と主張した｡

大会で採択された決議は以下のとおり｡

� �

わが国の医療は崩壊し始めている｡ 国民が安全な医療を受けられるための医
療提供体制を確保しなければならない｡
よって, 本大会参加者全員の総意として, 次のとおり決議する｡

一. 地域医療を守る医療費の確保
一. 医師・看護職等の不足の解消
一. 高齢者のための療養施設の確保
一. 患者の負担増反対
一. 混合診療絶対反対

平成19年12月５日
国民医療を守る決起大会
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飯田泰啓相楽医師会会長の挨拶に続き, 森

府医会長が挨拶に立ち, 福田新内閣発足後の

民主党の動きに注目していることについて述

べ, 恒例となっている民主党議員との勉強会

を11月25日に開催し, かなり前向きな意見交

換を行う予定であることを報告するとともに,

来年度の診療報酬改定の見通しを示した｡

森府医会長は, 来年度の診療報酬改定につ

いて, 中医協の議論の中で, 連合側委員並び

に中立の立場である有識者委員からも, これ

以上の医療費削減は日本の医療の崩壊を招く

恐れがあるため, その辺りはしっかり手当す

べきであるという発言があったことを紹介｡

これは追い風になっているが, 最終決着は政

治の場で決定されるため, 京都は現在, 自民

党の幹事長と政調会長が京都選出国会議員で

あるため, 政治的にも注目されており, 我々

も自民党与党側への働きかけもしっかり行っ

ていかなければならないと述べた｡ さらに12

月５日には日本医師会で国民医療推進協議会

の決起大会が開催され, 府医からも執行部役

員が参加する予定であるが, いずれにしても

11月から12月にかけての我々の動きが来年度

の診療報酬の改定に大きく反映してくるため

強力なバックアップをお願いしたいと挨拶を

締めくくった｡

特定健診・特定保健指導の地区の
対応について

福州府医理事は, 来年度から実施される特

定健診・特定保健指導の府医の基本的な対応

のイメージを説明, 府医に特定健診サービス

部 (仮称) を設置し保険者との契約, 保健指

導の対象者の選定と階層化を実施することな

どを解説し, さらに来年度から本事業を行なっ

た場合, 受診者の約５％が保健指導の実施者

となる見込みであるとの見通しを示した上で,

原則として１つの医療機関が健診から指導ま

で行うことに決めたのは, 民間業者の参入が

予想される中, より質の高い健診を府民に提

供するため, 医療というバックグラウンドに

よって差別化を狙ったためであると説明した｡

また, ７月から京都府国民健康保険組合協

議会の加盟組合の40歳～74歳までの組合員・

家族を対象にモデル事業を実施し, 760名程

度の受診があったことを報告｡ その結果の中

で, メタボリックシンドロームは腹囲測定が

基準となっているが, 全受診者のうち, 予備

群該当・基準該当は, 男性が45％, 女性は10

％と圧倒的に男性が多いことを報告｡ 保健指

導レベルの階層化でも同様に男性が圧倒的に

相楽医師会と府医執行部との懇談会が11月24日(土), ホテルフジタ奈良で開催され, 地区か

ら42名, 府医から９名が出席, 池田文武相楽医師会副会長の司会のもと, ｢特定健診・特定保

健指導の地区の対応について｣ ｢後期高齢者医療制度について｣ ｢在宅医療と後方支援の配慮

について｣ など, ２時間以上にわたり活発な意見交換が繰り広げられた｡

相相 楽楽
医師会との懇談会

�����������	
��	���

相楽医師会との懇談会 (11.24 ホテルフジタ奈良)
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多く, 本事業においても同様の結果となるこ

とが予想されると付け加えられた｡

契約方法については, 京都市以外個別方式は

原則として市町村国保と府医が委託契約を結ぶ

が, 地区医師会の意向をふまえて対応する, ま

た, 集合契約 (政管健保・健保組合等の被扶養

者) は代表保険者と府医が委託契約を結ぶこと

によって, 市町村国保と同様の内容で健診が受

診できることになると報告し, 健診自体は従来

からのイメージと変わらないとしながらも, 保

健指導は医療機関での実施が原則ではあるが,

市町村国保でも対応できる場合はそれも選択肢

の１つであるとの見解を示した｡

健診項目については, 最低限の項目さえク

リアしていれば, 各保険者の判断で健診項目

を追加することは契約上可能であり, それは

集合契約でも同様であると付け加えた｡

地区から, 送ったデータはどれくらいで保

険者へ返送されるかとの質問に対し, ｢10日

から２週間程度で返答できる体制を整えたい

と思っているが, 初めての事業であり, 年度

当初にどれだけ集中するかも分からないので

今のところ未定である｣ とした｡

後期高齢者医療制度について

安達府医副会長は, 参議院選挙の敗北を受け

て福田政権の打ち出した医療政策は２件あり,

１件目は ｢前期高齢者の受診時の自己負担を１

割のまま凍結｣ ２件目は ｢75歳以上の後期高齢

者の保険料を凍結する｣ ということになってい

るが, いずれも暫定的な措置であり制度そのも

のの変更ではないことを強調した｡

また, 後期高齢者医療制度における登録医

制の提案が１月に国保中央会から示されたこ

とを説明｡ ６月に健保連も追随したが, 結局

この考え方は現時点では消滅したと言ってい

いと解説した｡

健保連が行ったアンケートにおいて, 登録

医制を導入することには８割の方が不安を覚

えると回答しており, 現在の日本の医療提供

体制には即さないので早急な導入は無理との

考えが示されたことを付け加えた｡

診療報酬に関しては, ｢まだはっきりしたこ

とが出ていないが, 恐らく入院はＤＰＣ, 外来

に関しては外総診のような形態になる可能性が

高い｣ と予測した｡ 制度に関しては ｢当分の間

は, 財政的にも急激な変化はみられないであろ

う｣ としながらも, 将来的には厳しい状態にな

ることは避けられないとの見通しを示した｡

在宅医療と後方支援の配慮について

北川府医理事は, 国の政策としての医療費

削減目的の在宅医療推進には反対であるが,

在宅医療を本当に受けたいと思っている方が

いる以上は, 府医と地区が力を合わせて個々

の医師を支援していくベースとなるものを作っ

ていく必要があると述べた｡

また, 社会問題にもなっている勤務医過重

労働の問題に関連して, 病診が連携して機能

分化を進めていく必要があり, 最近病院では

早期退院を促進する動きになっているが, そ

れには受け皿である在宅医療が整っていなけ

ればならず, 逆に在宅においても, 急変した

時に受け入れてもらえる病院がないと困る｡

双方向性の連携がなければ双方にメリットが

生まれないため, 情報の共有や伝達がスムー

ズに出来るシステムや, 勤務医の先生方に理

解してもらう努力を地道に行っていきたいと

述べ, 府医地域ケア委員会でも引き続き検討

を行うことを約束した｡

安達府医副会長は, ｢療養病床を削減して

も地域の開業医数が少なく在宅医療で全てを

受けることが困難な所もかなりあると認識し

ている｡ 日医社会保険診療報酬検討委員会の

委員をしているので次回の申し送り事項とし

てこの問題をあげておきたいと思っている｡

勤務医だけが疲弊しているのではなく開業医

も大変なんだということも付け加えておきた

い｣ と締めくくった｡

地区からは, 左京医師会との勉強会があっ
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たことが報告され, 地域の実態として地元の

病院と連携を図ろうとするも医師不足は顕著

であり, 急性期もままならない病院の実情で

は, なかなか連携が取れないのが実態である

ことや, 家に帰れない老人たちが有料老人ホー

ムに多数いる｡ そのため地域の開業医が大変

苦労しているということを知っていただきた

いなどの問題が挙げられた｡

引き続き行われた保険医療懇談会では, 保

険診療に関する内容および審査支払機関から

査定・返戻された内容等について質疑応答が

行われた｡

第56回近畿医師会連合学校医研究協議会

総会が和歌山県医師会の担当で11月18日(日)

ホテルグランヴィア和歌山にて開催され,

近畿各府県の学校医および学校保健関係者

170名 (京都府からは13名) が参加した｡

開会式では, 柏井和歌山県医師会長の挨拶, 日本医師会長 (代理：今村常任理事) 等の来賓

祝辞に続き, 会務報告と永年勤続学校医表彰があり, 京都府からは岸本良博氏 (舞鶴), 澤井公

和氏 (綴喜), 鈴木 豪氏 (下西), 福田佳助氏 (山科), 渡辺 功氏 (福知山) の５名が受賞した｡

各府県の発表では京都からは畑 雅之府医学校保健担当理事が ｢学校における運動器検診モ

デル事業－京都府－｣ と題しての発表を行った｡ また午後の特別講演は和歌山大学教授の宮西

照夫氏が ｢ひきこもり世代のこころの病理｣ と題する講演を行った｡

６府県より１題ずつの発表が行われたが,

京都からは畑府医理事が上記の演題で発表し

た｡ 府医では, 17年度から ｢運動器の10年日

本委員会｣ の要請に応じて, 学校における運

動器検診モデル事業に参加しているが, 近畿

では唯一の参加であることから, その特徴・

方法から２年間の検診結果, さらには今後の

方向性・展望までを詳細に解説した｡ 2006年

度の検診結果では, 小学校で3.0％, 中学校

では7.1％の運動器疾患罹患率を示している

ことから運動器検診の必要性を痛感しており,

｢運動器の10年日本委員会｣ では法令改正に

よって確実に全国展開されることを目指して

いると結んだが, 会場からは結果やその分析

に関する質問が相次ぎ, 関心の強さを伺わ

せた｡

��������	
����������������������
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和歌山大学教授の宮西照夫氏による ｢ひき

こもり世代のこころの病理｣ と題する午後の

講演では, 現在の青少年が抱える心の病理現

象について, その社会的背景から診断学的な

意味, ひきこもり脱出を支援する実践的な取

り組み, すなわち, 教授独自の開発による

｢ひきこもり回復支援プログラム｣ (Ｓｔａｇｅ

Ⅰ：導入期, Ⅱ：治療期, Ⅲ：仲間作り, Ⅳ：

社会参加) を使用しての支援活動までを具体

的な症例を提示しながら詳細に解説した｡

症例の２／３は我々が関与できる社会的な

ひきこもりであるとし, 仲間作りや居場所の

重要性, メンタルサポーターの派遣効果等,

興味深い内容の講演であった｡

��������	
��������

最後に, 次期開催地である京都府医師会の

畑理事より平成20年11月30日(日) にからす

ま京都ホテルでの開催を予定しているので是

非お越しくださいとの挨拶をして, 盛況の内

に総会を終了した｡ 学校医各位には是非とも

来年の地元開催の本研究会総会にご参加いた

だきたく, ご予定をお願いしたい｡

���������

�������

長らく生活した家庭があり, 介護者もそ

れを望む場合は, 患者は家庭で看取られる

ことを選択できます｡

しかしながら, 多くの家庭が核家族にな

り, そのうえ親子関係も希薄となっている

今日です｡ たとえ介護者がおられても, 嫁

が介護者の要になっている場合はなかなか

上手くいかないことがあります｡ どちらに

非があるわけではなく, 今までの家族内で

の人間関係がキーポイントです｡ 嫁いびり

に耐えてきた介護者にとっては絶好の反撃

機会なのかもしれないのです｡ このぎくしゃ

くした関係は介護者夫婦にとっては家庭崩

壊の引き金にもなりかねませんし, 患者に

とっても人生の締めくくりの時に嫌なこと

に遭遇することにもなります｡

独居者にとって終末を在宅で過ごすには

さらに難しい問題があります｡

終末期をあれこれ考えると, 以前には存

在していた社会的入院の良さが思いおこさ

れます｡ 大部分が医療保険 (一部公費) か

ら賄われていたことには無理があったと思

いますが, 生活援助と老人にコミュニテイ

の場を提供していた事実は見逃せない利点

です｡

当時市中病院に当直のバイトに行ってい

ました｡ 同室者を含めて入院仲間に見送ら

れて亡くなっていく患者をみて, 家族は何

をしているのだろう等と思っていましたが,

今ではあれで良いと思っています｡ 介護ベッ

ド等が削減され老人の孤立化が進む中, 医

療従事者が在宅医療に備えることは一部の

需要には応えられます｡ しかし, 在宅医療

が無理なケースが多いことは認識しておか

なければなりません｡ まして無理な在宅医

療への誘導は慎まなければなりません｡

(情報企画委員会委員長 岡本 英四郎)

� � � �
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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平成19年10月28日(日) に当院で ｢第６回

ＩＣＬＳ石田の杜 (いわたのもり) コース｣ が

開催されました｡ 今回, 私は医仁会武田総合病

院ＡＣＬＳ実行委員会委員長として, また日本

救急医学会認定ＩＣＬＳコースディレクターと

いう立場にて参加いたしました｡ コース開催ま

での準備を含めた約３ヶ月間, 日常業務の傍ら,

かなりのハードスケジュールであったことは否

めません｡ 胃痛, 不眠, 嘔気, 下痢, 倦怠感,

不安感…私が外来診察で問診すれば不定愁訴で

片付けたくなるような症状のオンパレードでし

た｡ そして, ふと自分に問いかける日々でもあ

りました｡ ｢なんのため, 誰のため, 何を必死

にしてるのか？｣ その ｢回答｣ は, お集まりい

ただいたインストラクター・スタッフの皆様,

それから何よりも受講生の皆様からもたらされ

ました｡

ＩＣＬＳ(Immediate Cardiac Life Support) コー

スは, 突然の心停止に対して最初の10分間の適

切なチーム蘇生を習得することを一般目標とし

て掲げ, ひいては自分の大切な家族, 友人, 隣

人が倒れた時, 勇気を持って救命への第一歩を

踏み出すことができるよう, その一次救命処置・

二次救命処置法を学ぶためのコースとして日本

各地で展開されています｡ 当院では第１回コー

スを平成17年５月15日に開催し, それ以降, 年

２回の割合で開催してまいりました｡ 参加者の

職種も多岐にわたり, 医師, 歯科医師, 看護師,

救急救命士, 救急隊員, 臨床工学士, 放射線技

師, 臨床検査技師, 介護福祉士など, これまで

に単純計算で約130名の新規受講生, 約350名の

インストラクター・スタッフの皆様がご参加い

ただいたことになります｡ この数字だけを見れ

ば ｢なんだ, そんなものか…｣ と, お思いの諸

兄もおられることと思います｡ ですが, このご

参加いただいた方々は, もちろん１施設からの

ご参加ではありません｡ つまり, この方々を通

じて, 各施設へＩＣＬＳの取り組みの“輪”が

どんどん広がっていることを意味します｡ ご自

分がコースで学ばれたノウハウを自施設へ持ち

帰られ, 新たに院内コースとして, またＩＣＬＳ

コースとして立ち上げたりなされています｡ そ

のようにしてＩＣＬＳコースの概念が随所で広

まっていく訳です｡

昨今, 医療情勢を取り巻く環境は厳しく, 医

療従事者の偏在化, 都市と地方の医療格差など

問題が山積しております｡ 確かに大変困難な現

状であると思います｡ ですが, ともすれば最も

大切な“命”が置き去りにされているのでは？

と考えさせられるニュースがメディアを通じて

毎日のごとく飛び込んでまいります｡ 医療従事

者として, ちっぽけな存在の自分ではあります

が, 何か出来ることはないのか？と自問するこ

とも多々あります｡

私が, このＩＣＬＳコースを通じてご参加い

ただいた皆様から頂戴した ｢回答｣ がここにあ

ります｡ 私がこの医療という道を志した原点が,

このＩＣＬＳコースにはあるのではないかと思っ

ております｡ 難しいエビデンスの文献的考察を

学ぶことや, 医療技術の習得・確立ももちろん

大事でしょう｡ ですが, 医療従事者ならば, 個々

人のもっと根底に脈々と流れているであろう

『人を思いやり, 命を慈しむこと』 を, この

ＩＣＬＳコースは私に回帰させてくれるのです｡

ご参加いただく皆様に, 単に心肺蘇生法のテク

ニックや手順だけを学んでほしいが故にコース

を開催しているのではありません｡ 突然, あな

たの目の前で倒れた傷病者は, 次は自分自身で

あるかもしれないのです｡ ご参加いただく多職

種の医療従事者の方々同士が相手の立場を慮り,

お互いを尊重し, その考えに共感するというこ

ともコースの中で一緒に学んでいただきたいと

願っております｡ そのようにして, ひとりひと

りの 『思いやりの心』 の連鎖が連なっていけば,

安心で安全な温かい社会が構築されていくので

はなかろうか, と愚考するのです｡

思いやりの心 ～ ICLSコースを運営して～

医仁会武田総合病院 総合診療科 酒井 久司
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｢間質性肺疾患の外来診療｣
19年７月 長井 苑子著 (医学書院) 174ページ

｢医療者のための喘息とＣＯＰＤの知識｣
19年10月 泉 孝英 中山 昌彦 西村 浩一編集 (医学書院) 271ページ

｢ないないづくしで育った医者の提言
－日本の助産師が看護師不足から始まったのは何故か？｣

19年10月 竹村 敏雄著 243ページ

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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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, 府医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241号の速報について (日医常任理事)

｢１. 医薬品医療機器総合機構ホームページに新たに掲載する 『総合機構 (PMDA) 医療安

全情報』 について｣ ｢２. 重要な副作用等に関する情報｣ は, ｢塩酸アミオダロン(経口剤),

塩酸アミオダロン(注射剤)｣ の情報, ｢３. 使用上の注意の改訂について(その191)｣ は ｢プ

ラリドキシムヨウ化メチル他(13件)｣ ｢自己検査用グルコース測定器他(５件)｣ の情報, ｢４.

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20年１月に掲載される予定です｡

②｢使用上の注意｣ の改定について (日医常任理事)

｢フルルビプロフェン(経口剤)｣ ｢フルルビプロフェンアキセチル｣ ｢Ａ型ボツリヌス毒素｣

｢エベロリムス｣ ｢メシル酸ガレノキサシン水和物｣

なお, ｢使用上の注意｣ の改定については, 医薬品医療機器情報提供ホームページ (http://

www.info.pmda.go.jp/kaitei/kaitei_index.html) に掲載されています｡
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医療界を巡る動き

平成19年10月 医療界を巡る動き
一 般 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

10. ２ 中京西部医師会との懇談会

10. ４ 集団的個別指導 (北部)

10. ６ 綾部医師会との懇談会
10. ６ 第１回近医連保険・介護保険担当理事合同連

絡協議会

10. 10 京都北医師会との懇談会

10. 12 指定更新時講習会 (北部)
10. 12 近医連常任委員会
10. 13 医療安全講演会
10. 13 第８回会館建設・会費検討特別委員会
10. 13 全国医師会勤務医部会連絡協議会
10. 13 地区基本健診担当理事連絡協議会

10. 15 西京医師会との懇談会
10. 16 府医情報企画委員会・地区広報・情報化担当

理事合同連絡協議会

10. 20 第46回十四大都市医師会連絡協議会 (～21日)
10. 20 第10回京都マンモグラフィ講習会 (～21日)

10. 24 中京東部医師会との懇談会
10. 25 府立医大医師会との懇談会

10. 27 第175回定時代議員会
10. 28 第117回日医臨時代議員会
10. 29 特定健診モデル事業会議

10. 31 地区庶務担当理事連絡協議会

10. １ 舛添厚労相が社会保障費の自然増2200億円の
圧縮 ｢見直すべき｣ と発言

10. １ 厚労省｢腎疾患対策検討会｣が初会合－ＣＫＤ
対策の検討を開始

10. ３ 中医協・診療報酬基本問題小委員会－小児医
療の評価のあり方, ７対１入院基本料への看護
必要度の導入を検討

10. ３ 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｣ が後期高齢者医療制度の診療
報酬体系骨子まとめる｡

10. ５ 中医協・診療報酬基本問題小委員会－ハイリ
スク分娩管理加算の対象拡大等, 産科評価拡大
で一致

10. ５ 厚労省, 未収金問題で防止策のたたき台提示－
入院保証金の活用を提案

10. 10 厚労省が後期高齢者医療制度の診療報酬体系
骨子を公表

10. 11 四病院団体協議会が ｢医療提供体制および診療
報酬のあり方に関する提案書｣ を厚労省に提出

10. 12 厚労省, 新型老健の新設を見送り－社会保障
審議会介護給付費分科会

10. 17 中医協小委, 患者視点の重視, 後発医薬品の
使用促進について審議

10. 18 日医, 厚労省と後期高齢者の負担増凍結問題
などで議論

10. 19 中医協小委, 医療安全対策に係る評価等を審議
10. 26 医療経済実態調査 (速報) で開業医平均月収

約211万円, 勤務医は約118万円と報告－日医は
反論

10. 26 一般病院の経営悪化が実調でも裏付け－赤字
病院が過半数に

10. 29 厚労省が次期改定の基本方針で論点－ ｢勤務
医の負担軽減｣ で初再診料を見直し

10. 29 病床利用率, 70％未満なら ｢再編必要｣ －自
治体病院改革で総務省

10. 30 日医, 次期診療報酬改定で医科5.7％の引き
上げを要望

10. 31 中医協小委, 画像診断, 処置, 地域医療等に
ついて審議

10. １ 日本郵政公社が廃止され, 日本郵政株式会社,
郵便事業株式会社, 郵便局株式会社, ゆうちょ
銀行, かんぽ生命保険などの各株式会社に改組－
郵政民営化開始

10. ２ ７年ぶり南北首脳会談 (～４日)｡ 韓国の盧
武鉉大統領が軍事境界線を歩いて渡り, 金正日
総書記との首脳会談のため平壌を訪問

10. ６ 結合双生児として生まれた, 『ベトちゃんド
クちゃん』 の兄, グエン・ベト氏が, ホーチミ
ン市内の病院で肺炎のため死去｡ 享年26歳

10. 12 ノーベル平和賞にゴア氏 (前アメリカ副大統
領) ら 環境問題への取り組みが評価される

10. 14 単行本 『僕はパパを殺すことに決めた』 (講
談社) 出版にかかる秘密漏示事件で, 精神鑑定
した京都市内の精神科医を秘密漏示容疑で逮捕

10. 15 薬害Ｃ型肝炎訴訟で大阪高裁が打診している
和解協議について, 舛添厚労相は, 国として和
解協議に前向きに応じる考えを示す

10. 16 桝本�兼京都市長が, ３期目の今季限りで引
退する意向を示す

10. 19 守屋武昌・前防衛次官が, 在職中, 航空・防
衛分野の専門商社・『山田洋行』 から, ゴルフ
や飲食の接待を受けていたことが判明

10. 26 英会話教室最大手の NOVA が26日, 大阪地
裁に会社更生法の適用を申請

10. 29 料亭・吉兆を運営する船場吉兆 (大阪市) が,
プリンやケーキなどの消費期限や賞味期限を改
竄し販売していたことが判明

10. 30 福田康夫首相と小澤一郎・民主党代表が, 国
会内で初の党首会談



2007年(平成19年)12月15日 No.1875 11

府
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碁
大
会本年度の府医地区対抗囲碁大会が12月２日

(日), 府医師会館で開催された｡ 当日は, 各地

区より10チーム (北, 西陣, 中西＆西京, 山科,

伏見Ａ, 伏見Ｂ, 伏見Ｃ, 宇治久世Ａ, 宇治久

世Ｂ, 左京＆右京＆東山 混成) 30名が参加,

それぞれ３回対局し, 日頃鍛えた腕を競い

合った｡

今回は伏見Ｂが３勝で優勝し, 伏見Ａと中西

＆西京が２勝１敗, 総勝数６で準優勝を争った

が, 相手の勝数が多い方が上位との規定により

伏見Ａの準優勝, 中西＆西京の３位が確定した｡

来年度も和気あいあいの一日を共有していた

だきたく, ご参加お待ちしたい｡

△

優勝＝伏見Ｂチーム
(原 敬吾, 相川一郎, 植田謙次郎)△

準優勝＝伏見Ａチーム
(神谷康隆, 竹友重信, 藤原哲司)△

３位＝中西＆西京チーム
(久萬田俊明, 濱本康平, 坂中俊男) (敬称略)

△

４位＝北チーム△

５位＝西陣チーム△

６位＝宇治久世Ａチーム△

７位＝宇治久世Ｂチーム△

８位＝伏見Ｃチーム△

９位＝混成チーム△

10位＝山科チーム

������������������������			
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チ ー ム 名 伏見Ａ 北 宇久Ａ 西陣 山科 伏見Ｂ 中西＆西京 伏見Ｃ 宇久Ｂ 混成

１
回
戦

対 戦 相 手
勝 敗
勝 数

北
○
２

伏見Ａ
×
１

西陣
×
１

宇久Ａ
○
２

伏見Ｂ
×
０

山科
○
３

伏見Ｃ
○
２

中西＆西京
×
１

混成
×
１

宇久Ｂ
○
２

２
回
戦

対 戦 相 手
勝 敗
勝 数

宇久Ａ
×
１

西陣
○
２

伏見Ａ
○
２

北
×
１

中西＆西京
×
０

宇久Ｂ
○
２

山科
○
３

混成
○
２

伏見Ｂ
×
１

伏見Ｃ
×
１

３
回
戦

対 戦 相 手
勝 敗
勝 数

混成
○
３

伏見Ｃ
○
２

伏見Ｂ
×
１

山科
○
２

西陣
×
１

宇久Ａ
○
２

宇久Ｂ
×
１

北
×
１

中西＆西京
○
２

伏見Ａ
×
０

合

計

チーム勝数
総 勝 数
相 手 勝 数

２
６
12

２
５
15

１
４
18

２
５
10

０
１
１

３
７
９

２
６
９

１
４
14

１
４
16

１
３
14

順 位 準優勝 ４位 ６位 ５位 10位 優勝 ３位 ８位 ７位 ９位

見事優勝の伏見Ｂチーム

熱戦が繰り広げられた地区対抗囲碁大会

府医地区対抗囲碁大会 対戦表 Ｈ19.12.２

準優勝の伏見Ａチーム
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京医選管発第30号

平成20年１月４日

当該地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

京都府医師会代議員・予備代議員の補充選挙について (予告)

11月28日に立候補を締め切った府医代議員・予備代議員選挙において, 立候補届が定数

に満たない地区がありました｡ つきましては下記のとおり, 補充選挙を告示しますので,

お知らせします｡

記

告 示 日 平成20年１月14日(祝)

立候補締切日 １月16日(水) 午後４時

投 票 日 時 ２月３日(日) 午後２時～５時

定 数 代 議 員：【西京地区】６名,【綴喜地区】２名

予備代議員：【西京地区】６名,【綴喜地区】１名

京医発第603号

平成19年12月６日

中京東部地区選挙人 各位

京都府医師会長 森 洋一

地区予備選挙管理委員の就任について (公示)

このほど下記のとおり, 地区予備選挙管理委員の異動がありましたので公示します｡

記

＜中京東部＞ 柴田安宅氏が予備選挙管理委員に就任｡
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リタリンの使用に伴う登録医師・登録医療機関の申請について

リタリン錠 ｢チバ｣ および１％同散 ｢チバ｣ (以下, ｢リタリン｣) については, 効能・効果より ｢うつ｣

の適応症が削除され, その適応症は ｢ナルコレプシー｣ のみとされたところです (12月１日号京都医報付

録 ｢保険だより｣ 参照)｡ 同時に製薬会社においては, ｢ナルコレプシー｣ の適正使用について, 医師・医

療機関・薬局を限定するとともに, 薬局における調剤の際には, 登録医師による処方であることを確認し

た上で調剤がなされるよう, 厚労省から義務付けられました｡

これに伴い, 製薬会社は有識者からなる第三者委員会 ｢リタリン流通管理委員会｣ を設立し, ｢リタリ

ン流通管理基準｣ を策定しましたので, その概要をお知らせします｡ なお, 以前よりリタリンを処方され

ている医療機関においては製薬会社より直接説明があります｡

��������：(１)または(２)を満たす医師

(１) 以下の全てを満たす医師

１. 以下の学会のいずれかに, 専門医または認定医として登録されている医師

・日本精神神経学会 (ただし, 専門医制度発足時点までは学会員とする)

・日本臨床精神神経薬理学会 ・日本睡眠学会 ・日本神経学会

２. ナルコレプシーの診断・治療に精通している医師

３. 以下の項目を登録医師リストへ掲載することを了承した医師

・氏名,ナルコレプシーの診断・治療を行う医療機関名など(製薬会社配付の案内を参照)

４. 依存症に関する研修プログラムの履修を修了した医師

５. 申請に際し, リタリン流通管理委員会に以下の事項を誓約した医師

・リタリンを適正に使用すること

・リタリン流通管理委員会が求めた場合, 診療記録を含め, リタリンの処方に関する情報提供を行

うこと

・その他, リタリン流通管理委員会が相当と認める事項

(２) 以下を満たす医師

(１)の基準により登録された医師の推薦があり, (１)の項目２～５全てを満たす医師

���	
��

①初回登録申請受付期間 (web 研修を含む)：12月３日(月)～12月20日(木)

②医師は登録申請書に記入の上, リタリン流通管理委員会事務局へ送付

③委員会事務局は折り返しメールにてweb 研修のＵＲＬおよびＩＤ, パスワードを送付

④医師は上記web サイトにアクセスし, 所定の ｢薬物依存｣ に関する研修を履修

⑤登録承認の可否は12月31日(月) までに書状により連絡｡ 登録承認された医師には, ｢認定書｣ が発行

され管理基準に則ってナルコレプシーに対するリタリンの処方が可能

��������������

上記の登録基準を満たした医師 (以下, ｢登録医師｣) がナルコレプシーの診断・治療を行う医療機関

を申請する｡ なお, 登録医師が複数の医療機関でナルコレプシーの診断・治療を行う場合は, 医療機関

ごとに登録する｡ 登録手順は, 医師の登録申請書をもって登録されるが, 複数の医療機関を登録する場

合は, 医療機関ごとに申請する｡

なお, リタリン流通委員会の基準に基づく流通に関する事務局への問い合わせは平成20年１月４日
(金) より開始されます｡ それまでの間の問い合わせは暫定的にノバルティスダイレクトＴＥＬフ
リーダイヤル 0120－003－293 (受付時間９：00～18：00, 土・日・祝日およびノバルティスファー
マ社休日を除く) で受け付けています｡
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(独)福祉医療機構の個別融資相談会について

(独)福祉医療機構では, 病院および介護老人保健施設の医療関係施設整備等事業の個別

融資相談会を, 下記のとおり開催されます｡ ご希望の会員におかれましては京都府医師会

学術生涯研修課 (TEL 075－315－5276) までお問い合わせください｡

記

１. 実施時期 平成20年２月13日(水) ～15日(金)

２. 開 催 地 (独)福祉医療機構大阪支店

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

医療施設における院内感染の防止について

医療施設における院内感染の発生・まん延防止等については, 日頃から衛生管理等に

ご留意いただいておりますが, この度, 厚生労働省から ｢薬剤耐性菌による院内感染対

策の徹底及び発生後の対応について｣ 通知がありました｡

つきましては, 日常の発生防止策および発生時の対応について, 再度, 点検いただき

ますとともに, 万が一発生時には, 保健所等関係機関と連携し, 迅速かつ適切に対応い

ただくようお願いいたします｡

また, これからの時期は, ノロウィルス等による施設等での集団胃腸炎の流行も懸念

されますので, より一層の院内感染対策の推進が図られるよう併せてお願いいたします｡
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第４回 京都府医師会生涯教育セミナー

● ● ● ● ������ ��	
������ ● ● ● ●

と き 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

[座 長] 府医学術・生涯教育委員会委員長 木谷 輝夫

｢腰痛－診察のポイント, 画像所見－｣
いわさく整形外科院長 岩破 康博 先生

｢婦人科領域の腰痛｣
京都府立医科大学産婦人科学内講師 岩佐 弘一 先生

｢泌尿器科領域における腰背部痛｣
飛田医院院長 飛田 収一 先生

●ディスカッション

[座 長] 府医理事 俣野 憲一

[パネラー] 岩破 康博先生, 岩佐 弘一先生, 飛田 収一先生

※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｡

参加費 無 料 (会員外の方の参加も歓迎します)

◇講師への質問等がある方は, ＦＡＸにて下記宛先までお送りください｡
京都府医師会 学術生涯研修課 TEL：075－315－5276 FAX：075－314－5042

府医学術・生涯教育委員会の企画による府医生涯教育セミナーの第４回を開催

します｡ このセミナーはプライマリ・ケアを担う医師にとって必要とされる基礎

的な知識を再確認でき, 日常診療にすぐに生かせるようなものとして企画してお

ります｡ また, １つの科が対象ではなく, 多数の会員が参加できるよう, テーマ

となる症状を複数科の視点から捉えます｡ 第４回の今回は ｢腰痛｣ をテーマに取

り上げ, 講師は整形外科, 産婦人科, 泌尿器科から講演いただきます｡ 皆様ぜひ

ご参加ください｡

事務局休務 (12月29日～１月７日)
府医事務局の年末年始休暇は, 12月29日(土) から新年１月６日(日) までとなります｡

ご了承ください｡
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標記 ｢ワークショップ｣ が下記の要領で開催されます｡ 参加希望の方は, １月10日(木)

までに府医学術生涯研修課 (TEL 075－315－5276) までお申し込みください｡

記

日 時 平成20年１月26日(土) ９：50～21：10

１月27日(日) ８：30～16：40

場 所 晴海グランドホテル

〒104－0053 東京都中央区晴海３－８－１ TEL 03－3533－7111 (代表)

定 員 28名

参加費 ３万円 (宿泊費含む), 旅費・交通費は別途本人負担

修了証 日本医師会長と厚生労働省医政局長連名の修了証書が発行されます｡

 !"���	
������ �#�����������������

� � � � �

日 時 平成20年２月10日(日) 午前８時30分～午後７時40分

11日(月・祝) 午前８時30分～午後５時

場 所 京都府医師会館

チーフタスクフォース

京都大学大学院医学研究科医学教育推進センター教授 平出 敦氏

タスクフォース

京都大学大学院医学研究科医学教育推進センター講師 森本 剛氏

京都大学大学院医学研究科医学教育推進センター助教 蔵本 伸生氏

金井病院内科医長 戸城 仁一氏

関西電力病院総合内科副部長 金城 永治氏

医仁会武田総合病院副院長 神田益太郎氏

修了証 京都府医師会長, 日本医師会長, 厚生労働省医政局長連名の修了証書を発行

定 員 30名 参加希望の方は, １月15日(火) までに府医学術生涯研修課まで

※プログラム, 参加費および参加申込方法については, 府医学術生涯研修課 (TEL 075－

315－5276) までお問い合わせください｡
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お
知
ら
せ

会
員
消
息

｢新型インフルエンザ対策研修会｣ を下記のとおり開催いたします｡
と き 平成20年２月２日(土) 午後２時～４時
ところ 京都府医師会館２Ｆ大ホール
演 題 ｢未定｣
講 師 国立感染症研究所感染情報センター主任研究官 森兼 啓太氏
共 催 京都府医師会・京都府・京都市 (演題等は次号でお知らせいたします)

� �

会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

宮田 香織 Ａ 京都北
北区紫竹西高縄町34 田中ビル１Ｆ
みやた内科クリニック

204－3034 内・消

田辺 有佐 Ａ 右京
右京区西院東淳和院町１－１ アフレ西院３Ｆ
田辺メンタルクリニック

325－2554 心内・
神・精

白山 和行 Ａ 東山
東山区本町21丁目459
第二久野病院

551－3522 内

植木 孝宜 Ａ 亀岡
亀岡市篠町浄法寺中村39－１
植木タカメディカルクリニック

(0771)
29－6888

内・外・
消・肛

黒田 啓史 Ｂ 中西
中京区壬生東高田町１－２
京都市立病院

311－5311 児

谷 雅彦 Ｂ 上東
上京区一条通新町東入日野殿町394－１
愛寿会同仁病院

431－3300 内

大辻 英吾 Ｃ 府医大
上京区河原町広小路
府立医大附属病院

251－5571 外

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

西 大佐 Ｂ→Ａ
西京→
西京

西京区大枝西新林町４丁目１
西医院

331－9339 整外・皮

中江 龍仁 Ｂ→Ａ
北丹→
北丹

京丹後市峰山町白銀906
医療法人中江医院

(0772)
62－0266

内

西 守哉 Ａ→Ｂ
西京→
西京

西京区大枝西新林町４丁目１
西医院

331－9339 外・皮・泌

久野 成人 Ａ→Ｂ
東山→
東山

東山区本町22丁目500
久野病院

541－3136 整外

中江登志雄 Ａ→Ｂ
北丹→
北丹

京丹後市峰山町白銀906
医療法人中江医院

(0772)
62－0266

内

黒星 晴夫 Ｂ→Ｃ
山科→
府医大

上京区河原町広小路
府立医大附属病院

251－5571 婦

小濱 和貴 Ｂ→Ｃ
西京→
京大

左京区聖護院川原町54
京都大学医学部附属病院

751－3111 外
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事
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だ
よ
り

※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｡

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

田辺 与市 Ａ→Ｄ
伏見→
伏見

－ － －

河辺 昭徳 Ａ→Ｄ
左京→
左京

－ － －

訃 報

古畑 文男氏／亀岡・第２・10月31日ご逝去・97歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区

藤田 一郎 Ｃ 綴喜

【報 告】

１. 会員の逝去
２. 地区医師会との懇談会の状況
３. 第175回定時代議員会ならびに第91回定
時総会の状況
４. 第６回地区庶務担当理事連絡協議会の
状況

５. 個別指導の状況
６. 新規個別指導の状況
７. 10月度労災審査協議会の状況
８. 平成19年度第２回京都市国保運営協議会
の状況
９. ｢第３回京都府公立学校教職員の職場復
帰支援策調査研究チームの会議｣ の状況
10. 第51回京都府学校保健研究大会の状況
11. 特定健診モデル事業検証会議の状況
12. 京都府介護保険審査会の状況
13. 平成19年度京都産業保健推進センター第
１回運営協議会の状況
14. 健康長寿日本一プラン政策検討会 (医療
審議会ワーキンググループ) の状況
15. 京都市子どもネットワーク連絡会議平成
19年度第１回進捗管理部会の状況
16. 府医学術講演会の状況
17. 京都府医師派遣調整会議の状況
18. 第13回学術・生涯教育委員会の状況
19. 第117回日医臨時代議員会の状況
20. 日医地域医療対策委員会の状況

【議 事】

21. 会員の入会・異動・退会11件を可決
22. 常任委員会の開催を可決
23. 第26回南部四地区医師会連絡協議会への
出席を可決
24. 第７回地区庶務担当理事連絡協議会の開
催を可決
25. 第２回医療法人制度改正説明会の開催を
可決
26. 新規個別指導の開催を可決
27. 第８回近医連常任委員会ならびに第５回
近医連保険担当理事連絡協議会等の出席を
可決
28. 平成19年度家族計画・母体保護法指導者
講習会への出席を可決
29. 母体保護法第14条による指定医師指定を
可決
30. 地域がん登録行政担当者および実務者会
議への出席を可決
31. スポーツ選手と指導者のためのスポーツ
医事相談の共催実施を可決
32. 第26回全国都道府県対抗女子駅伝競走大
会への協力を可決
33. 府医学術講演会の開催を可決
34. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決
35. 看護専門学校図書司書 (パート職員) の
退職を可決

第28回定例理事会 (11.１)
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【報 告】

１. 平成19年11月１日現在の会員数

10月１日現在 4,244名

11月１日現在 4,249名 (＋５名)

２. 京都府医師会創立60周年記念式典の状況

３. 地区医師会との懇談会の状況

４. 平成19年秋の叙勲受章者について

５. 総務担当部会の状況

６. 10月度基金幹事会の状況

７. 11月度保険医療担当部会の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 11月度地域医療担当部会の状況

10. 平成19年度スモンの集いシンポジウムの

状況

11. ｢京 (みやこ)・食のフォーラム2007｣ の

状況

12. 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状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 第11回図書室検討小委員会の状況

15. 11月度学術・会員業務・養成担当部会の

状況

16. ｢国民医療を守る決起大会｣ について

17. 日医からの処方箋に関するアンケートに

ついて

【議 事】

18. 会員の入会・異動・退会７件を可決

19. 常任委員会の開催を可決

20. 第13回府医選挙管理委員会の開催を可決

21. 第57回(社)全日本鍼灸学会学術大会への

後援を可決

22. 人権擁護委員の推薦を可決

23. 京都市社会福祉協議会評議員の推薦を可決

24. 京都医報の配送業者を可決

25. 京都府医師会無料職業紹介事業 (通称：

京都府医師会医師バンク) 許可申請を可決

26. 保険事務必携追補版の作成を可決

27. 自賠責研修会の開催を可決

28. 第１回ＦＩＭ講習会実行委員会の開催を

可決

29. 平成19年度全国医師会共同利用施設 (臨

時) 総会への出席を可決

30. 在宅医療アンケートのデータベース化を

可決

31. 第19回全国介護老人保健施設大会京都へ

の後援を可決

32. ｢運動器の10年｣ 日本委員会：学校にお

ける運動器検診体制の整備・充実モデル事

業, 平成19年度第２回研究協議会・学校保

健委員会合同会議への出席を可決

33. 市民公開講座 ｢肩こりと五十肩｣ への共

催を可決

34. 平成19年度都道府県医師会医事紛争担当

理事連絡協議会への出席を可決

35. 平成19年度近医連医事紛争担当理事連絡

協議会への出席を可決

36. ｢女性医師の勤務環境の整備に関する病

院長, 病院開設者・管理者等への講習会｣

の開催を可決

37. 平成19年度日医医療情報システム協議会

への出席を可決

第29回定例理事会 (11.８)

理
事
会
だ
よ
り

～ １月度請求書 (12月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(木) 午後５時まで

△

国保 10日(木) 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 16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｡


