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京都看病婦学校の創立
日本にクリスチャン・カレッジを設立する意志をもって帰国

した新島 襄 (1843－1890) は, 明治８年同志社英学校, 明治10
年女学校を開校｡ 同志社の基礎が固まると宗教兼哲学・医学・
法学の３学部の大学を構想｡ 医学部創立に向けて協力したのが,
当時岡山で伝道にあたっていた医療宣教師ベリー (1847－1936)
ある｡ 京都での医学部の創立に宣教師団体から難色が示され,
新島とベリーはまず看護婦学校と病院を創立することに見解が
一致, 看護婦２人を招聘したが, その１人が米国最初の正規看
護学校出身のミス・リチャーズ (1841－1930)｡ 明治19年より上
京区烏丸上長者町にある宣教師ディヴィス邸で授業と診療がは
じまり, 翌年隣接地に新しく建物がたてられ, 京都看病婦学校・
同志社病院として正式に発足｡ 中村栄助 (1849－1938) は新島・
山本覚馬らと同志社を設立, 京都看病婦学校の創立にも尽力,
初代京都市市会議長, 衆議院議員などを勤め, 実業家として地
元産業の発展に大いに寄与, 高山義三の父である｡
参考文献 京都の医学史
写真：京都看病婦学校と創立に尽力した人々

奥沢 康正 (西京)

＜お知らせ＞

・京都府医師会第24回勤務医部会総会
・予防接種講演会
・フィブリノゲン製剤を投与された方々への対応等
・平成19年度日医生涯教育申告
・医療法人の定款または寄附行為の変更承認申請
・医業承継事業

＜付 録＞

●学術講演会のお知らせ

●保険だより

●京都市 (乙訓２市１町)

病院群輪番編成表

●地域医療部通信
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今回は委員会や理事会で議論されてきた会館

建設にまつわる各論的な細部のテーマとその内

容について報告する｡
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世界的に二酸化炭素の排出の削減が大きな課

題となり, 企業や団体がその対策をとることが

当たり前のこととなった現在, 京都府医師会も

社会的な立場を考慮すると新会館建設にあたっ

ては温暖化対策・エコ対策は考慮しなければな

らないとの意見が多かった｡

まずは光熱費の節減を目的として建物の外壁

を二重壁にしたりペアーガラスを採用したりす

ることでかなりの断熱効果が期待できる｡ さら

に一部屋上の緑化が義務づけられており, 屋上

等に庭園を設置したりソーラーシステムを採用

すれば, より一層の効果が期待できるが, ソー

ラーシステムについては費用面からの検討も十

分行う必要がある｡

次に, 自然換気や井水・雨水の活用等自然エ

ネルギーを生かす方法やＬＥＤ照明器具の採用

も魅力的である｡ 空調システムもいろいろな方

法でランニングコストの節減が可能であるが,

個別空調のシステムは必須であり, 一層の具体

的な検討が必要である｡
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建物そのものは手抜き工事がなく, 適度なメ

インテナンスがなされておれば70～80年は大丈

夫とのことである｡

耐震強度については, 新会館の高さが約30ｍ

程度のものであるため, 第２類で重要度係数は

1.25 (第１類は官公庁や基幹病院等が採用し,

係数は1.5) を想定しており, 制震・免震構造

の採用は考えていない｡ 特に免震構造を採用す

ると工期・コストに多大な影響が及ぶとのこと

でもあり, 医師会館の性格を考えると第２類の

耐震強度で十分と考えられる｡

����


現在の医師会館は約100台の駐車が可能なス

ペースを有している｡ 新会館予定地の敷地面積

は3,200㎡で現行 (4,900㎡) の３分の２程度し

かなく, 100台の駐車スペースを確保するため

には敷地いっぱいの地下駐車場か地上に自走式・

複数階の駐車場の設置が必要となる｡ 機械式駐

車場は工費・メインテナンスの面で高価となる

ため考えていない｡

維持コストと建設費, そして利用者の面から

考えると２フロア程度の自走式の駐車場 (半地

下式か地上２階建て) が現実的と考えられる｡
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医師会館には関連団体として専門医会・医師

国保が, 他団体として私病協・保険医協会・自

動車連盟・医師連盟・ＫＭＡがテナントとして

入居している｡ 府医以外の団体が会館を使用す

ることが多くなり特に最近では, 府医独自の会

合が会館で開催できない事態も発生している｡

元々会議室が少ないうえに他団体の入居が多す

ぎた感があるが, 府医の会合が有償の他の会議

室を借りなければならないというのは本末転倒

であろう｡ さらに, 現会館では, ４月から開始

される特定健診事業のためのスペースを確保す

るため, 現在の会議室１室分をその事業部の作

業場にあてる｡ そのため, 08年２月より会議室

の予約を ｢３ヶ月前｣ からとしていたのを ｢２

ヶ月前｣ に変更させていただいた｡ 事業拡大に

伴うスペースの確保は絶対であり, いったん入

居いただいた団体に途中から退去いただくこと

は実際には不可能であることを考慮すると, 新

��������	
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理 事 橋本 京三
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会館のテナント選定には十分な配慮が必要であ

ろう｡ 選定の基準としては, 公的な団体・会員

にとって不可欠な団体が最優先されるべきで,

府医のスローガンである ｢開かれた医師会｣ に

相応しい透明性の高い団体であることが最低限

満たされるべきかと考えられる｡

閑話休題｡ 現在, 会館の設計業者の選定が終

了し, 08年３月の代議員会で ｢会館建設に関す

る基本構想(建物の大きさと予算)｣ について

の承認をいただくよう議案を上程する｡ これに

ついては, 対外的な交渉を推進するためにも,

大枠の最大限度としての建物の容積と予算の決

定をいただき, その規模を超えない範囲内で事

業を進めていくことが必須となる｡ 大枠の事業

内容の承認がいただければ, 来期より本格的な

設計 (実施設計) に入ることになる｡

上記に挙げた内容は実施設計の段階で決定し

なければならないが, いずれも建築費の増大を

伴う事柄であり, 慎重かつ大局的な判断を必要

とする｡すなわち,現会員には若干の負担増を強

いても後世の会員にとって多大な恩恵が期待で

きるような内容であれば敢行すべきであり, い

くらいい内容でも多大な負担を要するものは採

用しないということが基本になると考えられる｡

２月28日(木), 京都大学医学部医学科医学教育推進センターが行う ｢2008年度臨床実習入門コー

ス｣ において, 森府医会長が ｢我が国の医療制度について｣ と題する講義を行った｡ 講義では80名

を超える医学部学生が熱心に耳を傾け, 講義終了後には学生からの質疑応答に30分費やすほどの盛

況であった｡

｢臨床実習入門コース｣ とは, 臨床実習を開始する前に基本的な臨床技能を習得し, その後の臨床

実習をより効果的なものとするため, 京都大学医学部医学科医学教育推進センター (平出 敦教授・

森本 剛講師) が2007年度４回生を対象に実施しているコースで, 本年度は１月21日～３月31日の期

間で, ①診断学・症候学等に関する講義および実習②症候学ＰＢＬ (Problem-based Learning：問題

基盤型学習) ③自主学習④その評価としての共用試験～ＣＢＴ (Computer -Based Testing), ＯＳＣＥ

(Objective Structured Clinical Examination：客観的臨床技能試験) などが行われる｡

この中で森府医会長は, トピック講義として ｢我が国の医療制度について｣ と題した講義を行っ

た｡ 講義では医療法や医師法, 療養担当規則等を解説するとともに, 府医の主な事業を説明した上

で, ｢医療費の増加は高齢化よりむしろ医療の高度先進化が要因であり, 高度先進医療を国民が望む

なら医療費の増加は避けられない｣ との考えを示

し, 国民のための医療制度を確立するため, ｢医師・

患者ともに医療の大切さを再認識することが重要

である｣ とし, ｢皆さんが今後も医療に対する理念,

情熱を忘れずに, 臨床技能のみならず医療制度に

ついても造詣が深い医師としてご活躍いただける

ことを願う｣ とのエールを送った｡

府医では, 今後も医育機関との連携を強化し,

医学生等にこれからの日本の医療のあり方を考え

ていただく機会を増やしていく所存である｡

��������	
��
2008年度臨床実習入門コースで日本の医療制度を解説

京都大学臨床講堂にて
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２月９日(土), 京都ホテルオークラにおいて, 毎年恒例の参与会を開催し, 参与19名, 府医

から19名が出席した｡ 森府医会長の挨拶に続き報告・協議が行われ, 府医から①班長経由送付

物および班助成金②公益法人制度改正への対応③京都府医師会共済部④100万円医師賠償責任

保険制度⑤京都府・京都市新型インフルエンザ対策ガイドライン５つのテーマについて詳細な

説明を行うとともに, 参与からの意見・要望を伺い約２時間半にわたり活発な意見交換が繰り

広げられた｡

森府医会長は, 冒頭の挨拶で府医会長選挙において無投票再選したことを報告するとともに,

引き続き府医活動について協力を要請した｡

【森府医会長挨拶(要旨)】

現在, より厳しい医療情勢の中, 中医協で

診療報酬の改定の議論がされている｡ 本体の

アップ改定となったものの, 1000億円が病院

勤務医の対策として支出されようとしている｡

それについて異論はない｡ ただ, 厚労省の試

算ではまだ400～500億円が不足し, それを診

療所の再診料引き下げにて補おうとしている

が, ただでさえ低い点数の再診料の引き下げ

は容認できないと主張していた｡ 管理料の見

直しや判断料の引き下げなど技術料の引き下

げも日医が交渉しているが残念ながら診療所

には大きな痛手になることが予想される｡ ３

月の上旬には点数改正の説明会が日医で行わ

れる予定であるが, これについてもテレビ会

議での開催を要望していたが今年もかなわず

京都で伝達講習会を開催するので足を運んで

いただきたい｡

また, 総合医の問題で来週に厚労省 ｢医道

審議会医道分科会診療科名標榜部会｣ のヒヤ

リングに行くが, 厚労省が基本的には人頭払

い制を視野に入れた総合医の育成を考えてお

り非常に厳しい状況である｡ 絶対反対の方向

で進めていくが参与のみなさんもパブリック

コメント等で絶対反対の声を上げてほしい｡

医師会という看板よりも個人の声の結集の方

が効果がある｡

会館建設の問題については, プロポーザル

コンペという手法で設計事務所の決定の段階

を迎えている｡ 少し時間をいただいて２月の

後半に選定して, ３月の早々に特別委員会で

決定していただく｡ 行政にも予算をつけてい

ただく予定だが, それには代議員会での承認

が必要であり, 詳細まではお示しできないた

め, 予算規模, 広さの範囲を示してこれを超

えない規模での建設という形でのご承認をい

ただく予定である｡

橋本府医理事は, 以前から苦情があった班

長経由送付物について歴史的な経過を報告｡

昭和60年５月に地区と府医が協定を結び, そ

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事事事業業業ををを中中中心心心とととしししたたた活活活発発発ななな意意意見見見交交交換換換

参参 与与 会会開催

������������������ ������

班長経由送付物および班助成金
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の中で地区が行う事業として, ｢府医から地

区班長へ送付された文書の会員への配付｣ が

あり, これに基づいて今まで行われてきた｡

しかし班長からの苦情も多く府医も苦慮して

いたが, 今回, 班助成金を廃止する代わりに

府医から各会員あて直接送付する方式に変更

したいとの申し出を行った｡

あわせて森府医会長は, ｢班長が配付する

ことで班内のコミュニケーションを取ってい

ただきたいという側面もあわせ持ち, またコ

ストの面からも全会員への直送は厳しいもの

があった｡ しかし, 今回, 班助成金の範囲内

での直送方式が可能となった｣ と報告し, 20

年度から実施したいと付け加えた｡

橋本府医理事より, 以下のとおり報告がな

された｡

公益法人制度の見直しについては以前から

の課題であり, いよいよ今年の12月に法律が

施行され, ５年以内に一般法人となるのか,

公益法人となるのか決めなければならない｡

先日, 日医から公益法人への対応に対する

｢都道府県医師会の対応｣ というアンケート

調査があったことを報告し, その中で府医と

しては, 税制もいまだ決まっていない現状の

なか, 拙速に決める必要はなく時間をかけて

検討したい｡

また, 現在, 代議員制を取っているが, 改

正後の制度ではそれが認められず, 社員総会

を開かなければならなくなり, 会長も直接選

挙ではなく, 理事による互選であるため, そ

のへんがどのあたりまで緩和されるのか動向

を見守りたい｡

最後に橋本府医理事は, 公益認定を受ける

ための18の項目を示し, 説明した上で, いず

れにしても法人化している地区にも影響を与

える問題であり今後, 動きがあればアナウン

スしていくことを報告した｡

大藪府医理事は, 京都府医師会共済部の今

後について, 医業経済・融資斡旋委員会の答

申書をもとに説明を行った｡

共済部については, 会員に共済会費を納入

していただき, 会員が死亡したときに弔慰金

としてお支払いしている制度であるが, 共済

部の事業は無認可共済であり, 平成18年４月

の保険業法の改正により, このままこの事業

を続けるならば保険業法の下で金融庁の監督

下に入り保険会社の免許を取るか, 新設の少

額短期保険業者の登録をするかのいずれかを

選択しなければならないことになる｡ それが

出来なければ廃止するしかないことを報告

した｡

共済部の今後について委員会に諮問したと

ころ, ３回の議論を経て答申があった｡ 運営

にあたっては順調であったが, 株式会社や損

保会社であることなどの規制があり府医とし

ての運営は不可能となった｡ また, 関連会社

においても同様の規制があり, 同じ条件では

譲渡出来ないことになった｡

したがって平成20年３月末をもって廃止す

るのが妥当であるとの結論を得た｡ 廃止する

にあたり資産を公平に分配するために償還額

の試算を行ったところ, 会員個々の掛け金に

応じて一律均等に分配するのが最良であると

し, 償還額は掛け金総額の５割強から６割弱

が返還できる見通しであることを説明した｡

松井府医理事が説明｡ 患者側の権利意識の

向上も背景にある中, 患者側が求める要求が

強くなり, 医事紛争は医療側の事故に基づく

医療過誤が原因だけではなくなってきている｡

もともと日医のＡ１会員の先生は医師賠償

責任保険が自動的に付与されているが, 100

万円以下は免責である｡ 府医の100万円医師

公益法人制度改正への対応について

京都府医師会共済部について

100万円医師賠償責任
保険制度について
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賠償責任保険は100万円までの賠償が生じた

場合にカバーできるほか, 施設保険が付いて

おり, 例えば医療機関内で床が濡れていて滑っ

て怪我をした時など, 医療機関内での事故で

管理者責任を問われたときなどもカバーがで

きるもの｡

まだ未加入の先生には早急に加入していた

だきたいし, 地区の先生方にもぜひ声をかけ

ていただきたい｡ 今後, 医報等で周知して加

入を呼びかけていきたいと説明した｡

また, 地区からは, ４月早々に新規会員へ

勧誘に行ったところすでに他の団体の保険に

入っているというケースがあったので, 早い

目に対応していただきたいとの要望がなさ

れた｡

柏井府医理事は, 新型インフルエンザ対策

についての現状を, 京都府・京都市ガイドラ

インに基づき報告を行った｡

現在, 新型インフルエンザが日本で流行し

た場合の予想として, 人口の４分の１にあた

る3,200万人が感染し, 死亡者は64万人にな

る見込みであるといわれていることを報告し

た｡ また, 海外からの帰国者などで実際に熱

発者が発生し感染が疑われる場合は, 保健所

(発熱センター) に通報し, 指定された感染

症指定病院発熱外来に患者を受診させるなど

の早期封じ込めをはじめ, 院内感染対策など

発生を想定した具体的な対応方法の説明を

行った｡

地区医師会から事前に提出のあったご意見・

ご要望について府医の各担当役員が回答に応

じた｡ 詳細は次のとおり｡

����

����	


今回の診療報酬改定がマイナス改定でなく

日医執行部は安心されていると思うが, ｢診

療所の再診料値下げ反対｣ は末端の会員には

大きく聞こえず失望している会員も多い｡ 日

医執行部に対してロビー活動や市民啓発だけ

でなく末端の会員にも活動がわかるように要

望していただきたい｡ 活動内容が伝わらない

ため新医師会の設立という話が出てきている

と聞く｡

日医執行部のタウンミーティング等の方法

も検討していただく様に要望してほしい｡

仰せのとおりである｡ 日医は以前からロビー

活動中心に行ってきたが, 植松前会長時代か

ら医療推進協議会などの国民を巻き込んだ啓

発活動を始めている｡ 双方大事なことと認識

している｡

タウンミーティングについても必要と思わ

れるので, 日医代議員会等でも申し入れして

おく｡

��� 

介護保険法や障害者自立支援法の成立以降,

以前にも増して府下郡部地区医師会は多岐に

わたる行政との交渉に追われている｡

こうした行政交渉に参加していただいてい

る医師の方々に財政困難のため, 十分な費用

弁償が出来ていない｡ 府医から府下郡部地区

医師会へ何らかの行政交渉費を援助いただき

たく検討願いたい｡

主旨はよく理解できるが即答はしかねる｡

検討の体制を整えたい｡ 当面は地区助成金の

中で支弁していただきたい｡

ただ, 今後大きい事業をされるなどの事由

が生じれば補助等も検討したいが, 行政交渉

費としての支出は難しい｡

��� 


綾部市における医師数は, 開業医21名, 病

京都府・京都市新型インフルエンザ
対策ガイドラインについて

地区医師会からの意見要望
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院勤務46名である｡ 他の地域では病院勤務を

やめ開業する医師が多いと聞くが, 綾部では

開業医が増加する傾向はない｡ 現在, 市民に

対する医療サービスのうち, 夜間・休日の救

急診療は全面的に, 健診・予防接種はその一

部を病院勤務医の先生方に依存しているが,

今後, 開業医の高齢化とともに, その依存度

ますます高まりそうである｡

一方, 厚労省は今回の診療報酬改定におけ

る再診料の取り扱いにも見られるように, こ

とさら病院勤務医と開業医との労働状況や収

入を対比させ, 両者の分断を画策しているよ

うに思われる｡ 最近, 病院勤務医の集合体で

ある ｢全国医師連盟｣ なる組織が発足したと

も聞く｡

綾部医師会では昨年, 病院勤務医と開業医

に対してアンケート調査を行った｡ この結果

では, 両者とも ｢相互のコミュニケーション

を図る必要がある｣ との認識はあるが, 実際

の交流の場である学術集談会, 講演会などの

参加者, 特に病院勤務医の参加者は極めて少

ない｡ また病院勤務医には転勤があり, 数年

で交代する｡

このような状況の中で, 病院勤務医の先生

方にも, 現場の市民サービスだけでなく, 医

師会活動全般において, その役割をともに担っ

ていただきたいと思っているが, どのように

アプローチしたらよいのか, また府医師会は

どのように対応しているのか｡ ご教示いただ

きたい｡

地区懇談会や, 両丹医師会懇談会でも聞い

ているので綾部医師会の大変さは認識してい

る｡ 病院と診療所はそれぞれの分担をしっか

り決めてやるしか当面のところ方法はないと

思われる｡

府医では在宅医療サポートセンターを立ち

上げるが, 各地区において事情が違うことは

認識しているのでそれぞれに応じたことが出

来るよう検討していきたい｡

また, 勤務医も含めた医師の団体構成につ

いては, 現状の日医のまま勤務医会員を増加

させるのがよいのか, 勤務医は別組織を作り

必要に応じて協調するのがよいのか, 現時点

では検討するべきことは多い｡

������

��	 


再診料の引き下げが通れば ｢ストライキを

する覚悟である｣ というぐらい反対している

ことを日医執行部や中医協に強く訴えていた

だきたい｡

山科医師会との懇談会でもお話は伺ってい

る｡ ストライキというのは最終の手段であっ

て, 最終手段というのは使わないほうがよい｡

我々への応援メッセージとして受け止めて

おく｡

������

�����

基本健診が特定健診に変更され, 市民健診

は, 変更を余儀なくされた｡ 集団健診におい

て, 社会保険家族の方や高齢者の方の受診は,

どのようになるのか｡

また, 保健所等の公的機関のサポートは,

全くなくなるのか｡ 現状分かる範囲で, ご教

示いただきたい｡

社会保険家族の集合契約については, 代表

保険者である政府管掌健康保険 (京都社会保

険事務局) と交渉中であるが難航している｡

理由としては, 市町村国保が行う内容より,

安い金額, 少ない健診項目での契約を求めら

れているが, それを了承してしまうと同じ市

町村に居住しながら健診項目に差がついてし

まうことになる｡ 医療機関側も手続きが煩雑

になり, 受診者側も保険者によって差が出て

しまうことになる｡ なかなか妥協点が見つか

らない状況である｡

契約に至らない場合は, 各実施医療機関と

個別に契約をしていただくこともあり得る｡

また, 75歳以上の高齢者については, 京都

府は広域連合とし健診を行う予定である｡ 京

都市の場合は65歳以上の方と同様の健診項目
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になる予定である｡

公的機関からのサポートについては, 実施

主体が保険者に変わった関係で, 保健所のサ

ポートはないと思われる｡ただ,人員が今まで

以上に必要になるので, 各市町村国保からそ

れに対しての費用は支払されることになる｡

������

来年度からの特定健診で地区医師会の収入

としては減収となるのは明らかである｡

個別健診の手数料を予定より値上げし, そ

の増収分を地区医師会に還付していただくと

いう方式はとれないか｡

��� 	

来年度から, 京都府下の市町村国保で行わ

れる特定健診・特定指導は府下の各地区医師

会にも多大な人的, 財政的負担を強いること

が危惧される｡

それゆえ, 府下郡部地区医師会への労苦に

対して, 各地区実施医療機関から府医へ支払

われる事務手数料の中から府下郡部各地区医

師会へ若干の割当てをお願いできればと思う｡

保険点数をベースに保険者と交渉し, それ

に府医の事務手数料を上乗せする予定である｡

地区に還元することは保険者に対しても説明

が難しい｡

何か良い方策がないか検討したい｡


�� �

12月27日付で国保の特定健診実施医療機関

の募集の案内が来た｡ しかし１月19日の基本

健診担当理事連絡協議会で説明があると聞い

ていたこと, まだ市町村との契約が済んでい

ないこと, 本当に京都府医師会の健診センター

を利用できるかの確約が得られていないこと,

実施医療機関の取りまとめ依頼が分かりにく

い文面であったことなどから, 危うく依頼を

見逃すところであった｡

京都府医師会は職員も多く京都市と京都府

の２行政の交渉でよいが, 相楽医師会は事務

職員も１名しかいないのに５つの市町村と交

渉を行わざるを得ないことなどから, 日常の

事務作業は煩雑を極めている｡

したがって, 重要な案件に関しては, わか

りやすくポイントを記載してもらう, 電話で

も連絡してもらう, 会長だけでなく担当理事

にも文章を送付してもらうなど配慮願いたい｡

例えば, 今回であれば地区で募集文章を作成

し直さなくてもよいように, 各地区がすぐに

利用できるような健診医療機関募集の案内状

や申込書を添付するなど, 地区医師会にも決

めの細かい配慮をお願いしたい｡

府下の先生方にはご迷惑をおかけしている

が, 府下は市町村ごとに条件が違うので一律

に出来ないのが現状である｡ 事務的には出来

る限りきめ細かい対応をしていきたい｡

�� �

特定健診・特定保健指導については各地区

医師会がお困りと思うが, ５月からの健診シ

ミュレーションを行う中で色々な問題点が浮

かび上がったのでいくつか列記する｡

① 京都市国保の健診受診券の発行時期について

京都市国保はおそらく４月に被保険者に

特定健診受診券を一斉に送付されるものと

思われるが, 従来, 京都市では小学校区単

位で保健所ニュース・回覧板などで住民に

周知しており, 受診者が集中しないかと危

惧される｡ したがって会場の予約, 人員の

配置など計画が立てづらい｡

② 行政の健診担当が福祉部年金課に移行す

るが健診のノウハウを持たない課が担当す

ることで現場の混乱が予想されないか｡

③ 健診を手伝っていただいている地域の保

健協議会連合会 (保協) の方はどういう位

置付けになるのか？ 事業主体はあくまで

保険者であり地区保健所の参加の保協が手

伝えるのか？ 受付での資格確認は誰がす

るのか？

① 京都市国保の受診券送付時期は４月21日

頃送付と聞いている｡ その案内の中に出来
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るだけ校区で受診するように徹底してほし

いと申し入れをしている｡

② 現場で混乱が起こることは否定できない

が人員の増員で対応していきたい｡

③ 保協への協力依頼については各地区にて

個別に協議してほしい｡

��� �

クリティカルパスについて

各病院から病診連携クリティカルパス付き

で患者の逆紹介を受け始めているが, 病院ご

とにパスの内容が異なるので府医としてクリ

ティカルパスの標準化を検討していただき

たい｡

今年度は京都府リハビリテーション連絡協

議会において, 府下統一の大腿骨頚部骨折の

標準パスを作成した｡ 来年度からは, 脳卒中

や糖尿病の連携パスの作成を視野にいれてい

る｡ 府民が適切な医療を受けられるよう検討

していきたい｡

����	
��

����

近年, 外科手術で医療事故が起こると, た

だちに警察が介入し業務上過失致死などの刑

事事件として, 医師が逮捕されるところが大

きく報道される｡

欧米諸国では民事事件として取り扱われ刑

事事件とはならないと聞いているが, 我が国

のこの状態は ｢制度および法律の不備｣ と思

い, 一日も早く改善すべきであると考える｡

日本医師会や日本外科学会などが中心となっ

てこの問題を討議されていると思うが, その

後はどのようになっているのか｡

このままでは, 今後若い優秀な外科医が育

たず, 外科治療の進歩に問題が生じると案じ

られる｡

非常に大きな問題であると認識している｡

これに関して, 日医は18年７月に ｢医療事

故責任問題検討会｣ を立ち上げ, 厚労省は19

年４月に ｢診療行為に関連した死亡にかかる

死因究明等のあり方に関する検討会｣ を立ち

上げ, 自民党でも社会保障制度調査会の中に

｢医療紛争処理のあり方検討会｣ を立ち上げ

るなど３つの検討会が立ち上げられた｡

その中で中心的に議論しているのは自民党

の西島参議院議員を中心としたメンバーと厚

労省であるが, 我々が求めているものとは違っ

た方向に進んでいるように思われる｡

新制度の骨格として, まずは刑事訴追から

免れる｡ 医療安全調査委員会 (仮称) で中立

公平な調査が行われる｡ 処罰を目的としない｡

が３つの柱であると思われるが, 実際にはど

れも不十分であり, 近医連においてもその危

険性を十分に認識しており, 日医に申し上げ

ているが反応はない｡ このまま推し進められ

るのをじっと見ているわけにもいかないので,

もっと議論を尽くすよう引き続き声をあげて

いきたい｡

��� �

山城南医療圏の基幹病院の機能が果たせな

くなり, また経営が悪化しだしている｡ 病院

医師の過重労働が主な原因である｡ そのため

在宅患者の緊急入院も断られることが多くなっ

ている｡ また同院は災害拠点病院であるが整

形外科医師が辞め外傷性救急や整形外科外来

が閉鎖されている｡ このため救急搬送体制に

も支障が生じている｡ 昨年４月から市長の要

請もあり京都府から病院副管理者が赴任し医

師会と協議している｡

病院の外来を紹介患者だけとし, 病診連携

を強めることになっている｡ また不要不急の

救急受診を減らすために広報活動をすること,

休日診療所を設け財政措置を京都府に依頼す

ることになっている｡

京都府との協議で山城南医療圏の話のあっ

た時には, このような事態を踏まえて対応を

お願いしたい｡

外来の機能分化については評価できる｡ 要

望としてお聞きしておき, 機会があるごとに

行政に意見しておく｡
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２月23日(土) に平成19年度学校医講習会が日本医師会館において開催された｡

まず, ｢最近の学校健康教育行政の課題｣ について文科省スポーツ・青少年局学校健康教育

課専門官の岡田就将氏が講演, 続いて埼玉県東松山市長の坂本�之輔氏による ｢特別支援教育

と今後の課題｣, 日本大学小児科学系准教授の岡田知雄氏による ｢小児の生活習慣病の予防｣

と題する講演, さらに ｢学校におけるアレルギー疾患の管理と支援｣ をテーマにシンポジウム

が行われた｡

文科省健康教育課専門官の岡田就将氏は近

年の子どもがどういう健康状態にあるのか,

また, どのような生活を送っているのかを肥

満傾向・アレルギー疾患・睡眠や朝食摂取の

現状, 運動の問題を中心に説明したうえで,

今後学校内での保健管理の充実が重要な課題

となることを強調, 新しい健康課題に対して

学校医が学校保健委員会での助言等, 積極的

に教育的役割を果たすよう求めた｡ 文科省の

16年度からの事業である学校地域保健連携推

進事業については20年度は新規のモデル事業

｢子どもの健康を守る地域専門家総合連携事

業｣ へと発展させるべく新システムの検討が

なされているとのこと, また, 学校でのアレ

ルギー疾患児への対応については, 現在, ア

レルギー疾患用学校生活管理指導表を新年度

配布に向けて作成中とのことである｡

埼玉県東松山市長の坂本氏が ｢特別支援教

育と今後の課題｣ と題してノーマライゼーショ

ン (障害のある人もない人もともに生きる)

の町づくりについて講演を行った｡

同氏は, すべての人が同じ場所でともに学

び, 働き, 生活することが本来の姿であると

して, ノーマライゼーションの町づくりをす

すめてきているが, 特にノーマライゼーショ

ンの基本は教育にあるとの考えのもとに行っ

てきた様々の施策を紹介した｡ 現在の日本の

教育制度は学校教育法施行令によって, 障害

児は ｢特別支援学校に就学させるべき者｣ と

され, 一般の教育制度から分けられて教育を

受けることとなっているが, その振り分けの

判断を委任されているのが, 市町村教育委員

会が設置する ｢就学支援委員会｣ である｡ 東

松山市ではこのたび全国にさきがけてこの就

学支援委員会を廃止し, 保護者と子どもの希

望を尊重した新しい就学相談の仕組みが開始

されることとなった｡ 乳幼児期については平

成８年から保育園への保育士の加配により障

害児を受け入れてきたが, 今では経管栄養や

導尿といった医療的ケアが必要な子どもも看

護師の配置により受け入れるようになったた

めに障害児通園施設は閉園している｡ また学

齢期対策としては現在39人の介助員を各学校

平成19年度 学校医講習会
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最近の学校健康教育
行政の課題について

｢特別支援教育と今後の課題｣ を
埼玉県東松山市長の坂本氏が講演
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に派遣し, 障害のある子どもの78％が地元の

学校に通っており, 成人期では障害者でも一

般の会社で働けるよう平成16年より障害者就

労支援センターを開設, この３年間に110人

の障害者が一般就労を果たしている｡ このよ

うに障害者が一生涯を自立して生活できるよ

うな一貫した施策がなされている｡ 座長を務

めた武藤芳照東大教授は ｢熱い思いと強い意

志があれば行政はかくもたくましく優しいの

かと思った｣ との感想でこの講演を締めく

くった｡

午後の部は ｢小児の生活習慣病の予防｣ に

ついての, 日本大学小児科学系の岡田知雄准

教授の講演で始まった｡

岡田氏は, ｢小児の生活習慣病の予防｣ に

ついて①予防の概念, ②栄養問題と運動不足

の現状から, ③小児の生活習慣病の同定とそ

の指導, ④予防の効果, の４つに分けて話し

たが, 特に学校医の役割が重要な現時点での

介入の必要な問題として, 重症肥満・医学的

合併症 (肥満症, メタボリックシンドローム)・

高度肥満の予後 (思春期肥満の弊害は論じる

べき時期にきたといえる)・家族性などハイ

リスクの扱い, をあげた｡ 小児の生活習慣病

の予防には, 学校現場を利用した予防システ

ムの構築や関係者への働きかけが有効かつ実

現する可能性が高いと考えられることから,

学校医は中心的存在としてこの役割を担うべ

きであると結んだ｡

プログラムの最後は ｢学校におけるアレル

ギー疾患の管理と支援－今後の具体的取り組

みの方向を探る－｣ をテーマにシンポジウム

が行われた｡ ①小児アレルギー科医 ②皮膚

科医③眼科医④耳鼻咽喉科医のそれぞれの

立場から４名のシンポジストが①学校でのア

レルギー対策の現状と問題点 ②アトピー性

皮膚炎③アレルギー性結膜疾患④アレルギー

性鼻炎について発言した後, フロアからも参

加して討論が行われた｡ 低学年の子どものエ

ピペン使用についての質問には ｢保健室での

保管が現実的だが４月に出されるアレルギー

対策の中で言及すべく, 今詰めているところ

である｣ との回答があった｡

上記講習会は毎年２月に学校医を対象にし

て日本医師会館にて開催されているが, 府医

でも京都医報にて参加者の募集を行っている｡

非常に有意義な講習会であり, 来年度はぜひ,

より多くの学校医の参加をお願いしたい｡

｢小児の生活習慣病の予防｣ に
ついて, 日本大学小児科学系
の岡田知雄准教授が講演

シンポジウム ｢学校における
アレルギー疾患の管理と支援｣

平成20年度 ｢京都府医師会会費減免申請｣ 受付中
��������	
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京都府医師会Ａ会員の会費賦課徴収額については, 一定の条件を満たす会員の自己申

告による会費減免制度を設けております｡

減額を希望される場合は, 早急に手続きくださいますようご案内いたします｡

※会費減免申請に関する詳細は, 京都医報１月15日号をご覧ください｡

また, 質問等ございましたら, 京都府医師会経理課 (075－315－5277) まで, ご連絡

お願い申し上げます｡
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２月24日(日), 平成19年度母子保健講習会が日本医師会館において開催された｡ 今回は, 昨年に

引き続き ｢子ども支援日本医師会宣言の実現を目指して｣ をメインテーマに掲げて開催された｡ 当

日は, 雪と強風で早朝より交通機関が大幅に乱れ, 午前は講演２題, 午後はシンポジウムの予定で

あったが, 演者の到着が遅れたため, プログラムの順序を変更しながら進行された｡

宮崎県対がん協会会長の久道 茂氏による

｢医学・医療の品格｣ では, 医学における

｢科学性と倫理性｣, ｢科学者の品格｣, ｢リー

ダーの品格｣ について言及した｡ 自信と誇り

を失った医療関係者に対して, どうしたらそ

れらを取り戻すことができるのか, 日本の医

療の崩壊の背景にある, 医師不足, 医療事故,

科学者の不祥事, 格差, 医療現場でのゆとり

の喪失が医療の品格を下落させると指摘｡ 一

方, 医療の品格については, 医療従事者側の

品格ばかりではなく, 医療を取り巻くあらゆ

る関係者―患者・地域住民・行政や議会の品

格も論じる必要があるとした｡ また, ｢品格｣

はひとりでは育つものではなく, 必ず ｢場｣

が必要であること, ｢医療の崩壊｣ を防ぐ手

だてとして ｢品格｣ を論じることで寄与でき

ればと結んだ｡

国立病院機構大阪医療センター副院長の山

崎麻美氏による ｢子どもの脳を守る｣ では,

小児脳神経外科医としての30年間の中での変

化として, ①外傷における虐待による外傷の

増加, ②先天性疾患における出生前診断, ③

小児脳腫瘍の治療成績, ④先天性水頭症の遺

伝子学的検索, ⑤病院の中のサポート体制－

をあげられ, 近年増加する虐待に対して, 加

害者である親や大人の行為を容認できないと

しながら, 追いつめられた母親, 子供との距

離, 焦る気持ちへの助けが大事であると氏ご

自身の子育てのエピソードをまじえながら述

べた｡ そして, 出生前診断の意義や問題点,

氏の専門である水頭症や二分脊椎症について

症例を紹介し, 子どもの死と向き合う親から

教えられたこと, 子どもの病気を受け入れる

事ができるようになる母親, 家族の姿に視点

を置き, 人生の大切な場面に立ち会える医師

の仕事の重大さ, 楽しさ, 奥深さを若い医学

生にも伝えることにより, 小児脳神経外科や

小児科を志す医師が育ってくることに力を貸

せるのでは, という考えを述べた｡ また, マ

マさんドクターの復職を支援することで, そ

の効果として, 医師不足の解消, 医療の質の

変化, すなわち母であること, 主婦であるこ

とが患者の後ろにある家族・社会・人生に目

を向けることにつながるとし, ｢子育て育児

より子育ち育自｣, すなわち子どもを育てる

ということは自分が育つということであると

結んだ｡

平平平成成成111999年年年度度度母母母子子子保保保健健健講講講習習習会会会開開開催催催
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講 演 １

講 演 ２
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シンポジウムは ｢母子の心の健康を求めて｣

をテーマに４題の演題のあとディスカッショ

ンが行われた｡

①｢キレる｣脳：セロトニン欠乏脳

(有田秀穂東北大学医学部統合生理学教授)

セロトニン神経の働きを活性化する二大要

因は, リズム運動と日照であるが, 現代生活

から活性化が行われなくなってきたのは,

1990年代から大きく変化した生活にはパソコ

ンやゲームの出現で身体を動かさないライフ

スタイルの定着と24時間営業のコンビニやファ

ミリーレストランの出現で昼夜逆転の生活が,

セロトニン欠乏脳を作り出す原因であると説

明｡ 母も子も身体を動かし, 日照の重要性を

見直しましょうと締めくくった｡

②妊産婦のメンタルヘルスの理論と実際～ハ

イリスク者の早期発見と育児支援における

医療チームの役割～

(吉田敬子九州大学病院精神科神経科特任

准教授)

妊産婦のメンタルヘルスについては, 1980

年に Kumar Dr. が研究を立ち上げ, 1987年

にスクリーニングが開発され, 実践化が進ん

だ｡ 出産後の母親の育児への障害として, 環

境要因 (経済的要因, 情緒的サポートの欠如),

母親側にみられる要因 (産後うつ病), 子ど

もへの否定的な感情をあげ, 的はずれのない

支援を考えることが重要であるとした｡ また,

九州大学病院における産科と精神科の合同チー

ムでの精神科的ハイリスク妊婦への支援とし

て ｢母子メンタルヘルスクリニックの試み｣

を紹介｡ 地域での一貫した育児支援と精神科

との連携の重要性を強調した｡

③子どもの社会力を育てる

(門脇厚司筑波学院大学学長)

子どもの異変については, 1960年あたりか

ら現れ, 顕著になったのは1980年代で, 異変

の現れから48年経過した現在, 社会力をなく

した親が, 子どもを育てている現状を指摘｡

｢他者の取り込み不全｣ が ｢社会力の衰弱｣

をもたらしているとし, 社会力の衰弱がいじ

め, 不登校, 無気力, 自殺, ニートなどの蔓

延と心寂しき人々の増加と潜伏化をもたらし,

ひいては脳の機能を劣化させ, 学習能力の低

下につながると説明｡

また, ヒトの子が先天的に備えている高度

な対人関係能力を活用することと, 多様な他

者 (とりわけ大人) との相互行為を重ねるこ

とで培われ育まれる社会力の重要性を述

べた｡

④子どものこころに出会う

(村瀬嘉代子大正大学人間学部臨床心理学

教授)

(１) 子どもの変容をどのように考えるの

か, 時代の推移の中にあって, 変わるところ,

変わらないところ, 変えてはならないことは

何なのか (２) 子どものこころの居場所と

は, それをどのように提供するのか (３)

子どもが求めている大人像とは (４) 心身

に問題を持つ子どもやその親・家族に対する

援助はどうあることが期待されるのか, 理論

や技法を現実にどう用いるのか, という４つ

の視点から説明した｡

シンポジウムのあと, ①虐待への対応のポ

イント, ②セロトニンとトリプトファンの関

係について, ③産業医をしている中で大人の

社会力を取り戻すこと, 大人を変えていく方

法はあるのか, 社会力の衰弱の原因について,

④教育現場におけるメンタルの必要性と対策

についてなどフロアからの質問があった｡

シンポジウム
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情報・企画・広報委員会 〈 答 申 〉
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＜情報・企画・広報委員会＞ (敬称略 ◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎岡本英四郎 (伏見) ○冨士原正人 (福知山) 池田 正隆 (左京)
禹 満 (西陣) 角水 正道 (乙訓) 紀田 康雄 (宇治久世)
松田 義和 (山科) 山田 一雄 (山科) 尾古 俊博 (京都新聞社)

担当副会長 安達 秀樹 担当理事 藤井 純司, 東前 隆司, 松井 道宣

すでに京都医報等で報告しているとおり,

現在, 建設計画が進められている府医新会館

は, ｢開かれた医師会｣ を実現するため, 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

能の充実が求められており, その具現化には

ＩＴ化の推進が必要不可欠となる｡

そこで, 本委員会において ｢京都府医師会

の今後の情報化・ＩＴ化推進｣ について検討

し, ３月６日(木), 岡本委員長より森府医会

長へ答申を提出した｡

以下に抜粋を掲載する｡ 森府医会長に答申を手渡す岡本委員長

������

具体的な新医師会館の構想が明らかになっ

ていない現段階においては, 新医師会館の

ＩＴ化を答申するというより, より範囲を広

げ, ＩＴ化を含む京都府医師会の今後の情報

化推進についての基本的な考え方を答申すべ

きと判断した｡ そのため京都府医師会事務局

を含む医師会全体構想としての情報化につき

検討したので以下に報告する｡
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医療崩壊の原因として, 低医療費政策, 新

医師臨床研修制度, 勤務医の疲弊, 医師の絶

対数の不足・遍在等の指摘がある｡ しかしそ

の根幹にあるものは, 医師・患者の素顔の人

間の相互関係の情報化の不足であることを指

摘したい｡

今や患者の医療への要求は, 自分の傷病・

疾病発生前への完璧な reset であり, これに

対応できない医療機関の医師は不勉強かつ怠

慢と断罪され, ましてその後に不利益な状況

が生ずれば我々の判断・処置はすべて医療過

誤との謗りを免れないような最悪の状況にあ

るのが現実である｡

情報とは, すべての有意味の信号がＡから

Ｂへ伝達されるものであり, 人と人は情報に

より疎通性をはかっている｡ この情報伝達方

式が近年極端に肥大化したものがＩＴを使用

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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した情報革命である｡ しかし診療現場での

ＩＴ化は, いまだ事務系処理等を効率化する

ためのツールとしての利用段階にしか達して

いない｡ そのため, いかにＩＴを活用したと

しても, 経験を積んだ臨床医の研ぎ澄まされ

た五感をもってして引き出された患者病態へ

の診断を, 機器にプログラミングすることは

現状では不可能である｡

また一方で, この肥大化した情報により,

まだ臨床的な有効性が充分確立されてもいな

いような治療法などの記事がマスコミで安易

に報道されることで, 患者は現場で受ける医

療に齟齬を感じる事態も生じている｡

��������	
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府医執行部が目指すものは会員・府市民へ

の開かれた医師会の実現である｡

本来情報伝達の手段であるＩＴ化が主客転

倒し, 目的化してはならない｡ 人間という生

物の基本的情報伝達手段は会話であり, 阿吽

の呼吸であり, physical contact である｡

ＩＴ化はそのような, ヒトとしての原点の上

に成り立つ高次の作業・思考を効率化するた

めに活用されて初めて存在意義がある｡

さらに, ＩＴ化を導入する際には, その

ＩＴ化する目的とそこに要する初期費用, 運

営コストならびに作業要員を事前に充分に検

討すべきであり, コストに見合った最も有効

な, ＩＴ化を含む情報化を模索すべきである｡

①情報化と医師会ネットワーク

まず執行部役員と事務局が綿密な情報化伝

達・情報共有システム (決してＩＴ化された

ものだけではない) を構築することが必要で

あり, その同じ平面に診療所会員ならびに勤

務医会員が存在している｡ そこでは, 誰もが

自由闊達な意見を述べることのできる環境が

重要である｡ そして次なるステップとして,

その先には一般会員につながる地域住民が連

続して存在しており, ここでは住民・患者へ

の一般会員の医師としての働きかけが重要な

要素となる｡ これら情報伝達を担うのがネッ

トワークである｡

また, 逆方向のベクトルからこれを考察し

てみると, これまで患者は, 自らの判断で信

用にたる医師を自分のかかりつけ医として選

別し, 長年にわたり良好な患者・医師関係を

築いてきており, これを原点として地域医療

が成立してきた｡ しかし一方の患者側から見
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た地区医師会・府医師会については, この自

分が信頼している医師の所属している組織で

あるとの認識は極めて薄いと言わざるを得

ない｡

ネットワークは同平面で有機的につらなっ

ており, そこを行き交う情報の量・質・時間

差における格差は減少してゆく｡ そして, そ

こではまた新たな問題が今後生じてくる可能

性もあり, それに備える準備も必要となろう｡

②市内地区医師会の医療圏を越えた医療ネッ

トワーク

京都市内には狭い地域に多くの地区医師会

が肩をひしめいてそれぞれが活動している｡

確かに歴史もあり, その存在価値は今も重要

ではあるが, 地域住民の利便性を考慮し, 市

内の医療圏としてもっと大枠の分類はできな

いものか｡ メーリングリストを利用して市内

の患者が, 地区医師会単位でなくシームレス

な医療をうけることのできる医療ネットワー

クを構築すべきではないだろうか｡

例) 市内北部 中部 南部 山科 伏見

地域医療を考える場合, 住民や行政側から

地区医師会に対して, 今後は隣接する他地区

医師会と協調・一体化した診療態勢を求めら

れることが予測される｡ それに即応した地区

医師会としての今後の受け入れ態勢を考慮す

べきである｡

③メーリングリスト(以下ＭＬ)・ホームペー

ジ (以下ＨＰ) のさらなる拡充

07年８月に稼動開始した会員ＭＬは順調に

拡充し, 会員間ならびに開業医と勤務医, 執

行部と会員間においての情報交換や情報伝達

の役割を果たしつつある｡ また, 府医事務局

側からの情報発信も開始された｡ 現在600名

近くの参加者がいるが, これをさらに広げる

必要がある｡ ここで会員から発信された有用

な意見は執行部でとりあげ, 会員へフィード

バックし, 会員の満足度を上げる必要がある｡

会員ＭＬ以外にも府医の各種委員会等, 要

望のあるところには委員会事前の意見調整等

のために専用のＭＬを設置する必要がある｡

その他, 都道府県医師会レベルとして近畿医

師会連合の役員ＭＬやＴＶ会議の運用も考慮

されたい｡

その他, 会員から要望のある分野別の会員

間のＭＬ設置や地区医師会ＨＰ運用に関し,

府医としての協力も望まれる｡

また, 京都府医師会ＨＰは府市民への広報

手段のひとつとして, その役割の持つ重みを

再認識すべきである｡ このため本委員会では

約１年をかけてこのＨＰの刷新について協議

し, ほぼ完成させた｡ 本委員会の役割はＨＰ

の全体像の構成であるが, 重要なのは全体像

の中で各部局から発信されるコンテンツ (内

容) である｡ 今回のＨＰには京都府医師会執

行部各担当理事の主要な活動はすべて掲載可

能な形をとっており, 今後それぞれ各理事な

らびに事務職員がこれを有効に活用いただく

ことを切に希望する｡

④ＩＴ化に対する会員のボトムアップを目指

した府医の支援

家庭内にパソコンやインターネットの環境

があり, 自らも希望するにもかかわらずパソ

コン操作を学ぶ機会を逸している会員はまだ

多数存在する｡ これら会員のボトムアップは

医師会ＩＴ化の基礎となる｡ インターネット

を利用して府医ＨＰや会員ＭＬを閲覧するこ

とはさほど困難ではない｡ また次のステップ

として, インターネット検索エンジンを使用

した情報収集やＭＬ投稿, 今後増加すると予

想される電子書類記載等には ｢入力作業｣ が

必要となる｡ これらを執行部として会員に対

してサポートするために, 新会館での研鑽専

用スペースを確保し, セミナー等の定期的継

続的な開催を考慮されたい｡

今後は府医ＨＰ, ＭＬ等による情報発信は

増大してゆくと考えられる｡ また特定健診・

特定保健指導等についての会員支援や将来の
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在宅地域医療への府医の関与, 医師バンク等々

インターネットの利用度は確実に拡大してゆ

くと想定される｡ この需要に答えるには事務

局に新たな専用の部門と人員の配置が必要と

考える｡

⑤ＯＲＣＡ日レセ推進活動

ＯＲＣＡ日レセは単なるレセコンではなく,

本来は今後展開されることになる日本医師会

総合情報ネットワークの基盤としての役割を

担っている｡ そのため府医会員のレセコン・

リプレースの際にはぜひ今後とも会員にこの

導入を勧めるべきである｡

ＯＲＣＡ日レセは京都府において着実に普

及が進んでおり, これを扱うサポート事業所

数も増加している｡ 現在, 京都府内のサポー

トを表明している全国の事業所は25社あり,

この中で府内での実績のある事業所は11社

ある｡

府医としてＯＲＣＡ日レセを推奨する上で,

これらのサポート事業所に対して何らかのコ

ントロールを考慮する必要がある｡ 各サポー

ト事業所を一同に参加させ, 会員とともに日

レセ研究会を発足させることも検討の余地が

あると考える｡ また新会館内で定期的な展示

会を開催することも考えられる｡

������

ＩＴ化は世界の流れであり医療界において

も立ち遅れは許されない｡ しかしながら我々

医師は患者というハンディを負った同じ人間

の治療を扱う職種であり, 一般の業界のそれ

とは異なり, 人の尊厳やプライバシーには十

二分な配慮を持って慎重なＩＴ化推進を考慮

する必要も同時に存在する｡

情報化・ＩＴ化分野は医師会として事務局

が関与する比率が極めて高い｡ そのため執行

部・会員のみでなく事務職員を含めた総合的

な構想を立案し, これを具現化することが極

めて重要であると結論する｡

以上, 府医執行部, 事務局におかれては,

今後の新医師会館の情報化ならびにＩＴ化を

進める上で本答申をご参考いただき, 一体と

なって円滑に運営していただくことを本委員

会として答申する｡

【参考】

地区医師会・会員等からの新医師会館の

ＩＴ化への要望事項 (抜粋)

①メディカルセンター機能

・ＡＥＤのデモ実演, 府市民向けビデオ供覧

ブース等の設置｡

・感染症や災害などに迅速に対応できる危機

管理体制 (システム) の構築｡

②エデュケーションセンター機能

・図書館機能・文献検索・医療情報検索のデ

ジタル化｡

・生涯教育に関するデータベース化｡

・ＡＥＤ研修｡

・マンモグラフィ講習会に対応可能な設備｡

③インフォメーションセンター機能

・委員会ごとにメーリングリストを開設する

など, 迅速な意見交換, 意思決定を行える

システムの構築｡

・動画配信の充実 (講演会・診療報酬改定説

明会等)｡

・災害時, 感染症拡大時の情報発信機能の充

実 (医師・府民向け)｡

・会報のペーパーレス化｡

・個人認証局の構築｡

・府医ＨＰの内容充実 (子どもに関する情報,

予防接種, 小児救急, 感染症情報等)｡

・在宅医療情報の充実｡

・子ども向け医学フロア (肝臓コーナー等：

実物の大きさ, その働き, 病気)
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准看護科99回生, ３年課程８期生の合同戴帽式が２月26日(火) 京都府医師会館で行われま

した｡ 式典は, 戴帽の歌にはじまり, 戴帽の儀では准看護科２クラス (72名), ３年課程２ク

ラス (74名) の学生が一人ひとり登壇し, 本校教員からの戴帽に続き, 手に持ったローソクに

点火後, 順次場内を周回し, 全員そろったところでナイチンゲール誓詞を斉唱しました｡

森 洋一校長から ｢私たちの仕事は人々の生命をまもり, 健康をまもることです｡ そのため

には心身ともにまず自分自身が健全でなくてはなりません｡ そして, 日々進歩していく医療に

対応できるよう努力を続けていくことが大切です｡ 今日, 戴帽式を迎えられたことは, 人々の

生命と健康をまもる専門職としてスタートに立つことを認められたということであり, このロー

ソクの灯は生命をまもることを誓う灯りでもあります｣ との式辞がありました｡

来賓を代表して, 京都府知事, 京都市長からの祝辞 (それぞれ代読) があり, 式典は来賓や

実習病院関係者, 本校講師, 保証人, 保護者等多くの方々のご参列をいただき, 緊張感漂う中,

厳かに進行しました｡

戴帽式は, 臨地実習を間近に控え ｢看護を学ぶ学生としての自覚を新たにし, １年間学び積

み重ねた基礎科目や基礎分野の学習を基に, 今後は臨地実習で患者さんから学ばせていただく

うえでの責任感の重さを自覚する｡ そして心構えを新たにし看護するものの精神を養う第一歩

とする｣ ことをねらいとしています｡

● ● ● ����� ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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厚生労働省では, 本年４月より, 中学１年生および高校３年生に相当する年齢の者に対し,

予防接種法に基づき定期の予防接種を実施する等, 予防接種法施行令, 予防接種実施規則およ

び定期の予防接種実施要領の改正について準備を進めているところですが, 下記のとおり定期

の予防接種実施要領の改正点について, 通知がありましたのでお知らせします｡

記

� � � �

����	
������������

１ ｢対象者に対する周知｣ について (１類疾病全ての予防接種共通)

【改正した事項】予防接種対象者に対する周知方法

略

【新たに盛り込まれた事項】外国語版による周知文の作成

略

２ ｢予防接種実施状況の把握｣ について (１類疾病全ての予防接種共通：事項全体が新た

な内容)

略

３ ｢予防接種に関する周知｣について (麻しん,風しんの第３期・第４期のうち女性が対象)

【新たに盛り込まれた事項】

麻しん・風しんの第３期・第４期の予防接種のうち女性については, 妊娠中の予防接種

が禁忌事項であることおよび接種後２ヶ月間は妊娠を避けるべき旨を必ず説明すること｡

４ ｢予診票｣ について (１類疾病全ての予防接種共通)

【改正した事項】様式の区分

改正前の予診票については, 全ての疾病を様式二を用いることとしていたが, 改正後は,

以下の３つの様式に分けること｡

(１) 様式二

① ジフテリア, 百日せき, 破傷風, 日本脳炎, ポリオおよびＢＣＧの全対象者

② 麻しん, 風しんの第１期, 第２期の全対象者

※ 乳幼児, 小学生を対象とした予診票

(２) 様式三

麻しん, 風しんの第３期 (中学１年生相当：新規), 第４期 (高校３年生相当：新規)

の対象者のうち接種を受ける者に対して保護者が同伴する場合および接種を受ける者が

既婚者の場合

(３) 様式四

麻しん, 風しんの第３期 (中学１年生相当：新規), 第４期 (高校３年生相当：新規)

の対象者のうち接種を受ける者に対して保護者が同伴しない場合

定期の予防接種実施要領の改正点について
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【新たに盛り込まれた事項】問診事項の追加

市区町村長は, 麻しん風しんの第３期・第４期対象者のうち, 女性に関しては, 予防接

種の不適当者であるか否かの判断に資するため, 妊娠している者, またはその可能性があ

る者か否かを確認する項目を設けること｡

５ ｢予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者｣ について (麻しん, 風しんの第

３期・第４期の予防接種が対象)

【新たに盛り込まれた事項】

(１) 保護者の同伴要件の緩和

個別接種および集団接種については, 原則, 保護者の同伴が必要であるとしたこと｡

ただし,第３期・第４期の予防接種において,保護者が同伴しない場合でも,様式第四の

予診票により,あらかじめ保護者の同意が確認できた者は,保護者の同伴を要しないこと｡

【確認する事項】

① 保護者が予診票の自署欄に署名していること｡

② 被接種者の当日の体調が, 予防接種の不適当な状態ではないこと｡

ただし, 第４期対象者のうち, 本人が婚姻状態にある者については, もとより同伴を

必要としないため, 対象外である (民法第753条では, 婚姻により成年に達したものと

みなされるため)｡

(２) 女性に対する予防接種不適当者の確認

市区町村長は, 麻しん風しんの第３期・第４期の対象者のうちは, 女性への接種に際

して, 予防接種の不適当者 (妊娠している者またはその可能性がある者) であるか否か

に注意する必要があること｡ 例えば, 予診票に記載された内容だけでは判断せず, 必ず

本人に口頭で確認し, 妊娠またはその可能性がある場合は, 予防接種不適当者である旨

を伝え, 出産後または妊娠していないことが確認された後の適当な時期に接種するよう

勧めること｡ その際, 被接種者本人が事実を話しやすいような環境づくりに努めるとと

もにプライバシーに十分配慮すること｡

６ ｢予防接種後副反応等に関する説明と同意｣ について (麻しん・風しんの第３期・第４

期の予防接種が対象)

【新たに盛り込まれた事項】保護者が同伴しない場合は, 事前に予防接種後副反応等の説

明と予防接種の実施の同意が必要なこと

市区町村長は, 麻しん, 風しんの第３期・第４期の予防接種において, 保護者が同伴し

ない者については, 事前に配布する様式第四の予診票に保護者の自署を確認すること｡

保護者の自署が確認できた場合は, 保護者は予防接種に関する効果, 副反応および予防

接種健康被害救済制度等について説明を受け, 被接種者の接種に同意したものとみなすこ

とができるものとする｡

ただし, 第４期対象者のうち, 本人が婚姻状態にある者については, もとより同伴を必

要としないため, 対象外である (民法第753条では, 婚姻により成年に達したものとみな

されるため)｡

７ ｢集団接種の際の注意事項｣ について (１類疾病全ての予防接種共通)

【新たに盛り込まれた事項】安全基準の遵守

略
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８ ｢副反応の報告｣ について (１類疾病全ての予防接種共通)

【新たに盛り込まれた事項】重篤な副反応の報告

略

９ ｢都道府県の麻しん対策会議への報告｣ について

略

� � � �
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１ 既罹患者への混合ワクチンの使用について (ジフテリア, 百日せき, 破傷風の予防接種

および麻しん, 風しんの予防接種対象)

【新規事項】既罹患者への混合ワクチンを可能とすること

既罹患者については, 未罹患疾病の予防接種を実施するために, 未罹患疾病に対応する

ワクチン成分を含んだ混合ワクチンを接種することを可能とすること (ワクチン成分に対

応する疾病の全てに罹患している者は除く)｡

(１) ジフテリア, 百日せき, 破傷風の予防接種における具体的な例示

(Ｄ：ジフテリア Ｐ：百日せき Ｔ：破傷風)

① 罹患状態がいずれか１疾病の場合

(罹患している疾病) (目的とする予防接種) (使用可能なワクチン)

Ｄ ＰＴの予防接種 ＤＰＴ混合ワクチン

Ｐ ＤＴの予防接種 ＤＰＴ混合ワクチンもしくは

ＤＴ混合トキソイド

Ｔ ＤＰの予防接種 ＤＰＴ混合ワクチン

② 罹患状態がいずれか２疾病の場合

(罹患している疾病) (目的とする予防接種) (使用可能なワクチン)

ＤＴ Ｐの予防接種 ＤＰＴ混合ワクチン

ＤＰ Ｔの予防接種 ＤＰＴ混合ワクチンもしくは

ＤＴ混合トキソイド

ＴＰ Ｄの予防接種 ＤＰＴ混合ワクチンもしくは

ＤＴ混合トキソイド
※ただし, 第２期の予防接種に使用するワクチンは, ＤＴ混合トキソイドのみとすること｡

(２) 麻しん, 風しんの予防接種における具体的な例示

(Ｍ：麻しん Ｒ：風しん)

① 罹患状態がいずれか１疾病の場合

(罹患している疾病) (目的とする予防接種) (使用可能なワクチン)

Ｍ Ｒの予防接種 ＭＲ混合ワクチンもしくは

Ｒ単抗原ワクチンの使用

Ｒ Ｍの予防接種 ＭＲ混合ワクチンもしくは

Ｍ単抗原ワクチンの使用
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２ 接種対象者について (麻しん, 風しんの予防接種が対象)

【新たに盛り込まれた事項】接種対象者の追加

改正前から実施している第１期・第２期に加えて, 第３期 (中学１年生に相当する年齢)

・第４期 (高校３年生に相当する年齢) が新たに予防接種の対象に追加される｡ 予防接種

と使用ワクチンの組み合わせ等接種の仕方は, 以下のとおりである｡

接種期間：当該年齢になる日が属する１年度間

接種回数：１回

接 種 量：0.5ミリリットル

接種方法：皮下接種

(予防接種) (使用可能なワクチン)

麻しんの接種 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン �
�のどちらも使用可能

乾燥弱毒生麻しんワクチン �

風しんの接種 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン �
�のどちらも使用可能

乾燥弱毒生風しんワクチン �

麻しん風しん同時接種 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

３ 接種間隔の表示について (ジフテリア, 百日せきおよび破傷風の予防接種, 急性灰白髄

炎の予防接種および日本脳炎の予防接種が対象)

【改正した事項】接種間隔の表示を週単位から日単位へ変更

ジフテリア, 破傷風および百日せきの予防接種の第１期初回における３回の予防接種に

ついては, それぞれの接種の間隔が３週間から８週間までの間隔と規定されていたところ

であるが, 日単位に変更し, 20日から56日までの間隔とすること｡

また,急性灰白髄炎の予防接種における２回の予防接種については,接種間隔が６週間以

上の間隔と規定されていたところであるが,日単位に変更し,41日以上の間隔とすること｡

さらに, 日本脳炎の予防接種の第１期初回における２回の予防接種についても, それぞ

れの接種の間隔が１週間から４週間までの間隔と規定されていたところであるが, 日単位

に変更し, ６日から28日までの間隔とすること｡

４ 予防接種実施規則第９条および第15条に規定する定期の予防接種の間隔について (ジフ

テリア, 百日せき, 破傷風の予防接種および日本脳炎の予防接種が対象)

【新たに盛り込まれた事項】実施規則に規定する期間内に発熱等の医学的要因により接種

できなかった者の取り扱い

実施規則に規定する期間内に発熱等の医学的要因により接種できなかった者の取り扱い

については, ジフテリア, 破傷風, 百日せきの予防接種の第１期初回における合計３回の

予防接種において, それぞれの疾病に対する接種の間隔である最短20日から最長56日の間

に, 発熱等の医学的要因によって, 期間内に接種できなかった場合, その状態が解消され

た後, 速やかに接種した者であれば, 期間外の接種に関わらず, 定期接種とみなすことが

できること｡

また, 日本脳炎の予防接種の第１期初回における合計２回の予防接種についても, それ

ぞれの接種の間隔である最短６日から最長28日の間に, 発熱等の医学的要因によって, 期

間内に接種できなかった場合にも, 同様の取り扱いができること｡
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平成20年１月12日(土) に行われました自賠責研修会にて質問のあった事例について一部掲

載いたします｡

Ｑ１. 自賠責保険診療算定基準案 (以下, 新基準) が義務化される予定はあるのでしょうか？

Ａ１ 現在, 義務化の予定はありません｡

Ｑ２. 新基準を採用すれば, 交通事故の診療を健康保険 (以下, 健保) で扱う必要がなくなる

のでしょうか？

Ａ２ 健保を使用するかどうかは患者の選択判断となりますので, 新基準を採用されていても

健保扱いの患者がなくなることはありません｡

Ｑ３. 新基準を採用することとした場合

①現在通院中の患者全員を新基準に変更しなければならないのでしょうか？

Ａ３① 新基準の採用は医療機関単位となりますので, 入院・外来による選択や患者による選

択は認められません｡

治療途中で新基準への変更も認められませんのでご留意ください｡ なお, 新基準へ移

行後しばらくの間, 新・旧混在することはあります｡

②一度新基準にして, その後旧基準へもどすことは可能でしょうか？

Ａ３② 新基準と旧基準を頻繁に変更することは好ましくありませんが, 選択は各医療機関の

任意となりますので, 一定期間経過してからご判断願います｡

Ｑ４. 新基準の初診料はいくらとなるのでしょうか？

Ａ４ 薬剤等については労災算定基準と同じく点数単価12円ですが, 技術料は労災算定基準に

20％を加算した額が上限となります｡ よって, 初診料は4,368円 (3,640円×1.2) が上限と

なります｡

Ｑ５. 任意一括払いとはどういう意味でしょうか？

Ａ５ 自賠責保険と任意保険は, 別々の保険です｡

したがって, 請求に際しても本来, 別々に行われるべきものですが, その請求手続きの

煩雑さを解消するために任意保険会社が自賠責保険で支払われる金額を立て替えて, 任意

保険の支払い金額とまとめて (任意保険会社の方で一括して) 医療機関に支払うという意

味です｡ 一括払いでは医療機関は任意保険会社にのみ請求すればよく, 自賠責保険と任意

保険に別々に請求する手間がかかりません｡

自賠責研修会 Ｑ＆Ａ
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Ｑ６. 後遺障害について

①症状固定した場合は健保へ移行するのですが, 症状固定日当日は自賠責保険での診療

となるのでしょうか？

Ａ６① 症状固定日当日まで, 自賠責保険への請求が可能です｡

しかし, 後遺障害が生じるケースでは症状固定日までに期間を要することも多いため,

請求金額が自賠責保険限度額 (120万円) を超過している場合も多く, また, 治療期間と

の因果関係の認定が困難等の様々な理由で, 請求額全てが保険金として受領していただ

けるかの問題は残りますのでご注意ください｡

なお, 任意保険を含む一括払事案に関しては, 個別事例扱いとなりますので任意保険

会社へご確認ください｡

②後遺障害の診断書は患者負担 (自費扱い) となるのでしょうか？

Ａ６② 後遺障害診断書料は自賠責保険における ｢傷害による損害｣の範囲内での認定となります｡

したがって, ｢傷害による損害｣ が時効であったり, 後遺障害非該当の場合など, 後遺

障害診断書料が認定されない場合が多いので, 医療機関の立場からは患者から受領して

いただくことをお勧めいたします｡

なお, 任意保険を含む一括払事案に関しては, 個別事例扱いとなりますので任意保険

会社へご確認ください｡

Ｑ７. 毎月送られてくる｢診断書｣｢明細書｣については,毎月保険会社に請求できるのでしょうか？

Ａ７ 自賠責保険会社から ｢診断書｣ ｢診療報酬明細書｣ を医療機関に対して, 定期的に用紙が

送られてくることはありません｡ 自賠責保険の請求権者は患者または加害者の方となりま

すので,請求に関しては医療機関と患者との協議ということになります｡ よって, 多くの場

合は, 患者が保険会社へ請求する回数分または１回分しかできないということになります｡

任意保険を含む一括払事案に関しては, 通常, ｢診断書｣ ｢明細書｣ が任意保険会社から

送られてきますので, それを使用して原則として毎月ご請求いただくことで結構です｡ な

お個別事例扱いとなりますので詳細は任意保険会社へご確認ください｡

Ｑ８. 保険会社から第三者請求 (健保診療) でやってほしいと申し出がある場合, どのような

ケースでこのようなことが許されるのでしょうか？ その場合, 保険会社に請求する３割分

(患者自己負担分) については１点＝10円以上で請求してもよいのでしょうか？

Ａ８ 自賠責保険の場合は, 第三者請求 (健保診療) を保険会社からお願いすることはありま

せんが, 患者の希望により第三者請求となることもあります｡

また, 任意保険を含む一括払事案の場合であっても, 直接保険会社が医療機関に対して

健保の使用をお願いする立場にはなく, 患者自身が健保を利用したいと医療機関に対して

希望することとなります｡ その場合, ３割の患者自己負担分は, 任意保険会社へ請求する

よう依頼があることもありますのでご留意ください｡ なお, 患者の自己負担分の請求は,

健保扱いとなりますので１点：10円となります｡
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公立山城病院と当院を取り巻く環境について

ご紹介させていただきます｡

まずは, その立地ですが, 京都府最南端の旧

相楽郡木津町にあり, すぐ南はもう奈良県です｡

旧相楽郡は木津町・精華町・加茂町・山城町・

和束町・笠置町・南山城村の６町１村で構成さ

れ, 人口は約11万人であります｡ この地域は山

城南医療圏と呼ばれる比較的小さな医療圏であ

り, 当院はその中核病院としての責務を担って

います｡ 平成19年３月に相楽郡６町１村のうち,

木津町・加茂町・山城町が合併し, 人口約６万

人の木津川市が誕生しました｡

京都駅からのアクセスは, ＪＲ奈良線：都路

快速で約45分, もしくは近鉄新祝園駅経由：

ＪＲ学研都市線乗り換えで同様の所要時間です｡

ＪＲ木津駅は関西本線・奈良線・学研都市線の

接続駅で, かなりの利用者があります｡ かなり

老朽化した駅舎で通路が狭く, 通勤時間帯には

人があふれて思うように歩けない状態でした｡

約22億円を投じ, 平成19年４月にＪＲ木津駅の

駅舎が新規オープンとなりました｡ エスカレー

ターにエレベータとっても都会になった気分で

す｡ 久しぶりに訪れられた方は, その変貌ぶり

に大いに驚かれることでしょう｡

駅周辺の開発のため, いったん何もかもが取

り壊され, 野原に病院 (９階建て) だけが取り

残された状態となりました｡ 今は建設ラッシュ

で, 道路整備のほか, マンション・銀行・スー

パー・薬局などがにょきにょきと建ち始めまし

た｡ しかし, 切望していた駅前横町 (飲食店街)

は出来る気配がありません｡ やはり, われわれ

は病院にこもって仕事をするしか仕方がないよ

うです｡ さりとて, 木津川市の建設ラッシュは

留まるところを知らず, 本年中には新しい市庁

舎が完成するそうですし, 野原だった駅西側は

駅前ロータリーとなり, ここから網目のように

道路が出来つつあります｡ 旧木津町市街地南を

ぐるりと取り巻く丘陵地帯には, 今でも住宅開

発が進んでおり, きっと人口もどんどん増えて

いくのでしょう｡

当院はＪＲ木津駅と隣接しており, 駅を出て

から病院受付まで１分といったところでしょう

か｡ ＪＲ利用の患者さんには便利な立地といえ

ます｡ 反面, 駅に近すぎるせいか駐車場のスペー

スが十分に確保できません｡ 患者さんの苦情の

ナンバー・ワンは駐車場に関するものです｡

当院内部でも大きな変革が相次いでいます｡

平成19年４月には病院敷地内に老人保健施設

｢やましろ｣ が開設・始業いたしました｡ 開設

当時は入所者数が少なかったのですが, まもな

く満床状態となりそうです｡ 電子カルテ導入か

ら１年半が過ぎ, その運用はようやく軌道に乗

りましたが, 更に完全フィルムレス稼動をめざ

しています｡ ＤＰＣの準備開始・レセプトのオ

ンライン化そして５次機能評価や公立病院改革

と, 当面, 病院の変革作業に終わりはないので

しょう｡ 山城南医療圏には当院しか病院がなかっ

たのですが, 学研都市病院や徳州会病院 (建設

予定) などの病院が出来, これからはこの地域

でも得意分野を分け合う病病連携が必要となる

のでしょう｡ 当院でのもっとも大きな問題はや

はり, 医師・看護師不足であります｡ 京都府北

部のみならず, 南部でもこの件は大変な問題で

あり, 各方面の方々にご支援を請うところです｡

最後に, 小生自身ですがそろそろ歳のせいか

病院雑務に費やす時間も増え, 当直翌日など肉

体的に少々きつくなってきました｡ 自宅に戻る

と, 家族 (もう家内と二人暮らし) と愛犬：都

乃剛丸号 (通称：ケンタ) に癒されて過ごして

おりました｡ ところが, この原稿を書いている

本日 (２月２日), 初孫：雪寧 (キヨネと読み

ます) が誕生しました｡ これを励みに, もう一

働きできるかもしれません｡

公立山城病院の現況
公立山城病院 副院長 中井 一郎
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今, 我が街は汚職事件の真っ只中である｡

市の幹部職員が市民病院の駐車場建設に絡

んで業者から賄賂を受け取ったというもの

である｡ 駐車場は工費が３億円ほどのもの

で, それに1000万円のお金が謝礼に使われ

たようである｡ 市民病院は本体の総工費が

174億円かかっており, どれほどのお金が

闇に消えたのであろうか｡ さらに驚くこと

は１床あたりの工費であるが, なんと4700

万円を超える額である｡ 一般的には私立の

病院で１床あたり1100万円で公立病院では

3300万円だそうである｡ ところが, 市長を

はじめ市の職員はあまり反省をされている

様子もなく, 逮捕された職員の上司は現職

にとどまったままである｡ また, 市長が２

ヶ月間の給料半分カットの方針が出された

が市長が多少の減給をして済む問題ではな

い｡ 日本全国に不名誉な失態を曝しながら

なんの対応もなされずに月日がたっていく｡

そもそも建築前にこの金額はわかっていた

ことでありいまさらと言えば言えなくもな

いが, ひどい話ではある｡ また, この事業

のチェック機関である市議会は何をしてい

たのかということも問題である｡ 市議会を

運営するのに多額の経費 (市会議員の報酬

も含めて) が費やされているのに, このよ

うな法外な建築計画が承認され多額の借金

が市民に負わされてしまったのである｡ 建

築費に過剰な利益がなければ賄賂を出すお

金も出ないのであるから市民は賄賂代まで

も役人に払わされていることになる｡ そも

そも落札価格をあらかじめ発注者が決めて

いるのも納得がいかない制度である｡

私には一般市民にはないもっと大きな怒

り (病院経営者として) があるがここでは

触れないこととする｡

上から下まで腐敗しきったこの日本を正

す方法はないのかと言いたい｡

(情報・企画・広報委員会委員, 福知山 冨士原 正人)
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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244号の速報について (日医常任理事)

｢１. 使用上の注意の改訂について(その194)｣ は ｢ＧＥＭ－プレミア3000ＰＡＫ他(10件)｣

の情報, ｢２. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載されています｡

なお, これらの内容は日本医師会雑誌の平成20年４月号に掲載される予定です｡
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馬齢を重ねてくると何事にも鈍感になり

がちだが, 久しぶりにワクワクするニュー

スを聞いた｡ 神戸大の研究グループが太陽

系の新惑星, いわゆる ｢惑星Ｘ｣ の存在を

予言したことだ｡

1994年以降, 海王星の軌道の外側にある

氷の小天体, いわゆる ｢太陽系外縁天体｣

が千個以上も発見されている｡ それらの小

天体の動きを解析し, 海王星軌道のはるか

外側に, 惑星クラスの未知の新天体が存在

すると推定した｡ 太陽系の惑星はいずれも

ほぼ円形の軌道で, 同一平面上に並ぶ｡ と

ころが想定される新天体は長い楕円軌道で

しかも20度から40度程度傾斜しているため,

これまで発見されなかったという｡

そういう変わった軌道への ｢進化｣ を示

すシミュレーションが, ダイナミックで面

白い｡ 太陽系の惑星のうち外側を回る木星,

土星, 天王星, 海王星の４つの巨大惑星は,

誕生から１億年ほどたったころ, 現在の軌

道に向けてそれぞれ移動していく｡ その際,

地球と似た大きさの天体を, 海王星が重力

の力で遠くへはじき飛ばしてしまう｡ その

天体は太陽系外縁天体をいくつも蹴散らし

ながら, 現在の軌道に収まったというわ

けだ｡

一昨年, 国際天文学連合は惑星の定義を

変更し, 冥王星を準惑星に格下げした｡ 冥

王星は地球の質量の500分の１しかなく,

よく似た大きさの天体が軌道の近くにいく

つも存在することが, 格下げの理由だった｡

今回想定されている新天体は地球の質量の

３割から７割程度あり, 似た大きさの天体

が近くにあるとは考えにくい｡ 発見されれ

ば惑星として認められそうだ｡

ところで, 未知の新惑星を惑星Ｘ (エッ

クス) と呼ぶことは20世紀初めから続いて

いる｡ 1930年に冥王星が第９番目の惑星と

して発見されたため, 次は第10番惑星とな

り, ローマ数字の ｢Ⅹ(10)｣ でもぴったり

はまっていた｡ 冥王星の格下げで, 新天体

が第９番惑星になってしまうのが少し残念

な気もする｡

神戸大の発表では ｢10年を待たずに発見

される可能性がある｣ としている｡ 新惑星

発見のニュースを一日も早く聞きたい｡

(情報企画広報委員会, 京都新聞 尾古 俊博)
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第第第第第第666666 333333回回回回回回

京京京京京京都都都都都都府府府府府府医医医医医医師師師師師師会会会会会会懇懇懇懇懇懇親親親親親親ゴゴゴゴゴゴルルルルルルフフフフフフ大大大大大大会会会会会会ののののののごごごごごご案案案案案案内内内内内内

と き ５月11日(日) 午前８時スタート (予定)

と こ ろ 瑞穂ゴルフ倶楽部 (船井郡京丹波町大朴皿引１ ℡ 0771－86－1515)

参 加 費 １名 4,000円 定 員 80名

試合方法 ①個人戦

②団体戦 (１チーム６名とし, 上位４名の合計ネットにて順位を決定します｡

４名そろえば団体戦の資格はあります｡ なお, ４名に満たない場合も混成チー

ムをつくらせていただきます｡)

※お申込みは３月31日(月)までに各地区医師会福祉担当理事または, 地区医師会事務局へ
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第39回医師会コンサートの出演者募集

第39回の京都医家芸術クラブの医師会コンサートが, 平成20年６月15日(日) に京都

市西文化会館ウエスティで開催することが決定いたしました｡

医家芸術クラブ会員以外の方で, 今回のコンサートに, 出演ご希望の方はお申し込み

くださいますようお願いいたします｡

なお, プログラム作成の関係から, ４月16日(水) までに ｢会員名｣ ｢地区名｣ ｢連絡

先(〒番号・住所・ＴＥＬ・ＦＡＸ)｣ ｢種目｣ ｢作曲者｣ ｢曲名｣ ｢演奏者｣ ｢伴奏者｣ ｢伴

奏者との関係｣ ｢演奏時間｣ ｢プログラム希望枚数｣ ｢その他希望事項｣ の12項目を記載

のうえで, ＦＡＸにて下記までご連絡いただきますようよろしくお願い申し上げます｡

京都医家芸術クラブ
連絡先 井本会長 電話 075－464－2555 FAX 075－861－2688 または

京都府医師会(医芸クラブ担当) 電話 075－312－3671 FAX 075－314－5042

京都医家芸術クラブでは第41回京都医家芸術展を下記の日程にて開催いたします｡ 奮って先

生方の力作をご出品ください｡

記

��������	


と き 平成20年７月11日(金), 12日(土), 13日(日)
午前10時～午後５時半 (最終日は午後５時まで)

ところ 京都府立文化芸術会館 (河原町通広小路, 電話 075－222－1046)

※医芸クラブ会員各位には直接ご案内を差し上げます｡

医芸クラブ非会員の方で出品ご希望の方は ｢品目｣ ｢題名｣ ｢大きさ｣ とお名前, 連絡先

等を府医事務局医芸クラブ係までＦＡＸにてお申し出ください｡

品 目：会員ならびに家族の作品

油絵, 水彩画, 版画, 書, 彫刻, 写真, 手芸, 水石, 陶芸など

題 名：出品作品の題名

大きさ：絵画であれば号数や, 彫刻・陶芸等は縦横高さの大きさなど

点 数：制限なし｡ 出品料は, 一点につき 2,000円

ただし, 医芸クラブ非会員の方はプラス 3,000円 (年会費相当) をいただきます｡

出品申込み締切日：５月10日(土)

※絵画出品の方は ｢品目｣ に ｢油絵｣ か ｢水彩画｣ かをご記入ください｡

※作品の搬入は７月10日(木) の午後１時～５時で京都府立文化芸術会館に直接搬入とな

りますが, 要領等は追って作品出品申込者にご連絡申し上げます｡

主催：京都医家芸術クラブ

第41回京都医家芸術展 への出品募集
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① ｢糖尿病学―基礎と臨床―｣
門脇 孝, 石橋 俊, 佐倉 宏, 戸邉一之, 野田光彦編 19,845円 西村書店

② ｢メタボリックシンドロームー病因解明と予防・治療の最新戦略｣
15,750円 日本臨牀 増刊

③ ｢内分泌代謝専門医ガイドブック｣
成瀬光栄, 平田結喜緒, 島津 章 編 5,775円 診断と治療社

今回から２回にわたり, 糖尿病医会が担当した推薦図書の紹介をします｡ 当会会員, 特に役員の

人を中心に幅広く意見を求めたうえで, 糖尿病関連の書籍を中心に選定しました｡ 具体的にはここ

１～２年以内に出版された内分泌・生活習慣病の書籍で実地医家向けに有用と思われるものを中心

にピックアップしました｡

１回目は教科書ないしは雑誌の別冊を取り上げます｡

１冊目は, 糖尿病学－基礎と臨床－です｡ 東京大学の門脇 孝教授が中心となって編集されました｡

従来どおりの糖尿病学だけでなく, 最新知見や国内外のエビデンスが集大成されました｡ 京都大学

の稲垣暢也教授を含め, 350名以上におよぶオールジャパンの執筆者が参画しました｡ 図表もカラフ

ルで, 取り上げられている項目が300以上と多いのはすばらしいのですが, その反面文字が小さすぎ

て見づらくなってしまっているのが‘玉に瑕’でしょうか｡

２冊目は, メタボリックシンドローム (日本臨牀別冊) です｡ まずは京都大学の中尾一和教授の

‘熱い’序文をご一読ください｡ 今年の京都医学会でもメインテーマに取り上げられています｡ い

わゆる成書ではありませんが, 食事療法, 運動療法など生活習慣改善についても詳しい記載があり

ます｡ 病態の理解を深め, より良き介入をするための手がかりがきっとどこかにみつかるはずです｡

最近繰り広げられている‘メタボ’に対するホットな論争を正しく理解するためのヒントが見つか

るかも知れません｡ ４月から始まる特定健診と指導にも役立つと思います｡

３冊目は内分泌代謝専門医ガイドブックです｡ 京都医療センター内分泌代謝臨床研究センターの

成瀬光栄先生や島津 章先生が中心となって編集されたものです｡ 必ずしも一般医向けではありませ

んが, 比較的遭遇することの少ない内分泌代謝疾患について詳しく知りたい時の足がかりになると

思います｡ 例えば画像診断がきっかけとなり, 内分泌腺の偶発腫 (インシデンタローマ) が見つか

る機会が増えていませんか｡ そのような時にどのようなアプローチをすべきなのか, アウトライン

を知る一助になると思います｡

長い年月をかけて進行し, 全身にさまざまな病変を引き起こすこれらの疾患の全体像を理解する

ことは, あたかも‘群盲象を撫でる’かのように困難な作業かもしれません｡ しかし, 上記の書物

のような確かな羅針盤を使いこなしながら, 病態を多角的に理解し, その本質に迫ろうと努力する

ことは医師としての最低限の責務ではないでしょうか｡

(府医学術・生涯教育委員会委員 山本 泰三)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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公示第296号

平成20年３月15日

組合員各位

京都府医師国民健康保険組合

理事長 檜垣 勝

組合会議員の改選について (公示)
現在の組合会議員の任期は平成20年３月31日をもって満了となります｡

つきましては, 下記のとおり組合会議員選挙を各選挙区において一斉に施行いたします｡

記

【投 票 日】 平成20年３月30日(日) 午前９時～午後５時

【投 票 所】 各選挙区支部事務所

【開 票 日】 即日開票

【立候補届出】 ３月27日(木) までに所属支部長を経由して, 理事長に届出ください｡

(立候補届は支部長より受領してください｡)

なお, 当該選挙にあたって, 立候補者が定数を超えないときは, その選挙区においては

投票を行なわないこととします｡

選挙区 組合員数
(Ｈ20.１.１現在) 議員定数

北 地 区 84 １

上京東部地区 46 １

西 陣 地 区 109 ２

中京東部地区 63 １

中京西部地区 108 ２

下京東部地区 73 １

下京西部地区 104 ２

左 京 地 区 190 ２

右 京 地 区 144 ２

西 京 地 区 110 ２

東 山 地 区 56 １

山 科 地 区 102 ２

伏 見 地 区 207 ２

選挙区 組合員数
(Ｈ20.１.１現在) 議員定数

乙 訓 地 区 110 ２

宇治久世地区 170 ２

綴 喜 地 区 67 １

相 楽 地 区 65 １

亀 岡 地 区 47 １

船 井 地 区 18 １

綾 部 地 区 22 １

福知山地区 44 １

舞 鶴 地 区 41 １

与 謝 地 区 26 １

北 丹 地 区 10 １

－ － －

合 計 2,016 34
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医療界を巡る動き

平成20年１月 医療界を巡る動き
京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

１. ７ 新春互例会

１. 12 自賠責研修会 (府医, 日本損害保険協会, 損
害保険料率算出機構共催) を開催

１. 12 ＡＣＬＳ京都講習会 (京都府医師会コース)
を開催

１. 12 子ども・子育ていきいきフェアに健康相談ブー
スを出展

１. 16 京都府プレホスピタル救急医療検討会を開催

１. ４ 日医・唐澤会長が小脳出血を発症し手術

１. ７ 厚労省 ｢安心と希望の医療確保ビジョン会議｣
が初会合－４月をめどに医療確保の長期ビジョ
ン策定

１. ８ 総務省消防庁が2007年の救急搬送の重傷者50
万人を対象に受け入れ拒否の実態調査

１. ９ 厚労省が ｢麻しんに関する特定感染症予防指
針｣ を策定－罹患者の全数報告などを求める

１. 11 薬害肝炎被害者救済特別措置法が可決・成立

１. 13 勤務医結集を謳い ｢全国医師連盟｣ の発足に
向けた総決起集会が開催－５月中にも正式発足

１. 16 厚労省が ｢2008年度診療報酬改定の骨子案｣
を中医協・診療報酬基本問題小委員会に提示

１. 17 厚労省が新型インフルエンザ対策としてプレ
パンデミックワクチン3000万人分を備蓄する方
針を示す

１. 17 ｢救急医療情報システム｣ を備える43都道府
県の745消防本部のうち, 約53％の本部が同シ
ステムを利用していないことが総務省消防庁の
まとめで判明

１. 17 厚労省が特定保健指導の実施者について大臣
告示

１. 18 舛添要一厚労相が中医協総会に2008年度診療
報酬改定を諮問－総会で2008年度改定の ｢現時
点の骨子｣ を了承

１. ２ ニューヨーク商業取引所の原油先物相場で,
原油価格が史上初の100ドル台に到達

１. 10 松下電器産業が10月１日付で企業名を主力ブ
ランド名と同じ ｢パナソニック｣ に変更するこ
とを表明

１. 11 内閣府が国と地方のプライマリーバランス
(基礎的財政収支) の2011年度黒字化について,
増税なしには達成できないとする試算をまと
める

１. 15 第168回臨時国会が閉会－介護福祉士法改正
案など26法案が成立

１. 17 中央教育審議会が, 30年ぶりに授業時間を増
加させ, 事実上 『ゆとり教育』 を転換させる次
期学習指導要領の最終答申を, 渡海紀三朗文化
相に提出

１. 18 第169回通常国会開会－３月末で期限切れと
なる揮発油税の暫定税率維持が最大の焦点に

１. 18 自賠責保険料が1997年以来11年ぶりの値下げ－
値下げ幅は2008年度から全車種平均で24.7%
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※ ｢京都府医師会・会務｣：定例理事会, 常任委員会等は省略

京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

１. 19 第28回ＣＰＣを開催

１. 25 (市内) 地区基本健診担当理事連絡協議会を
開催

１. 26 日医初級パソコンセミナーを開催 (～27日)
１. 26 かかりつけ医認知症対応力向上研修 (市内)

を開催
１. 26 舞鶴医師会との懇談会を開催
１. 26 近医連共同利用施設連絡協議会に出席

１. 28 地区医・専門医会税務担当理事連絡協議会を
保険医協会と共催

１. 31 特定健診等実施説明会を開催

１. 21 厚労省 ｢社会保障カード (仮称) の在り方に
関する検討会｣ が社会保障カードを2011年度を
めどに導入するための基本構想を取りまとめる

１. 22 京都大学が, 山中伸弥教授らが世界で初めて
作成したヒトの万能細胞 (iPS 細胞) の研究拠
点 『iPS 細胞研究センター』 を発足

１. 23 財務省が2008年度の国民負担率を過去最高の
40.1％とする見通しを発表

１. 23 日医・小児保健法検討委員会が ｢小児保健法｣
の制定を提言する報告書をまとめる

１. 29 政府・社会保障国民会議が初会合－社会保障
｢給付と負担｣ の議論開始

１. 30 中医協総会で ｢診療所再診料の引き下げ｣ 見
送りを決定－ ｢外来管理加算の見直し｣ ｢デジ
タル映像化処理加算の廃止｣ は実施

１. 31 厚労省が ｢臨床的な使用確認試験に関する検
討会｣ に ｢高度医療評価制度｣ を４月に創設す
る方針を示し了承－未承認技術の保険併用に新
たな道

１. 27 インドネシアで32年間の長期政権を築いたス
ハルト元大統領がジャカルタ市内の病院で死去

１. 27 大阪府知事選挙の投開票が行われ, 弁護士で
タレントの橋下徹 (自民党大阪府連推薦・公明
党本部支持) が初当選

１. 29 アメリカのブッシュ大統領が, 連邦議会の上
下両院合同本会議で, ２期８年の任期最後とな
る一般教書演説－景気後退の抑止に強い決意

１. 30 中国産冷凍ギョーザ問題が判明－有機リン系
薬物のメタミドホスによる中毒が続発
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日 時 平成20年４月19日(土)

総 会 ＰＭ３：00～３：50

懇親会 ＰＭ４：00～７：00

ラ・フェスタ ジャズオーケストラ

場 所 京都ホテルオークラ

３階 翠雲の間

河原町御池 TEL 075－211－5111

会 費 １万円 (懇親会会費)

議 事 ・平成19年度事業報告及び会計

報告

・平成20年度事業案及び予算案

★新旧役員・地区会長・代議員会を２時

より行います｡ 平成19, 20年度担当の

方はご出席くださいますようお願いい

たします｡

４月11日(金) までにお申し込みくださ

い｡ (17日以降のお取り消しは会費をい

ただきます)

連絡先 総務 稲葉洋子

TEL 075－493－4058

FAX 075－493－6700

第53回定時総会のご案内

11号 老人性白内障とその手術

12号 高齢者のドライスキン

13号 腰痛の知識

15号 女性の尿失禁

17号 薬の正しい使い方

18号 がん検診を受けよう

20号 学校と伝染病

23号 骨粗鬆症の知識

24号 知ってほしいタバコの害

25号 ストレスとうつ病

27号 脳卒中の予防とリハビリ

テーション

28号 子どもの発熱

29号 命を救う心肺蘇生法

30号 ご存じですか？さまざま

な公費負担医療

31号 肝炎ウイルス検診を受け

ましょう！

32号 ＣＯＰＤとは何？

33号 ＳＡＲＳの基礎知識

35号 糖尿病にならないために

36号 子どもをタバコから守ろう

37号 前立腺に関する病気

38号 エイズ患者・ＨＩＶ感染者

今のままでは増え続けます

39号 春の花粉症治療のアドバ

イス

41号 食育－生涯を通して, 健

康で豊かな生活を送るた

めに－

42号 男性の更年期障害

44号 気管支ぜん息

45号 脳卒中にならないために

46号 成人麻疹

47号 一酸化炭素中毒

広報誌 『Be Well』 のバックナンバー紹介

ご好評をいただいております府医発行の府市民向け広報誌 『Be Well』 につきましては現在

47号まで発行しております｡ 下記のバックナンバーにつきましては在庫がございますので必要

な方は府医総務課 (�315－5273) までご連絡ください｡
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と き ３月22日(土) 午後４時30分
ところ 京都全日空ホテル (堀川通二条城前 TEL 231－1155)

午後４時30分～ 勤務医部会総会ならびに勤務医部会学術奨励賞授与式

午後５時～ 文化講演

『信は力なり』
伏見工業高校ラグビー部総監督 山口 良治氏

午後６時～ 懇親会

｢夢を描け！ 本気で求めるところに努力が生まれる｡ 努力は決して自分を裏切

らない｣ これまでＮＨＫ ｢プロジェクトＸ｣ で紹介され, また映画やドラマ

｢スクールウォーズ｣ のモデルにもなった山口先生の熱血人生のご経験を直接

語っていただきます｡ 奮ってご参加いただきたくご案内いたします｡

主 催 京都府医師会勤務医部会

会 費 不 要

※京都府医師会にご加入いただいていない勤務医 (研修医) の先生方も是非お誘い

合わせの上, ご出席ください｡ ご出席の方は, すでに会員宛ご案内しました往復

はがきの返信用ハガキでご連絡いただくか, 京都府医師会事務局勤務医部会担当

までご連絡ください｡

※連絡先：TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042

��������	
�������������

�������������� !

と き ４月12日(土) 午後２時～４時
演 題 ｢安全な予防接種の実施について｣

講 師 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所名誉所長 平山 宗宏氏
共 催 京都府医師会・京都府(予定)・京都市
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１月17日付け厚生労働省の新聞広報によるフィブリノゲン製剤納入医療機関および非加熱血

液凝固因子製剤を血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関の公表により医療機関へ

のお問い合わせが多くなり, 日頃よりご協力いただいていることと存じます｡

元患者の方からの問い合わせへの対応等については, 厚生労働省から下記のとおり協力依頼

がありましたのでご留意願います｡

記

１ 元患者の方にとりましては, フィブリノゲン製剤の投与に関する情報が, 肝炎の早期発見,

早期治療につながる可能性があるので, カルテのほか, 手術記録, 分娩記録, 処方箋, 輸液

箋, 注射指示箋またはレセプト写し等が残っている場合には, 可能な限り調査いただくこと｡

２ １の結果, 平成６年以前にフィブリノゲン製剤を投与された元患者の方が判明しているま

たは判明した場合は, 可能な限り投与の事実およびＣ型肝炎ウイルスに感染している可能性

が一般より高いと考えられることをお知らせいただき, 肝炎検査の受診をお勧めいただく

こと｡

３ 元患者の方等のお問い合わせがありました際に, 積極的に情報提供いただくこと｡ また,

お問い合わせ先として ｢(独)医薬品医療機器総合機構フリーダイヤル：0120－780－400 ま

たは 03－3506－9508｣ をご紹介ください｡

４ １のカルテ, 手術記録, 分娩記録, 処方箋, 輸液箋, 注射指示箋またはレセプトの写し等

の書類が残っている場合, 当分の間, 当該書類を保管していただくこと｡

フィブリノゲン製剤を投与された方々への対応等について

＜不明な点のお問い合わせ先＞
厚生労働省医薬食品局血液対策課

TEL 03－3595－2395 ９：00～18：00 (土・日・祝日を除く)

上記の件につきましては, 昨年同様, 府医・地区医・専門医会・府医承認の各種研究会への

出席状況を把握し, 会員各位あてにそれぞれの出席単位数を記したハガキを送付, 追加・訂正

があればそのハガキをご返送いただく方法で一括申告をすべく準備を進めており, ５月末まで

に全会員あてに文書を発送する予定ですのでご協力をお願いいたします｡ (なお, ３月１日発

行の日医雑誌付録としてお手元に届けられている ｢生涯教育申告書｣ は, 提出不要です｡)

平成19年度日医生涯教育申告について
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医療法の一部改正に伴う, 医療法人の定款または寄附行為の変更認可申請につきましては,

変更認可の申請期限 (平成20年３月31日) が迫っておりますので, 業務ご多忙とは思いますが,

定款または寄附行為の変更認可申請を行っていただきますよう, よろしくお願いいたします｡

なお, 不明な点がありましたら, 下記の問い合わせ先までご連絡願います｡

＜提出先および問い合わせ先＞

■法人事務所が京都市内にある場合：京都府保健福祉部 医療室 医務・看護担当

電話 075－414－6190

■法人事務所が京都市外にある場合：所轄の保健所企画調整室

医療法人の定款または寄附行為の変更承認申請について
(お知らせ)

府医ではこれまで医業経営事業の一環として, 後継者のいない医療機関に医師を斡旋する

｢医業承継事業｣ を行ってきました｡

今回, 下記の案件について照会がありましたので, 新規開業などをご予定の先生がおられま

したら下記までご連絡ください｡

○所在地：京都市伏見区桃山町遠山69 スキップコート２Ｆ (３階建てビルの２階部分)

○医療設備：小児科・内科

○連絡先：075－644－0871 (松井)

医業承継事業について

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, 原稿は府医総務課

｢京都医報｣ 係までお届けください｡
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会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

眞田佐知子 Ｂ 中東
中京区間之町通押小路上ル鍵屋町481
足立病院

221－7431 産婦

松本 裕則 Ｂ 相楽
木津川市木津池田74－１
公立山城病院

(0774)
72－0235

麻

北尾 忠寛 Ｂ 京都北
北区小山北上総町14
京都警察病院

491－8559 外

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

加納 昭子 Ａ→Ａ
左京→
左京

左京区浄土寺真如町155－３
花友診療所

761－1182 内

藤田 裕 Ａ→Ａ
左京→
左京

左京区静市市原町1278
静市診療所

741－2102 内

酒井 泰彦 Ｂ→Ａ
中西→
北丹

京丹後市峰山町杉谷井弥の尻784
京都予防医学センター丹後支所

(0772)
62－0693

内・循

浜中 一郎 Ｂ→Ｂ
山科→
中西

中京区西ノ京車坂町９
洛和会丸太町病院

801－0351 心臓内

田野 龍介 Ｂ→Ｂ
東山→
下西

南区吉祥院八反田町32
十条リハビリテーション病院

671－2351 外

会
員
消
息

理
事
会
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｡

訃 報

松井 哲雄氏／伏見・桃山東・１月30日ご逝去・58歳
河村 全三氏／右京・第６・２月４日ご逝去・78歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

長 博之 Ａ 北丹 森口 喜生 Ｂ 西陣 安田 惟秀 Ｂ 綴喜

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 第17回府医選挙管理委員会の状況

３. 第１回会館建設業者選定委員会の状況

４. 京都市男女共同参画審議会の状況

５. 地区医師会との懇談会の状況

６. 京都市医療施設審議会の状況

７. １月度基金幹事会の状況

第40回定例理事会 (１.31)
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８. 京都地方社会保険医療協議会の状況

９. 第２回中期的な医療費の推移に関する

計画 (仮称) 策定懇話会の状況

10. １月度労災審査協議会の状況

11. 市民講座 ｢肩こりと五十肩｣ の状況

12. 産業医研修会の状況

13. 第３回全国メディカルコントロール協

議会連絡会の状況

14. 第４回産業医部会幹事会の状況

15. 第11回消化器がん検診委員会の状況

16. 地区 (京都市内) 基本健康診査担当理

事連絡協議会の状況

17. 第40回近畿地区医師会共同利用施設連

絡協議会の状況

18. 緊急被ばく医療ネットワーク調査検討

会の状況

19. 第14回スポーツ医学委員会の状況

20. 医業経済・融資斡旋委員会の状況

21. 地区医師会・専門医会税務担当理事連

絡協議会の状況

22. １月度協会医賠処理室会提出件数

23. 平成19年度勤務医部会学術奨励賞選考

委員会の状況

24. 府医学術講演会の状況

25. 第15回学術・生涯教育委員会の状況

26. 第10回日医ＩＴ化推進検討委員会の

状況

27. 第３回日医総研戦略会議の状況

28. 日医初級パソコンセミナーの状況

【議 事】

29. 会員の入会・異動・退会７件を可決

30. 常任委員会の開催を可決

31. 府医第176回臨時代議員会および第92

回臨時総会の運営を可決

32. 京都府医師会定款の一部改正を可決

33. 情報企画委員会の名称変更を可決

34. 京都府医師会委員会規定の改正を可決

35. 第10回会館建設・会費検討特別委員会

の日程変更を可決

36. 第２回会館建設業者選定委員会の開催

を可決

37. 2008年度臨床実習入門コース ｢トピッ

ク講義｣ への講師派遣を可決

38. 新規個別指導の開催を可決

39. 社会保険研究委員会答申書の印刷費を

可決

40. 平成19年度京都府スポーツセンター指

導者研修講座への後援を可決

41. ＡＤＬ評価法ＦＩＭ講習会 (初心者コー

ス) の開催を可決

42. 平成19年度近医連救急医療担当理事連

絡協議会への出席を可決

43. 府医学術講演会の開催を可決

44. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

45. 勤務医部会第24回学術奨励賞の授与を

可決

【報 告】

１. ２月１日現在の会員数

１月１日現在 4,247名

２月１日現在 4,246名 (－１名)

２. 会員の逝去

３. ２月度総務担当部会の状況

４. 新規個別指導の状況

５. 第６回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

６. ２月度保険医療担当部会の状況

７. 特定健診等実施説明会の状況

８. 第３回 ｢安心救急ネット京都｣ 設立準

備会の状況

９. ２月度地域医療担当部会の状況

第41回定例理事会 (２.７)
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10. 新型インフルエンザ対策医療機関研修

会の状況

11. 第10回感染症対策委員会の状況

12. ２月度学術・会員業務・養成担当部会

の状況

13. 府医学術講演会の状況

【議 事】

14. 会員の入会・異動・退会６件を可決

15. 常任委員会の開催を可決

16. 経理規定の改正を可決

17. 平成20年度の代議員会の日程を可決

18. ３月度庶務担当理事連絡協議会の開催

を可決

19. 府医定例理事会の休会を可決

20. 新旧庶務担当理事連絡協議会の開催を

可決

21. 専門医会長会議の開催を可決

22. 平成20年度 ｢看護の日｣ 事業の後援名

義を可決

23. ｢第16回日本精神科救急学会総会｣ へ

の後援を可決

24. 人命救助を行った看護師への表彰を可決

25. 厚生労働省医道審議会医道分科会診療

科名標榜部会への出席を可決

26. 京都府済生会評議員の推薦を可決

27. 平成20年度京都拘置所視察委員会委員

候補者の推薦を可決

28. 勤務医総会における表彰の名称および

副賞の内容等を可決

29. 事務職員の本採用を可決

30. 京都市身体障害者リハビリテーション

センター更生相談所非常勤嘱託医の推薦

を可決

31. 財団法人京都市健康づくり協会理事,

評議員への就任を可決

32. 剣道大会への救護医師の派遣を可決

33. 日医認定健康スポーツ医制度の再研修

会の開催を可決

34. 感染症危機管理対策協議会への出席を

可決

35. 感染症発生動向調査定点医療機関の推

薦を可決

36. ｢今後の市民検診についての地域保健

研修会｣ への講師派遣を可決

37. 特定健診等実施説明会 (北部地区) の

開催を可決

38. 派遣社員の契約を可決

39. ｢第15回左京区民の健康・医療・福祉を

みんなで考えるつどい｣ への協賛を可決

40. 日本地域福祉学会第22回大会への後援

を可決

41. 府医学術講演会の開催を可決

42. 日本麻酔・薬理学会第30回学術大会公

開シンポジウム ｢京都バイタルサインセ

ミナー｣ の後援および日医生涯教育講座

(３単位) の認定を可決

43. 第４回勤務医部会幹事会の開催を可決

～ ４月度請求書 (３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 14日(月) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡
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府医では, ｢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｡

ＭＬは府医のすべての会員ならびに地区医師会名での利用が可能で, 府医会員同士が

情報・意見交換を行う場を提供します｡ 今や医療崩壊が着実に進む中にあって, 私達は

開業医のみでなく勤務医を含め医師全体が患者である国民との情報を共有し, 意見交換

することが喫緊の課題となっています｡ 勤務医のＢ会員の先生方にもぜひご参加いただ

きたく, 病院管理者の先生方におかれましては, 府医へ入会されているＢ会員の先生方

への周知もお願いいたします｡

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, 『京都府医師会・会員メーリングリスト利用規約』 ならびに 『京都府医師会・

会員メーリングリスト運用ガイドライン』 をお読みいただき, これを遵守いただくよう

お願い申し上げます｡

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

������

●｢府医会員ＭＬ登録申請｣ を件名としていただき, 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, ＥメールまたはＦＡＸ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｣ にご登録ください


