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京都看病婦学校と佐伯理一郎
京都看病婦学校・同志社病院が正式に発足したのが明治20年｡

名称は異なるのが同一組織であり, 京都看病婦学校は日本で二
番目に古い看護婦学校であった｡ 熊本に生まれ, 熊本医学校卒
業を卒業した佐伯理一郎 (1862－1953) は明治17年２月, 新島
襄の説教を聴き, ３月小崎弘道 (1856－1938) より洗礼をうけ
る｡ 23歳の時であった｡ 小崎もまた熊本出身, 新島没後の明治
23年から明治30年まで第二代同志社社長となり, 京都看病婦学
校校長を兼ねた人｡ 佐伯は明治19年欧米へ留学, ペンシルバニ
ア大学でドクトルの称号を得, ミュンヘン大学, ベルリン大学
に学ぶ｡ 明治23年帰国｡ 翌年, 小崎の勧めで同志社病院に勤務,
京都看病婦学校では産科を講義｡ 明治30年より京都看病婦学校・
同志社病院の校長・院長として全面的に管理・運営をまかされ
る｡ この年産婆学校を併設｡ 翌年３名の産婆学校卒業生を出し
ている｡
参考文献：京都の医学史
写真：明治31年京都看病婦学校, 産婆学校合同卒業式｡ 後列右

が佐伯理一郎｡
奥沢 康正 (西京)

＜お知らせ＞

・医療広告ガイドラインに関するＱ＆Ａ(事例集)
更新
・医師国家試験問題の公募
・医業承継事業
・麻しん・風しんワクチンの接種

＜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

●保険医療部通信

●地域医療部通信
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府医では, ３月29日(土), 第177回定時代議員会を開催｡ 91名の代議員の出席のもと, ｢府医

共済部規定の廃止｣ ｢新府医会館の建設｣ ｢平成20年度事業計画・予算｣ 等の重要議案が上程さ

れ, 賛成多数で可決された｡ また, 協議事項の ｢社保対策｣ では, 政府に対し, 医療人の声に

耳を傾け, 低医療費政策の転換を求める決議が採択された(決議文は別掲)｡

冒頭, 森府医会長は挨拶で日医の活動についてふれ, ｢現在の変化の激しい医療状況, 社会

状況においては, 迅速で柔軟な対応と, 実践的で的確な判断の下に将来展望を持った戦略・戦

術が要求されている｣ とした上で, 現在の日医のような名誉職的なブロック代表による理事会

制の限界を指摘するとともに, 現状の10名の常任理事についても, ｢これだけ多岐にわたる分

野において高度な情報収集と的確な判断が求められる状況では非常に少ない｣ との考えを示し,

次期日医執行部には, 現行の執行部体制の見直しを早急に検討するよう要望していきたいとの

意欲を示した｡

府医共済部規定の廃止を可決

第１号議案 ｢京都府医師会共済部規定の廃止に関する件｣ について, 橋本府医理事は保険業

法の改正等, 社会情勢の変化に伴い, 共済事業の存続が困難であると考えられ, 府医医業経済・

融資斡旋委員会において検討を重ねた結果, ｢共済部の廃止が妥当である｣ との結論に至った

旨を説明, 返還額の配分等についても, 同委員会の答申 (京都医報３月１日号参照) に従って

進めていくとして議案を上程するとともに, あわせて第２号議案 ｢京都府医師会会費賦課徴収

規定の一部改正に関する件｣ について, 共済部規定の廃止に伴う ｢府医会費賦課徴収規定｣ の

条文および文言削除 (別掲) について上程し, 第１号議案, 第２号議案ともに賛成多数で可決

された (共済部廃止に関する詳細は本紙19ページ参照)｡

平成20年度事業計画を承認～重点５項目を中心に事業展開

第４号議案 ｢平成20年度京都府医師会事業計画に関する件｣ で趣旨説明に立った森府医会長

は, 今期の事業計画の中心として ｢特定健診・特定保健指導への対応｣ ｢在宅医療の推進と地

域医療連携ネットワークシステムの構築～府医在宅医療サポートセンターの設置｣ ｢安全で質

の高い医療の提供と信頼の確保～京都府医療推進協議会の活動, 医療安全シンポジウム等｣

｢会内外への広報活動の強化とＩＴ化の推進｣ ｢医師不足対策と養成事業の強化｣ をあげ, 詳細

������������������������			


���

������������������������������

第177回定時代議員会
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に説明した上で, ｢国民の健康と生命を守り, 生活を守っていくという基本理念のもと, 医師

である我々が, 国民の信頼を得て医療を通じて国のあり方を問いかけ, 結果として国を変えて

いかなければならない｣ との決意を述べ, 上程された事業計画は賛成多数で可決された｡

平成20年度府医通常会費の額が決定

第６号議案 ｢平成20年度京都府医師会通常会費の賦課徴収方法に関する件｣ について, 橋本

府医理事は平成20年度の会員区分別の賦課徴収額および減免額について説明し, 賛成多数で可

決された｡

(改正案)

第２条 会費はこれを通常会費 (京都医報購読料を
含む)､ 特別会費､ ならびに追加会費とする｡

第６条 ＜削除＞

第６条 ＜略＞
第７条 ＜略＞
第８条 ＜略＞
第９条 満80歳に達した会員については､ その翌月

より会費を免除する｡ 但し､ 満80歳に達した
会員のうち､ 医業収入が一定額以上のＡ会員
会費についてはこのかぎりではない｡

第10条 ＜略＞
第11条 ＜略＞
付則
本改正規定は平成20年４月１日からこれを施行する｡

(現行)

第２条 会費はこれを通常会費 (京都医報購読料を
含む)､ 特別会費､ 共済会費､ ならびに追加
会費とする｡

第６条 会員の共済を目的とする事業を行うために
必要な経費については､ これを共済会費とし
て徴収する｡
その納入方法は年度を２期に区分し､ 各期

の第１月中に納入するものとし､ その額と賦
課の対象は代議員会の議を経て別に定める｡

第７条 ＜略＞
第８条 ＜略＞
第９条 ＜略＞
第10条 満80歳に達した会員については､ その翌月

より会費を免除する｡ 但し､ 満80歳に達した
会員のうち､ 医業収入が一定額以上のＡ会員
会費及び共済会費についてはこのかぎりでは
ない｡

第11条 ＜略＞
第12条 ＜略＞

○賦課割合 Ａ100： Ｂ18： Ｃ４： Ｄ４

Ａ会員以外の会員の会費月額100円未満は四捨五入

○減 免 額

Ａ会員 １名月額 １７,５００円 (年額 ２１０,０００円)

Ｂ会員 １名月額 ３,２００円 (年額 ３８,４００円)

Ｃ・Ｄ会員 １名月額 ７００円 (年額 ８,４００円)

高齢者Ａ会員 １名月額 ７,０００円 (年額 ８４,０００円)

高齢者Ａ会員 １名月額 ０円 (年額 ０円)

Ａ会員減免① １名月額 ７,０００円 (年額 ８４,０００円)

Ａ会員減免② １名月額 １２,３００円 (年額 １４７,６００円)

府医会費賦課徴収規定新旧条文 (抜粋)



2008年(平成20年)４月15日 No.1883 3

定
時
代
議
員
会

代表質問では, 伏見, 乙訓, 山科の３地区医師会が質問に立ち, 直面する課題について活発

な議論が展開された｡ 質問内容および執行部答弁の概要は以下のとおり｡

代 表 質 問

○吉田 昭和代議員 (伏見)

平成20年４月診療報酬

改定において, 再診料の

引き下げは回避されたが,

外来管理加算の算定要件

見直しが突然に浮上した｡

この見直しによる一般診

療所や中小病院における

打撃は再診料引き下げの比較にならず, 患者

の個別性を無視して診療の内容に一律の枠を

はめるという医療の根幹にも関わる事態であ

る｡ このような現場を無視した机上の空論が

取り交わされるたびに, 強い怒りと失望を感

じる｡ 府医では一般会員の声をくみ上げるた

めにどのような努力をしているのか｡ また,

日医に現場の切実な声を届けるためにどのよ

うな方策をとっているのか｡

●安達副会長

外来管理加算の５分間

要件については, ①５分

間要件をきちんと満たす

と52点では不足②｢お薬

受診｣ の増加の危惧 ③

５分間要件に導入によっ

て生じる一物二価－といっ

た基本的な問題があり, 今期の中医協審議の

中で, 日医はこの３点を認識していたのか,

新府医会館の建設を可決

第３号議案 ｢新京都府医師会館の建設に関する件｣ について, 森府医会長は会館建設準備金

積立から新京都府医師会館建設用土地の取得等, これまでの府医代議員会における議論の経過

を改めて説明, あわせて平成17年11月より会館建設・会費検討特別委員会を設置し, 先月まで

に10回の委員会, ５回の小委員会を開催し活発な議論が展開されるとともに, 今年に入って２

回の選定委員会を開催した結果, 先月の委員会において設計業者選定を承認いただいた旨報告

した｡ その上で, 今後, 関係機関と公共的な事業の詳細をつめていくことになり, その交渉に

際し, 詳細な議論は特別委員会で議論いただくとして, 本代議員会において会館建設の全体枠

を先にご承認いただきたいとして, 会館容積7,700㎡以内, 建設費用総額20億円 (駐車場建設費

は含まない) を上限とする議案を上程, 議案趣旨について活発な議論が交わされた後, 賛成多

数で可決された｡

５名の理事が退任～大藪理事が退任挨拶

３月末日をもって退任となる役員５名が議長より紹介され, 退

任役員を代表して大藪府医理事が挨拶に立った｡ 大藪府医理事は

５期10年にわたる理事執務の思い出を語り, 会員諸氏のご理解・

ご支援に感謝の意を表した上で, ｢今後は一会員として, 府医執

行部を全面的にバックアップしたい｣ として, ２期目の森府医執

行部にエールを送った｡
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審議の中で日医は具体的に何を発言したのか

ということを日医代議員会 (４月１日～２日)

において質したい｡ この５分間要件を変更す

るには, 次期中医協で行うしかない｡ そこで,

きちっと５分間要件の問題点を認識した上で

中医協における議論の中で, この課長通知の

撤廃を最後まで求め, 獲得してくるというこ

とを日医執行部に誓っていただく, そこまで

は日医代議員会でやってくる｡ 府医としては,

改定のたびに４月の京都医報に ｢診療報酬改

定に関する府医保険医療部の見解｣ を掲載し

ている｡ ぜひご一読いただき, ご意見をいた

だきたい｡ 近医連 (平成20年度は府医が主管)

の意見とともにまとめて日医に届けていき

たい｡

○伊予田 勲代議員 (乙訓)

公益法人制度改革への

対応として, 現時点で府

医はどういう組織変更を

考えているのか｡ また,

地区医師会はどうすべ

きか｡

●久山副会長

日医が都道府県医師会

に対して行ったアンケー

ト結果によると, 府医を

除く46都道府県が公益法

人を目指すと回答してい

る｡ 府医としては, 認定

に関するガイドライン等

に不明瞭な点も多い現時点では, まだ公益法

人を目指すという段階ではないと考えている｡

不特定多数のための公益事業50／100以上と

いう基準について, 府医の事業を見直したと

ころ, 認定基準に不明確な部分があるものの,

現状では50／100をクリアできると考えてい

る｡ しかし, 府医は会員により構成される団

体であることを考えると, 公益的な事業を優

先するのは本末転倒であり, 経過措置が５年

あるので, 会計基準等, 移行のための下準備

は進めつつも, その中で慎重に検討していき

たい｡ 今後, 認定基準等の内容が明らかにな

り次第, 府医の見解も含め, 医報等を通じて

周知に努めるとともに地区医師会への説明会

の開催なども検討する｡

○鈴木 学代議員 (山科)

特定健診におけるトラ

ブル対応に関する府医の

見解と今後の方針をご説

明いただきたい｡

●上原副会長

健診時のトラブルは基

本健診と同様のトラブル

対応マニュアルが完成間

近である｡ 具体的には基

本健診と同様, 各地区で

担当医を選任いただき,

トラブル対応マニュアル

に従って対応いただくことになる｡ 保健所の

対応はなくなるが, 受診者より保健所に訴え

があった場合は, 京都市保険年金課を通じて

地区医師会に連絡が入る｡ トラブルが重大化

し, 地区だけでの対応が困難な場合は, 府医

と京都市保険年金課が連携して対応する方向

である｡ また, 損害賠償責任が発生した場合

の対応として, 京都市と府医が双方とも損保

に加入し, 先生方に安心して取り組んでいた

だけるよう体制を検討している｡
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本日は, 第177回定時代

議員会を開催いたしました

ところ, 年度末の土曜日に

もかかわらず, 多数ご出席

いただき誠に有り難うござ

います｡ 平年並みとはいえ,

予想以上に厳しかった冬も,

春本番を迎え, 会館の桜も

満開となりましたが, あと

何度その華やかな姿が見ら

れるのかと思いますと一抹

の寂しさも感じてしまいま

す｡ また, 医療界にも早く

春よ来いと願わずにはおら

れません｡

４月より２期目の執行部

をお任せいただくことにな

り, 先日の臨時代議員会に

おいて新執行部のご承認を

いただきました｡ 次期役員

一同, 心を引き締め, 決意

を新たにしております｡ ま

た, 日医の方も, 衝撃的な

政変から２年たちました｡

政権交代のみを目指したキャ

ビネットで, 当時の植松執

行部の役員から見ますと相

当見劣りし, 危惧いたしま

したが, 予想どおり, その

活動には評価できる部分も

ありましたが, 不満が残る

ものでした｡ 次期日医執行

部の顔ぶれも明かとなりま

したが, 大きな交替もなく

常任理事２名が交替しただ

けで, 失望の念を禁じ得ま

せん｡ 診療報酬改定や医療

安全調査委員会の問題, 総

合医問題などこれからの課

題についても後がない状況

となっており, 剣が峰に立っ

たつもりで取り組んでいた

だきたいと思います｡

２年前から機会あるたび

に申し上げて参りましたし,

この間多くの先生方に, 国

民の健康と生命を守る学術

集団である日本医師会の会

長選挙に二度と政治家が口

を挟むことのなきよう強く

訴えてまいりました｡ 現在

の厳しい医療状況を打開し

ていくためには, 強い日医

の構築が全会員から望まれ

ていると思います｡ 従来ど

おり, 是々非々の立場に立

ち, 全国の心ある人達とと

もに強い日医の構築に向け

活動してまいりたいと考え

ております｡

今まで日医の活動を間近

で見て参りましたが, 他府

県の多くの会員は, 我々ほ

どに危機感がないのでしょ

うか, 日医執行部への批判

は抵抗勢力というような認

識があるようです｡ しかし,

現在の変化の激しい医療状

況, 社会状況においては,

迅速で柔軟な対応と, 実践

的で的確な判断の下に将来

展望を持った戦略, 戦術が

要求されております｡ その

ためには, 現在のような名

誉職的なブロック代表の理

事会制度に期待すべきもの

はありません｡ また, これ

だけ多岐な分野において高

度な情報収集と的確な判断

が求められていることを考

慮しますと, 現状の10名の

常任理事では非常に少なく,

執行部内での議論や統一見

解, 共通認識の共有は不可

能といわざるを得ず, 特に

医療制度, 診療報酬に十分

な対応が出来る常任理事な

いしは協力部隊の設置は欠

かせません｡ したがって,

次期執行部では, 現行の執

行部体制の見直しを早急に

検討していただくよう要望

していきたいと考えており

ます｡ また, 府医のように

少なくとも会員には開かれ

た日医であってほしいと考

えております｡ そのために

は, より積極的に会員の意

見を取り入れるように心が

けるとともに, 役員, 代議

員, 委員会メンバーの若返

りは避けて通れない道だと

思いますし, それが, より

多くの勤務医の日医への参

加の大きな動機に結びつく

のではないかと思います｡

さて, いよいよ４月１日

から新しい診療報酬のもと

森会長

挨 拶
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での診療が始まります｡ 今

回の診療報酬改定は, 医療

本体の改定率＋0.38％で決

着, プラス改定分は現在の

勤務医の厳しい状況から勤

務医対策に充当するという

ことで合意していたわけで

す｡ しかし, 中医協の土田

会長は, ｢＋0.38％, 1,100

億円では, 勤務医対策に不

十分であと500億円が必要

である｣ とし, その財源を

診療所の医療費から充当す

るとしました｡ さらに,

｢勤務医対策としてプラス

１％, 3000億円の財源があっ

たなら, もっと手当が出来

たのに｣ と発言しておりま

す｡ 元々毎年2,200億円の社

会保障費の削減という設定

自体が国民の健康と生命を

守るという視点の欠落した

政策であり, 現在の医療崩

壊を加速させる原因そのも

のであることは, 論を待ち

ません｡ 勤務医対策に＋0.38

％で不足であれば, 中医協

の場で医療費の大幅な引き

上げを要望すべきであり,

中医協の議論が終わってか

ら言われてもなんと無責任

なとしか言いようがありま

せん｡ さらに言えば, 3000

億円程度で献身的に努力を

続けている勤務医に報いる

ことは出来ません｡ また,

再診料の引き下げが手を着

けられないとして, 外来管

理加算というもう一方の技

術料の算定要件という新た

な課題を背負わされてしま

いました｡ これは, なんと

しても診療所の医療費を削

る, 再診料が駄目なら外来

管理加算で削るんだという

厚労省の強い意志の表れだっ

たのではないかと思います

が, このような理不尽な要

求にもきちっとした対応が

取れる日医執行部であって

ほしいと思いますとともに,

外来管理加算と後期高齢者

管理料については, 早急な

是正が望まれており, これ

も強く働きかけて参ります｡

さて, 次期の方針につい

て一言申しあげます｡ いよ

いよ今年４月より特定健診

が開始となります｡ 府医で

は昨年より特定健診サービ

ス部を設置し特定健診と特

定保健指導のスムーズな実

施に向けて取り組んで参り

ました｡ 在宅医療サポート

センターの設置, 会館建設

問題など多くの課題につい

ては, 後ほど事業計画で申

し上げます｡ 基本方針とし

て, 今まで以上に開かれた

医師会として会内外へのア

ピールを強力に展開してい

きたいと考えております｡

また, 前期から取り組んで

おりますように, 引き続き

多くの会員の声を十分にく

み上げていきたいと考えて

おります｡ 現在, 府医のメー

リングリストの運用により,

随分, 会員と執行部の距離

が縮まったように思います｡

今後も, 迅速に, 的確に,

そして, 厳正にをモットー

に ｢開かれた医師会｣ の確

立に向けて取り組んで参り

ます｡ 現在の逼迫した医療

状況は, 勤務医のみならず,

開業医の先生方にも大きな

しわ寄せがきていることは

明白です｡ 怒りを禁じ得な

くなった多くの会員からは

このまま黙っていてよいの

かということが多く寄せら

れています｡ 保険医総辞退,

それが無理なら公職医辞退

などを行使すべきではない

かという過激な声を聞いて

おります｡ 皆様方のお気持

ちをどう国に届けるか, ま

た, その声を, 我々の考え

方をどう府民, 市民に国民

に届けていくかということ

が大きな課題となります｡

我々府医は行政に対し十

分な発言ができないという

声を聞きますが, 我々はき

ちっと行政にも言うべきこ

とは言い, 強く対峙してい

ることをここに改めて申し

上げます｡

｢改めて益なき事は, 改

めぬをよしとするなり｣ と

いう言葉もございます｡ 京

都の地域医療を守るため,

もちろん改めなければなら

ないことは, 迅速に改めな

ければいけませんが, 小泉

政権以降の理不尽な医療費
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抑制を目的とした医療制度

改革は, 財政のみを見た,

｢改めて益無き事｣ ばかり

であります｡ 会員の皆さん

が安心して地域医療に専念

できる環境作りを目指して

取り組んで参ります｡ よろ

しくご理解をお願い申しあ

げます｡

地区医師会の活動も含め

我々の活動を活性化させる

ことが勤務医と開業医の垣

根を取り除き地域でともに

患者さんを中心としたネッ

トワーク作りとつながると

考えております｡ 勤務医の

皆さんが忙しいけれど地域

と連携することによってや

りがいのある診療が可能と

なるようなシステムの構築

を目指していきたいと考え

ておりますのでご意見をお

聞かせいただきたいと思い

ます｡ そのために, 今期は,

会員のみならず, 府・市民

も参加できるような, 医療

制度, 医師会のあり方につ

いて自由に議論していただ

く場として, ｢『今の医療』

こんなんで委員会｣ という

委員会を設置したいと考え

ております｡

幸いにも, 若い先生方に

は強い信念を持って地域医

療に情熱を燃やしておられ

ます｡ 今期の執行部には若

い先生方, 勤務医の先生方

にも参加していただきまし

た｡ 京都の進取の伝統と文

化に根ざした先進の医療を,

京都ならではの医療の提供

に邁進して参りますので代

議員の先生方のみならず,

大多数の会員の先生方のご

支援を心よりお願い申し上

げまして冒頭のご挨拶とさ

せていただきます｡

決 議
わが国では, これまで経験した事のない高齢社会と人口減少社会が進行している｡ この状況の

中で, 政府が目指しているのは, 経済成長の持続であり, 国民の生活の質の向上であるという｡
そして, 国家財政健全化のために2011年の基礎的財政収支黒字化という目標が掲げられ, 現在,
医療費を含む社会保障費1.1兆円の削減が実行されつつある｡ 社会保障費削減の目的で行われてい
る低医療費政策は, 医療経営の悪化をもたらし, 産科・小児科医の不足問題, 救急医療体制の機
能不全状態など医療崩壊と呼ばれる数々の現象に大きな影響を与えている｡
さらに今後, 患者の負担増や後期高齢者医療制度の実施, 療養病床の削減によって, 必要な医

療を受けられない人, 必要な介護を受けられない人が多く生じる事は予想に難くない｡ 国民が求
めるものが生活の質の向上であるというならば, 社会保障の後退は, その対極にあるものである｡
低医療費政策が, 医療に壊滅的な状況をもたらし始めた今, 私たちは国民とともに, 社会保障の
大切さ, 国民皆保険制度の重要性を強く訴えなければならない｡ 政府は, 国民と今日までの医療
提供体制の確保に真摯に取り組んできたわれわれ医療人の声に耳を傾け, 直ちに政策を転換すべ
きである｡
医療の崩壊が, 不可逆的状況に陥らないために以下のことを主張する｡

記
一, 社会保障は国家の大前提である｡
一, 国民の生命と健康を守るためにはその財源確保が必要である｡
一, 社会保障の理念に基づき, 国民皆保険制度は堅持されなければならない｡
一, 医療の格差をもたらす患者負担増, 混合診療の導入には断固反対である｡
一, 国は, 医療の進歩・変化に対応するために質と量の両面で人材の確保に努めなければならない｡
以上, 決議する｡
2008年３月29日

京都府医師会第177回定時代議員会
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■第177回定時代議員会で可決・承認された議案■

第１号議案：京都府医師会共済部規定の廃止に関する件

第２号議案：京都府医師会会費賦課徴収規定の一部改正に関する件

第３号議案：新京都府医師会館の建設に関する件

第４号議案：平成20年度京都府医師会事業計画に関する件

第５号議案：平成20年度京都府医師会一般会計予算に関する件

第６号議案：平成20年度京都府医師会通常会費の賦課徴収方法に関する件

第７号議案：平成20年度京都府医師会看護専門学校特別会計予算に関する件

第８号議案：平成20年度京都府医師会共済部特別会計予算に関する件

第９号議案：平成20年度京都府医師会労働保険事務組合特別会計予算に関する件

第10号議案：平成20年度京都府医師会会館建設特別会計予算に関する件

第11号議案：平成20年度京都府医師会看護専門学校改築特別会計予算に関する件

第12号議案：平成20年度京都府医師会一般会計予算ならびに特別会計に関する事項の一部

を理事会に委任する件

平成19年度京都府医師会諸会計中間報告 (20.１.31 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

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

292,181

9,400,000

435,682,390

67,791,443

559,356,721

0

2,030,759

263,000

1,074,816,494

824,661,366

222,482,603

1,047,143,969

62,851,200

62,851,200

10,000,000

10,000,000

0

194.79

94.00

87.49

63.80

67.57

0.00

51.41

11.69

74,20

64.70

81.29

67.63

122.04

122.04

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

255,432,200

1,000,000

4,727,066

262,448,272

302,935,156

23,400

302,958,556

9,588,478

9,588,478

0

0

0

128.90

96.03

1.04

71.08

70.93

69.85

1.23

69.55

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00
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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

461,163

25,226,400

25,687,563

18,475,000

18,475,000

18,475,000

18,475,000

0

0

79.51

99.32

98.87

74.05

74.05

74.05

74.05

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

109,033,077

4,652,600

209,444

113,895,121

110,881,824

251,300

111,133,124

0

84.23

93.05

80.56

84.55

80.67

71.80

80.65

0.00

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

4,500,000

851,261

5,351,261

17,214,798

17,214,798

0

0

0

197.37

141.88

185.81

32.48

32.48

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

98.99

104.52

104.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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４月１日(月), ２日(火) の両日, 日本医師会館において第118回日医定例代議員会が開催さ

れ, 各都道府県医師会から352名の代議員が出席｡ 役員改選ならびに平成20年度事業計画, 一

般会計予算などに関する議案が上程され, いずれも承認された｡

１日に行われた会長選挙では, 下間秀

晃氏 (兵庫県), 唐澤�人氏 (東京都) の

２名が立候補｡ 投開票の結果, 唐澤�人

氏304票, 下間秀晃氏27票で唐澤氏が２期

目の再選を果たした｡

森府医会長が日医監事, 油谷府医顧問が日医裁定委員に就任

会長選挙に続いて副会長 (定数３人),

理事 (同13人), 常任理事 (同10人),

監事 (同３人), 裁定委員 (11人) など

の役員選挙が行われ, 常任理事のみ立

候補者が定数 (10人) を超えたため,

選挙が行われた｡

また, 京都府からは日医監事として

森府医会長が, 日医裁定委員として油

谷府医顧問がそれぞれ就任することと

なった｡

�����
����	
���	
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日本医師会会長選挙 投票結果 (敬称略)
投票総数 352票

無効１票, 白票20票,
有効投票351票

得 票 数 当○唐澤 �人氏 304票
下間 秀晃氏 27票

日本医師会常任理事選挙 投票結果 (敬称略)

投票総数 3500票
無効110票, 白票447票
有効投票3390票

得 票 数 当○三上 裕司氏 308票
当○中川 俊男氏 307票
当○今村 聡氏 297票
当○藤原 淳氏 284票
当○石井 正三氏 282票
当○木下 勝之氏 280票
当○内田 健夫氏 279票
当○羽生田 俊氏 273票
当○今村 定臣氏 246票
当○飯沼 雅朗氏 242票
保坂シゲリ氏 145票
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外来管理加算 ｢５分要件の廃止｣ を強く求める
－安達府医副会長が日医の姿勢を質す

ブロック代表質問において岡山県医が外来管理加算をはじめとする2008年度の診療報酬改定

について, ｢今改定の内容は医療現場を混乱と不信に導く以外のなにものでもない｡ 次期改定

を待たず直ちに廃止する運動を起こすべき｣ と日医執行部に要望した｡ これに対し竹嶋日医副

会長は, 中医協において日医も時間による評価に反対してきたが結果的に５分目安が導入され

た経過を説明した上で, ｢実際に時間を計る必要はなく, 十分に幅を持たせ, ５分にこだわる

必要はない｣ との見解を述べた｡

関連質問に立った安達府医副会長は外来管理加算の算定要件に“計画的な医学管理を行った

場合”との文言があることにふれ, ｢(外来管理加算の性質は) 近年, 医療訴訟等が多発する中

で, 医師と患者の診療契約に基づいて, 我々医師が問われる結果責任について関連の深い技術

料｣ と改めて確認｡ 今回の外来管理加算見直しの問題点として, ①従来,“お薬受診”は患者

の都合に配慮して, (医師が) 非常に大きなリスク・責任を背負いながら外来管理加算を算定

してきたが, 今回の見直しでは外来管理加算を算定した場合も, 算定しなかった場合も従来と

同様, 我々は結果責任を嫁せられていると理解しなければならず, 社会通念上, 異なる対価で

結果責任が同じということはあり得ない ②５分要件により患者の自己負担が減ると“お薬受

診”が増加する恐れがあり, そうなった場合, これは医療の根幹に関わる問題で医療が医療で

なくなる－などをあげた上で, ｢中医協における審議の中で日医はこれら２点の認識があった

日本医師会 新役員 (任期：平成20年４月１日から２年間, 敬称略)

【会 長】唐澤 �人 (東京都)
【副 会 長】竹嶋 康弘 (福岡県) 宝住 与一 (栃木県) 岩佐 和雄 (岐阜県)
【理 事】北野 邦俊 (熊本県) 鈴木 聰男 (東京都) 伊東 潤造 (宮城県)

妹尾 淑郎 (愛知県) 碓井 静照 (広島県) 長瀬 清 (北海道)
�島 三喜 (栃木県) 沖田 信光 (佐賀県) 酒井 國男 (大阪府)
鶴谷 嘉武 (群馬県) 久野 梧郎 (愛媛県) 小林 博 (岐阜県)
塩見 俊次 (奈良県)

【常任理事】羽生田 俊 (群馬県) 飯沼 雅朗 (愛知県) 木下 勝之 (東京都)
藤原 淳 (山口県) 今村 定臣 (長崎県) 内田 健夫 (神奈川県)
三上 裕司 (大阪府) 石井 正三 (福島県) 中川 俊男 (北海道)
今村 聡 (東京都)

【監 事】森下 立昭 (香川県) 大西雄太郎 (長野県) 森 洋一 (京都府)
【裁定委員】知念 昭男 (東京都) 奈良橋喜成 (東京都) 油谷 桂朗 (京都府)

蟹江 孝之 (長野県) 凌 俊朗 (佐賀県) 長田 昭夫 (鳥取県)
神山 照秋 (群馬県) 皆藤 美實 (栃木県) 國井 一彦 (山形県)
岡田 幹夫 (静岡県) 島田 保久 (北海道)

【代議員会議長】石川 育成 (岩手県)
【代議員会副議長】米盛 學 (鹿児島県)
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のか｡ あったのであれば, この案件は速やかに撤廃を目指すというのが基本的な日医の姿勢な

のではないか｣ と問いつめた｡

竹嶋日医副会長は, 診療所から病院へ財源移転するという中で, 再診料を下げるか外来管理

加算を見直すかの選択を迫られ, 医療内容のあり方を議論する時間がなく苦渋の選択であった

ことに理解を求めた上で, ｢４月以降の中医協において, 具体的に撤廃を求める姿勢で審議に

あたる｣ との考えを示した｡

これに対し安達府医副会長は, ｢この問題は財源論以前にある医療のあり方の基本的な問題

であるので, 財源論に入る前に日医としての基本的な姿勢を示すべき｡ あまり褒められたもの

ではないが, 財源論に終始するようなら, あえて (中医協の) 席を立っていただきたい｣ と要

望した｡

在宅医療の推進には基盤整備への取り組み強化が不可欠
－個人質問で北川府医理事が要望

個人質問では北川府医理事が登壇し, 府医における在

宅医療サポートセンターにおける取り組みならびに昨年

秋に府医が実施した在宅医療に関する会員調査の結果を

紹介した上で, ｢(在宅医療の現場は) 医療費抑制策の影

響をまともに受け, その基盤は弱い｣ とし, 厚労省が入

院期間短縮の受け皿として, 自宅および高齢者住宅等の

居住系サービスを考慮していることについて ｢机上の計

画であまりにも無責任な姿勢｣ と切り捨てるとともに,

｢ＱＯＬの向上が期待できるという在宅医療のすばらしい点が逆の結果になる恐れがある｡ さ

らに, 医師や在宅ケアに関わる専門職は疲弊し, 在宅医療は崩壊する危険性がある｣ と訴えた｡

その上で, 北川府医理事は, 日医が指針等で地区医師会や会員に対し在宅医療の実践や地域

ケアの構築を呼びかけているが, 厚労省が在宅医療を医療費抑制の具とし, 環境が整わない状

況では, 会員に在宅医療への理解や協力を得ることは困難であるとの見解を示し, 日医に対し

ては, ｢会員が在宅医療に取り組みやすい環境を整えるため, 厚労省に対して訪問看護師の必

要数や在宅医療支援のための必要病床数などを具体的に提示し, その実現を求めるとともに,

在宅療養支援診療所だけでなく, 地域の一般診療所が病院等との連携によりチームで在宅医療

に取り組みやすい報酬体系を提案していただきたい｣ とした｡ さらに今後の高齢者への医療や

介護の提供については, ｢国および厚労省の示す方向性は明らかに実態から大きく乖離してお

り, 放置しておけば不幸な事態を招く｡ このような形で, 医療や介護保険制度を持続させるこ

とが果たして意味があるのか｣ と指摘し, ｢日医会長に社会保障国民会議で強く訴えていただ

きたい｣ と要望した｡

これに対し, 藤原日医常任理事は, ｢基盤整備はもとより, 医療関係者にインセンティブを

与えないと在宅医療は機能しない｡ 医療費抑制策としての在宅医療ではなく, 国民の生活を支

える在宅医療が求められており, 誰でもいつでもどこでも受けられる医療制度が必要｣ との考

えを示した上で, ｢ご指摘いただいた点を具体化させるためにも, 地域の医療機関が積極的に

在宅医療に取り組めるような報酬体系を構築するよう, 中医協等で積極的に主張したい｣ と答

えた｡
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２年前の会長就任時より,
医療情勢の厳しい中での会
長就任に同情いただくとと
もに, 会員の皆様方の厳し
いときだからこそという熱
い期待を強く感じて参りま
した｡ 油谷前会長からの全
国に誇ることの出来る素晴
らしい執行部を引き継ぎ,
２年間無事に会務を執行で
きましたのも, 会員の皆様
のご支援の賜と心より感謝
申しあげます｡ 今期も会員
の皆様よりのご支援のもと
再度執行部をお任せいただ
くことになりました｡ 医療
界の状況は厳しさを増すば
かりでありますが, 皆様の
ご期待に応えるべく奮励努
力して参りますのでご支援
ご指導賜りますようお願い
申しあげます｡
この２年間, 会員の目線

に立ち, 府民・市民に開か
れた医師会として会務を行っ
て参りました｡ 医療推進協
議会や他団体との交流を深
め, ＫＢＳラジオを活用す
るなど大きな成果を上げた
と自負いたしておりますが,
すべては, 医療の危機を背
景に積極的にご協力いただ

きました地区医師会の皆様
方のおかげであります｡ 地
区医師会がそれぞれの地域
で関係団体との交流など日
常的に展開してこられた地
道な活動のおかげで着実に
成果を上げて来られたもの
と感謝いたしております｡
近年の医師不足を背景とし
た医療界への追い風を, 声
高に医師の権利を主張する
のではなく, これ以上の医
療費抑制策による医療の後
退は国民にとっての大きな
損失となり回復不可能な状
況に陥るのだということを
強く訴えていきたいと思い
ます｡
ここ数年, 医師会の業務

量は増加の一途であり, 今
年度は, 特定健診サービス
部, 在宅医療サポートセン
ターの設置など新規事業も
展開しなくてはなりません｡
幸い職員の意気も高く活力
ある事務局となりつつあり
ますので会員の皆様のご指
導ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます｡
全国に提言していける執

行部を, より継続性のある
ものとするために, 今期は

理事を増員し若い先生方,
勤務医の先生方にも参加し
ていただきました｡ より身
近な執行部を実現すること
で, 従来より理事になると
大変だという既成観念を打
ち破り, 人生の中で一度は
こんな事をしてみたいとい
う意欲ある先生方に参加し
ていただけるような執行部,
委員会にしていきたいと考
えております｡
最後に, 多くの先生方も

感じておられるように, 現
在の日医執行部は, 充分に
全国の会員, 未加入勤務医
の負託に応えているとはい
えないと思います｡ しかし,
現状のシステムの中では大
幅な改革は困難といわざる
を得ません｡ 多くの心ある
人達と連携し日医を本当の
意味での全ての医師の意見
が反映できる組織に変えて
いかなければ, 日本の医療
に明日はないといわざるを
得ません｡ 強い日医, 国民
のために戦う日医の構築に
向けて何が出来るかを考え
る１年にしたいと思ってお
ります｡
もちろん, 京都府医師会

会員のための府医の会務に
しっかりと取り組んで参り
ますので会員の皆様のご指
導ご鞭撻を心よりお願い申
しあげます｡
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再任のご挨拶
会 長 森 洋一
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前期に続き２期目の森執
行部で再度副会長の大役を
お引き受けすることになり,
責任の重大さを感じており
ます｡
政府の長年にわたる低医

療費政策は, 我々医療界が
寒風の吹き荒ぶ真冬の状態
においこまれたということ
だけでなく, 結局そのつけ
は国民にまわり, これまで
の医療が従来どおり受けら
れないという医療崩壊に陥っ
ています｡
こういった状況の中, 今

期も地域医療を中心に担当
させていただくこととなり
ましたが, この政府の低医
療費政策は医師不足, 偏在
などによる, 産科, 小児科,
救急医療の危機的状況を招
き, さらに政府の打ち出し
ている療養病床の削減によ
り, 多くの医療難民, 介護
難民が出現することは必至
であります｡
しかしながら, 国民の健

康と疾病の管理を担う医師
の団体, 京都府医師会とし
ては, 国の低医療費政策と
は別に, 地域医療崩壊を少
しでも食い止める努力が京
都府民から要求されている
のではと考えております｡
このため, 京都府・京都

市等の行政はじめ各関係団

体との連携をさらに密にし,
また医療機関同士の連携強
化等, ｢京都府民の疾病の管
理ならびに健康の増進｣ の
ため, これまでの諸事業の
継続と必要に応じた新規事
業に取り組んでいきたいと
思っております｡
療養病床削減策による医

療難民, 介護難民対策とし
ては, 療養病床削減そのも
のに反対するとともに, 各
地区医師会との連携のもと,
在宅医療を中心とした対策
に取り組んでまいります｡
本年度より開始されます

特定健診につきましては,
従来の基本健診同様の健診
が行えるよう努力してまい
りましたし, 今後も会員の
先生方が健診事業へ参加で
きやすい事業になるよう努
力を続けて参ります｡
さらに, 医師の偏在, 特

に京都府北部における, あ
る診療科の医師不足問題等
に対しては, 京都府との連
携のもとその対策に取り組
んでまいりましたが, 今後
もこれらの問題解決にも取
り組んでまいります｡
また, 地域医療活動推進

のマイナス要因ともなって
いる, 国民の医療に対する
不信感, 増加する一方の医
療訴訟等に関しては, これ

まで同様 ｢医療安全対策事
業｣ を推進する必要がある
と考えております｡
大変な逆風の吹く我々の

医療界でありますが, この
危機を脱するためには, 日
本医師会を通じて我々の主
張を述べていくとともに,
国民を味方とした運動の展
開が必要であります｡
地域住民にとって, 大切

な地域医療の多くの事業は,
多くの会員の先生方の献身
的な努力, ご協力によって
成り立っていることを, 府・
市民に充分周知し, さらに
各種地域医療に関する我々
の活動が, 決して医師の利
益確保のためだけにあるの
ではないことを府・市民に
ご理解いただき, 府・市民
とともに, 良質な医療の確
保のための運動を展開して
ゆく必要があると思います｡
また, この逆境に立ち向

かうのにさらに必要なこと
は, 会員の一致団結ではな
いかと思います｡ 開業医・
勤務医の区別なく, 医師と
いう同じ職種の者が一致団
結し, 現在の医療危機に対
処する必要があります｡
医療危機突破のため, 良

質な国民医療確保のため,
地域医療推進のため, 京都
府医師会・日本医師会の組
織力強化のため, 会員の先
生方のご協力をぜひお願い
いたします｡
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再任のご挨拶
副会長 上原 春男
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森執行部２期目にあたり,
引き続き副会長を引き受け
ることとなりました｡
担当は, 学術・会員・養

成業務です｡ 前期は職責の
重さを実感できないまま,
対外的な職務が急増し右往
左往の２年間でした｡ 今期
は前期の反省を含め, 会務
の掌握, 遂行により一層専
念するつもりです｡ 特に,
今期は, 後期高齢者医療制
度, 特定健診・特定保健指

導, 療養病床削減など, 医
療改革関連法が順次実施さ
れる年であり, 会員を取り
巻く医療環境は, さらに一
層理不尽な厳しいものにな
ろうとしています｡ その原
因は, 財政優先の永年にわ
たる低医療費政策の推進で
あることは論を待たないと
ころですが, この困難な状
況の打開を目指し, 森会長
のリーダーシップのもとに
積極的かつ果敢に行動すべ

きであろうと考えています｡
また同時に, 会員への援助
をより強力に展開すべく,
特定健診サービス部, 在宅
医療サポートセンターを立
ち上げました｡ なお, 当然
の事ながら, 業務量の増大
に対応するため, 理事, 職
員の増員を行って遺漏なき
会務遂行を図ってゆくつも
りです｡
また, 本年は新会館建設

に向けて, いよいよ具体的
な設計に取りかかります｡
厳しい医業経営の環境のな
かで, 可能な限り会員諸氏
の追加負担の軽減を図り,
今後数十年にわたる変遷と
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再任のご挨拶
副会長 久山 元

森執行部の第１期の２年
間, 副会長を拝命しました｡
日医の社会保険診療報酬検
討委員会の委員長にも選任
され, 多忙な日々を過ごし
ました｡ 懸命に努力をした
つもりでおりましたが今回
の診療報酬改定は, ｢勤務医
大変, 開業医楽｣ 一色で行
われ実際には楽ではない個
人医療機関に負担を強いる
一方で病院にもきわめて限
定的な支援にしかならない,
という中途半端なものにな
りました｡ 会員の皆様には
お詫び申し上げます｡ 今次
改定については言いたいこ
とは山のようにあります｡
おいおいと医報で今次改定
の評価やその周辺状況につ

いて府医保険医療部として
の見解を述べさせていただ
き, 皆様からもご意見をい
ただきたいと思っておりま
す｡ あまりにも問題の多い
改定でありましたので, 逆
に言えば我々がやるべきこ
とははっきりした面もあり
ます｡ 日医のてこ入れから
社会保障費2200億円削減の
経年処置の撤廃まで, 様々
な面でのより精力的な活動
が必要なものと思いを新た
にしております｡ 府医ＭＬ
にも医報にも各会員の皆様
から活発なご意見をいただ
くようになりました｡ もう
一つの分掌であります総務
部の業務としてもありがた
く思っております｡ 今後も

より緊密な会員間の連携が
とれますようにあらゆる機
会を通じて皆様との意見交
換や協議が行われるように
努めてまいります｡
いつの間にか執行部の中

でもほとんど最高齢に近く
なりました｡ ボケの来る前
に (ひょっとするともう来
ているのかもしれませんが)
もう少しご奉公と思って次
期の副会長を勤めさせてい
ただきます｡ 会長は今期か
ら日医監事にご就任いただ
きさらに多忙になられます｡
前期に不十分であった会長
補佐もしっかりとやらなけ
ればなりません｡ 会員の皆
様にどうかあらゆることに
ついてご意見をいただき浅
学菲才の身を叱咤いただき
ますようお願い申し上げ,
再任のご挨拶とさせていた
だきます｡
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再任のご挨拶
副会長 安達 秀樹



2008年(平成20年)４月15日 No.188316

新
執
行
部
役
員
に
就
任
し
て

退
任
役
員
挨
拶

平成10年２月に府医の理
事を拝命し, ５期10年の任
期を務め, 平成20年３月を
もって退任いたしました｡
この間, 横田会長の下で２
期, 油谷会長の下で２期,
森会長の下で１期で, 医業
経済, 融資斡旋, 庶務, 会
計, 医療安全, 医事紛争を
担当させていただきました｡
特に後半の４年間は, 医業
経済, 融資斡旋, 医療安全,
医事紛争の担当で, 医療安
全につきましては, 毎年２
月に ｢医療安全シンポジウ
ム｣ を開催し, 府民・市民,
医療関係者が一緒になって
｢新しい医療安全文化｣ を考
える場を作ってきました｡

また, 会員向けには ｢医療
安全講演会｣ を開催し, 医
療安全を周知しました｡
医業経済につきましては,

平成20年２月に会長より
｢共済部の今後について｣ の
諮問を受け, 委員会で検討
いたしました｡ その結果,
保険業法の改正, 公益法人
制度の改革により, 共済部
は廃止するのが妥当との答
申を得ました｡ そして３月
29日の定時代議員会で共済
部の廃止が承認され, ４月
より残余財産を掛け金に応
じて約58％の率で配分する
ことになりました｡
理事としての10年間には

色々ありましたが, 介護保

険制度の設立に伴い, 医師
もケアマネジャーの資格を
持つべきであるという事で,
説明会, 研修会に参加し,
私自身もケアマネジャーの
試験を受けた事が思い出さ
れます｡ また, 平成13年12
月には, 府医会長の直接選
挙が行われ, 大差で油谷会
長が誕生しましたが, 選挙
に向けて府医役員が一丸と
なって選挙戦を戦った事も
ありました｡
今後, 府医が中心となっ

て私たち会員のために日本
医師会を引っ張っていって
いただきますようお願いし
ます｡ 私も地区に戻りまし
て, 一会員として応援させ
ていただきます｡
長い間, 会員の皆さま, 会

長をはじめ役員, 事務局の皆
さまにお世話になりましてあ
りがとうございました｡

�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�

退任のご挨拶
大藪 博
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風雪に耐えうる会員のため
の会館建設を目指すととも
に, ｢開かれた医師会｣ の理
念にかなった, 府市民への
顔を持った会館にするべく
会員諸氏の叡智を集約して
取り組んで参ります｡
さらに, 今期の重要な課

題として, 助産師課程の設
立を目指しております｡
産婦人科医会の要望を受

けて, また, 京都府の協力
を得て国内では４番目の医

師会立の助産師養成課程の
開校を平成21年４月を目途
に取り組んでゆきます｡ 教
員の確保, 実習施設の協力
など, 予想を超える会員の
熱い支援にあらためて感謝
するとともにその重責を痛
感しているところです｡
いずれにせよ, 会員諸氏

にとってこの厳しい医療環
境を改善するには, また医
療崩壊の予兆ともいえる様々
な事象の進行するなかで,

これをくい止めるには, 我々
が一致団結して, 国民とと
もに医療費抑制策の転換を
強く求めていくことが喫緊
の課題と考えられます｡
国民医療を守るためにも,

また我々の医業基盤を守る
ためにもためらわず行動を
起こすべき時であります｡
会員諸氏の絶大なるご協力
ご支援の程を切にお願いす
るしだいです｡
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３期６年間理事を務めさ
せていただきました｡ 最も
印象に残っているのは, 理
事２年目の ｢ＳＡＲＳ｣ で
す｡ 今となっては, 日本で
の流行はなく何事もなかっ
たかのように忘れられよう
としていますが, 当時はマ
スクの確保すら十分にでき
ず, 診療時の対応マニュア
ル作りや受け入れ病院の確

保に右往左往し, 会員の先
生方にも大変ご迷惑をおか
けしました｡ 他府県の地区
医師会の中に ｢ 当 院は
ＳＡＲＳの診療はしません｣
という内容のお知らせ用ポ
スターを会員に配布された
ところがあり, これは診療
拒否ではないかと某新聞社
の記者から電話取材を受け
ました｡ 医療機関を介して

の感染拡大を防ぐためには
ＳＡＲＳ対応病院を限定し
なければならないことを１
時間近く説明し, 市民にも
受診のルールを守ってもら
うよう報道してほしいとお
願いしました｡ 私の説明を
理解いただけたのかどうか
わかりませんが, 新聞の論
調はさほど医療機関に批判
的ではなくほっとしました｡
言葉を選んで丁寧に冷静に
話したつもりですが, これ
ほど神経を使って人と話し
たことはありませんでした｡
今となってはなつかしい思
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退任挨拶
辻 幸子

診療報酬改定の ｢５分間｣
という時間軸はわれわれに
途方もないストレスを課す
ものである｡ 新医師臨床研
修制度が医療供給体制を絞
め殺しているように, ｢５分
間｣ という意味のない縛り
が外来診療の混乱と軋轢と
疲労を招く｡ まともに対応
すれば多くの医師はまちが
いなくうつ病になる｡ (ここ
で私は突然怒り出す！) す
べては後の祭りである｡ 日
本医師会はいつから頓馬天
狗になったのか｡ 政府と風
通しの良い執行部が聞いて
あきれる｡ ひび割れた肋骨
の隙間を風が吹き抜けてい
るではないか｡
｢５分間｣ 設定は医療現場

をまるで知らない, また知

ろうともしない者の罪深い
しわざである｡ 絶対的権力
を持たせたら誰でも恐ろし
いが, この程度でも権力を
もつ者の恐ろしさがわかる｡
厚労省は医療についての理
念が希薄で論理と倫理がな
い｡ そして何より理想がな
い｡ 厚労省よ, 君には毎度
ながらうんざりである｡ 君
のやりかたは本当に卑怯で
汚い｡ 詐欺師のようだ｡ 男
のすることではない｡
日本の衰えを考えれば診

療報酬が下がるのは仕方な
い｡ しかし今回の ｢５分間｣
のような規制は医療の琴線
に触れる重大事であり間違
いである｡ 薄利多売で責任
だけは手厚く要求されたの
では安心した診療などでき

るはずがない｡
｢最悪の結末には笑うしか

ない｣ というが日医執行部
が笑うことは許されない｡
せめて医師会の全存在をか
けて ｢医師諸君に告ぐ, こ
れを無視せよ｣ と大本営発
表するべきではないのか｡
こんな理不尽な規制を甘受
しては厚労省の奴隷である｡
ここは怒りと意地を見せて
くれ｡ 今からでも遅くはな
い｡ それすらできなければ
おしまいである｡ 日本医師
会のフンドシはゆるんでい
る｡ 恥部丸出しになる前に
しっかり締め直してほしい｡
さて府医の仕事は質量と

もにボリューム満点で責任
もズンと重い｡ 執行部は過
重労働にも歯を食いしばり
頑張っている｡ それを知り
つつわずか１期でドロンす
る体たらくな自分を四方八
方にお詫びして退任挨拶に
代えたい｡ おわり｡
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退任挨拶にかえて
東前 隆司



2008年(平成20年)４月15日 No.188318

退
任
役
員
挨
拶

本年３月をもって理事を
退任いたしました俣野です｡
在任中は, 大変お世話にな
り,ありがとうございました｡
執行部では主に登録事業,

環境保全, スポーツ医学,
また京都府リハビリテーショ
ン連絡協議会において地域
連携パスを担当させていた
だきました｡ 環境保全では
京都府クリーンセンター健
康調査に基づき報告書作成
を担当｡ 登録事業は京都府
がん実態調査報告書および

京都府脳卒中登録事業報告
書作成を担当いたしました｡
登録事業は京都府からの委
託事業でもありますので,
今後会員の皆様のご協力に
より登録数が向上し精度の
高いものに発展することを
願います｡ スポーツ医学で
は府下の総合型地域スポー
ツクラブにおいて, 委員の
先生に講師をお願いし, 講
演会を開催いたしました｡
地域連携パスについてはリ
ハビリテーション連携を中

心に, その都度改定してい
く事を前提に, 大腿骨頸部
骨折の地域連携パスの標準
的な案を作成いたしました｡
担当委員会の運営, 執行

につきなにぶん不慣れでご
ざいましたが, 森会長をは
じめ副会長, 先輩理事の先
生方, 事務局の方々のご支
援, ご指導をいただき, な
んとか業務を遂行させてい
ただきましたことに, あら
ためまして厚く御礼を申し
上げます｡
最後に森 洋一執行部のま

すますのご活躍と京都府医
師会のご発展を祈念し, 退
任の挨拶とさせていただき
ます｡
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退任のご挨拶
俣野 憲一

このたび, ２期４年の間
勤めさせていただいた理事
を退任することになりまし
た藤村 聡です｡ ４年間, 京
都府医師会員の先生方のご
指導を受けながら, 健康支
援, 臨床研修, 医師確保を
担当してまいりました｡ 健
康支援の分野では京都府,
京都市の健康づくりに関す
る行政に関与させていただ
き, 医師会の立場から府民
市民の健康づくりの提案を
させていただきました｡ こ
の分野では最近, ｢食育｣ が

キーワードになり食育に関
する様々なイベントに参加
させていただきました｡ ま
た医師会独自の企画として
京都府医師会健康講座や本
年より新たに市民公開講座
を行いました｡ また他団体
と合同で行う恒例のくらし
と健康展にも多くの府民市
民の皆様に参加していただ
いたことを感謝しています｡
臨床研修でも新規の企画と
して, 指導医講習, 研修医
向け講演会, 研修医の交流
会などを企画させていただ

き, これは会員以外の多く
の先生にも参加いただき,
医師会入会のきっかけになっ
てくれればと願っています｡
医師確保は特別委員会を設
置していただき, 代議員会
にて定款を改定して京都府
医師会独自の医師バンクを
設置することをお認めいた
だきありがとうございまし
た｡ 次期執行部でこの医師
バンクが有効に機能するこ
とを切望しています｡
最後に, 浅学菲才な私を

励まし, また本来私がすべ
き業務の多くを肩代わりし
てくださった会長, 副会長,
先輩理事の方々のお陰で４年
間勤めさせていただいたこと
に深く御礼申し上げます｡
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退任ご挨拶
藤村 聡

い出です｡
｢京都府医師会理事｣ とい

う肩書きがとれ, 今さらな

がらその重さを感じていま
す｡ 今後は一会員として医
師会の仕事を応援していき

たいと思っています｡ ６年
間ありがとうございました｡



2008年(平成20年)４月15日 No.1883 19

平成20年３月29日(土) 開催の京都府医師会第177回定時代議員会におきまして, 京都府医師

会共済部規定の廃止が承認され, 同年３月31日をもって同共済部の廃止が正式に決定されまし

たのでご報告します｡

本共済部は昭和26年に発足以来, 永きにわたり､ 京都府医師会員の福祉の増進に寄与してま

いりましたが, 保険業法の改正並びに公益法人制度改革関連三法の施行により, その運営, あ

り方について検討を迫られることとなりました｡

昨年より本会医業経済・融資斡旋委員会に ｢京都府医師会共済部の今後｣ について答申し,

制度の存続も含めさまざまな角度から検討していただきましたが, 諸般の情勢からみても ｢存

続は諦めざるをえず, 平成20年３月31日をもって廃止するのが妥当｣ との答申を得ました｡ こ

れを受けまして, 平成20年３月29日の定時代議員会において ｢京都府医師会共済部規定の廃止

に関する件｣ を上程し, 賛成多数で可決承認されました｡

詳細につきましては､ 平成20年４月７日付京医発第16号にて, 共済部会員の先生方にご案内

いたしました文書をご覧くださいますようお願いいたします｡

法改正によるやむを得ない事情によるものとはいえ, 廃止せざるを得ないことは, 本会とい

たしましても, 誠に残念なことであります｡ 共済部会員の先生方におかれましては､ 永年にわ

たり､ ご加入をいただきましたことに対し深く御礼申し上げます｡

なお, 共済部の残余資産につきましては, 平成20年４月１日以後, 答申に基づき, 速やかに

返還作業を行う予定でありますので, 何とぞご了承のほどよろしくお願い申し上げます｡

京都府医師会 共済部

������������������������			
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共済部廃止後の取り扱いについて

今後の取り扱いにつきましては, 医業経済・融資斡旋委員会の答申に基づき, 以下のとおり

とさせていただきますので, なにとぞご了承のほどよろしくお願い申し上げます｡

(１) 共済部の残余資産については, 資産額が確定次第, 速やかに加入者に返還する

(２) 返還については, 加入者個々の掛金に応じて一律均等に配分する

(平成20年４月１日以降にご逝去された方についても上記と同様の取り扱いとする)

(３) 代議員会での決定事項は京都医報で告知を行うとともに共済部会員宛に直接周知するこ

とで対応する

府医共済部の会員各位におかれましては, 永年にわたり, 共済部の運営に多大なご協力を賜

りましたこと, 厚く御礼申し上げます｡

なお, 本件に伴うご質問などがございましたら, 府医事務局：学術生涯研修課 (TEL：075－

315－5276) までご連絡くださいますようお願い申し上げます｡
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京都府医師会では, 平成19年度 (第24回) 勤務医部会総会を３月22日(土), 京都全日空ホテ

ルで開催した｡ 向原勤務医部会副幹事長の司会のもと, 森府医会長・勤務医部会長と赤坂勤務

医部会幹事長の挨拶の後, 平成19年度勤務医部会活動報告ならびに勤務医部会学術奨励賞授与

式が行われた｡ また, 総会終了後には恒例の文化講演を開催｡ 講師に山口良治氏 (伏見工業高

校ラグビー部総監督) を迎え ｢信は力なり｣ をテーマにご講演いただいた｡

永年, 勤務医の先生方の学術研鑽に資する

ことを目的に ｢勤務医部会学術奨励賞｣ を設

け, 勤務医部会総会の席上で表彰してきたが,

来年度以降, 学術賞と発展的に統合すること

となる｡

今年度で最後となった ｢勤務医部会学術奨

励賞｣ では, ５編の応募があり, どの論文も

優劣つけがたい力作揃いであったため, 応募

論文全てを学術奨励賞として表彰 (金賞[１

編], 銀賞[２編], 銅賞[２編]の計５編) す

ることとした｡ 受賞論文および受賞者は別掲

のとおり｡

昨年10月, ＪＲ山陰線の電車内で突然倒れ

た市民に心臓マッサージを行い, 京都駅到着

後はＡＥＤによって人命救命をした, 京都第

一赤十字病院・循環器科の宮川浩太郎氏に,

｢社会的貢献が大｣ として, 森府医会長より

感謝状を贈呈した｡

冒頭挨拶で森府医会長・勤務医部会長は,

診療報酬改定や新たな死因究明制度の創設な

ど, 勤務医を巡る諸問題について言及｡ より

良い医療の実現に向け, 一人でも多くの勤務

医の先生方に医師会活動にご参加いただきた

いと述べた｡ さらに, 次期府医執行部では勤

務医を増員したことを報告し, 勤務医活動の

さらなる活性化を図りたいとの見解を示した｡

文化講演では伏見工業高校ラグビー部総監

督の山口良治氏を迎え, ｢信は力なり｣ をテー

マにお話いただいた｡

山口氏は監督就任最初の試合で０－112と

大敗した弱小チームを５年後には全国大会へ

導き, 出場２回目で全国制覇を成し遂げた実

績をもつ｡ 講演の中で山口氏は伏見工業高校

へ赴任した当時を振り返りながら, 当時, 荒

れていた学校をラグビーというスポーツを通

じて生徒とともに数々の苦難を乗り越え, 全

��������	
��������

勤勤勤務務務医医医部部部会会会学学学術術術奨奨奨励励励賞賞賞,,,

来来来年年年度度度以以以降降降ははは学学学術術術賞賞賞ととと発発発展展展的的的ににに統統統合合合

『学術奨励賞』 金賞(１編), 銀賞
(２編), 銅賞(２編)の５編が受賞

京都駅構内で救命処置行った医師
に感謝状贈呈

第２期執行部では勤務医を増員

文化講演 『信は力なり』
山口 良治氏
(伏見工業高校ラグビー部総監督)
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国制覇という栄冠をつかむまでのエピソードを自身の熱い思

いを交えながら語った｡

昨今の社会情勢の変化によって, 教育現場では教師と生徒,

また教師と保護者の関係が以前とは大幅に変わりつつある中,

教育者・指導者として真剣に生徒・保護者たちとぶつかり合

いながら, その中で生まれた人間関係を通して, 親や教師,

そして現代社会が忘れてかけているものを呼び覚ますような

講演内容は, 我々, 医師と患者およびその家族との関係に相

通ずるものがあり, 感銘を受ける講演であった｡

平成19年度 (第24回) 京都府医師会 勤務医部会学術奨励賞

○印＝代表者

�� �� 『的確な解剖学情報提供によるコンピューター神経

診断支援システムの作成と臨床使用経験』

��������	

○加茂 久樹, 水野 融, 立岡 良久, 石川 光紀,

三上 靖夫, 西谷 裕, 秋口 一郎, 平澤 泰介

�� �� 『京都市立病院小児科における造血細胞移植成績』


�������	

○黒田 啓史, 大曽根眞也, 納谷真由美, 北條 誠,

今宿 晋作, 川勝 秀一

�� �� 『感染症診療の適正化を目指したＩＣＴ活動～2006年の成果～』


��������	

○松村 康史, 清水 恒広

�� �� 『転移性脳腫瘍の治療戦略 低線量・低分割ガンマナイフ治療－京都方式－』

����������������� 

○佐藤 学, 清水 幸夫, 今高 清晴, 田中 英夫, 渡辺 敦

!"������#��$	

大山 憲治, 吉田 享司, 辻 理絵, 武美 寛治

�� �� 『経皮的椎弓根スクリューをもちいた胸腰椎後方固定術』

%&'()*+���#��$	

○川西 昌浩, 加茂 正嗣, 松田奈穂子, 伊藤 裕,

奥田 泰章, 半田 肇
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＜感染症対策委員会＞ (敬称略 ◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎藤田 直久 (府医大) ○竹内 宏一 (右 京) 西村 利朗 (中京東部)
中島 悦郎 (左 京) 三好 正人 (西 京) 清水 恒広 (市立病院)
伊藤 俊之 (血液センター) 佐藤 敦夫 (南京都病院) 臼井 忠男 (左京保健所)

担当副会長 上原 春男, 久山 元 担当理事 柏井 真理子, 辻 幸子

05年５月にＷＨＯより世界インフルエンザ

事前対策が示され, 同11月にはわが国におい

ても ｢新型インフルエンザ対策行動計画｣ が

策定, これに引き続き06年４月には京都府・

京都市が ｢新型インフルエンザ対策専門家会

議｣ を立ち上げ, ｢京都府・京都市新型イン

フルエンザ等ガイドライン｣ を策定した｡ ま

た, 07年秋には, ヒト－ヒト感染時, つまり

フェーズ４以降の行動計画が策定されている｡

現在, 東南アジア中心に拡がっている鳥イン

フルエンザウィルス (Ｈ５Ｎ１) が突然変異

などでヒトに感染しやすい強毒性の新型イン

フルエンザウイルスが発生し場合, 人類で誰

一人としてこのウイルスに対して免疫をもた

ないため, 瞬く間に新型インフルエンザ感染

が全世界に拡がり(パンデミック), 日本で

も約25％, 約3,200万人が感染し, 約640万人

もの死者がでるのではないかと危惧されてい

る｡ このような新型インフルエンザに対して,

今から想定できることに対してしっかりと準

備・対応しておくことが非常に大切であると

思われる｡ このような状況下にて, 感染症対

策委員会では新型インフルエンザを中心に,

また現在問題となってきている感染症にも触

れ ｢京都府医師会としての新型インフルエン

ザおよび新興感染症に対応できる体制づくり｣

について検討し, ３月27日(木), 藤田委員長

より森会長へ答申した｡

各分野のポイントは, 以下のとおり｡ なお,

答申書全文は, 府医ホームページに掲載予定

であるので, ぜひ一読願いたい｡

森府医会長に答申を手渡す藤田委員長

% ��&'����������

 !"#$

１. 感染症は未だに人類の脅威であり, 個人

レベルから地球レベルまでの対策を構築す

るという非常に複雑な対応が必要となる｡

２. 個人レベルでの対応とは, 医療従事者単

位・診療所単位での感染対策の実施である｡

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



2008年(平成20年)４月15日 No.1883 23

委
員
会
だ
よ
り

これを確実なものとする｡

(ア) 手指衛生の徹底や咳エチケットは, 感

染経路の遮断が目的であり, 簡便で有効

な感染予防対策である｡

(イ) ワクチン接種は感受性宿主の抵抗力獲

得につながり, 確実な対策方法であり,

さらに推進すべきである｡

３. 病院および感染症指定病院などの施設レ

ベルにおいては, 発熱患者のトリアージ方

法, 感染症患者の診療体制, 感染予防対策,

感染症患者の搬送体制を整えるなど, 病院

全体としての取り組みが必要である｡

４. 医師会レベルでの情報ネットワークの作

成に加え, 行政との連携強化のための対応

が必要である｡

� ��������	
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１. 通常の季節性インフルエンザに対する感

染対策, 特に標準予防策を基本に, 飛沫予

防策, 接触予防策に習熟する｡ 咳エチケッ

トの啓発に努める｡

２. マスク, 手袋, エプロン／ガウンなど個

人防御具の正しい着脱法を浸透させる｡

３. Ｈ５Ｎ１インフルエンザや新型インフル

エンザの発生情報をたえず収集する｡

４. 新型インフルエンザ患者の万一の来院に

備え, 施設内での対応方法を十分に協議し

ておく｡

� ��������	
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１. 日頃より感染情報に注意を払い, 鳥イン

フルエンザ, 新型インフルエンザ患者をい

ち早く発見し封じ込めることが, 地域医療

機関の重要な役割である｡

２. 新型インフルエンザ流行時には, 発熱外

来出務やまた在宅患者の診療, 加療などま

た電話サポート体制などを地区医師会が中

心となって担うことになるであろう｡ また,

発生初期より慢性疾患患者に対しては長期

薬物投与などの対応の必要があると考える｡

３. 新型インフルエンザの治療に携わる医療

従事者や他の患者が感染することのないよ

う日頃より院内感染対策の強化, 実践をす

ることが重要である｡ そのための医薬品や

資材の備蓄の必要もある｡

( ��������	)*
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１. 医師会・医療機関, 行政・保健所の担う

べき役割の認識と遂行

２. 平常時からの意見交換と発生時の確実な

情報連絡体制の確立

３. 責任の押し付け合いでなく, 相互協力す

る協働関係の確立

6 ��������	7�8 9:;<

１. 新型インフルエンザによるパンデミック

が発生したときは, 疾患の治療を行うとと

もに, 社会機能を維持する方法を考えなく

てはならない｡

２. 国, 自治体, 医師会等がそれぞれの特性

を生かした情報発信が必要であり, それぞ

れが連携すれば, 情報伝達の効率を高める

ことが出来る｡

３. 医師の情報源として, 医師会のメーリン

グリスト, ＦＡＸによる情報伝達システム,

さらには京都市の医師向けのメール発信が

ある｡

= >?@A BCD�EF GH@

１. ポリオ生ワクチンは, OPV から IPV ワ

クチンへと転換する時期がきており, 将来

的には DPT- IPV, さらには DPT- IPV-Hib

と多価混合ワクチンとしての使用が望ま

れる｡

２. 水痘, ムンプスおよびHib ワクチン等は

公費負担による接種 (定期接種) とし,

MR-V, MMR-V の形で接種したい｡

３. 基礎, 臨床, 疫学を統合した Vaccine

Research が必要｡
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４. 今後, 縦割り行政でない, 一体化した司

令塔のある予防接種行政の構築が必要｡

� �������	
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１. 日本では HIV 新規感染者, AIDS 新規発

病者ともに増加を続けており, 今後の動向

が懸念される｡

２. 最近の HIV 感染者／ AIDS 患者の感染

経路として, 性行為を介するものが約90％

を占め, 性感染症という観点からの対策が

重要である｡

３. 一般性感染症患者に対しても, HIV /

AIDS の関する正しい教育・啓発が重要で

ある｡

４. 無症候期が長い HIV 感染では, 早期発

見がAIDS 予防の上で重要である｡

５. HIV 抗体検査とカウンセリングに対し

て, 医師会の積極的な協力が期待される｡

� ��������

１. ２週間以上持続する咳, 痰があれば, 肺

結核の可能性がないかを考え, 必要に応じ

てレントゲン検査, 喀痰検査などを行う必

要がある｡

２. クォンティフェロンＴＢは潜在性肺結核

診断に有用な検査であるが, 陰性であって

も結核感染は否定出来ない｡

３. 結核は飛沫核感染をするため, 患者のマ

スク着用, 患者隔離, 接触者のＮ95マス

クの着用が感染予防に有効である｡

４. 肺結核初回治療患者には PZA を含む短

期化学療法を行うことが薦められている｡

結核治癒には確実な服薬を継続することが

必須であり, 日本版 DOTS による服薬支

援事業が行われている｡
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１. 新型インフルエンザの発生情報の速やか

な確保と情報伝達

２. 行政, 医療関係のみならず一般市民への

ガイドラインに沿った教育と啓発

３. 限られた地域への迅速なウイルスの封じ

込めのための演習の実施

４. ワクチン・タミフルの充分な確保と備蓄

５. パンデミック感染に備えた医療従事者・

発熱センターの整備と確保

６. インフルエンザ肺炎に備えた人工呼吸器

などの医療器具の整備

７. パンデミック感染に備えたライフライン・

交通・流通の確保のシミュレーション

８. 養鶏業者などに対してヒトインフルエン

ザワクチンの100％接種への補助

1 234�()�5!67

１. 従来, 我が国の HBV 感染予防対策は

HBe 抗原陽性の母からの母子感染予防対

策が主たるものであった｡ この母子感染予

防対策は大きな効果を上げ, その結果, 現

在は我が国は低キャリア地域となった｡

２. 低キャリア地域では以前から HBV 感染

は主として STD ( Sexually Transmitted

Diseases) として捉えられていたが, 我が

国も同様の状況となった｡

３. STD としての急性Ｂ型肝炎には西欧型

のAe 型が急増しているのが特徴である｡

４. 予防に関しては, 医療関係者への HBV

キャリアからの予防に重点が置かれ, 一般

人への啓発, ワクチン接種などが遅れて

いる｡

５. 我が国は高キャリア地域の外国に囲まれ

た状態にあり, これらの国々との交流はま

すます盛んになっているが, 国民は STD

としてのＢ型肝炎に関する予備知識もなく,

HBs 抗体も陰性のまま, 危険な状況に放

置されているのが現状である｡
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＜産業保健委員会＞ (敬称略 ◎＝委員長)

新屋 久幸 (中京東部) 酒井 泰彦 (中京西部) 森口 次郎 (中京西部)
関 透 (下京西部) 太田 正治 (右 京) 大山 孜郎 (伏 見)
大石 明人 (宇治久世) ◎藤岡 嗣朗 (船 井) 古木 勝也 (福知山)
西村 利之 (京都産業保健推進センター)

オブザーバー 高山 茂 (北) 担当理事 中野 昌彦

平成20年２月28日(木) 京都府医師会館に

て, 中野理事立ち会いの下, 藤岡委員長より

森会長へ答申の提出がおこなわれた｡

ご存じのとおり, 産業医は ｢労働安全衛生

法｣ のもと, 事業場と契約し労働者の健康管

理を行う立場で労働者を捉え, また, かかり

つけ医は ｢医師法｣ や ｢医療法｣, 保険診療

を行っている場合は ｢保険医療機関及び保険

医療養担当規則｣ のもと, 同じ個人を日常診

療の中の一人の患者として捉える｡ この場合

自ずと捉え方や向き合う立場に違いが生じる｡

現状では, 産業医とかかりつけ医が労働者

(患者) の種々の情報を共有していない場合

が多く, 連携が円滑に図られていないとい

える｡

したがって, 本委員会では諮問に対して連

携の手段, 方法についての検討を重ね, 連携

とは産業医とかかりつけ医が一人の労働者で

あり患者である同一の個人の, より正確でよ

り広汎な医学情報を共有することであるとの

認識で一致した｡

そこで, 今まで診断書以外に決まった書式

のなかったかかりつけ医と産業医の情報交換

のための書式のモデルとして ｢診療情報提供

依頼書｣ 並びに ｢就業上の措置内容について

の報告書｣ を提示することで, 今回の諮問に

対する答申とした｡

また, この ｢診療情報提供依頼書｣ 並びに

｢就業上の措置内容についての報告書｣ は府

医ホームページよりダウンロードしていただ

くことができ, 日々の産業医活動に活用いた

だけることを願っている｡

府医地域医療課 TEL 075－315－5278

FAX 075－315－5290

府医ホームページ http://www.kyoto.med.or.jp/

森府医会長に答申を手渡す藤岡委員長
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新医師卒後臨床研修制度が始まり, 早くも丸
４年が経過しました｡
我々の病院はベッド数206床の地方にある小

規模病院ではありますが, 新しい研修制度の発
足にともない, 2000年から研修医の全国公募が
できる管理型臨床研修指定病院認定取得に向け
取り組むことにしました｡ ６年前までは病理解
剖室もなく, また２年間の研修期間中に必修科
目とされる産婦人科がありませんでした｡ 申請
当時, 病院の増床・増築工事にあわせて病理解剖
室の新設と同時に, 非常勤ではありますが病理医
の確保ができＣＰＣが行えるようになりました｡
また, 府立医大から新たに２名の常勤産婦人

科医の派遣が決定し, 2002年４月から産婦人科
診療を開始出来ました｡ 現在では分娩件数も年
間約400例に達しています｡
なにぶん６年前までは実績に乏しい病院でし

たので, 申請条件クリアに向け色々と苦労した
のを覚えています｡ やっと念願が適い2003年11
月に管理型臨床研修指定病院として指定を受け
ることが出来ました｡
1990年開院以来, いつか当院が臨床研修指定病

院となることが, 初代水谷院長の夢でもあり口癖
でもあったことから, 何とかその夢を実現出来た
ことで, 小生としては内心ほっといたしました｡
2004年度から全国公募による, いわゆるマッ

チング方式による研修医の募集を始めました｡
2005年度の応募者は１人で九州出身の女子学生
でした｡ 彼女は当院の病院ホームページをみて
研修プログラムに興味を持ち, わざわざ福岡か
ら夏休み期間中に当院へ見学に来てくれました｡
そして, ２日間の見学終了後彼女は, これまで
に沖縄や大阪など色々大きな病院を見て回った
けど, 雰囲気もよく活気のあるこの病院で是非
２年間臨床研修をさせてほしいと言って帰って
いきました｡ 彼女もすでに昨年４月には当院で
の初期研修を終了し, 引き続き当院で常勤産婦
人科医として勤務してくれています｡
2006年度は定員を２名から４名へと増員しま

したが, マッチング応募者は府立医大出身の学
生１名のみでした｡ 彼は５回生在学中に１週間

学外臨床実習で当院へ来ました｡ 実習後のレポー
トに彼は, この病院での救急患者の診療を通し
て多くの事を学び, また専門外の患者さんを前
に, 心に不安を抱えながら淡々と診察・検査を
進める先輩医師の姿を見て, 今後自分が何を指
針にして全科の勉強をすればよいのかがよくわ
かったような気がしたと述べています｡
そして, 実習を終え帰る際まだ５回生である

にもかかわらず, この病院は自分には合いそう
である, 研修医の２年間是非ここで世話になれ
ないかと言って帰っていきました｡ その彼も,
すでに２年間の初期研修を当院で終え, この４
月からは母校で精神科の専攻医となります｡ も
しもこの病院で望まれるなら, いつかまた戻っ
てきてもよいと言ってくれ, たとえ外交辞令だ
としても嬉しいばかりです｡
その後, 2007年度のマッチング決定者は２名

となり, 2008年度は嬉しいことに募集４名に対
し, 当院を第一希望とする５名の学生からの応
募がありました｡
初期研修医受け入れ開始後, 日も浅く軽々に

は申せませんが学生や初期研修医の中には, 必
ずしも都会の大病院に憧れるものばかりではな
いこともわかってきました｡
最近は地方の臨床研修病院においても研修プロ

グラムの充実度や研修指導者の人間性, 熱意など
に直接触れることで, その良し悪しを判断され研
修医から後輩たちへと臨床研修指定病院の評価が
率直に伝えられるようになってきました｡
したがって, 今後学生に選ばれる臨床研修病院

になるためには大病院にはない当院独自の特徴と
よい面をアピールし, 研修医一人一人の個性にあっ
た目標志向型のプログラムを作成し, モチベーショ
ンの高い研修が継続・維持できるよう種々工夫を
凝らさなければと考えています｡
新医師卒後臨床研修制度もまだ始まったばか

りですが, 小生の思うには地域医療に真摯に取
り組む general physician としての熱意と気概
を持った一人でも多くの医学生に, この病院を
選択・志望してもらえれば…と願う今日この頃
です｡

新医師卒後臨床研修制度が発足して思うこと
綾部市立病院 院長 白方 秀二
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日医医賠責特約保険
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日医医師賠償責任保険については, 管理者責任の拡大および高額賠償請求に対応す

べく, 平成13年９月に 『日医医賠責特約保険』 を創設して, 加入の促進をはかってお

ります｡ つきましては, 是非ともこの機会に本特約保険への加入をご検討くださいま

すようお願いします (平成15年７月以降, 毎月随時中途加入が可能となりました)｡

※“日医Ａ会員”とは府医会員で日医Ａ１・

Ａ２会員に加入している会員をさします

現行の日医医賠責保険の上乗せ方式で, 日医Ａ会員が任意で加入する保険｡

①被 保 険 者 ：Ａ会員及びＡ会員が理事である法人またはＡ会員が管理者である

医療施設を開設する法人で

�診療所 (有床・無床) �個人立病院 � 99床以下の法人立病院

②てん補限度額 ：現行保険と合算して１事故 (同一医療事故につき) ２億円 (年間６

億円)

③免 責 金 額 ：１事故 (同一医療事故につき) 100万円

④そ の 他 ：医療施設事故は不担保

◆ 日医医賠責保険と ｢特約保険｣ との関係 ◆ ｢日医医賠責保険｣ の事務体制

<てん補限度額>
２億円

１億円

＜事業主体＞
｢特約保険｣ 保険会社 日本医師会 保険事務部門

医賠責対策室
↓↓

一部外部委託

保険契約

｢日医医賠責保険｣
注：｢日医医賠責保険｣ のてん補限度額は１億円

＜手続主体＞
都道府県医師会

(自己負担分) 免 責 金 額 (100万円)

行為者責任 開設者・
管理者責任 開設者責任 <責任>

Ａ会員Ａ会員
Ａ会員が理事
または管理者
である法人 郡市区医師会

【直扱い契約】

【特約保険の概要】

(中途加入も可)
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【加入を検討される方へ】

すでに日医Ａ会員に加入している会員は,

個人の行為責任については現行保険で１億円

まではカバーされているが, 今回, 特約保険

への加入を検討される際, 以下の項目に該当

する日医Ａ会員においては十分ご検討くださ

い｡ 加入手続きに関しては, 日医医賠責特約

保険担当までご連絡いただきますようお願い

します｡

◇パート, アルバイト, ローテーションの

医師などを含めた, いわゆる非Ａ会員が

起こした医療事故について, 開設者・管

理者としての責任部分の賠償に備えたい

◇法人 (99床以下の法人立病院, 診療所の

み) の責任部分の賠償に備えたい

◇１億円を超す高額賠償請求に備えたい

※勤務医師である日医Ａ２会員については,

１億円を越す高額賠償請求に備えたいと

いう場合にのみご検討ください｡

【特約保険への加入手続き】

①加入手続き：加入を希望する日医Ａ会員

は ｢加入依頼書｣ (一枚目が緑色のもの)

に記入, 捺印のうえ所属の都道府県医師

会に提出する｡ 提出期限は５月15日まで｡

加入依頼書は府医に完備している｡

②保険期間：平成20年７月１日から平成21

年７月１日までの１年間 (今後１年間契

約となる)｡

③掛金：下記掛金表を参照｡

④掛金の納入：都道府県医師会を通じて集金｡

⑤被保険者証の交付：日本医師会より日医

Ａ会員に直送｡

⑥その他留意事項

次年度以降は加入条件に変更がない限り

自動継続｡

特約保険の１年間の掛金

①診 療 所 ２３,０００円

②Ａ２会員 ２３,０００円

③病 院

１病床あたり掛金

補償対象の
病院に常勤
するＡ２会
員数

在籍なし １６,０００円 ＊
一般病床の
許可病床数

＝ × －４０,０００円掛金
１～２名 １５,２００円

３名以上 １４,４００円

＊ ｢一般病床｣ の表示は, 医療法に規定する一般病床と療養病床を含みます

注. 中途加入の場合には, 上記の金額を月割で徴収します｡ 中途加入の手続に関しては, 日医

医賠責特約保険担当までお尋ねください｡
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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｢医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令｣ および ｢薬物に係る

治験の計画の届出及び治験に関する副作用等報告に係る薬事法施行規則の一部を改正する省

令｣ の施行について (日本医師会長)

本件は, 厚生労働省の ｢治験のあり方に関する検討会｣ において報告書が取りまとめられ

たことを受け, 平成20年２月29日に ｢医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を

改正する省令｣ および ｢薬事法施行規則の一部を改正する省令｣ が公布されたことを通知す

るものです｡

②医薬品・医療機器等安全性情報第245号の速報について (日医常任理事)

｢１. インターフェロン製剤によるウイルス性肝炎治療にあたって｣ は同製剤によるウイ

ルス性肝炎治療にあたり, 特に副作用に関して改めて注意を促すため, その種類や発現状況

等についての情報, ｢２. 非麦角系ドパミンアゴニストによる突発的睡眠等について(自動車

の運転等をさせないことの患者説明の徹底)｣ は非麦角系ドパミンアゴニスト服用中に自動

車の運転をして, 突発的睡眠等により自動車事故を起こした事例が報告されたことから, 使

用上の注意の改訂指示等行われたので, その安全対策についての情報, ｢３. 重要な副作用

等に関する情報｣ は ｢シクロホスファミド(経口剤)｣ ｢シクロホスファミド(注射剤)｣, ｢４.

使用上の注意の改訂について(その195)｣ は ｢ニコランジル(経口剤)他(１件)｣ の情報,

｢５. 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５月号に掲載される予定です｡ また, 厚

生労働省の医薬品・医療機器等安全性情報に関するページ (http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/

iyaku_j/iyaku_j/anzenseijyouhou.html) にも掲載されています｡

③｢使用上の注意の改訂｣ について (日医常任理事)

【対象医薬品名】

｢酢酸デスモプレシン｣ ｢硫酸クロピドグレル｣ ｢ビアペネム｣ ｢メシル酸ガレノキサシン水

和物｣

なお, ｢使用上の注意の改訂情報｣ 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) にも掲載されています｡
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京都精神科医会からの紹介です｡

｢はじめての精神科｣

春田 武彦著, 医学書院, 1,890円

やさしい精神科への案内書の形をとっているだけに誰にも読みやす

く書かれている｡ 精神疾患の理解にはまたとない著書として推薦した

い｡ 内容は思いのほか懐が深く, また正直に精神科の治療現場のジレ

ンマにも言及している｡ うつ病をはじめ心を病む人が増加して, 身の

回りに問題をかかえる人をもつのは普通のこととなっている｡ 精神科

以外の医師や援助者にも良い参考書となることは間違いない｡ また精

神科医にも共感が得られて普段の診療に自信がもてる励ましの内容と

なっている｡ (東前医院 東前 隆司)

｢自殺の危険－臨床的評価と危機介入｣

高橋 祥友著, 金剛出版, 4,830円

06年 自殺対策基本法, 07年 自殺総合対策大綱が制定され自殺問題

に国家的取り組みがなされるようになった｡ 著者はそうしたコンセン

サスの構築に深くかかわり, 自殺のプリベンション (予防対策) イン

ターベンション (危機への介入) ポストベンション (遺族への対応)

という大きな枠組みを提起している｡ 現実的にはうつ病やストレス状

況にある人の早期発見と早期治療に尽きるわけであるが, さまざまな

角度から自殺についての考察を展開しており, この一冊を読めば自殺

問題とその対策をほぼ理解できうるものとなっている｡ (東前医院 東前 隆司)

｢人事・総務担当者のためのメンタルヘルス読本｣

鈴木 安名著, 労働科学研究所出版部, 851円

著者は内科出身の産業医ですが, メンタルヘルスに関するエキスパー

トであり, かつ企業の内情にも精通しておられ, 増え続ける職場のメン

タルヘルス事例に, 担当者はどう対応すればよいのか, わかりやすく説

明しておられます｡ なかなか顔を見せない嘱託産業医とどうコンタクト

を取るのか, 主治医である (気難しい？) 精神科医との面談のポイント

は何か, 等々, 担当者の側に立ってメンタルヘルスを論じていますが,

産業医や精神科医にとっても非常に役に立つ一冊です｡ ぜひ一読をお勧

めします｡ (杉本医院 杉本 二郎)

室室室 だ図図図 書 よよよ り
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｢産業精神保健マニュアル｣

日本産業精神保健学会編集, 中山書店, 26,250円

産業保健関連で過重労働・メンタルヘルスに関連する書の出版が多

くなってきた｡ やむを得ない時代の要請でもあるので, それらの書を

手に取ってみるがどれも似たりよったりであまり妙味がないものが多

いのも事実である(失礼)｡ となると, とりあえず概観, 一定のオリエ

ンテーションをつけてくれるものはないのかと考えるのが普通であ

ろう｡

こんなとき, この ｢産業精神保健マニュアル｣ はその大任を果たし

てくれる一冊である｡ しかし, マニュアルといっても大部でもあり, 個人で購入するには高額

であるのが最大の欠点である｡ また, 執筆者が多いのも気になるが (こういう編著には哲学が

ないという個人的な偏見がある), 広域になった産業精神保健をカバーするために現時点では

いたしかたないのかもしれない｡

内容としては産業精神保健の基礎から始まるが, 精神障害の理解, また職場で遭遇する問題

行動への具体的対応策などについても事例を挙げながら簡潔に記載され, また関連する参考文

献なども詳細, 豊富であり, 実に丁寧な書である｡ 類書の中では総合的事典 ｢マニュアル｣ に

位置づけられ, 特に選任産業医の座右の一冊として日々の業務をも惑わせないと思うが如何か｡

(中嶋クリニック 中嶋 章作)

｢看護のための精神医学 第２版｣

中井 久夫 山口 直彦著, 医学書院, 2,940円

系統看護学講座の中の１巻として出されたが, いったん諸般の事情

で絶版となり, 内容を知る人達から ｢幻の名著｣ といわれた初版に精

神医療の最近の変化, 新たな視点が加筆された第２版｡

平易な言葉でかつ奥が深く, 精神医療に携わったことのある人なら,

読みながらこれまで出会った患者さんとの経験が鮮やかに浮かび, 省

みながらも勇気付けられるだろう｡

｢看護のための｣ とあるが, 看護職だけでなく心理職, 精神保健福

祉士, 介護福祉士の方々, 他科の先生方にもぜひ読んでいただきたい｡ 精神科研修医には必ず

読んでほしい｡ 医師向けの教科書にはこのような教科書はない｡ 年数を経て, さらに経験を積

んでから読むと名著といわれる感動を実感すると思う｡ (杉本医院 枡井 裕子)
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平成20年３月16日, しょうざんボウルにて第28回京都府医師会ボウリング大会が行われま

した｡

当日は21名と, ちょっと例年より少ない参加者で寂しかったのですが, 京都医師ボウリング

クラブ会員 (Ａクラス) と, 一般参加者 (Ｂクラス) に分かれて３Ｇを競いました｡ 試合結果

は, Ａ, Ｂそれぞれのグループの中での個人戦と, 参加者全員を４つのグループに分け, それ

ぞれのグループの上位４名の成績で争う, チーム戦も行いました｡

各ボックスとも, ストライクが出ると大きな歓声が上がり, みんなで和気藹々と楽しい時間

を過ごしました｡ ゲームが終わったそのあとは, 美味しい中華料理でお腹がいっぱいになり,

たくさん賞品ももらって, たいへん満足した１日でした｡

まず団体戦ですが, (敬称略)
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という結果でした｡ 各チームとも実力伯仲,

大接戦でした｡

続いて個人戦です｡

Ａクラスは６名のみでの戦いでしたが,

���"# $%�<=>?@�

���12 34�A

-��12 56BC

Ｂクラスは

����� ��BC

���&# DE;A

-���� F�A という結果でした｡

私のスコアは３Ｇで554と184そこそこのア

ベレージで, 普段ならとても優勝できるスコ

アではないのですが, 他の先生方が軒並み調

団体優勝の方々

Ａクラス優勝の藤原先生 Ｂクラス優勝の大西先生
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子が悪く, 棚ぼた式の優勝でした｡ 今回は参

加者が少なかったこともあって, 全員に２個

ずつ, 賞品が当たりました！ 来年度は, もっ

とたくさんの参加者で楽しく, わいわいと投

げたいと思っています｡

さて, 毎回書かせていただいているのです

が, 今回も京都医師ボウリングクラブのこと

をご紹介させていただきます｡ 京都医師ボウ

リングクラブの歴史は古く, 発足は第一次ボ

ウリングブームの頃で, 中山律子プロ (現日

本プロボウラー協会会長) などが, テレビの

どこのチャンネルを回しても, いつも登場し

ていた時代といいますから, すでに40年近い

歴史があります (余談ですが, ｢チャンネル

を回していた｣ 時代があったんですねえ)｡

現在は週１回, 木曜日の夜９時30分からしょ

うざんボウルでリーグ戦を行っているほか,

他府県との交流戦 (関西定期戦, 西日本ボウ

リング大会, 全日本ボウリング大会) などに

参加し, 他府県の先生方とも楽しい交流を図っ

ています｡ 今年も10月に山形県で全日本の大

会が予定されています｡ 全日本では, 全国か

ら約200名のボウリング大好き人間が集まっ

て, 腕を競います｡ 上位の１割の方は, 良い

スコアーを出すことに専心し, 残りの９割の

方は ｢参加することに意義がある｣ という精

神でボウリングを楽しんでいます｡

ボウリングは高齢になってからも夫婦で楽

しむことができる, 数少ないスポーツの一つ

です｡ ぜひ来年度の京都府医師会のボウリン

グ大会には, 夫婦そろってご参加なさってみ

てはいかがでしょうか？ もちろんとりあえ

ずご主人だけ参加されても結構です｡ また京

都医師ボウリングクラブへのご参加もお待ち

しております｡ 正直なところ, メンバーの高

齢化が進み, 今や団体戦も２チーム出せるか

どうかというところです｡ ぜひ若手の先生方

で, ちょっと腕に自信はあるという方, ぜひ

一緒に我々と投げませんか？ お待ちしてい

ます｡ (しょうざんボウルで毎週木曜日の夜

９時30分から練習しております｡ お気軽にお

声をおかけください｡ 詳細は藤原正隆 (電話：

075－781－0976) か, 矢田博之先生 (電話：

0774－41－6250) まで)

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 075－315－5344) 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) [人工呼吸・心マッサージ可] ４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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医 師 国 保
公 示 第 297 号

平成20年４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

第27期支部長・副支部長の選任並びに組合会議員の選出について(公示)

標記の件につきまして, 下表のとおり支部長・副支部長が選任され, また, 組合会議員

につきましても選出されましたのでお知らせいたします｡

任期は支部長・副支部長, 組合会議員とも平成20年４月１日から平成22年３月31日まで

となります｡

支部長・副支部長・組合会議員名簿

任期：平成20年４月１日～平成22年３月31日

支部名 支部長氏名 副支部長氏名 組 合 会 議 員

北 水 谷 均 田 代 研 井 出 � 秀 －

上京東部 豊 田 武 夫 菅 野 達 也 中 村 政 弥 －

西 陣 臼 井 健 雄 大 西 勉 禹 満 林 誠

中京東部 俵 良 裕 田 中 実 俵 良 裕 －

中京西部 山 本 正 人 尾 崎 信 之 川 口 毅 一 色 哲 志

下京東部 鈴 木 優 小 西 正 昭 小 西 正 昭 －

下京西部 桑 名 一 雄 松 繁 洋 桑 名 一 雄 松 繁 洋

左 京 東 道 伸二郎 垣 内 孟 貫 戸 幸 彦 垣 内 孟

右 京 岩 田 征 良 中 安 清 小 室 光 多 田 寛

西 京 谷 村 仲 一 野々村 京 子 宮 地 芳 樹 野々村 京 子

東 山 大 本 一 夫 名 和 正 訓 安 田 迪 之 －

山 科 松 井 隆 史 鈴 木 学 松 井 隆 史 鈴 木 学

伏 見 岸 田 進 吉 田 昭 和 坂 東 一 彦 末 木 守

乙 訓 山 下 元 平 井 幹 二 平 井 幹 二 山 下 元

宇治久世 � 橋 権 也 岡 田 勝 彦 � 橋 権 也 岡 田 勝 彦

綴 喜 澤 井 公 和 西 村 完 生 西 村 完 生 －

相 楽 吉 川 純 弘 岡 田 善 臣 吉 川 純 弘 －

亀 岡 小 牧 貫 治 芳 竹 敏 郎 佐 藤 譲 －

船 井 吉 田 隆 夫 広 野 良 定 吉 田 隆 夫 －

綾 部 畑 芳 樹 山 下 正 道 畑 芳 樹 －

福 知 山 松 山 均 古 川 泰 正 松 山 均 －

舞 鶴 指 宿 昌 彦 田 中 寛 之 岸 田 正 名 －

与 謝 岡 所 明 良 西 � 寛 西 � 寛 －

北 丹 宮 地 吉 弘 新 谷 繁 之 宮 地 吉 弘 －
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医 師 国 保
公 示 第 298 号

平成20年４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

京都府医師国民健康保険組合第27期役員選出について(公示)

標記の件につきまして, 平成20年３月14日開催の第132回組合会にて, 下記のとおり第

27期役員が選出されましたのでお知らせいたします｡

なお, 任期は平成20年４月１日から平成22年３月31日までとなります｡

記

役職名 所属支部 氏 名 新・再

理 事 長 乙 訓 檜 垣 勝 再 任

副 理 事 長 西 京 立 入 克 敏 再 任

常 務 理 事 左 京 安 達 秀 樹 再 任

〃 宇 久 中 西 和 仁 再 任

理 事 伏 見 依 田 純 三 再 任

〃 伏 見 西 村 秀 夫 再 任

〃 西 陣 中 嶋 章 作 再 任

監 事 山 科 鈴 木 能 孝 再 任

〃 左 京 福 田 濶 再 任

顧 問 伏 見 西 祥太郎 再 任

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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『平成20年７月１日発足に向けての一人
医師医療法人の設立申請書』 の受付を下記
の要領で行います｡
＜受付要領＞
①平成20年７月１日発足の申請をされる方
は, 平成20年４月28日(月) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

つ) を京都府医療室へご提出いただくこ
ととなります｡
③一人医師医療法人の事前概要書ならびに
各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡
④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術生涯研修課まで
ご連絡ください｡

平成20年７月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成20年４月28日(月) までに ｢事前概要書｣の提出を

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｡

���������� ｢他山の石｣ 投稿募集

重大な医療事故の発生の背景には, 類似の要因を持つ事故に至らなかった事例 (ヒヤリ・
ハット事例) が存在することから, 医療事故につながり得る要因を把握・分析するにあたっ
ては, ヒヤリ・ハット事例の収集が有効となります｡
本誌では, ｢他山の石｣ コーナーを設け, 会員からのヒヤリ・ハット事例を匿名で掲載

いたしております｡
各医療機関において, 医療事故につながり得る様々な要因を客観的に把握・分析し, 効

果的な医療事故防止対策を講じていただくためにも, 会員各位のご体験を投稿いただきた
く, ご協力のほどお願い申し上げます｡
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今般, 厚生労働省より ｢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) を一部追加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掲載されておりますので, 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｡

医療広告ガイドラインに関するＱ＆Ａ(事例集)更新について

日本医師会では医師国家試験問題の作成を日医生涯教育制度の一環として行うこととし, 会

員からの公募をしておりますが, 今年度も一括して厚生労働省Ｗｅｂサイトに登録するため４

月25日を締め切りとしております｡ 会員各位の積極的なご応募をお願いいたします｡ なお, 間

に合わなくても次回の公募分といたしますのでいつでもご応募ください｡ 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)

医師国家試験問題の公募について

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：京都市左京区下鴨泉川町１－21

○医療設備：内科

○連絡先：075－711－4317 (加納)

医業承継事業について
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2008年４月１日より, 麻しん風しんワクチンの３期・４期定期接種が始まります｡

2012年までの西太平洋地域での麻しん排除 (elimination) に向けて, 95％以上の接種率が必

要です｡ しかしながら, 2006年度に開始された麻しん風しんワクチン第２期 (就学前の１年間

に接種) の接種率は, 京都府では約70％と山梨県についで低く, このままでは麻疹排除にはほ

ど遠い状況です｡

４月から５年間の期限で定期接種となる３期４期は対象者が中学１年, 高校３年相当の者で,

２期以上に広報・啓発が難しく, 学校の果たす役割が重要となります｡ 接種対象者・保護者へ

の啓発・勧奨, 接種の確認・未接種者の把握など積極的に関わっていただくよう京都府・京都

市の教育委員会にもお願いしているところです｡

学校医各位におかれましても, 健診や学校保健委員会などの機会に職員・保護者・生徒への

啓発・指導をしていただくようお願いいたします｡ １期・２期の接種につきましても, これま

で同様引き続き幼稚園・保育所での啓発・指導をよろしくお願いいたします｡

第３期：中学１年生に相当する年齢の者 (年度内に13歳になる者)

1995年４月２日～2000年４月１日生まれの者が該当の年度に順次受けることになります｡

1995年４月２日～1996年４月１日生まれ 2008年度 (４月１日～３月31日)

1996年４月２日～1997年４月１日生まれ 2009年度 ( 〃 )

1997年４月２日～1998年４月１日生まれ 2010年度 ( 〃 )

1998年４月２日～1999年４月１日生まれ 2011年度 ( 〃 )

1999年４月２日～2000年４月１日生まれ 2012年度 ( 〃 )

第４期：高校３年生に相当する年齢のもの (年度内に18歳になる者)

1990年４月２日～1995年４月１日生まれの者が該当の年度に順次受けることになります｡

1990年４月２日～1991年４月１日生まれ 2008年度 (４月１日～３月31日)

1991年４月２日～1992年４月１日生まれ 2009年度 ( 〃 )

1992年４月２日～1993年４月１日生まれ 2010年度 ( 〃 )

1993年４月２日～1994年４月１日生まれ 2011年度 ( 〃 )

1994年４月２日～1995年４月１日生まれ 2012年度 ( 〃 )

麻しん・風しんワクチンの接種について
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【報 告】

１. 第２回設計業者選定委員会の状況

２. 第10回会館建設・会費検討特別委員会

の状況

３. 第９回地区庶務担当理事連絡協議会の

状況

４. 常任委員会委員 (総務部, 会員業務・

学術・養成部関係) との懇親会の状況

５. 基金合審の状況

６. 個別指導再開の状況

７. 新規個別指導の状況

８. 国保合審の状況

９. ２月度労災審査協議会の状況

10. 新規指定前講習会の状況

11. 産業医研修会の状況

12. 京都府糖尿病対策推進講習会－コメディ

カルのための療養指導－の状況

13. 第19回全国車いす駅伝競走大会の状況

14. 府医学術講演会の状況

15. 女性医師の勤務環境の整備に関する講

習会の状況

16. 第５回医療安全シンポジウムの開催

状況

17. ２月度協会医賠処理室会提出件数

18. 第10回臨床研修制度検討委員会の状況

19. 平成19年度母子保健講習会の状況

20. 暖房用重油の購入

21. 介護保険不服審査会の状況

【議 事】

22. 会員の入会・異動２件を可決

23. 常任委員会の開催を可決

24. 第６回会館建設小委員会の開催を可決

25. 第11回会館建設・会費検討特別委員会

の開催を可決

26. 京都府公立大学法人評価委員会委員の

推薦を可決

27. 京都医報配送業者の変更を可決

28. 労災保険診療審査協議会委員の推薦を

可決

29. 母体保護法第14条による指定医師指定

を可決

30 ＡＣＬＳ講習会の共催を可決

31. 第63回府医懇親ゴルフ大会の開催を

可決

32. 府医学術講演会の開催を可決

33. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

34. 第43回京都病院学会の後援並びに日医

生涯教育講座 (３単位) の認定を可決

35. 京都医学会雑誌 (第55巻第１号, 平成

20年６月発行) の作成を可決

36. ｢新たな死因究明制度等｣ に関する都

道府県医師会担当理事連絡協議会への出

席を可決

37. 第118回日本医師会定例代議員会への

出席を可決

38. 近畿ブロック日医代議員協議会への出

席を可決

第45回定例理事会 (２.28)
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【報 告】

１. 平成20年３月１日現在の会員数

２月１日現在 4,246名

３月１日現在 4,242名 (－４名)

２. 会員の逝去

３. 暖房用重油の購入

４. 徳島県医師会との懇談の状況

５. 総務担当部会の状況

６. ２月度基金幹事会の状況

７. 2008年度臨床実習入門コース ｢トピッ

ク講義｣ の状況

８. 個別指導の状況

９. ３月度保険医療担当部会の状況

10. かかりつけ医認知症対応力向上研修の

状況

11. 委員会懇親会の状況

12. 中丹病院群輪番制度運営委員会の状況

13. 南部学校医研修会の状況

14. 府教委医療的ケア実施体制整備委員会

運営会議の状況

15. 第20回禁煙指導講習会の状況

16. 第８回運動器学校検診モデル事業小委

員会の状況

17. ＡＤＬ評価法ＦＩＭ講習会 (初心者コー

ス) の状況

18. 特定健診等実施説明会 (北部地区) の

状況

19. 市民公開講座の状況

20. 第33回腎臓病の総合対策の確立をめざ

すシンポジウムの状況

21. 京都府地域ケアあり方検討会議の状況

22. 府医学術講演会の状況

23. 第10回生涯教育検討小委員会の状況

24. 第４回勤務医部会幹事会の状況

25. 第13回図書室検討小委員会の状況

26. 看護専門学校卒業式の状況

27. 平成19年度日医学校医講習会の状況

28. 都道府県医師会社会保険担当理事連絡

協議会の状況

29. 日医感染症危機管理対策協議会の状況

【議 事】

30. 会員の入会・異動・退会11件を可決

31. 第１回府医選挙管理委員会の開催を

可決

32. 平成19年度京都府医師会一般会計予算

の予備費流用を可決

33. 平成20年度京都府医師会費減免申請を

可決

34. 京都府医師会諸会費の免除を可決

35. 京都府医師会館新築工事基本・実施設

計業者の選定ならびに契約を可決

36. 心臓検診事業部室および労働保険事務

室移転に伴う改修費等を可決

37. シンポジウムの後援および助成金を

可決

38. 新執行部の会務分掌を可決

39. 京都府・京都市等外部審議会委員等の

推薦並びに推薦替えを可決

40. 京都市開発審査会委員候補者の推薦を

可決

41. 事務職員の本採用を可決

42. 事務職員の試用採用を可決

43. 事務職員の人事異動を可決

44. パート職員の退職を可決

45. 平成20年度京都市福祉事務所嘱託医の

推薦を可決

46. 京都府医療扶助審議会委員の推薦を

可決

47. 新規登録保険医講習会への講師派遣を

可決

48. 記載要領, 新点数Ｑ＆Ａ説明会の開催

を可決

49. ４月度および５月度保険医療担当部会

第46回定例理事会 (３.６)

理
事
会
だ
よ
り
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の日程を可決

50. 予防接種講演会の開催を可決

51. シニアスポーツデーへの医師の派遣を

可決

52. 救急法短期実務研修会への後援および

講師派遣を可決

53. 京都市急病診療所出務者報酬および後

送経費改定に伴う契約書等の変更を可決

54. 平成19年度京都府学校保健会第２回理

事会への出席を可決

55. 特定健診, 特定保健指導実施医療機関

名簿のデータベース化を可決

56. 相楽医師会市民公開フォーラム ｢第15

回きょうと健やか21 in 相楽｣ への後援

を可決

57. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

58. ｢新老人の会｣ 第５回近畿フォーラム

の後援を可決

◆◆ ���������	
������������� ◆◆

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｡
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

～ ５月度請求書 (４月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(土) 午後５時まで

△

国保 10日(土) 午後５時まで

△

労災 14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｡




