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写真／南 晃次 (乙訓)

撮影月日；2008年２月21日から29日
マウント・クックとテカポ湖 (写真上)
移動中の羊の群れ (写真左下)
ミラー・レイク (写真右下)

＜お知らせ＞

・｢第34回京都医学会｣ の演題募集
・指定学校医の更新
・Ｇ８サミット外相会合にむけてのテロ対策
・｢クールビズ｣ 実施
・｢ねんきん特別便｣ に関するお願い
・京都府医師会事務局の業務時間
・ミャンマーサイクロンならびに中国・四川大地
震被害に係る義援金の受付
・男女共同参画フォーラムの開催

＜付 録＞

●学術講演会のお知らせ
●生涯教育研修プログラム
●保険だより
●保険医療部通信
●地域医療部通信
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解

説

今回の改定の個々の問題点については (そ

の１) にその大略を解説しました｡ 多くの問

題点が施行以前からすでに浮かび上がってき

ています｡ ここでは, このような問題点の多

い改定が繰り返されていくこの国の医療制度

政策について考えてみたいと思います｡

｢日本の総医療費は対国民総生産比で先進

国中最低の水準にある｡｣ という指摘を我々

医療界は一貫して訴えてきました｡ 現在では

マスコミ全体の論調もこのことを主張するよ

うになりました｡ その主な要因は先進国の中

で決して安価ではない医薬品と不可解な高価

格設定の多い医療材料に対して医療の技術料

が低いことにあります｡ わが国の診療報酬は

昭和40年代以降平成12年度改定までは曲がり

なりにもプラス改定を続けてきました｡ しか

し一方ではこの間ずっと薬価の引き下げが行

われています｡ つまり, この間の診療報酬引

き上げは, みなし技術料として扱われてきた

薬価差益を本来の技術料へ付け替える作業で

あったに過ぎず, この40年間に飛躍的に進歩

した医療技術を適正に評価したものではあり

ませんでした｡ そのことの必然的な結果が今

日の病院医療の困窮の大きな要因になってい

ると考えられます｡ 今日の ｢医療崩壊｣ とい

われる状況を回避するためには現在主に急性

期の入院医療で行われるこうした医療技術の

進歩部分を適正に評価し総医療費をある程度

拡大することが必要でした｡ ところが, 小泉

政権下では2006年骨太の方針による ｢５年間

で1.1兆円の社会保障関連予算の削減｣ 方針

に代表される医療費削減政策が行われ, ｢医

療崩壊｣ を一層加速させることになりました｡

そういう観点から見ると今次の改定は一種

異様なものであったと言わざるを得ません｡

今回の主題のように取り上げられた ｢病院医

療の困窮｣ と診療報酬体系の関係について,

それが ｢病院大変, 開業医楽｣ という基本認

識に矮小化され, ｢外来管理加算の５分間要

件｣ や ｢軽微な処置の再診料への包括｣ 等と

いう信じられないような馬鹿げた改定が行わ

れました｡ また, 大きな話題になっていませ

んが, 従来, 差益の技術料への変換という考

え方で厚労省の専権事項のように行われてき

た ｢検体検査料の引き下げとわずかな検査判

断料の引き上げ｣ についても今回は両者の引

き下げ (生化学判断料Ⅱ＝内分泌関連のみ判

断料引き上げ) が行われました｡ 判断料とい

う技術料も引き下げるということは医療の技

術料の問題であり, 上述の変換作業とは根本

的に意味が異なります｡ しかしながらこの件

は中医協では審議されることもなくまさにこっ

そりと決められてしまいました｡ 実際にはこ

れは大変大きくて個人医療機関や中小病院に

はボディブローのように効いてくることにな

ります｡ 今次の改定を振り返って中医協土田

会長の回顧がインタビュー記事として公開さ

れています｡ それによると １) 医科本体の

＋0.42％が決定されて最初はこれを病院と個

人医療機関とでどう分けるのかと思った, ２)

日本の総医療費

������� �� ��

平成20年度診療報酬改定 (その２)
－医療制度政策のありかた－

���� ����

今回の改定と中医協審議
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説 ところが日医が今回のプラス分は全て病院に

という意見だったので病院医療のどの部分に

配分するかが作業点と考えた, ３) ところが

今回のプラス改定方針の大きな根拠となった

政管健保への国庫負担分750億円を肩代わり

した健保連側の, 病院支援に開業医分からも

支出を, という意見が強く, ４) 厚労省の考

えを訊いたところ, 総額で1500億円を病院支

援に必要ということだったので＋0.42％＝

1100億円との差額400億円を開業医からとい

うことになった, となっています｡ 問題は

３) と４) です｡ まず, ｢750億円を支出した

ことで開業医からの支出に健保連が強気だっ

た｣ ということについては大きな異論があり

ます｡ そもそも平成14年改定時に, 従来の投

薬日数の14日縛りが原則撤廃されそれによっ

て多くの外来医療の例で28日投与が行われる

ようになりました｡ これによってそれらの例

では, 月２回算定可であった特定疾患療養管

理料 (225点×２) の内の１回分が自動的に

失われることになりました｡ 以来６年間のこ

の逸失分の総額は幾らになるでしょうか｡ そ

の後の中医協においてもこの医療技術料の実

質的逓減について議論されたことはありませ

ん｡ 我々からすれば, 今回の健保連750億円

支出の財源にはこの逸失分が少なからず寄与

しているはずであり, この支出によって健保

連の主張が強固になりさらに開業医分からの

支出を求められなければならないいわれなど

全くなかったというべきでしょう｡ また, 病

院支援の総額予定を厚労省に訊いて, という

件には開いた口が塞がりません｡ 現在の中医

協は過去のように改定率を決める権限を持た

ず, 内閣において決定された改定率の中でそ

の配分を審議する機関となっています｡ 配分

議論の前提に厚労省案を置きその下で審議す

る, ということなのであれば中医協は一段階

その仕事を放棄していると言わねばなりませ

ん｡ 今次改定は ｢＋0.42％の全てを病院支援

に当てた｡ しかしなお不十分であった｡｣ が

結論であるべきでした｡

今回の改定の大きな特徴として前面に打ち

出された ｢病院大変, 開業医楽｣ は直接的に

は例年行われる厚労省の ｢医療機関経営実態

調査(実調)｣ のデータによるものです｡

昨年秋のこの実調報告に対し日医は ｢その

調査客体の少なさと偏り｣ を指摘し, 独自に

従来から日医として続けてきた TKC全国会
の協力による調査をより平均的な結果として

中医協に提出し各委員からは (健保連も含め

て) より正確な実態調査という評価を得てい

ます｡ その中では大病院に比べ中小病院の経

営危機がより深刻であることが明らかになっ

ている他, 個人医療機関についてもその損益

分岐点は90％を越えていることが示されてい

ます｡ また日医は本年１月には, 日医総研の

ワーキングペーパーを発表しその中で開業医

の収益が平均で勤務医に比べ不当に多いもの

ではないことも示しています｡ にもかかわら

ず, 中医協では土田会長自身がこの政府実調

を基に ｢開業医は楽｣ を規定し審議の方向を

誘導しました｡

これには後日談があります｡ 改定終了後に

｢じほう｣ が主催した討論会で日医の中川常

任理事が ｢開業医の損益分岐点も90％を超え

ている｣ ことを示したのに対し, 改定の主役

であった厚労省保険局医療課長の原氏はなん

と ｢開業医の損益分岐点は開業医個人の取り

分を下げればどうにでも下がる｣ と言い放っ

たのです｡ ｢開業医は (不当に) 楽｣ という

イメージが厚労省の中にもあり, 政府税調,

財政制度等審議会にもあり, そして経済財政

諮問会議にも財務省にも蔓延していることが,

今後の大きな問題になるでしょう｡ 次期の中

医協審議ではこのような考え方そのものを実

態に即して覆すところから始めなくてはなら

ないと思います｡

この制度の必要性や運用のあり方について

は今次改定とは関係なく多くの紙面を必要と

するものになりますので, 機会を改めてとい

後期高齢者医療制度
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説うことにしたいと思いますが, 法令の発足に

伴い今回初めてその診療報酬体系が設定され

ましたので, その中の問題点についてのみこ

こでは述べることにします｡ (包括外来診療

料については (その１) で解説されています

のでそれ以外の部分について)

�� �

制度の発足にあたり, 厚労省の文書には

｢高騰する医療費の痛みを高齢者にも分かち

合ってもらうため｣ と記されました｡ きわめ

て不適切な表現と言わざるを得ません｡ 高齢

者の一人当たり医療費は若年世代にくらべ確

かに高額ですが個々の疾病あたりの医療費は

若年世代と大差ないことはすでに分かってい

ます｡ 加齢に伴い複数の臓器異常が起こりや

すくなることによって一人当たり医療費とし

ては高くなりますが, 生物学的に必然の多病

が高齢者の責任でしょうか｡ このような発想

の下にこの制度を発足させると読み取れるよ

うな記述が多くの国民の反発を受けるのは当

然のことといえます｡

������	
�

従来の老健法にはなかったものが明記され

ました｡ 資格証明書は市町村国保において１

年以上の保険料滞納者に発行されるもので,

この状態では受診にあたって保険給付を受け

られず全額自己負担になります｡ 保険料を完

納した時点での被保険者としての資格回復を

証明しているものがこの資格証明書というこ

とです｡ 年18万円以下の年金受給者では保険

料は納付制ですがここで１年以上にわたる滞

納が想定されかつこれに対しての資格証明書

の発行が今回設定されたことになります｡ 本

来であればこうした経済状況にある方には生

活保護法が適用されそれによる医療券の発行

によって受診時の医療給付は保証されるべき

ものであり, そのことが担保されるのであれ

ばこの規定は要らないはずのものです｡ 経済

的困窮によって医療保険料を払えずかといっ

て生活保護も受けられない状態, というもの

がこの新たな規定のなかで想定されていると

すれば, まさに ｢姥捨て｣ というしかない深

刻な状況を生み出すことになりかねません｡

�����

｢家族の願望による無駄な延命治療の結果

医療費が高騰すれば, 若年者が高齢者医療を

支援する意欲を削ぐ｣ と厚労省担当官がこの

診療料の意味を解説したそうです｡

これは本当に高齢者の尊厳をあからさまに

傷つけるものです｡ ｢終末期医療費の無駄｣

の議論は高齢者に限ったことではありません｡

そして基本的にはわが国で大変遅れているリ

ビングウィルの法制化の問題でもあります｡

死期が近づいてから延命治療の希望の有無を

確認する, というのはあまりにも安易な発想

でしょう｡ 医師もまた, 高々2000円でこんな

作業を請け負うのはまっぴらごめん, という

ことではないでしょうか｡ 主治医は普段から

もっともっと細心の注意を払いつつ患者や家

族と対応している, 苦労するのはリビングウィ

ルの法制化が遅れているために家族のコンセ

ンサスを得にくいことにあるということをはっ

きりと示さなければなりません｡ 後期高齢者

医療にのみこのような診療料を設定したこと

にも大変大きな問題があり, 高齢者の医療を

差別的に抑制しようとするものであるという

批判を免れることはできません｡ また, この

制度設定の基本になった厚労省社会保障審議

会 ｢後期高齢者の医療の在り方に関する特別

部会｣ 答申に示された ｢75歳以上の医療は74

歳までの医療との間に格差があってはならな

い｣ という基本的な考え方にも反するもので

あることを指摘しなければなりません｡
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第１回地区庶務担当理事連絡協議会が４月26日(土), 京都国際ホテルで開催され, 地区

から24名, 府医から19名が出席｡ 協議会では庶務関係連絡事項をはじめ, 各種重要情報を

伝達, 各地区での周知を要請した｡

森府医会長は冒頭の挨拶で, 本年度４月か

ら始まった特定健診・特定保健指導について,

連休明けから動きが活発になるとの見通しで

あり, 現在スタッフ等を準備中であることを

報告, 地区によって対応が異なることがあり,

今後も協力いただくよう依頼した｡

また, 中央では後期高齢者医療制度におい

て, 後期高齢者診療料の算定が大きな課題に

なっているとした上で, 基本的な問題は医療

制度から見て今後どうするのか, 医療側とし

ては後期高齢者を従来どおりで診療していく

のか等が問題となるとした｡ さらに, 後期高

齢者医療制度のあり方が本当にこのままでい

いのかという議論も必要との認識を示した｡

また, 後期高齢者診療料については, 積極的

に診療料を取ることは勧めないが, 届け出を

して診療料を取ることの妨げはしないとの考

えであるとした｡

さらに, 医療安全調査委員会の問題につい

ては, 日医は第３次試案のままで押し切ろう

としているが, 不備な点があるため, 運用上

先生方に迷惑のかからないように修正を重ね

ていきたいとの意向を示した｡

｢地区医師会長への連絡・依頼事項｣ を各

地区に配付, 特に会員逝去時の対応や医療機

関名称問題 (広告規制) 等に触れ, 協力を依

頼した｡ また, 本年４月より医療法の改正に

より診療科名の広告が４つの要素を組み合わ

せたさまざまな科名が広告可能となったこと

を報告した｡

さらに, 例年開催している地区医師会との

懇談会について, 昨年度と同様開催し, 希望

の地区では保険医療懇談会も併施することを

報告し, 各地区における協力と多くの会員の

参加を要請した｡

地区役員改選に伴う府医代議員・予備代議

員の変更がある場合は, 諸手続きのため府医

総務課に連絡いただくよう依頼した｡

来年４月から裁判員制度がスタートするに

あたり, 裁判員制度説明会を府医で開催する

予定であることを報告｡ 各地区において独自

に開催を希望の場合は, 府医総務課に連絡い

ただくよう依頼した｡

各国の要人および関係者等が多数入洛する

第第第１１１回回回地地地区区区庶庶庶務務務担担担当当当理理理事事事連連連絡絡絡協協協議議議会会会開開開催催催

������������������������			


������

庶務関連連絡事項について説明

地区役員の改選に伴う府医代議員・
予備代議員の補欠選挙について

裁判員制度説明会について

京都外相サミットに向けてのテロ
対策について
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にあたり, 地区にてテロ対策の予備知識・留

意点を周知いただくよう依頼した｡

３月下旬～４月中旬にかけての社会・医療

保険状況について説明した｡

加えて安達府医副会長は, 厚労省がまとめ

た後期高齢者診療料の疑義解釈で, ｢主病は

１つで原則１つの医療機関が診る｣ との考え

を明確化したことが問題であるとの見解を示

した上で, 診療料を算定するにあたっては,

他院の受診状況等について受診者に確認の上,

診療に対応いただくよう依頼した｡

(京都医報５月１日号の保険医療部通信で

保険医療部としての考え方等を掲載)

京都府のホームページの専門医療機関リス

トに未掲載の医療機関でも, インターフェロ

ン治療に関して申請することで, 助成治療を

行うことが可能であることを報告, 併せて申

請いただくよう依頼した｡ また, 患者認定に

ついて, ４月以降でも４月１日に遡って医療

費助成の対象になることを地区で周知いただ

くよう依頼した｡ (詳細は京都医報５月１日

号に掲載)

本年度４月から, 京都市については, 中学

１年生と高校３年生に麻しん風しん混合のワ

クチンを５年間予防接種することになったこ

とを説明し, 京都市保健福祉局が作成してい

る予診票を利用いただくよう依頼｡ また, 予

診票に付いている予防接種済証の ｢提出用｣

を学校で集めることで, 学校でも接種の有無

を確認することから, 接種済証を必ず渡すよ

うに地区での周知を依頼した｡

京都市と府医の間で本年４月からのがん検

診委託単価が決定したことを報告し, これを

参考に各市町村との交渉いただきたいとした｡

５月に予定している京都府医師会学術講演

会を紹介, また, ９月28日(日) に開催する

京都医学会についても紹介し, 演題の募集お

よび参加を呼びかけた｡ また, 今年度より講

演会の一層の充実のため, 講演の最後にＱ＆

Ａの形で演者にまとめを行っていただくよう

要請することになったことを報告した｡

京都府医師会生涯教育セミナーについて,

今回は ｢頭痛｣ をテーマに神経内科, 脳外科,

精神科, 眼科など各専門医の立場から総合的

に講演いただくとし, 参加を呼びかけた｡

４月24日(木) に日医で厚生労働省第三次

試案に関する都道府県医師会担当理事連絡協

議会が開催されたことを報告 (詳しくは, 京

都医報５月１日号に掲載)｡ 日常診療で死亡

事例が発生すると医療過誤はなかったと考え

られる事例でも報告しないと刑事訴追をうけ

る可能性が現実問題としてあることから, 医

療崩壊・医療消滅につながるという強い懸念

を持ち, 診療に関連した死亡事例について医

師法第21条による訴追を受けないような仕組

みを作らないといけないため, 今回の検討が

行われていること説明｡ また, 第３次試案で

考えられている医療死亡事故の調査に関する

新しい仕組みのイメージについて説明した上

で, 府医としては, 委員会の設置場所を厚労

省とすること, また委員会の構成メンバーに

専門家以外の人が関わることに異議を示して

いるとした｡

今回の第３次試案では, 医師法第21条の解

最近の中央情勢について

肝炎治療に対する医療費助成につ
いて

３期・４期麻しん風しん予防接種
予診票について

がん検診単価の改定について

学術講演会の今後の予定と京都府
医師会生涯教育セミナーの開催に
ついて

医療安全調査委員会について
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釈については, 具体的内容は検討中とのこと

で明らかにされなかったが, 仮に医師法第21

条が適正に改正されたとしたら, 医師会のす

るべき事は, 医学と医療安全の発展のための

原因究明と, 再発防止のための調査委員会を

診療の過程で生じた予期せぬ死亡, または重

大な障害を対象に設置することであるとの考

えを示した｡ 加えて橋本府医理事は, 従来の

医師法第21条と法医学会の考え方について説

明した上で, 日医は新制度の創設を早急に進

めようとしているが, 綿密な議論をしないと

いけないとの考えを示した｡

11月30日(日) に近畿医師会連合学校医研

究協議会を開催することを報告し, 地区の予

定が重ならないよう, また多数参加いただく

よう依頼した｡

協議会で報告された伝達事項等が, 会員の

先生方に伝達されるのに時間がかかることか

ら, 府医ホームページの会員ページに協議会

議事録を掲載することになったことを報告｡

今回の協議会の議事録から掲載するとした｡

与謝から, 開業医や自営業の方が裁判員と

して裁判に参加した場合に所得補償がないこ

とに懸念が示された｡

右京から, ｢特定健診の府医が受ける対象

者｣ に関する質問に対し, 福州府医理事は,

先日開催された連絡協議会で集合契約の話が

出ていたことを報告｡ 国の特定健診の基準は

項目数が少なくなっているが, 従来どおり行

いたいと市町村国保と交渉してきたことで,

ある程度, どの地区においても市町村国保で

行う健診については項目の上積みができてい

るとした｡ 一方で, 政管健保・健保組合は,

一括して集合契約で契約することになるうえ

に, 国の基準でしか契約できない状況である

とし, 交渉がまとまり次第, 現在協力医療機

関として手挙げいただいている医療機関に受

けていただけるか案内を送付する予定である

とした｡

第57回近畿医師会連合学校医研究
協議会総会について

地区庶務担当理事連絡協議会の議
事録について

地区からのご意見・ご要望

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
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５月10日(土), 各専門医会長と府医執行部との懇談会が京都ブライトンホテル

において開催され, 各専門医会から16名, 府医から24名が参加, 中野府医理事の司会のも

と, ｢専門医会室のあり方について｣ ｢診療報酬改定ならびに保険医療協議会への協力依頼｣

｢医療推進協議会への協力要請について｣ ｢府医在宅医療サポートセンターについて｣ ｢地

域連携パス｣ ｢学術講演会における 『確認問題』 の実施について｣ ｢広告可能な診療科名の

改正について｣ をテーマとして約２時間にわたり, 活発な意見交換が繰り広げられた｡

冒頭, 森府医会長は挨拶の中で, 今回の診

療報酬改定に触れ, 後期高齢者医療制度につ

いては, 以前から疑義が多いとして, 75歳を

境に医療の区別をしてはならないと反対を表

明してきた経過を説明｡ 厚労省が高齢者を集

めた新たな保険制度を創設したことは明らか

に医療費削減を目的としたものであり, 最近

になって色々な問題が表面化してきているが,

そもそも後期高齢者医療制度が必要かという

ことや, 保険料負担, また後期高齢者診療料

の問題などについて我々はどう対応していく

か議論していく必要があると強調した｡

また, 日医唐澤執行部の２期目がスタート

したが, 診療報酬の改定のたびに会長選挙を

行っているようでは日医が弱体化するばかり

であるため, 近医連としても対立候補を擁立

せず, 外からしっかり見ていこうということ

で, 大阪府からは三上常任理事, 中国・四国

連合からは山口県前会長の藤原常任理事が出

られオールジャパンの体制が少しは整ったと

思われるので今期は多少の期待を持ちながら

見ていきたいと述べた｡

最後に, ｢専門医会長会議は年に１回のた

め密度の濃い議論を期待している｡ 忌憚のな

い意見を多く聞かせていただきたい｣ と述べ,

挨拶を締めくくった｡

中野府医理事は, 昨年に引き続き同じテー

マで, 専門医会室のあり方について問題提起

を行った｡

中野府医理事は府医から各専門医会に対し

て助成金を交付していることを前置きした上

で, 現在, 府医会館内に事務局を置いている

14の専門医会については, 専任職員の人件費

および家賃相当の支出をしており, 事務局を

置いていない専門医会と明らかに差が生じて

いるが, 新会館への移転を契機に各専門医会

に対して公平に相当の負担をしていただくこ

とを検討していることを示した｡

続いて, 森府医会長からは, 専門医会と府

医との関係はパラレルであって支配下にある

ことはないとした上で, 学術団体として今後

も支えていく必要があることは基本であるが,

今後会員の高齢化による会費収入の減少が見

込まれることや, 新会館のランニングコスト

各各各専専専門門門医医医会会会長長長ととと府府府医医医執執執行行行部部部とととののの懇懇懇談談談会会会開開開催催催
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等も現状では把握できていないが増加するこ

とは間違いがないこと等を勘案すると, 移転

後には相応の費用負担をお願いすることにな

るだろうとの見通しを示した｡ また, 各医会

によってバラつきがある業務量をそれまでに

できるだけスリム化していただくよう要請

した｡

各専門医会からは, 一定の負担はやむをえ

ないとの建設的な意見が寄せられたが, 現在

交付している助成金を止めて負担に回せない

のかとの意見があった｡ これに対し森府医会

長は, ｢助成金のあり方も含めて再度検討す

る｣ と回答をした｡

また, 現在自前で事務局を持っている医会

も事務をお願いできるのかとの質問に対して

は, 全ての専門医会に対して公平に考えてい

るため希望があれば受ける予定であるとしつ

つも全ての業務を受けるのではなくどのよう

な範囲まで受けるかは今後検討が必要と回答

した｡

西村府医理事は, 本年は京都府が主務地で

ある, 近医連保険担当理事連絡協議会でのア

ンケート結果を資料として, 平成20年度診療

報酬改定の問題点を９つの項目にまとめたも

のに対する各府県からの意見を集約したもの

を発表した｡

問題点の主なものとしては, ｢初・再診料

の夜間・早朝等加算｣ ｢外来管理加算の見直

し｣ ｢後期高齢者診療料｣ などが挙げられた

が, とりわけ ｢外来管理加算の見直し｣ ｢後

期高齢者診療料｣ の見直しについては, ｢懇

切丁寧な診察, 説明時間“概ね５分”の目安

の根拠はなく, 医師の裁量範囲内の問題で,

規制する性質のものではない｣ ｢一人の患者

について主病は１つ, １患者１医療機関に限

定されることは,“人頭払い制”への布石で

あり, フリーアクセスを損なう制度である｡｣

等の意見があり, 全ての府県が異論を唱えて

いることを報告した｡

また, 通常であれば次期改定に向けて, 前

年に地区医師会, 専門医会等の意見を聞いて

日医に対して要望をあげていたが, 時間がな

いということもありかなり府医の意向が強い

ものになっていた｡ 次回からは各団体から委

員を派遣していただき意見を集約する ｢保険

医療協議会｣ を立ち上げていくことを検討し

ていると報告した｡

さらに安達府医副会長からは, 改定のたび

に不合理なものが持ち込まれていたが, 特に

今回の改定はその性格が強かった｡ 今までも

地区の社会保険担当理事連絡協議会は開催し

ていたが, やはり個々の診療科に対する具体

的な影響や事象等を把握する必要があること

から, ぜひ専門医会の先生方に委員の派遣を

お願いし, それに加えて療養病床協会, 私病

協, 府病協の各団体などと一緒に議論をお願

いしたいと考えていると述べ, 協力を要請

した｡

また, 京都医報５月１日号および日本医事

新報に外来管理加算の問題点について掲載し

たので一読の上, 意見を頂戴したいと付け加

えた｡

安達府医副会長は, 昨年６月に４地区合同

開催をし, 各会場で予想以上の成果であった

イベントを今年も秋頃に開催する予定である

ため, その際には協力をお願いしたいと要請

を行った｡

北川府医理事は, 昨年秋に実施したアンケー

トの結果について, 診療科によってばらつき

があるものの在宅医療の実施状況については,

約７割強の医療機関で実施または実施可能で

あるという現状を発表した｡

また, 在宅医療の実施のための条件として,
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病院との連携, 訪問看護の充実, 在宅チーム

医療, 本人・家族の理解, ケアマネとの連携

などの回答が多くを占めているが, 在宅医療

を円滑に推進するにはそれらの条件を整える

必要があり, それをするのが府医在宅医療サ

ポートセンターの役割であるという認識を示

した｡

本来, 在宅医療というのは医療費削減の道

具ではなく, 患者自身のＱＯＬを向上させる

のが目的であり, それを実現させるための在

宅医療を目指すことも付け加えた｡

今回設立したサポートセンターの主な事業

としては, 住民・患者・家族向け事業により,

府医ホームページにて地区医師会と連携した

主治医の紹介｡ 会員向け事業としては, 研修,

相談窓口などの基盤整備や医療機関データベー

スなどがあり, 将来的には在宅のことは府医

に聞けば何でもわかると言われるようにした

いと報告を締めくくった｡

高橋府医理事は, 地域連携パスについて,

経緯や現在の進行状況について報告を行った｡

府医では2005年より京都府やリハビリ関係

団体などに呼びかけ京都府リハビリテーショ

ン連絡協議会を開催し情報交換を行ってきた｡

2006年の診療報酬改定により, 京都府内に

おいても病診連携という形で大腿頚部骨折の

地域連携パスの取り組みが開始され, 2007年

９月には公的病院整形外科の参加を得て京都

府リハビリテーション懇談会を開催し, 個別

に病院間で実施されている地域連携パスを京

都府全体で実施することに合意した｡

本年１月から管理病院３施設より連携病院

４施設で10数例が共通パスで運用されている

が ｢共通パスは使いやすい｣ という意見があ

る一方で, 電子カルテへの移行, 院内パスと

の調整などの問題点が挙がっている｡ また,

基本的に紙ベースで運用することも確認され

たが, 記入漏れが多いという意見もあり, 達

成日や目標は理学療法士, ゴールは医師, 生

活動作は看護師がそれぞれ記入するなど多職

種間での分担を明確にして記入漏れがないよ

う工夫していくこととなった｡

また, 今期の診療報酬改定により地域連携

パスの対象疾患に新たに脳卒中が加わったが,

これを受けて検討会議を開催する予定であり,

今後対象疾患が増えることが想定されるので

対応していきたいと述べた｡

地域連携パスというのは治療法やリハビリ

の押し付けではなく, 漏れの少ない情報伝達

の手段として有効に利用されるよう期待して

いるので協力をお願いしたいと締めくくった｡

小野府医理事は, ６月以降の学術講演会か

ら, 講演会の最後にこれだけは覚えて帰って

いただきたいという項目について, 講演の最

後にＱ＆Ａ形式などの簡単なまとめのスライ

ドを用意いただき聴講者への問いかけと解説

をいただくことにより受講者の印象を強めて

いただくよう府医として講師の先生方に要請

する予定であることを報告した｡

これに対して各専門医会長からは, 悪いこ

ととは思わないがそこまでやる必要があるの

かなどの質問が出された｡ 森府医会長は,

｢今後社会保障費が削減されていく中で果た

して医者は何が出来るのかということが問わ

れる｡ 知識, レベルの向上, 技術のアップは

ともかくとして, 医療側はこれだけ研鑽を積

んでいるということを示す必要があり, 生涯

教育をきっちりやっているということを社会

にアピールしておかなければならない｡ 講演

会で得られたことを最後にサマライズされて

お帰りいただくのも一つの方法であると考え

た｣ と回答した｡

また, 講演会で使われたスライドは非常に

良いものが多く出来ればＣＤなどに焼いて配

付していただくなども検討してほしいという

要望があり, 安達府医副会長は, ｢現在動画

配信も行っているのでそれを十分に活用して

������
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いただきたい｡ ＣＤの件はもっともであるが,

講師の了解が得られるかということと, 費用

のこともありすぐには出来ないが一歩ずつやっ

ていきたい｣ と回答した｡

また, 講師を依頼するだけでも大変なのに

最後のサマライズまでお願いできないので何

とか再考していただきたいなどの意見も出さ

れ, 小野府医理事より, 大切なポイント数点

をまとめのスライドの形でお示しいただきた

いとの趣旨であり, 柔軟にお考えいただきた

いと回答した｡

中野府医理事は, 医療法改正に伴い本年４

月から, 従来から広告可能とされてきた診療

科名の一部に今後広告することが認められな

くなるものがあると報告した｡ また, 以前は

認められなかった事項である ｢身体や臓器の

名称｣ 等との組み合わせにものも新しい診療

科名として広告が可能になったと併せて報告

した｡

これに対して各専門医会からは, 耳鼻いん

こう科の ｢いんこう｣ がひらがなで表記され

ているが, 漢字表記は可能か, またこれに関

しては, 日本耳鼻咽喉科学会が厚労省に正式

申入れを行っていることが報告された｡

(※いんこうの漢字表記については行政に

確認し ｢可能｣ との回答を受けております)

麻酔科学会からは, ｢ペインクリニック科｣

が広告できないとされたが, ペインクリニッ

ク学会は存在するのに実態と合わないのでは

ないかとの疑問が出された｡

�������

Ｑ. 開業医が少ない科ではあるが, 今後も

目を向けていただきたい｡

Ａ. 開業医が少ないからといって扱いを変

えるつもりはない｡ トータルに見て不公

平にならないようにしたいと思っている｡

(森府医会長)

��	
����

Ｑ① 舞鶴地区の医師不足は深刻｡ ４病院

統合の話もあるが進展はない｡ 行政

(京都府) が動かないと進展はないが,

それには府医の強い後押しが必要と考

えるのでお願いしたい｡

Ａ① 舞鶴については憂慮している｡ それ

ぞれの病院の存続がかかっているので

早期に結論は出ない｡ 相当政治的な力

が動かないと厳しいと思うが, 舞鶴市

長や舞鶴医師会の意向を確認し, それ

によっては府医も何らかの対応が必要

と考える｡ (森府医会長)

Ｑ② 第３次試案に府医の見解を聞きたい｡

Ａ② 先日, 日医から第３次試案について

のアンケートがあり, 府医のスタンス

として反対の意見を出した｡ アンケー

トの全国集約としては約８割が賛成で

あったが, 各項目ごとの反対意見も多

かった｡ 日医は法案化することで頭が

一杯だが５月25日の近医連定時委員総

会の分科会においてこの議論をする予

定だ｡(橋本府医理事)

�������

｢運動器の10年｣ というキャンペーンを

行っている｡ 生活習慣病に対して, 生活機

能病というのをアピールしているのでぜひ

ご協力いただきたい｡

�������

健康日本21のスライドが出来上がった｡

各府県が使いやすい内容になっているので

ぜひ利用していただきたい｡ また, 府医ホー

ムページに専門医が掲載されているので,

質問等があれば遠慮なく申し出てほしい｡

��������	
�����

�������
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スポーツ医学委員会 〈 答 申 〉
��������	
��������

���������	��

委�員�会�だ�よ�り�

＜スポーツ医学委員会＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長, 敬称略)

足立 哲司 (学際研スポーツ医科学センター) 上田 忠 (伏見)
太田 学 (市教委) 大野 伸一 (府体協) 木谷 輝夫 (西陣)
木村 祐子 (京都栄養医療専門学校) ◎日下部虎夫 (上東)
清水 長司 (宇久) 天満 真二 (西京) ○原 邦夫 (上東)
○福山 正紀 (上東) 渡邉 孝 (府教育庁)

担当副会長 久山 元 担当理事 俣野 憲一

上記の諮問を受け, 本委員会では一般スポー

ツ愛好者の健康スポーツ活動および発育期の

スポーツ活動への支援事業を企画した｡ また,

これまでの継続としてアスリートの競技力向

上のための事業も行った｡

近年, 医療, 医師への不信が高まる中, ス

ポーツ現場における府市民と医師の触れ合い,

障害予防等のスポーツ医学の普及は不信の払

拭に資するものと考え, これまで以上に地域

社会とのつながりを深く持つため, 府内にお

いて設立されている総合型地域スポーツクラ

ブと医師会との連携の検討, 各種スポーツ大

会の医療救護態勢への積極的な参画, さらに

各種団体と連携し, スポーツ愛好者への健康

スポーツ活動に関する講演会を実施した｡

また, 発育発達期のスポーツ活動において

は安全かつ適切な運動指導が重要であるが,

昨今の学校クラブ活動, スポーツ少年団の活

動, さらに加熱する京都市大文字駅伝におけ

る練習内容に懸念を示し, 一過性のオーバー

な練習ではなく, 安全にかつ将来もスポーツ

を楽しめるような練習を指導者に啓発するこ

とを目的に, 前期に引き続いて, 大文字駅伝

参加者の追跡調査を行った｡

森府医会長に答申を手渡す日下部委員長

検討事項および実施事業内容は以下のとおり

１. 総合型地域スポーツクラブへの医師会の

関わり

２. 小学生への医科学サポート

３. 高校生アスリートのための医科学サポー

ト事業

４. 講演事業

５. スポーツ大会事業

６. ｢スポーツ医学の心得｣ の改訂

７. 日医認定スポーツ医学再研修会

｢総合型地域スポーツクラブへの医師会の

関わり｣ については地域住民の主体的な総合

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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的スポーツクラブの合理的かつ円滑なる運営

には, その企画, 運営はもとより安全管理と

健康指導など医師会およびスポーツ委員会の

役割と重要性は高い｡ 今期の活動として, 総

合型地域スポーツクラブである野田川町スポー

ツクラブ設立の記念としてクラブ員を対象に

研修会を実施した｡ 清水委員による ｢安全に

スポーツを行うために｣ と題しての講演とス

ポーツトレーナーを帯同しての安全かつ効果

的なトレーニング方法や救急処置, テーピン

グの手技などの指導などが行われ好評であっ

た｡ 今後とも広く府内の総合型スポーツクラ

ブにおいて同様の研修会の企画を考えたい｡

さらに, 総合型地域スポーツクラブ設立の本

来の目的を住民および医師会員に啓発し, 積

極的な行政とのパイプ作りに努める必要が

ある｡

｢小学生への医科学サポート｣ 事業に関し

ては幼小児期からの過激化する専門スポーツ

トレーニングにより発育期のスポーツ傷害の

問題が増加している現状がある｡ 前回委員会

から継続して, 年々過熱化する京都市小学生

の大文字駅伝の実態調査を行った｡ 継続事業

として学際研究所において, 出場選手の卒業

後のスポーツ活動に対するモチベーションに

関するアンケート調査と体力測定などを実施

した｡ また, 以前から施行されていた大会前

内科的検診に加えて昨年度より整形外科医に

よる運動器検診を実施した｡ 結果, 予想どお

り多くの選手が運動器の障害を抱えているこ

とが明らかとなった｡ 今後はスポーツ障害予

防の見地から検診時期の変更や障害予防の啓

発活動の必要性を考慮したい｡ また, その他

のスポーツ種目においても発育期のスポーツ

活動の実態調査を行い, 学童期の安全スポー

ツ, 安全管理についての指導体制の確立が必

要である｡

｢高校生アスリートのための医科学サポー

ト事業｣ として本委員会が継続している高校

生のスポーツライフマネージメントは, かな

り高校生アスリートの中で浸透しておりその

有用性は高い｡ 今後とも, 府立高校のみなら

ず市, 私立高校へも本事業を拡大し継続し

たい｡

｢講演事業｣ としては京都府体育協会との

協力事業 ｢府民のスポーツに関する悩みを解

消するスポーツ相談｣ でドーピング検査に関

するアスリートの知識と意識高揚のため ｢ア

ンチドーピング検査について(天満,原委員)｣,

中高年者の安全なスポーツ活動推進のため

｢効果的な中高年のスポーツ(清水,木村委員)｣

が実施された｡ この事業は講演会のみならず

アスリート対象とした相談事業が年２回実施

されており, 高校生アスリートを中心に好評

を得ており今後も継続する必要があろう｡

その他の講演会としては日医認定スポーツ

医学再研修会において ｢新しい救急蘇生につ

いて (福山委員)｣ ｢ドーピングについて (天

満委員)｣ が実施され, この３月には ｢適切

な運動処方のためのメディカルチェックと体

力測定 (学際病院 平田俊幸)｣ ｢今から備え

る ｢熱中症｣ 対策 (福山委員)｣ の講演が行わ

れた｡ スポーツドクターの研修のための講演

会であり, その時期にふさわしいテーマと演

者の選定など本委員会の重要性は高い｡

各種スポーツ競技会へのスポーツドクター

やナースの派遣も本委員会の重要な事業の一

つであるが, 各大会・競技会の主催者の安全

管理に関する認識が異なっており, 派遣され

る医師や看護師の責任問題が浮かび上がり,

派遣者の業務内容と責任範囲の確認およびそ

の改善の必要性が明らかになった｡

本委員会の活動はアスリートの競技力向上

のための医科学サポートから安全スポーツ,

健康スポーツを目的とした事業へとシフトし

ている｡ 今後は少子・高齢化の時代背景を踏

まえ成長期の安全スポーツ指導や安全管理シ

ステムの構築に加えて, 中高年および有病者

への安全かつ効果的なスポーツ活動支援や生

活習慣病予防のためのスポーツ指導などの事

業計画が必要と考える｡
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これまでの基本健康診査に代わり本年４月から特定健康診査が開始されたことを受けて５月９日,

新たに第１回特定健康診査委員会が開催された｡

５月からすでに京都市国保と南丹市国保の特定健診が実施されているが, 健診方法や事務処理が

煩雑なため現場が混乱し,府医事務局へも問い合わせが殺到していることから,上原府医副会長も冒

頭の挨拶で, 混乱への対策も含め諸問題の解決に向け委員会で協議を進めていくよう協力を求めた｡

まず, 委員長には長村吉朗(東山), 副委員長には田代 博(右京) の両氏が, 前期の基本健診委員

会に続いて選ばれた｡

次に報告に移り, 特定健診・特定保健指導に関する技術研修会 (４.20) は420名の参加を得, 参

加者から日曜日に９時間もの研修はきつすぎるという批判があったものの, 内容は面白く分かりや

すかったと好評で, 再度開催するかどうか委員会で検討していく｡ また, 今回の特定健診ではミネ

ソタコードの使用が求められているが, 地区特定健診担当理事連絡協議会で使用に難色を示す声が

出たと報告されたため, 委員会で, できるだけミネソタコードで記入するよう呼びかけていくこと

を確認した｡ 特定健診に変わると京都市内の集団健診会場では地区医師会が運営を取り仕切ること

になるため, トラブルの際の対応等について検討したこと等も報告された｡

協議では, ＫＢＳ京都ラジオ ｢桂都丸のサークルタウン｣ で７月に４回にわたり特定健診をテー

マに放送されることについて, 福州府医理事, 北川府医理事, 長村委員長, 田代副委員長の４氏の

出演が決まった｡ また, 医療機関から殺到している問い合わせ等に検討を加え, 問題点の整理や回

答の確認を行った｡ すでに医療機関から府医に受診票や基本チェックリスト等が届いているが, 必

須項目に記載もれがあった場合は返戻することも決めた｡

��������	
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煩雑な新制度で現場に混乱－対策等を協議

委�員�会�だ�よ�り�

＜特定健康診査委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長, 敬称略)

◎長村 吉朗 (東山) ○田代 博 (右京) 坂本 眞一 (西陣)
山本 惠祥 (中西) 田中 淳夫 (左京) 谷口 浩一 (山科)
辻 和夫 (伏見) 板垣 泰子 (中京保健所) 佐藤 俊之 (亀岡)

担当副会長 上原 春男 担当理事 福州 修・畑 雅之

�������	
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麻しん排除を目指して

＜感染症対策委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長, 敬称略)

西村 利朗 (中東) ○竹内 宏一 (右京) 中島 悦郎 (左京)
三好 正人 (西京) 清水 恒広 (京都市立病院) ◎藤田 直久 (府医大)
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)
横田 昇平 (南丹保健所)

担当副会長 上原 春男 担当理事 柏井 真理子・藤田 克寿
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今期の第１回感染症対策委員会が, ５月14日(水) に開催され, 委員10名の中から, 委員長には藤

田直久氏 (府医大), 副委員長には竹内宏一氏 (右京) が選出された｡

冒頭, 森府医会長が挨拶に立ち, 今期も引き続き, 新型インフルエンザ対策に対する取組が必要

であるとした他, 麻しん排除に向けては, 府医独自の提言をしていただき, 京都から麻しん撲滅を

目指すよう京都府・京都市にはたらきかけていただきたいと要望された｡

報告事項に続き, 今期の取組・課題について協議し, 新型インフルエンザの具体的な取り組みと

して, 昨年度実施した感染予防対策講習会の開催やＰＰＥ (Personal Protective Equipment：個人

防護具) を会員に紹介・斡旋することなどを検討することに決定した｡ また, 今後の麻しん対策に

ついては, ワクチン接種率向上をはじめ, 麻しん排除に向け有効な対策を協議し, 京都府・京都市,

関係団体等と連携しながら実践していくこと, その他, 最近増加傾向にある百日咳などの取り組み

についても意見が交わされた｡

�����
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京都の救急医療体制にも危機感－整備に向けて今後検討

＜救急委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長, 敬称略)

松井 淳� (下西) 蘆田ひろみ (左京) 松井 亮好 (右京)
安田 冬彦 (山科) 清水 義博 (宇治久世) 柳澤 衛 (相楽)
佐藤 英夫 (亀岡) 高階謙一郎 (福知山) 肥後 孝 (舞鶴)
小池 薫 (京大) 木村 聡志 (府医大) 池田 栄人 (第一日赤)
北村 誠 (第二日赤) ○上床 博久 (京北病院) 金子 一郎 (京都医療センター)
木下 隆 (社会保険京都病院) 伊林 範裕 (済生会京都府病院) ○内藤 和世 (府立与謝の海病院)
栗岡 英明 (外科医会) 安 炳文 (小児科医会) 十倉 孝臣 (内科医会)
三木 真司 (府病協) ◎吉川 順介 (私病協) 清水 幸夫 (私病協)
○中野 博美 (私病協) 河端 一也 (私病協)

担当副会長 上原 春男 担当理事 濱島 高志・中野 昌彦・武田 隆司

京都府の救急医療体制の整備について協議する救急委員会の第１回が, 各地区医師会, 病院団体

等から推薦を受けた委員により, ５月16日に開催された｡

冒頭, 森府医会長は挨拶の中で, 全国的な救急医療の問題に触れ, ｢京都府においても楽観できる

状況ではない｣ とし, ｢救急医療体制の整備に向けた検討を重ね, 提言をお願いしたい｣ と委員会へ

の期待を述べた｡

委員の自己紹介ののち, 正副委員長選出が行われ, 委員長は吉川順介氏 (私病協), 副委員長に上

床博久氏 (京北病院), 内藤和世氏 (府立与謝の海病院), 中野博美氏 (私病協) に就任いただいた｡

引き続き, 委員会の運営に関して, 前期はじめて設置した大規模災害やテロ時における医療救護

班の連携などを検討する ｢災害対策小委員会｣ と府下の６つの地域ＭＣ (メディカルコントロール)

協議会の情報交換を目的とする ｢地域ＭＣ連絡協議会｣ を今期も引き続き救急委員会のもとに設置

することが承認され, それぞれについて詳細な協議を進めることとなった｡
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その後の協議では, 例年11月に実施している京都救急医療研究会のテーマについて意見交換が行

われ, 委員からは ｢救急医療の崩壊｣, ｢高次救急施設から後送施設への受け皿の問題｣ など, 現在

の救急医療体制をテーマにしてはという発言が相次いだ｡ 研究会のテーマ, 講師は次回委員会で引

き続き検討｡ その他, ①救急告示医療機関の指定更新申請 ②災害用医薬品備品 ③救急救命士指示

医師体制などについて協議された｡

５月20日(火), 第１回情報・企画・広報委員会が開催された｡

冒頭, 安達府医副会長の挨拶に続き, 正・副委員長を選出｡ 委員長には岡本英四郎氏 (伏見), 副

委員長には池田正隆氏 (左京) に就任いただいた｡ また, 今期も引き続き京都新聞社より外部委員

として, 文化報道部生活担当部長・論説委員の東田文男氏に就任いただいた｡

今期委員会では, ①地域住民への広報戦略をどのように企画するか ②医療ネットワークのさらな

る確実な推進－を中心に協議を進める｡

特に医療ネットワークの推進については, ヒューマンな信頼性がなければ継続性が確保できない

ことから, 低コストで実効性があり, 会員に賛同いただける企画・システムの構築が重要と考え,

今後, 活発に議論を進める｡

また, レセプトオンライン請求義務化を控え, 会員間のデジタルデバイド (情報技術格差) の解

消をはかる企画を検討するとともに, 府医ホームページの充実, 府医会員メーリングリストの円滑

な運用に努めていきたい｡

府民に対しては, 前期と同様, 府民向け健康情報誌 ｢Be Well｣ や ｢みんなの健康 KYOTO｣ の作成,

京都新聞 ｢クリッククリニック｣ 欄等を活用した府民向けの医療・健康情報の提供に尽力し, ｢開か

れた医師会｣ を実現する一助となるべく検討を行う｡

����������	

��

地域住民への広報戦略,医療ネットワークの推進を検討

＜情報・企画・広報委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長, 敬称略)

○池田 正隆 (左 京) 禹 満 (西 陣) 大川 正直 (下京東部)
◎岡本英四郎 (伏 見) 紀田 康雄 (宇治久世) 中路 裕 (西 京)
畑山 博 (中京東部) 松田 義和 (山 科) 東田 文男 (京都新聞)

担当副会長 安達 秀樹・久山 元 担当理事 藤井 純司・城守 国斗・松井 道宣
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平平平成成成222000年年年度度度全全全国国国労労労働働働安安安全全全週週週間間間 (((７７７月月月１１１日日日～～～７７７月月月７７７日日日)))

トトトッッップププががが率率率先先先 みみみんんんなななががが実実実行行行 つつつみみみ取取取ろろろううう職職職場場場ののの危危危険険険

産産産産産業業業業業保保保保保健健健健健ニニニニニュュュュューーーーーススススス

厚生労働省では, 産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに, 広く一般

の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため, 毎年, 全国安全週間を主唱しています｡

本年度は ｢トップが率先 みんなが実行 つみ取ろう職場の危険｣ をスローガンとし, ７月１

日から７月７日 (準備期間：６月１日から６月30日) まで展開されます｡

これを契機に, それぞれの職場において, 労働災害防止の重要性について認識をさらに深め,

安全活動の着実な実行に事業者, 労働者はもちろんのこと, 産業医も率先して取り組んでくだ

さい｡

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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◆実施期間
平成20年５月１日(木) ～９月30日(火)

◆対象地域
京都市地域 京都市
乙 訓 地 域 向日市, 長岡京市, 大山崎町
宇 治 地 域 宇治市, 城陽市, 久御山町
綴 喜 地 域 八幡市, 京田辺市, 井手町
相 楽 地 域 木津川市, 精華町 以上８市４町

◆発令基準

◆監視体制
①常時監視網 (21局) によるオキシダント濃度の測定およびデータの収集を行う｡
②京都地方気象台から必要な気象情報の収集を行う｡
③近隣府県における緊急時発令状況およびオキシダント濃度に係る情報収集を行う｡
◆発令の周知
①報道機関および市町等の協力を得て住民への周知を図る｡
②府関係機関および各市町教育委員会等を通じて, 小中高等学校, 幼稚園および保育所関係
者に周知を図る｡

◆発令時対策
①大規模工場等に対し, 燃料使用量, ＶＯＣ排出量の削減を要請する｡
②自動車の使用者等に対し, 不急の自動車の運行を自粛するよう関係機関を通じて協力を求
める｡

◆被害状況の把握と対策
①光化学大気汚染が原因とみられる被害が発生した旨の通報を受けた府保健所,市町,その他
関係機関は, 直ちに府環境管理課へ内容を報告する｡ (京都市以外の市町は保健所を経由)
②被害が拡大する恐れがある等の場合には, 必要に応じて被害対策班を編成し, 被害発生の
状況調査等を行うとともに, 医療機関等に対し協力要請する｡

◆過去の状況
年度別注意報発令日および被害訴え者数

警報の発令は昭和47年８月に１日, 緊急警報の発令はない｡

環環環境境境保保保全全全対対対策策策
平成20年度京都府光化学反応による

大気汚染緊急時対策の概要

発令区分 発 令 基 準

注 意 報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.12ppm以上になり, 気象条件からみて,
その濃度が継続すると認められるとき｡

警 報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.24ppm以上になり, 気象条件からみて,
その濃度が継続すると認められるとき｡

緊急警報
オキシダント濃度の１時間平均値が0.4ppm 以上になり, 気象条件からみて,
その濃度が継続すると認められるとき｡

年 度 ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

発令日数 １ １ ３ １ ３ １ ５ ０ ３ ７ ７ 10

被害の訴え者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ３ ０ ０
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【この検査の背景(基礎)】

関節リウマチ (rheumatoid arthritis：ＲＡ)
は関節滑膜の増殖により骨・軟骨が破壊され

る慢性炎症性疾患であり, 膠原病の一種とし

て知られています｡ ＲＡの治療方針は近年大

きく変貌してきており, 現在では早期診断・

早期治療介入により関節障害を防止し関節機

能を保持することが重視されています｡ しか

し, 従来ＲＡの診断に利用されてきたリウマ

トイド因子 (rheumatoid factor：ＲＦ) (註：
保険診療上はリウマチ因子) の感度は約70％
であり, 特に病初期では約50％に過ぎません｡
そのため, 古典的なＲＦ以外にも IgG 型
ＲＦ, 抗ガラクトース欠損 IgG 抗体 (CA-
RF), マトリックスメタロプロテアーゼ３
(MMP-3) 等がＲＡの診断に利用されてきま
したが, ＲＡの新たな血清マーカーとして抗

シトルリン化ペプチド抗体精密測定が昨年４

月に保険収載されました｡

シトルリン化とは蛋白分子内のアルギニン

残基が peptidylarginine deiminase (PAD)
の酵素作用によりシトルリンに変換される反

応であり, ＲＡ患者の関節滑膜には各種のシ

トルリン化蛋白が存在することが知られてい

ます｡ 一方, ＲＡ患者血清中にはシトルリン

化蛋白に対する自己抗体が産生され, 特にシ

トルリン化フィラグリンにシステイン残基を

組み込んで人工的に環状化したペプチド

(cyclic citrullinated peptide：CCP) に対す
る抗 CCP抗体はＲＡ特異的な自己抗体であ
ると報告されています (Schellenkens GA,
et al. 1998)｡

【検査方法と内容】

血清抗 CCP抗体は酵素免疫測定法(Enzyme
- linked immunosorbent assay：ELISA) に
て測定されます｡ 具体的には CCPを固相化
抗原として被検血清と反応させ, 続いてアル

カリホスファターゼ (ALP) 標識抗ヒト IgG
モノクロナール抗体を添加して複合体を形成

させます｡ さらにフェノールフタレン一燐酸

を添加して ALPの酵素作用により発色させ,
その吸光度を測定することにより検体中の抗

CCP抗体量を定量します｡

【臨床データ】

ＲＡ患者549例および非ＲＡ患者208例を対
象とした ROC (receiver -operating characte-
ristic) 分析の結果, 抗 CCP 抗体の cut -off
値は4.5 U / mLに設定され, 健常人では97.5
％が抗 CCP抗体＜4.5 U / mLであるとされ
ています｡ また, ＲＦ (cut -off値：15 IU /
mL) や MMP-3 (cut -off 値：男性 45.3 ng /
mL, 女性 21.0 ng / mL) との比較では, 抗
CCP抗体が最も良好な感度および特異度を
示したことが報告されています(表１)｡ さら

に初診時診断未確定であった関節炎症例にお

いて, 抗 CCP抗体が陽性の場合には約80％
が３年後までにＲＡあるいはＲＡ疑いと診断
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されたことから, 抗 CCP抗体は早期ＲＡの
診断補助にも有用な検査項目として現在では

ＲＡの早期診断基準にも採用されています

(表２)｡ 初診時抗 CCP抗体高値でＲＡに移
行した症例では, ５～10年後の関節破壊が高
度となることも知られており, ＲＡにおける

関節破壊予測因子としての抗 CCP抗体の臨
床的意義も認識されています｡

【保険収載内容】

保険収載：平成19年４月１日
保険区分：自己抗体検査 Ｄ014 ｢13｣
保険点数：210点
検査目的：関節リウマチの診断補助

※本検査はＲＡと確定診断出来ない症例に対

して診断の補助として実施した場合に, 原

則１回を限度として算定する｡ ただし, 当

該検査結果が陰性の症例では, ３ヶ月以上

の期間をあけて再検出来る｡ なお, 当該検

査を２回以上算定する場合には, 検査値を

診療報酬明細書の摘要欄に記載する｡

※抗 CCP抗体, IgG型ＲＦ, C1q結合免疫
複合体, C3d結合免疫複合体, モノクロー
ナルＲＦ結合免疫複合体, CA-RFおよび
MMP-3のうち２項目以上を併せて実施し
た場合には, 主たるもの１つに限り算定

する｡

(京都府立医科大学附属病院臨床検査部：

稲葉 亨, 藤田 直久)

表１：ＲＡに対する抗CCP抗体, ＲＦおよびMMP-3の疾患識別能の比較
((株)医学生物学研究所パンフレット／三森経世先生監修より引用)

[註] 感度：当該疾患を有する患者に対して検査を実施した時, 検査結果が陽性にな
る確率 (真陽性率) のこと｡ 感度が高い検査は目的とする疾患を有する患者を
見落とす (偽陰性) 可能性が少ない｡
特異度：当該疾患を有さない者に対して検査を実施した時, 検査結果が陰性に
なる確率 (真陰性率) のこと｡ 特異度が高い検査は目的とする疾患を有さない
者を誤って偽陽性とする可能性が少ない｡

TEST 感 度 特異度

抗CCP抗体 481／549 185／208

(87.5％) (88.9％)

ＲＦ 383／549 169／208

(69.8％) (81.3％)

MMP-3 412／549 108／208

(75.0％) (51.9％)

表２：RAの早期診断基準
(Tamai M, et al. Ann Rheum Dis 65：134, 2006. を改変)

１) 抗 CCP抗体または IgM-RF 陽性
２) MRI 画像による対称性の手指滑膜炎
３) MRI 画像による骨髄浮腫または骨びらん
※３項目中２項目以上が陽性であれば早期ＲＡと診断する｡
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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｢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】
｢カルバマゼピン｣ ｢メシル酸ブロモクリプチン｣ ｢カルバミン酸クロルフェネシン｣ ｢ドリペネ

ム水和物｣
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｡

②ヘパリンナトリウム製剤等の安全性に関する情報の収集・提供について (日医常任理事)

本件は, 下記の留意事項に関して周知するものです｡
１. ヘパリンナトリウム製剤等の添付文書の重大な副作用に記載されているショック等の副作用
に十分注意の上使用することとし, 使用中および使用直後は, 血圧低下や意識低下などのアナ
フィラキシー様症状の徴候が見られないか患者を慎重に観察すること｡
２. 米国の副作用報告の大部分は, 高用量 (5,000～50,000単位) のポーラス投与 (迅速な作用を
期待して静脈内に高用量の薬物を短い時間で投与する方法) によるものとされていることから,
ヘパリンナトリウム製剤等を使用する際は, 投与量, 投与速度について留意すること｡

③｢重篤副作用疾患別対応マニュアル｣ について (日医常任理事)

厚生労働省作成の ｢重篤副作用疾患別対応マニュアル｣ に, ｢薬物性肝障害｣ ｢麻痺性イレウス｣
｢悪性症候群｣ の情報が追加されました｡
【掲載ＵＲＬ】
厚生労働省 http://www.info.pmda.go.jp/juutoku/juutoku_index.html
医薬品医療機器総合機構 http://www.info.pmda.go.jp/juutoku/juutoku_index.html

④ヘパリンナトリウム製剤の自主回収中止に伴う医療関係者への情報提供等について (日医常任理事)

本件は, 当該企業より自主回収中止の報告を受けた旨, ならびに当該企業に対し医療機関に向
けて適切な情報提供を指示している旨を周知するものです｡
なお, 当該企業によると, ヘパリンナトリウム製剤の自主回収中止を決定した理由は, 以下の

とおりです｡
・当該企業が使用した原液に, 米国での副作用の原因とみられる不純物が混入していないことが
確認された｡
・当該企業の製品に関して副作用報告の増加が認められなかった｡
・当該企業が適切な品質管理下で製造業務を行っていることが確認できた｡

⑤医薬品・医療機器等安全性情報第246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196)｣ は ｢酢酸デスモプレエシン (夜尿症の効能を有
する製剤)他 (４件)｣, ｢薬剤溶出型冠動脈ステント｣ 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７月号に掲載される予定です｡
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綾部市は, 年々200人程の人口が減少し,

現在36800人, 高齢者比率30.5％ (75歳以上

17.6％), 面積の１割を占める綾部市街に市

人口の半数が集中, 周辺地域に残りの人口

が散在, 限界集落も多くかかえた, 過疎化,

高齢化の進行する町である｡ 市内で医療に

従事する医師は77名, このうち48名, ２／３

が綾部市立病院, 京都協立病院, 綾部ルネ

ス病院に所属する勤務医である｡ 綾部医師

会は, Ａ会員23名 (３名が病院勤務), Ｂ会

員25名の小規模な医師会であり, この少人

数で検診事業, 予防接種, 学校医, 産業医,

救急医療, 介護関連事業, 行政や各地域に

関連する審議会・協議会への出席, など医

師会としてのルーチンワークをこなしてい

る｡ 今回の特定健診・保健指導でも全22医

療機関のうち19施設が個別健診に, 10施設

が個別指導に参加することになっており,

医師会が一丸となって行政と協力しながら,

市民の保健・医療活動に努めている｡ 一方,

規模が小さいと困難な事業もあり, 例えば

学術講演会の開催や産業保健活動などは,

隣接する福知山医師会のご協力をいただい

ている｡

綾部市における医師の２／３が病院勤務

医であることからもわかるように, 入院診

療はもちろん, 一次診療でも病院の果たす

役割は大きい｡ この観点から, 開業医, 病

院の相互理解を深める必要を感じ, 昨年７

月, 開業医, 病院勤務医双方にアンケート

調査を行った｡ この結果では, 両者ともに

相互の意思疎通を図る必要性のほか, 開業

医側は病院側に患者の逆紹介を, また病院

側は開業医側に一次救急医療と在宅医療の

充実を求めていた｡ これらの調査結果を背

景に,“病院勤務医と開業医とのコミュニケー

ションの強化”を本年度の医師会活動の目

標として掲げた｡ 具体的には, 綾部市立病

院医局の掲示板に綾部医師会コーナーを設

置してもらい, 日医, 府医の情報を掲示す

る, 毎月１回発行している綾部医師会通信

を病院の主だった先生に配布する, 年２回

開催している綾部医師会学術研修会・懇親

会の出席率を上げるといった努力のほか,

病院側からの要望の一つである在宅医療を

組織化する試みを開始した｡ 在宅医療は,

綾部市の人口的, 地勢的特徴から, 必要不

可欠の医療形態であると考えており, これ

までは個々の開業医が個別に行っていたが,

これを機会に有効かつ永続的なシステムを

作ろうと, 有志の開業医７人が集まり, 窓

口の一本化, 在宅患者としての受けいれ条

件の設定, 病院との密接な連携方法, など,

畑芳樹副会長を中心に鋭意検討中である｡

京都府における他の地区医師会ではすでに,

在宅のシステムが確立・稼動しているとこ

ろもあり, また京都府医師会ではこれを統

合するシステムを構築中であるとのことだ

が, 在宅医療ではその地域特性が大きく影

響すると思われ, 綾部市にみ合ったシステ

ムを創っていきたいと考えている｡

綾部医師会

会 長 安村 忠樹
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私は幸いにして高齢のため, 陪審に参加す

る義務は免れておりますが, もしもう少し年

が若ければ何を理由に拒否したらよいか苦労

します｡

そもそも今の裁判の有様
アリヨウ

をみていると, こ

れほど無茶苦茶な制度はないと思います｡

まずその一, 薬物使用の犯罪は, 判断能力

(こんなもの測定できるものではない, しか

し判定できるらしいが) がないという理由で

殺人罪でも無罪ということ｡ 麻薬所持だけで

逮捕される行為だからそれを使用した犯罪は

その分刑量を加算しなければならないはずな

のに無罪に｡

その二, 殺意の有無で刑量が異なること｡

殺人犯の場合, 殺意の有無は刑量に影響しな

い法に, 殺意のない殺人の例を挙げるなら,

犯人は相手の腕を切り落とす目的で刃物を使っ

たが, 相手が身をよじって腕をとらえられず,

刃物が心臓に突き刺さった場合, これを殺意

のあった殺人と全く同じ刑にすること, また,

過失を衆人納得の原因が証明できた時のみ減

刑できるように改めること｡

少なくともこの２点が変更されない限り,

私は拒否したい｡ 刃わたりの大きさで殺意の

有無を決めるなど噴飯物だ｡

次にこの社会｡ 人文科学系の人種と自然科

学系の人種が共存できるということが不思議

でならなかった｡ この違いがどこからきたか

考えてみると, 一方は主観の入り込む余地が

全くないのに対して人文科学の解答は主観の

塊 (とまでは極言はできないかも知れないけ

れど) と思うことができるように思う｡ 人文

科学の解答に至る道程にある全ての事象の取

捨選択は個人の主観に任されている｡ それら

がともに存在するこの世界が不思議でならな

いのです｡

自然科学界では解答は一つ (場合によって

は＋と－の２個) しかない｡ 誰がやっても

１＋１＝２であって, ３でも１でも間違いで

あるのに対して, 人文科学界の答えは全てが

正解｡ Ａという解答とＢという解答が全く正

反対のことであっても人文科学ではＡもＢも

正解なのです｡ Ａに至る理論も存在すればＢ

に至る理論も存在する｡ もし現在なければ新

たにＣの理論を構築することができるのです｡

最もよい例が, 光市の母子殺害事件｡ 現在

は判決が出ていないので光市の女性死亡なら

びに姦淫事件と書かねばならないかもしれな

い｡ これを担当した弁護士の論理では殺意は

なかった, よって殺害に当らない, 相手が当

然死に至る行為をしても殺意はないと主張す

るのです｡ 元々, 殺意の客観的証明なんかで

きるはずはなく, さらに死姦ではなく儀式で

あったとかいった弁論をきくと, 何でも皆正

解にすることができるのかと思います｡

また, 自然科学では正解は一つしかないは

ずであるのに, 精神鑑定医によっては判断能

力の有無の鑑定が異なることがある｡ 以前,

新聞報道でこういう内容を読んだ記憶に基づ

いて書いておりますが, こんな反対の結果の

出る精神科学は全く自然科学ではない｡ もっ

とも私は医学全部が ｢自然科学です｣ と自然

科学界に仲間入りすることが恥ずかしい気が

しております｡ 第一, 再検証が全く不可能な

分野－この治療法で死んだが, あの治療法な

ら助かっていたと検証することができないの

が第一点, もう一つは自然科学界のものは誰

がやっても同じ結果に到達するのが原則, そ

れからみると医学なんてとてもとても自然科

学界の仲間入りは許されない｡ ただ手法が自

然科学界的だというに過ぎないとは考えてお

ります｡

��������	
�
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宇治久世 西本 誠吉
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府医斡旋融資利率の改定について

Ａ会員および新規開業医融資
Ｂ,Ｃ会員融資

振込指定あり 振込指定なし

利率 利率 利率

１年以内 2.000％ (2.425％) 2.500％ (2.925％) 2.100％ (2.625％)

５年以内 2.000％ (2.150％) 2.500％ (2.650％) 2.100％ (2.250％)

10年以内 2.100％ (2.250％) 2.600％ (2.750％) 2.200％ (2.350％)

20年以内 2.100％ (2.250％) 2.600％ (2.750％) 2.300％ (2.450％)

京都中央信用金庫および京都信用金庫との間で締結している斡旋融資の新規融資利率が平成

20年４月１日実行分より下記のとおり改定となりました｡

新規融資利率 (適用は平成20年４月１日実行分より) ※固定金利型

( ) 内は現行利率｡

京都府医師会融資斡旋制度概要

『Ａ会員融資』
１. 資金使途
①運転資金
②病院・診療所および徒業員宿舎の新設・増
改築に必要な資金
③医療に必要な機械器具・備品・消耗品の購
入資金
④子弟教育資金
⑤生活関連資金, 相続対策資金等
２. 融資限度額

過去３�月の診療報酬平均月額の25倍以
内とし, かつ最高限度額１億３千万円
３. 金利 固定金利型および変動金利型
『新規開業融資』
１. 融資限度額7,000万円
『B・C会員融資』
１. 申込資格

協定金融機関に給料振込を行っている(行う)者
２. 資金使途

居住用土地建物購入資金あるいは生活関連
資金 (子弟教育資金を含む)
３. 融資限度額

年収の５倍以内とし, かつ最高限度額を
5,000万円
４. 金利 固定金利型および変動金利型

『医療機器ローン』
１. 融資対象者 Ａ会員
２. 融資限度額 1,000万円
３. 借入期間 ３年以内
４. 保証人 １名
５. 資金使途

医療機関に必要な機械器具・備品・消耗品
の購入資金 (医療事務用ＯＡ機器を含む, 乗
用車の購入資金は含まない)
６. 金利 変動金利型
『特別フリーローン』
＜事業性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員(法人・個人)
２. 資金使途 運転・設備資金
３. 融資限度額 5,000万円
４. 金利 変動金利型
５. 保証人 １名
＜消費性資金＞
１. 融資対象者 京都府医師会員 (個人)
２. 資金使途 消費性資金
３. 融資限度額 2,000万円
４. 金利 変動金利型
５. 保証人 不要

斡旋ご希望の方および詳細については 府医
学術生涯研修課 (� 075－315－5276 融資係)
までご連絡ください
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平成20年５月11日(日), 第56回の府医主催

の地区対抗テニス大会が盛大に開催された｡

府下全域から医師, その配偶者あわせて33

名が向島ニュータウン内のコートに参集した｡

当日は朝方７時頃まで小雨で少し肌寒い天気

であったが, 予報では回復に向うとのことで

決行された｡

前半は団体戦で, 地区を３ブロックに分け

ての対戦となった｡ 伏見・下東チーム, 西京・

中西・右京・亀岡チーム, 相楽・乙訓・宇久・

北チームの３ブロックチームである｡

それぞれミックス３ペア, 男子ダブルス３

ペアのダブルス戦で勝敗を競いあった｡ 大変

バランスの良い対戦相手に各試合熱戦, 接戦

となった (各チームのリーダーが上手に対戦

相手を調整したのではないか？と思われるが)｡

結果は伏見・下東チーム (植田, 清益夫妻,

島津, 古家, 具志堅夫妻, 荒巻夫妻, 木本秀

治, 富井紘久) が２戦２勝で優勝した｡ 準優

勝は西京・中西・右京・亀岡チームであった｡

後半は個人戦ダブルス試合がトーナメント

形式で行われた｡

一般・壮年の男子部門では山村喜一(相楽)・

平杉嘉平太(右京)ペアが圧勝の優勝をかざっ

た｡ 高壮・女子部門は植田謙次郎(伏見)・橋

本朋子(亀岡) ペアが強豪ぞろいの女性ペア

をしのぎ勝ち優勝した｡ 大変楽しい充実した

大会となり, ４時過ぎに散会した｡ 皆様ご苦

労さまでした｡

この紙面をかりまして, 今年予定されてい

るテニス大会の日程をお知らせいたします｡

６月15日(日) 他クラブチームとの交流大会

(向島西コート), ８月10日(日) 兵庫県医師

会との親睦大会 (神戸), ９月28日(日) 近畿

医師テニス大会 (大阪), 10月11日(土)～13

日(月) 全日本医師テニス大会 (神戸), 10月

19日(日) 府立医大・京大医学部との交流大

会 (向島西コート), 11月30日(日) 大阪府医

師会との親睦大会 (向島西コート) 等が予定

されています｡ 詳細は富井紘久 (371－0663)

または平杉嘉昭 (332－1198) まで｡

最後に地区対抗テニス大会の運営にあたっ

てご協力ご支援いただいた府医事務局の方々,

関係各位に厚くお礼申しあげます｡

(平杉嘉昭 記)

第56回府医
地区対抗テニス大会

全員集合 優勝した伏見・下東チーム
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標記テニス大会を下記日程のとおり開催

いたします｡ ふるってご参加くださいます

ようご案内申し上げます｡ ご家族・ご友人・

従業員のご参加も歓迎いたします｡

記

と き 平成20年６月15日(日)

午前９時スタート

と こ ろ 向島西テニスコート

京都市伏見区向島二の丸町151－50

(TEL 075－601－2244)

試合形式 団体戦ダブルスを予定

参 加 費 1,000円

※昼食代・飲み物代等は各自負担となり

ます｡

申込締切 ６月９日(月)

申し込みおよび問い合わせ先

平杉または横山へ
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他クラブチームとの
交流テニス大会のご案内

日 時 平成20年６月26日(木)

午後２時～４時 (受付１時30分)

場 所 ホテルグランヴィア京都

(京都駅前) ３Ｆ 源氏の間

(TEL 075－344－8888)

講 師 中谷美風氏

会 費 2,000円(会員), 2,500円(会員外)

(ティ・ケーキ付)

※お申し込みは６月16日(月) までにお願

いします｡

※６月25日(水) 以降のキャンセルは会費

を頂戴いたします｡
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会 長 辻 玲子

企画委員長 金 好子

担 当 宮本万里子 (宇久)

林 美保 (西陣)

藤原 倫子 (山科)

(TEL 075－595－3992)

講演会のご案内
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団体戦は船井医師会チームが優勝,
個人戦はＡクラス 四方秀人氏(右京), Ｂクラス 廣崎彰良氏(左京) に栄冠

５月11日(日), 瑞穂ゴルフ倶楽部において第64回府医懇親ゴルフ大会が開催された｡ 15地区

73名の参加者のもと, 大会は地区ごとの団体戦とハンディキャップを基にＡ(０～13)・Ｂ(14

～) クラス分けした個人戦により行われた｡ 府医より森会長, 松井理事が参加した｡

前日の大雨が早朝に上がって, 当日は緑し

たたる清涼な空気の中で, 女性２名を交えて

の熱戦が展開され, 団体戦は, 船井チームが

優勝, 準優勝に右京チーム, 第３位に西京Ｂ

チームが入賞, 個人戦は, Ａクラス優勝が四

方秀人氏(右京), 準優勝に竹内一実氏(下西),

第３位に笠次敏彦氏(船井)｡ Ｂクラス優勝

が廣崎彰良氏(左京), 準優勝に岸本純子氏

(舞鶴), 第３位に西 律氏(西京) が入賞さ

れた｡ また, ベストグロス賞にはＡクラスは

松岡秀樹氏(左京)が取られ,Ｂクラスは廣崎

彰良氏(左京) が個人優勝とともに取られた｡

プレー終了後, 大八木大会運営委員長の司

会で恒例の表彰式および懇親会が開催された｡

まず, 主催者を代表して森府医会長より挨

拶, 続いて福知山医師会の�尾会長より挨拶

のあと,団体優勝チームをはじめ上位入賞者へ

森府医会長より賞状と賞品の授与が行われた｡

引き続き, 福知山医師会�尾会長から軽妙

なコメントとともに賞品の授与がされると会

場は歓声と拍手に包まれ, 和やかな懇親会と

なり, 森府医会長にも30位の飛び賞が送られ

ると, 会場は一層盛り上がりました｡

また, 福知山医師会よりＡクラスは第21位

に, Ｂクラスは17位に中ほど賞として高級食

器を, 瑞穂ゴルフ倶楽部より当日賞 (11位)

としてゴルフバックを賞品として提供をして

いただきました｡

次は, 秋 (９月23日秋分の日) の亀岡カン

トリー倶楽部での楽しく, かつ熱戦が繰り返

されることを期して第64回府医懇親ゴルフ大

会を無事終了した｡

最後に, このゴルフ大会に大変なご尽力を

いただきました, 福知山医師会大八木大会委

員長, ゴルフ場の調整等をはじめ大変お世話

をおかけいたしました柴田先生, 運営委員の

先生方に心から厚く御礼申しあげます｡

主な成績は以下のとおり｡

◆◆ 団団体体戦戦
� � �����

�	
�������� �

�������������

 �� !"���
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◆◆ 個個人人戦戦
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府医図書室所蔵の下記ビデオテープをご希望の方にお譲りいたしますので, 本紙をコピーし

てご希望のビデオに○印を付け, ご住所・ご氏名明記の上, ＦＡＸ (075－314－5042) にてお

申し込みください｡ なお, 同一ビデオへのご希望が多数の場合は, 抽選とさせていただきます

のでご了承ください｡ 申込締切は６月30日(月) とさせていただきます｡

室室室 だ図図図 書 よよよ り

整理番号 演 題 講 師 撮影年月

614 インフルエンザの基礎
(認定内科医資格更新講座)

富山医科薬科大学ウイルス学教授
白木 公康氏 Ｈ13・１

615 インフルエンザ対策と治療
(認定内科医資格更新講座)

東京都老人医療センター感染症科部長
稲松 孝思氏 Ｈ13・１

616 ウイルス肝炎における肝臓移植の適応と
問題点

京都大学医学部移植外科教授
田中 紘一氏 Ｈ13・１

617
CPC
肺高血圧症・右心不全治療中に突然死を
来した一例 (認定内科医資格更新講座)

京都府立医科大学第２内科学教室
京都府立医科大学第１病理学教室 Ｈ13・１

618 慢性膵炎・膵癌の診断と治療の最近の
話題

滋賀医科大学第二内科教授
馬場 忠雄氏 Ｈ13・２

619

ビタミンＫの栄養学と生理学

骨強度から見た骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症におけるビタミンＫ２の処方意義
(認定内科医資格更新講座)

甲子園大学栄養学部教授
田中 清氏

山陰労災病院関節整形外科部長
岸本 英彰氏

成人病診療研究所所長
白木 正孝氏

Ｈ13・２

620 慢性膵炎の病態と治療
自己免疫性慢性膵炎を中心に

名古屋大学医学部病態修復内科学教授
早川 哲夫氏 Ｈ13・２

621 大腸隆起性病変の診断, 治療について
－特に sm癌の取り扱いについて－

昭和大学医学部教授
松川 正明氏 Ｈ13・３

622 健康長寿をめざした食生活
～各世代のQOLの向上をめざして～

滋賀医科大学医学部福祉保健医学講座
教授 上島 弘嗣氏 Ｈ13・３

623 ミドル世代の食生活の現状と生活習慣病
の予防

国立循環器病センター・動脈硬化代謝
内科医長 都島 基夫氏 Ｈ13・３

624 Ｈ.ピロリ感染と胃粘膜, 胃・十二指腸
疾患

朝日大学附属村上記念病院院長
内科教授 井田 和徳氏 Ｈ13・４

625 高齢者医療制度創設について
(認定内科医資格更新講座)

日本医師会常任理事
青柳 俊氏 Ｈ13・４

626 高齢者の呼吸器疾患
(認定内科医資格更新講座)

東北大学医学部老年・呼吸器内科教授
佐々木英忠氏 Ｈ13・４

627 肝血流と新しい画像診断 京都府立医科大学放射線科教授
西村 恒彦氏 Ｈ13・５

628 高齢者の寝たきり防止・リハビリテーショ
ン (認定内科医資格更新講座)

東京大学医学部附属病院リハビリテー
ション部教授 江藤 文夫氏 Ｈ13・５

629

エビデンスにみる高齢者の代謝疾患
－糖尿病の最新診療－
エビデンスにみる高齢者の循環器疾患
－高脂血症の最新の診療－
(認定内科医資格更新講座)

香川医科大学臨床検査医学教授
田港 朝彦氏

名古屋大学大学院医学研究科老年科学
教授

井口 昭久氏

Ｈ13・５
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630 早期食道癌はこうしたら見つかる 東海大学医学部外科教授
幕内 博康氏 Ｈ13・６

631 肥満治療の最前線
－遺伝子診断も含めて－

京都府立医科大学第一内科助教授
吉田 俊秀氏 Ｈ13・６

632
在宅栄養法の実際と臨床的意義
－クローン病から寝たきり老人までの治
療方略－

国立精神・神経センター国府台病院
外来部長

松枝 啓氏
Ｈ13・７

633

糖尿病と頚動脈硬化
－脳血管障害への影響も含めて－
ディスカッション
当院における糖尿病患者の通院状況と合
併症の解析

太田総合病院附属太田記念病院院長
阿部 隆三氏

大津赤十字病院内科部長
岡本 元純氏

Ｈ13・７

634
ディスカッション
糖尿病性網膜
糖尿病性腎症とマクロアンギオバチー

大石内科クリニック院長
大石まり子氏

第二岡本総合病院糖尿病科部長
紀田 康雄氏

Ｈ13・７

635

アレルギー治療の最前線
～ガイドラインに沿った診断と治療～
アレルギー性鼻炎診療の実際
(認定内科医資格更新講座)

大阪医科大学耳鼻咽喉科学教授
竹中 洋氏 Ｈ13・８

636

アレルギー治療の最前線
～ガイドラインに沿った診断と治療～
喘息治療の実際
(認定内科医資格更新講座)

関西電力病院院長
京都大学名誉教授

三河 春樹氏
Ｈ13・８

637 電子膵管内視鏡による膵疾患診断の進歩 大津市民病院副院長
児玉 正氏 Ｈ13・８

638 肥満と高血圧：インスリン抵抗性
(認定内科医資格更新講座)

埼玉医科大学第四内科教授
片山 茂裕氏 Ｈ13・９

639 新しい肥満の判定と肥満症の診断基準に
ついて (認定内科医資格更新講座)

タニタ体重科学研究所所長
池田 義雄氏 Ｈ13・９

640 慢性心不全の治療－最近の動向－ 大阪大学大学院医学系研究科病態情報
内科学教授 堀 正二氏 Ｈ13・９

641 地域医療と EBMと‥‥薬物治療を中心に
(認定内科医資格更新講座)

財)倉敷中央病院循環器内科主任部長
光藤 和明氏 Ｈ13・９

642 再生医学がもたらすもの
(認定内科医資格更新講座)

京都大学大学院医学研究科分子遺伝学
教授 西川 伸一氏 Ｈ13・９

643

シンポジウム
｢高齢者動脈硬化病変に対する外科治療と
その効果－どのような病態が対象になっ
て､ どこまで治るのか－｣
(認定内科医資格更新講座)

総括者／
京都府立医科大学心臓血管外科教授

北村 信夫氏
Ｈ13・９

644 難治性慢性肝炎の新しい治療 京都府立医科大学第三内科助教授
岡上 武氏 Ｈ13・10

645
21世紀の医療
生活習慣病の予防とフリーラジカル
(認定内科医資格更新講座)

京都府立医科大学第一内科教授
古川 敏一氏 Ｈ13・10

646 医療経済からみた医療保険の将来
(認定内科医資格更新講座)

東京大学大学院医学系研究科公衆衛生
学教授 小林 廉毅氏 Ｈ13・10

647
(慢性心不全の新しいアプローチ)
慢性心不全患者の睡眠姿勢
(認定内科医資格更新講座)

京都大学医療技術短期大学部教授
藤田 正俊氏 Ｈ13・10
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整理番号 演 題 講 師 撮影年月

648
(慢性心不全の新しいアプローチ)
慢性心不全患者の病態からみた治療対策
(認定内科医資格更新講座)

福岡県立医科大学第一内科学教授
丸山 幸夫氏 Ｈ13・10

649 Ｈ.Pylori 除菌療法の死角 大阪市立大学大学院消化器器官制御
内科学教授 荒川 哲男氏 Ｈ13・11

650

第３回核医学実践セミナー

結論 ｢目でみる人体の機能と代謝｣

心臓 ｢心筋虚血を画像で診る｣

腫瘍・胃 ｢がんの転移に画像で迫る｣

脳 ｢痴呆を画像で探る｣

京都府立医科大学教授
西村 恒彦氏

京都第二日赤循環器科部長
宮尾 賢爾氏

浜松医科大学教授
阪原 晴海氏

福井医科大学高エネルギー研究セン
ター長

米倉 義晴氏

Ｈ13・11

651 これからどうなる？ 超音波検診 日本赤十字社熊本健康管理センター
副所長 三原 修一氏 Ｈ13・12

652 呼吸器疾患の最近の知見について 京都大学医学部呼吸器内科教授
三嶋 理晃氏 Ｈ13・12

草木がぐんぐん茂る若葉の季節を迎えま

した｡ 例会の会場の豊元ビル５階からは,

比叡山から東山にかけての山並がよく見わ

たせます｡ 今年の立夏は５月５日でしたが,

４月末から気温が25度を越えて夏日となり,

５月４日には30度を越えて真夏日となり,

文字通りの立夏を迎えました｡ その後５月

10日からは気温が下がって, そのまま夏に

ならず, やれやれという思いですが, せめ

て梅雨入りするまでは爽やかな気候を楽し

みたいものです｡

老化は足腰から, 認知症は感動しなくな

ることから始まるといいます｡ 筆者は40～

50分かけて自転車通勤し, 職場の老健でも

エレベーターはなるべく乗らずに階段を昇

降し, 老人をよく観察して句を詠むように

心がけています｡ また春夏秋冬１年を通じ

て時々は自然の中を出歩いて, あっと思う

感動を見つけ, それを俳句に詠めたらと思っ

ています｡ (当番 福原宏一)
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西村妃佐子

23�4�56�7��

福原 宏一

５月例会
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医療界を巡る動き

平成20年４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

４. １ 第118回日医定例代議員会に出席 (～２日)

４. 12 予防接種講演会を開催

４. 16 2008年度４月診療報酬点数改定補足説明
会を開催

４. １ 後期高齢者医療制度 (呼称：長寿医療制
度) が始まる－周知不足が相まって自治体
等に問い合わせが殺到

４. １ 特定健診・特定保健指導がスタート
４. １ 肝炎総合対策として, インターフェロン

治療の医療費助成がスタート
４. １ 日医会長選挙で唐澤会長が当選－304票を

獲得, ２期目続投
４. ３ 厚労省が ｢医療の安全の確保に向けた医

療事故による死亡の原因究明・再発防止等
のあり方に関する試案｣(第３次試案)を公表

４. ８ 経済財政諮問会議開催－2200億円の削減
めぐり ｢骨太方針2008｣ の議論を開始

４. ８ 厚労省が ｢安心と希望の医療確保ビジョ
ン会議｣ を開催 － ｢総合医｣ の育成求める
意見相次ぐ

４. 10 厚労省が介護療養型老人保健施設 (療養
型老健) の介護報酬を官報告示－施行は５
月１日から

４. 12 超党派の国会議員らで組織する ｢医療現
場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟｣
(会長：尾辻秀久・自民党参院議員会長) が
発足記念シンポジウムを開催

４. 16 厚労省の新型インフルエンザ専門家会議
開催－新型インフル発生前のワクチン接種
を了承

４. １ ガソリン税などの暫定税率の失効に伴い,
全国のガソリンスタンドで値下げ始まる－
５月には値上げ

４. ２ NATO, クロアチアとアルバニアの加盟
承認

４. ３ 米兵, 強盗殺人容疑で逮捕
４. ４ 文科省前部長を収賄容疑で逮捕
４. ５ 青森市の陸奥湾で８人乗りホタテ漁船が

遭難
４. ６ 北京五輪の聖火リレーがチベット問題で

混乱 (ロンドン, パリ等)

４. ９ 日銀総裁に白川方明が就任
４. 10 法務省が殺人罪などで死刑が確定した４

人の刑を東京, 大阪の両拘置所で執行した
と発表



2008年
(平
成
20年
)６
月
１
日
N
o.1886

3
1医療界を巡る動き

※ ｢京都府医師会・会務｣：定例理事会, 常任委員会等は省略 ※敬称略

京 都 府 医 師 会 ・ 会 務 医 療 関 連 情 勢 一 般 情 勢

４. 18 2008年度４月診療報酬点数改定補足説明
会を開催

４. 19 第１回近医連保険担当理事連絡協議会に
出席

４. 19 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－②運動・食事を
開催

４. 20 特定健診・特定保健指導に関する技術研
修会を開催

４. 22 地区 (京都市内) 特定健康診査担当理事
連絡協議会を開催

４. 23 テロ災害合同訓練に参加
４. 24 記載要領・新点数Ｑ＆Ａ説明会を開催
４. 24 ｢厚生労働省第３次試案｣ に関する都道府

県医師会担当理事連絡協議会に出席－第３
次試案, 都道府県医師会の８割が賛成

４. 24 麻しん対策に係る大学保健センター等情
報交換会に出席

４. 24 自民党 ｢社会保障制度研究会｣ (会長・清
水鴻一郎衆院議員) のヒアリングに出席

４. 25 記載要領・新点数Ｑ＆Ａ説明会 (北部)
を開催

４. 26 地区 (京都市外) 特定健康診査担当理事
連絡協議会を開催

４. 26 新旧庶務担当理事連絡協議会を開催

４. 28 記載要領・新点数Ｑ＆Ａ説明会を開催

４. 17 自民党議員が ｢後期高齢者医療制度を考
える会｣ (議員連盟) を発足

４. 23 中医協, 新会長に遠藤久夫 (学習院大経
済学部教授) を選任

４. 23 障害者自立支援法, 見直しの議論開始－
社会保障審議会障害者部会

４. 25 日本病院団体協議会が第３次試案に ｢原
則賛成｣ する方向で一致

４. 28 日本麻酔科学会, 第３次試案に ｢このま
まの内容では賛同することができない｣ と
の見解－実質的に反対を表明

４. 30 厚労省, ４月１日付で出した生活保護受
給者の後発医薬品使用に関する通知を修正－
｢原則選択｣ から ｢同意すれば選択｣ に

４. 30 日本内科学会, 第３次試案に ｢検討すべ
き課題はあるが, 基本的に賛成｣ との見解
公表

４. 17 航空自衛隊のイラクでの輸送支援活動の
一部を違憲と判決－名古屋高裁

４. 22 光市の母子殺害事件で死刑の判決－広島
高裁

４. 26 福田首相とロシアのプーチン大統領が会
談－北方領土問題に関する交渉を進展させ
ることで合意

４. 27 衆院山口２区補欠選挙で民主党候補が
勝利

４. 30 ガソリン税の暫定税率を復活させる改正
租税特別措置法などの税制関連法案が再可
決－｢みなし否決｣による再可決は56年ぶり
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京都府医師会では今年も下記日程により ｢第34回京都医学会｣ を開催します｡ 会員各位の積

極的なご参加と一般演題へのご応募をお待ちしております｡

なお, 演題募集に関する詳細につきましては, 本号付録 『｢第34回京都医学会｣ の演題募集』

をご参照ください｡

＜お詫び＞

本来であれば, 演題募集のご案内を５月15日号の京都医報にて同封し, 会員の先生方にお知らせすべき

ところ, 不手際によりまして先生方へのお知らせが遅くなってしまいましたこと, 深くお詫びいたします｡

｢第34回京都医学会｣ の演題募集について

統一テーマ 『メタボリックシンドローム』

と き 平成20年９月28日(日) 午前９時～午後３時30分

ところ 京都府医師会館

����

△

応募演題 (ポスター・ビデオ発表を含む)

����

△

特別講演 ｢メタボリックシンドロームと脂肪細胞｣
財団法人住友病院院長・大阪大学名誉教授 松澤 佑次先生

△

シンポジウム ｢メタボリックシンドロームの予防を目指して｣
京都大学医学部附属病院探索医療センター探索医療臨床部教授 横出 正之先生

ご承知のとおり府医では, 多様化する学校医の職務に対応するためには学校医としての資質

の向上を図る必要があるとして, 平成18年４月１日付で指定学校医制度を発足させましたが,

３年ごとに一斉更新することになっており, 21年４月がその時期にあたります｡ 指定更新には

３年間で３単位以上の研修 (指定後更新までの期間が３年に満たない場合は１年間あたり１単

位以上の研修) が必要となりますのでご承知おきください｡

単位の取得できる講演会につきましては, 京都医報学術欄にてお知らせしております｡ また,

各学校にて開催される学校保健委員会・学校保健会議への出席も１単位として認められます｡

(申告は自己申告とし, 証明書の添付は不要です｡)

なお, 学校における保健管理に関する法律改正や重要な通達があった場合等, 府医学校保健

委員会が指定学校医として重要と判断した研修会を必須研修会とすることがありますので併せ

てご承知おきください｡

更新の時期が近づきましたら改めてお知らせ申し上げます｡

指定学校医の更新について
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来たる６月26(木), 27日(金) に京都迎賓館および国立京都国際会館にてＧ８サミット外相

会合が開催されるにあたり, 数日前から各国の要人および関係者, マスコミなど多数が入洛し

ますが, 反対団体によるテロ活動が危惧されます｡

その予防対策として京都府警より下記のごとく留意すべき事項が示されています｡

各医療機関において周知されることをお願いします｡

１. 予備知識

・東京, 洞爺湖は警備が厳しいので京都などの関連サミットが狙われやすい

・テロリストは必ず事前の下見を行う

・テロリストは顔を覚えられることを避けたがる

・爆発物, 発火物, 毒ガスを発する物などは菓子箱程度の小さな容器に入る

２. 留意点

・敷地内に爆発物などを置かれないように工夫する

ゴミ箱などをなるべく外に置かない

ゴミ箱の中, 自動販売機の下・裏などをこまめに点検する

・ 可能な限り, 院内に出入りする人のチェックをする

入館許可証を付けてもらう

入館時に氏名を記帳してもらう

・職員にはＩＤカードの装着を徹底し, 職員のみの出入りする場所に部外者を入れない

・あまり使用しないドアは施錠しておく

・見知らぬ人物がいれば, ｢こんにちは｣ などと声をかけることを職員に徹底する

・不審な人物を見かけたり, 不審な物を発見したら細かいことでも警察に知らせる

対策が徹底しているとテロリストに思わせることが抑止効果になります｡

Ｇ８サミット外相会合にむけてのテロ対策

温室効果ガスの排出量増加による地球温暖化が世界的規模で問題となっています｡

京都府医師会は今年もクールビズを実施し地球温暖化防止に取り組むこととしました｡

つきましては, 下記期間中, 府医会館での会議などの際はノーネクタイ, ノー上着など軽装

でお越しくださいますようご協力お願いいたします｡

期 間 ６月１日(日) ～９月30日(火)

館内温度 28度

京都府医師会館 ｢クールビズ｣ 実施について

会員の先生方のご協力をお願いします
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年金記録問題の解決に向け, 厚生労働省では本年４月より, すべての年金受給者並びに現役

加入者を対象(※) として, ｢ねんきん特別便｣ を順次発送し, 国民一人ひとりに自身の年金記

録の確認をお願いしております｡

つきましては, ｢ねんきん特別便｣ がお手元に届きました際には, 内容を十分にご確認いた

だいたうえ, 必ずご回答いただくようにお願いいたします｡

ご家族や同僚の医療関係者, 患者さんに対しましても, ｢ねんきん特別便｣ の確認に係る周

知について, ご配意いただきますようお願いいたします｡

また, 医療機関の待合所などに, 以下にお示しいたします ｢ねんきん特別便｣ に係る政府広

報用チラシを, 備え付けていただければ幸いです (チラシは日医ＨＰ (http://www.med.or.jp/etc/

tokubetsu/#leaflet) よりダウンロードいただけます)｡

皆様方のご協力をお願いいたします｡

※｢5,000万件の未統合記録｣ と ｢受給者・加入者記録｣ をコンピュータ上で突き合わせた結果, 記

録が結び付く可能性がある方 (1,030万人) に対しては, 本年３月までに ｢ねんきん特別便｣ をす

でに送付済ですので, これらの方は除きます｡

｢ねんきん特別便｣ に関するお願い
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京都府医師会事務局の業務時間は以下のとおりです｡

下記時間帯以降は駐車場も閉鎖いたしますので, ご利用・ご来館の際はご留意ください｡

京都府医師会事務局の業務時間について

曜 日 業 務 時 間

月 ～ 金 ９時30分～17時30分

土
９時30分～13時30分
※午後は会議等の終了時 (おおむね17時) まで事務所当番がおります｡
※第一土曜日は休館日です｡

日 ・ 祝 休館日

第４回男女共同参画フォーラムが, 平成20年７月19日(土) にホテル日航福岡 (福岡市) に

て開催されます｡

男女を問わず, 多くの会員の先生方にご参加いただきますようお願いいたします｡

１. 申込方法：京都府医師会へお申し込みください (参加申込書はお問合せください)

２. 申込締切：平成20年６月30日(月)

３. 参 加 費：無 料

内容等詳しくは, 日本医師会ホームページ (http://www.med.or.jp/female/forum4_info.html) を

ご覧ください｡

����� ��� 	
���������������

このたび, ミャンマーの大型サイクロンならびに中国・四川の大地震により, 当該地域の多

くの方々が被害にあわれました｡ そこで, 京都府医師会では, 標記義援金を下記のとおり受付

いたします｡ 会員各位におかれましては, ご協力のほどよろしくお願いいたします｡

なお, 集まりました義援金につきましては, 等分してミャンマーならびに中国・四川の被災

地へ送らせていただきますのでご了承ください｡

１. 義援金の振込先 振込銀行 京都銀行本店

口座番号 普通口座 4066032

口座名義 社団法人京都府医師会 京都府医師会長 森 洋一

２. 義援金の受付期間 平成20年６月１日から平成20年６月30日まで

※税務上の控除対象とはなりません｡

３. 問い合わせ先 京都府医師会総務課 TEL：075－315－5273

ミャンマーサイクロンならびに中国・四川大地震被害に係る
義援金の受付について
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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
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【報 告】

１. 第６回会館建設小委員会の状況

２. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

３. 第19回基本健康診査委員会の状況

４. 予防接種講演会の状況

５. 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

６. 第２回2008サミット関係機関警備対策

会議の状況

７. 平成20年度第１回リハビリテーション

懇談会の状況

８. 第１回京都府介護支援専門員会理事会

の状況

９. 府医学術講演会の状況

10. 平成20年度第１回近医連常任委員会の

状況

【議 事】

11. 会員の入会・異動・退会31件を可決

12. 京都府医師会委員会規定の一部改正を

可決

13. 平成20年度地区助成金の交付を可決

14. 第27回南部４地区医師会連絡協議会へ

の出席を可決

15. 平成20年度京都府医師会費減免申請を

可決

16. 第104回全日本剣道演武大会役員への

就任を可決

17. 中丹圏域障害者自立支援協議会委員の

推薦を可決

18. 京都府公立学校教職員疾病審査委員会

委員を可決

19. 平成20年度(財)日本体育協会公認スポー

ツドクター養成講習会の受講者の推薦

(追加) を可決

20. 平成19年度高齢者対策事業委託料の支

払いを可決

21. 京都府医師会脳卒中登録事業委員会委

員の委嘱と第１回委員会の開催を可決

22. 京都府臨床検査技師会顧問への就任を

可決

23. 医業経済・融資斡旋委員会の休会を

可決

24. ｢厚労省第３次試案｣ に関するアンケー

ト調査の結果を可決

25. 京都府医師会医師バンクホームページ

を可決

26. 学術講演会の開催ならびに ｢日本内科

学会認定総合内科専門医資格更新講座｣

の申請を可決

第３回定例理事会 (４.17)

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 第１回選挙管理委員会の状況

３. 平成20年４月診療報酬改定点数補足説

明会の状況

４. 第１回近医連保険担当理事連絡協議会

の状況

５. 基金合審の状況

６. 国保合審の状況

７. 第４回災害対策小委員会の状況

８. 第１回京都府糖尿病対策推進事業委員

会の状況

第４回定例理事会 (４.24)
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９. 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

10. 特定健診・特定保健指導に関する技術

研修会の状況

11. 地区 (京都市内) 特定健康診査担当理

事連絡協議会の状況

12. テロ災害合同訓練の状況

13. 府医学術講演会の状況

14. 日医監事会・第２回理事会の状況

15. 平成20年度第１回市民すこやかフェア

実行委員会の状況

【議 事】

16. 会員の入会・異動・退会10件を可決

17. 常任委員会の開催を可決

18. 事務職員の本採用を可決

19. 事務職員の本採用を可決

20. 記載要領, 新点数Ｑ＆Ａ説明会の追加

開催を可決

21. 第１回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

22. 平成20年度京都市立学校結核対策委員

会委員の推薦を可決

23. 府医指定学校医の新規指定を可決

24. 学校心臓検診事業派遣医師傷害保険の

契約を可決

25. 平成20年度京都市との各種委託契約の

締結を可決

26. 健康日本21対策委員会委員の委嘱と第

１回委員会の開催を可決

27. ｢第35回くらしと健康展｣ 第１回実行

委員会の開催を可決

28. 子宮がん検診委員会委員の委嘱と第１

回委員会の開催を可決

29. 地区在宅医療担当理事連絡協議会の開

催を可決

30. 京都府リハビリテーション連絡協議会

作業部会の開催を可決

31. 平成20年度がん登録事業委託契約書の

締結を可決

32. ｢学校保健委員会答申｣ の印刷を可決

33. 府医学術講演会の開催を可決

34. 日医生涯教育講座 (３単位) の認定を

可決

35. 第39回医師会コンサートの共催を可決

36. 第41回京都医家芸術展の後援を可決

37. 看護専門学校専任教員の本採用を可決

38. 平成20年度都道府県医師会生涯教育担

当理事連絡協議会への出席を可決

～ ６月度請求書 (５月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(火) 午後５時まで

△

国保 10日(火) 午後５時まで

△

労災 12日(木) 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｡




