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カンポ・デ・クリプターナの風車
写真／安田 雄司 (下西)

スペイン・ラマンチャ地方にあるカンポ・デ・クリ
プターナの風車はドンキホーテの話に登場する｡ 1992
年自動車でスペインを一周した時, アルマグロに向か
う途中に立ち寄った｡ マドリッドから200Kmほど南下
した所にある｡ 当時は案内板もなく, 観光客もいない｡
町の片隅の路地の坂道を上がった丘の上に風車群はあっ
た｡ 風車は鎖で停められていたが, 空の青さと風車の
白い壁が印象的であった｡

＜お知らせ＞

・市営保育所・民営保育所(園)嘱託医研修会
・真空採血管ホルダーの取り扱い
・学校保健法施行規則の一部を改正する省令の施行
・乳がん検診精密検査実施医療機関の指定
・ＫＢＳ京都ラジオ放送予定

＜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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６月９日(月) に第１回保険医療協議会が府医会館で開かれ, 各専門医会から14名, 各

病院関係団体から３名が出席し, 診療報酬改定についてのフリートーキングを行った｡

冒頭, 挨拶に立った森府医会長は, 元々日

医が提唱した後期高齢者医療制度について,

内容を変えてうまく利用されたものであると

説明し, 今後の日医の対応を注視する考えを

示した｡ また, 外来管理加算については, 勤

務医対策として必要とされた1,500億円のう

ちの不足分の400～500億円を, 再診料の引き

下げで賄うとしたが, 日医が強く反対したた

めに, 振り替えの形で導入されたものであり,

日医の決断の大きな誤りであったとの認識を

示した｡

さらに, 中医協では, すでに２年後の改定

に向けた初・再診料等の基本診療料の見直し

に関する検討が始まっており, 医師の技術料

に関する正当な評価を求めるために, 近医連

においても検討に入っていることを報告した

上で, 中医協の議論に即時に対応するために,

日医では ｢基本診療料のあり方に関するプロ

ジェクト委員会｣ を新設し, 安達府医副会長

がメンバーに参画することを報告｡ 中医協が

初・再診料に対する見解を示す前に, 我々の

スタンスを示す必要があり, 府医や専門医会

の中で, 日常診療上の問題点等, 忌憚のない

ご意見をいただき, 中央に意見具申していき

たいとの意向を示した｡

引き続いて, 安達府医副会長が本協議会の

運営について, 改定ごとに地区医師会, 専門

医会, 各病院関係団体からの意見を集約し,

また毎年地区社会保険担当理事連絡協議会を

開催し, それぞれの抱える問題点等について

協議した上で, 改定要望を行ってきたが, そ

れでも不足している部分を補うため, 個々の

専門分野に関する具体的な影響や事象等を把

握し, より実態に則した要望を取りまとめる

ために, 本協議会を設置したことを説明｡ 中

医協の議論にリアルタイムに対応するため,

早急に取りまとめなければならないものもあ

るため, 各専門医会や各病院関係団体が意見

集約された結果等を踏まえて, 現場の意見を

反映させたいとの見解を示し, 協力を要請

した｡

診療報酬改定についてのフリートーキング

では, 各専門科に共通する問題点として, 外

来管理加算の５分要件, 技術料の評価のあり

方に不満が続出｡ 外来管理加算については,

医療に時間の概念を導入することの問題点を

指摘する意見のほか, ５分の根拠が不明確で

ある等, 患者との信頼関係に水を差す要件に

疑問を感じざるを得ないとの意見があった｡

また, 技術料の正当な評価については, 各

種軽微な処置が初・再診料等の基本診療料に

包括された点に関して, 医師のプライドを著

しく傷つけるものであるとの意見のほか, 診

療科によっては, 先の外来管理加算と併せて,

10％程度の減収となっているとの報告があり,

原則論を無視した極めて横暴な改定であり,

早急な是正が必要であるとの意見が多数を占

めた｡ さらに, 開業医から勤務医への400億

円の追加的支援が開業医の経営を圧迫させて

いる実態も報告された｡

これらの意見に対して, 安達府医副会長は

������������������������			


���������������
���������������������������������������

外来管理加算の５分要件は即時撤
廃し, 技術料の正当な評価を

第１回保険医療協議会を開催
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今次改定における中医協審議の問題点につい

て, 厚労省の言うままに, 配分の議論なしに

400億円の追加的支援を決定したことは, 審

議放棄に値するものであると言及した (６月

１日号京都医報 ｢解説｣ 参照)｡ また, 外来

管理加算の時間要件については, 医師の臨床

経験等に基づく ｢計画的な医学管理｣ に対す

る医師の思考, 判断を診療報酬の上で否定す

るものであり, 全く容認できるものではなく,

即時撤廃すべきであるとの認識を示した｡

その他, 小児科, 産婦人科以外の診療科に

おいても, 勤務医不足の問題が表面化してき

ているとの意見のほか, 日本における社会保

障について, 専門科や病院, 診療所の別を問

わず, 府医や日医が日本の医療の目指すべき

方向性を明確にした上で, 厚労省等と対峙し

なければならないとの意見があった｡

各専門科や病院に特化した問題点として,

小児科医会からは, 病院と診療所の機能分化

の観点から, 病院の外来は縮小を迫られてい

るにもかかわらず, 外来縮小分を入院だけで

は補えないため, 入院点数の増点が急務であ

ると説明｡ 検査, 投薬等多くが包括されてい

る小児科外来診療料では採算が取れない実情

も報告された｡ また, 救急患者の半数が小児

患者という現状が勤務医の疲弊に拍車をかけ

ており, 人件費の高騰が病院の経営を圧迫し

ていることを指摘し, 小児科学会等が提唱す

る ｢地域小児科センター｣ の設立が小児科医

疲弊改善の第一歩であると強調した｡

その他, 柔道整復師関連, 後発医薬品の使

用促進に関する意見に対して, 安達府医副会

長は, 柔道整復師にかかる費用を ｢医療費｣

扱いにして統計を取ることに問題があること

は数年前から主張していると説明｡ また, 後

発医薬品については, 一部に問題のある物が

含まれていることは事実であり, それが医師,

薬剤師に分かりづらいという問題を指摘した

上で, 問題が発生した場合の検証を厚労省が

行い, こうした後発医薬品を排除する努力を

するべきであるとの見解を示した｡ さらに,

受診回数, 病床数の多さが, 低医療費政策の

ターゲットとなっていることに言及し, リハ

ビリテーション受診時における再診料の問題

は近い将来, 明確にしておくべき問題である

と提案した｡

各病院関係における問題点としては, 特に

200床未満の病院には診療所と同様に厳しい

内容であり, 改定ごとに巧妙に政策誘導され

ているとの意見や, 電子化におけるメンテナ

ンス料等の経費が経営を圧迫している実情が

報告された｡

私立病院協会は, 実際のコストに見合った

ドクターフィー, ホスピタルフィーをベース

とする点数設定が急務であると指摘し, 厚労

省一課長の意向で日本の医療が崩壊すること

を危惧した｡

また, 療養病床協会からは, 療養病床の削

減について京都では約6,400床が約3,660床へ

削減されるとの試算を報告, 医療側の判断に

よる必要病床数は最低5,000床との調査結果

もあり, 絶対に容認できないと言及｡ 医療区

分１の点数引き下げについても, コストを無

視した横暴な改定であると振り返った｡ また,

障害者施設等入院基本料については, 10月１

日から脳卒中の後遺症及び認知症の患者が対

象から除外され, 京都にある約40施設 (約

3,000床) の病院がその対応に苦慮している

現状を報告｡ 後期高齢者の入院についても,

従来, 老人 (後期高齢者) 特定入院料の算定

対象外とされていた一般病床入院中の90日超

重度障害の患者のうち, 脳卒中の後遺症およ

び認知症の患者が10月１日から, 老人 (後期

高齢者) 特定入院料の対象に組み込まれるこ

とにより, 診療報酬点数が包括となり, 大幅

に減額されることに強い危機感を示した｡

これらの意見に対して, 安達府医副会長は

200床未満の病院でもその地域の基幹病院と

今次改定で救済されたのは大病院
のみ－200床未満の病院には過酷
な改定
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なっている所は多々あるが, ７対１入院基本

料を算定し, 病床数を減らす病院が出てくる

等, 厚労省の狙いとは違うことが起こってい

るのも事実であると報告｡ ＤＰＣのアップコー

ディングによるモラルハザードの拡大等を排

斥していくと同時に, 入院だけに特化しては

生き残れない低点数の是正に言及した｡ また,

療養病床削減を決定づけた最も大きな要因は,

厚労省が医療経済研究機構のデータを極めて

意図的にすり替えて実現したものであると説

明｡ それらすべての元凶は社会保障費の自然

増に対する年2,200億円の圧縮を主とする低

医療費政策にあり, 経済財政諮問会議に対す

る反論をまとめることに協力を要請した｡

なお次回は, 今回各専門医会および各病院

関係団体から出された意見等を踏まえて, テー

マを絞って, 具体的な検討を行うことと

なった｡

注) 今回出された各専門医会および各病院関

係団体からの意見は, 出席者の個人的な意

見も含まれている｡

日本医師会では６月５日(木), 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

を開催｡ 日医生涯教育制度や新医師臨床研修制度に関する現状が報告されたほか, 総合診

療医(仮称)の養成について協議した｡

冒頭, 唐澤日医会長は, これまで ｢学術推

進会議｣ および ｢生涯教育推進委員会｣ にお

いて, 総合診療医の養成・認定制度について

検討してきたことを報告｡ 認定制度の創設に

対して ｢医師の研修, 医師の医療レベルを支

えていくシステムをわれわれの手で持ちたい｣

との意向を示し, 各都道府県医師会の理解と

協力を求めた｡

｢最終的には日医の判断で｣
＝学術推進会議 報告書＝

総合診療医(仮称)の認定について, 飯沼

日医常任理事は学術推進会議での検討状況を

報告｡ 報告書では ｢認定医の資格の有無によ

り, 医師の間に格差ができる｣ ｢フリーアク

セスの制限, 人頭割りなどに結びつく可能性

がある｣ といった反対意見が出された一方で

｢総合的な能力をもった医師に診療を受ける

ことで, 患者が適切な受療行動をとることが

できる｣ ｢医師免許更新を求める声に対し認

定の更新を医師の集団が自発的に行うことで

クリアできる｣ といった賛成意見もあったと

説明｡ ｢前向きの議論をすすめ最終的には日

本医師会の判断を仰ぎたい｣ と結論づけてい

ることを報告した｡

また, 学術推進会議と生涯教育委員会が連

携して作成した生涯教育カリキュラム ｢総合

診療医の養成を目指して(案)｣ についても説

明し, ３つの養成コースモデル案を示した｡

医師の研修システムは日医が担うべき
＝飯沼日医常任理事＝

事前に行われた総合診療医養成のための認

定制度に関するアンケート調査では, ｢国に
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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

生涯教育カリキュラム ｢総合診療
医の養成を目指して(案)｣

制度創設に14の医師会が反対を
表明
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先駆けて, 日医が関連学会の協力を得て, 認

定制度を創設すべきである｣ との回答が20医

師会, ｢認定制度を創設すべきであるが, 日

医以外の他の団体に任せるべきである｣ との

回答が１医師会, ｢認定制度を創設すべきで

ない｣ が14医師会, ｢その他｣ が12医師会,

との結果が報告された｡

今回のアンケート結果を受け, 飯沼日医常

任理事は, 認定制度にかかる諸問題を解決す

べくさらなる検討を継続していくと説明する

とともに, 国の ｢総合科｣ 議論に先んじて行

うものであり, 決して結びつくものではない

と強調｡ そのうえで, ｢医師の研修, 医師の

医療水準を支えていくシステムは行政が関与

すべきものではなく, 学術専門団体である日

医が担うべき｣ とした｡

厚労省医政局医事課医師臨床研修推進室長

の宮嵜雅則氏より, 平成20年４月１日より施

行された臨床研修に関する省令の改正ポイン

トが説明された｡

改正のポイントは ①臨床研修病院の指定

基準関係 ②諸手続きの簡素化 ③プログラム

の柔軟化の３点｡ 特に指定基準関係では, 指

導医の要件として ｢指導医講習会を受講した

こと｣ が追加されたほか, 臨床研修病院の研

修医の募集定員については増員を行わないこ

ととなったと説明｡

そのうえで, 今後の取り組みとして, 卒前

教育－臨床研修－いわゆる専門医研修の連携

の推進と臨床研修実施体制の充実・改善を挙

げた｡

総合診療医をめぐっては, 各都道府県医師

会から賛否両論, さまざまな意見が出された｡

特に, 厚労省の ｢総合科｣ 構想に直結するの

ではないかといった危機感や認定医とそうで

ない医師の間に格差が生じるのではないかと

いった問題点が指摘されたほか, カリキュラ

ムの議論が先行し, 履修方法などの具体的な

方向性が明確になっていないことに批判の声

があがった｡

これらの議論に飯沼日医常任理事は, 厚労

省の ｢総合医｣ との関係について, 国の議論

に先んじて日医が認定を行うものであり, 決

して厚労省のいう ｢総合科｣ に直結すること

はないことをあらためて強調｡ そのうえで,

アンケート調査では20医師会が賛成と回答し

たことから ｢これらの意見を何とか具体化し

ていきたい｣ とした｡ またカリキュラムの履

修方法等について, 福井次矢氏 (前日医生涯

教育推進委員会委員長) は ｢縦割りの専門性

の概念とは違う横断的な概念の認定制度が必

要｣ と前置きした上で, 東京だけで講習を行

うことは非現実的とし, それぞれの地方でも

受講できるような体制にしていくつもりであ

ると述べ, インターネットを利用した e -
learningや衛星放送の活用などを今後の対策
として考えていきたいとした｡

また, 開業医はこれまでから, 総合的な診

療を行い, 地域の中でその役目を担ってきた

とし, なぜ今頃になって ｢認定制度｣ の議論

が出てくるのかといった批判や厚労省の ｢総

合医｣ 構想や医師免許更新制といった表面的

な問題ばかりに議論が集中しているが, 最大

の検討課題は ｢生涯教育のさらなる充実｣ で

はないかといった意見が出された｡ これに対

し, 飯沼日医常任理事は, 医師免許更新制が

求められる風潮の中で, 現行のままでは, 世

間は客観的に評価してくれないと指摘｡ 学術

集団として一定の基準で認定することに意義

があると説明し, 理解を求めた｡ 最後に, ま

だ暗中模索の段階だが, 本協議会での熱心な

討論を次のステップへつなげていきたいと締

めくくった｡

総合医の養成をめぐって議論白熱

臨床研修制度に関する改正ポイン
トを説明
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１. はじめに

百日咳は, 乳幼児, 小児の感染症であると

一般的には認識されている｡ 乳幼児での罹患

は, ＤＰＴワクチンの比較的高い接種率のお

かげで減少しているが近年, 成人の百日咳罹

患が増加傾向にあり, 注目を集めている｡ 小

児科定点観測でも増加しており, 15才以上

(特に20～40才) の感染率は氷山の一角で実

際にはかなり多いと思われる｡ 2007年５月～

７月の間に四国の２国立大学医学部 (香川大,

高知大) で百日咳の集団発生があり, 学生と

職員に多数の発症例が確認された｡ さらに,

青森県の消防署の署員, 友人, 家族等での集

団発生も報告されている｡ 呼吸器, アレルギー

の専門医の間では, 成人の頑固な咳嗽, 長期

に続く咳は, 百日咳感染を疑うことが常識的

になっている｡ 発症原因としては (１)予防

接種率の低下, (２)予防接種による免疫持

続期間が不充分, (３)流行株の変異等が考

えられるが, (２)のワクチンによる免疫持

続の低下が最も考えられる｡ その原因は, 諸

外国では百日咳を含んだ百日咳, 破傷風, ジ

フテリアの３種混合 (DTaP または Tdap)
ワクチンで実施されているのに対して, 日本

では追加接種を12～13才に破傷風, ジフテリ

アの２種混合で実施しており, おまけにその

接種率が極めて低い点が起因していると考え

られる｡ さらに, 成人の流行を助長している

������

��������� 	�
���������� �� ��

図１ 百日咳患者の年齢分布 (小児科定点) 1982～2007年 (感染症発生動向調査)
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のは, 乳幼児の診断に比較して, 成人での診

断が難しい点にもあると考えられている｡

成人の百日咳の問題点, その臨床症状, 検

査, 診断, 治療について簡単に述べてみた｡

２. 成人百日咳の問題点

2008年４月１日より中学１年生, 高校３年

生に麻疹, 風疹の２種混合ワクチン (ＭＲワ

クチン) が５年間補足的接種として実施され

ている｡ これは生ワクチンですら免疫持続が

低下し, 2007年の春の成人麻疹の流行のよう

な結果があり, 終生免疫という昔から言われ

ていた神話が崩れたのである｡ ましてや, 不

活化ワクチンの持続期間はさ

らに短いのは当然である｡

ＤＰＴワクチンのワクチン効

果は４年～８年といわれてい

る｡ 12才～13才に接種される

追加免疫 (第Ⅱ期) は破傷風,

ジフテリアの２種混合 (ＤＴ)

で実施されている｡ 諸外国で

は数年前から追加接種を９才

以上で百日咳の入った３混

(DTaP または Tdap) で実施し
ている｡ 成人百日咳の流行を

考える時, 小児での予防接種

率の低下, 流行株の変更, ワクチンによる免

疫持続期間が不充分等３つの理由が考えられ

るが, 上述の如く, ワクチンによる免疫持続

期間が不充分なのが起因していると考えるの

が適切であろう｡

成人百日咳の問題点として, 上記の如き免

学的観点だけではなく, 臨床症状と成人を診

る内科医の認識にもあるのではないだろうか｡

百日咳とは乳幼児, 小児の疾患と今まで思

いこまれていたのではないだろうか｡ 乳幼児

では, 夜間の痙咳発作, Whoop, レプリー
ゼ等の典型的症状を呈し, 検査では白血球数

の著明な増多, リンパ球優位等特徴的で比較

報告されている百日せき症例は氷山の一角

１. 認識されていないまたは無症候性感
染が米国の医療従事者の４～16％
(Deville et al. Clin Infect Dis. 1995;21,639)

４. California では, 入院症例の64
～77％しか報告されていない
(Mc Coyetal. Immunization
program 1999.5)

１～５. わが国の
感染症発生動向調
査事業では, 小児
科の定点把握疾患｡
青少年・成人症例
を把握・報告シス
テムが確立されて
いない

４. 全米では全症例の約12％しか報告さ
れていない
とくに青少年・成人症例に多い

(Guri et al. Clin Infect Dis 1999;28,1230)

３. 大学生の百日咳症例で,
診断は上気道炎(39％), 気
管支炎 (48％)
(Mink et al.
Clin Infect Dis 1992;14,464)

１. 非典型例の存在

２. 臨床像が多彩

３. 低い診断率

４. 低い報告率

５. 臨床医の低い認識

図２

表１ 各国による百日咳ワクチン追加接種の種類・時期の違い

国 初回接種の年齢 追加接種の年齢

日本 ３～６カ月 DTaP３回 12～18カ月 DTaP

ドイツ
２, ３, ４カ月
DTaP-IPV-Hib-HB

11～14カ月 DTaP-IPV-Hib-HB
９～17歳 Tdap or Tdap-IPV

フランス
２, ３, ４カ月
DTaP-IPV-Hib or
DTwP-IPV-Hib

16～18カ月 DTaP-IPV-Hib
11～13歳 DTaP-IPV or Tdap-IPV
(1998年から導入)

カナダ
２, ４, ６カ月
DTaP-IPV-Hib

18カ月 DTaP-IPV-Hib
４～６歳 DTaP-IPV
13～16歳 Tdap

米国
２, ４, ６カ月
DTaP

15～18カ月 DTaP ４～６歳；DTaP
11～18歳 Tdap (2006年から導入)

Hewlett EL et al：N Engl J Med 352：1215-1222, 2005より引用 一部改変
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的診断は困難ではない｡ それに比べ,

成人では症状が軽く検査データーも

特徴的結果を示さないところが, そ

の診断を困難にしていると思われる｡

３. 成人百日咳の臨床症状

乳幼児のようにカタル期 (１～２

週), 痙咳期 (３～６週), 回復期

(６週以降) という, はっきりした

区別がなく, 感冒様症状が数日続い

た後に, 乾性の咳嗽が長期持続する｡

発作性咳嗽は90％にみられ, ２週間

以上の咳が50％程度に認められるが,

Whoopは10数％にすぎず, レプリー
ゼが観察される例はほとんどないと

いわれている｡ 嘔吐, 胸痛, 時には

喘息を伴うものもあり症状が多彩で

あることが診断をいっそう難しくし

ているものと思われる｡

４. 成人百日咳の検査と診断

百日咳の臨床診断は, 咳嗽の性質

とその持続期間で決められる｡ すな

わち, ①嘔気を誘発する咳嗽, ②発

作性に出現し連続する乾性の咳嗽, ③Whoop
を伴う咳嗽のいずれかが14日以上持続するこ

とで臨床診断され, 可能性例として扱われる｡

確定診断は臨床診断に加えて, 百日咳核酸検

出, あるいは咳嗽のある患者からの百日咳菌

検査, さらには, 血清抗体検査による｡ 百日

咳の感染防御にかかわる抗原としては, ＰＴ,

ＦＨＡ, 69ｋＤ外膜蛋白, 百日咳凝集原２の

４種があるが, 凝集反応や FHA- IgG (ＥＩＡ
法) は交差反応があり, 成人では多くの例で

高値を示すことがあるのでＣＤＣ, ＷＨＯで

は推奨していないが PT- IgG (ＥＩＡ法) は
交差反応がほとんどないので, 臨床診断に有

効と考えられる｡ ここで注意したいのは, 日

表３ 百日咳の臨床症状 典型例
DTPワクチン未接種児に多い

カタル期
(１～２週)

感冒症状から始まり, 通常の鎮咳薬では咳が治ま
らない｡

痙咳期
(３～６週)

乾性咳嗽が激しくなる｡ 特有な発作性の５～10回
以上途切れなく続く連続的な咳込み
(paroxysmal cough/staccato)→吸気性笛声(whoop)
が聞かれ, 一連の咳発作は夜間に強く, 咳込み嘔
吐, チアノーゼ, 顔面紅潮・眼瞼浮腫 (百日咳顔
貌), 結膜充血なども併発することあり

回復期
(６週以降)

特有な咳込みが次第に減少するが, 上気道感染で
再び特有な咳が聞かれることもある｡
通常３～６週間で軽快する｡

表４ 特有な咳がない百日咳

乳児百日咳
移行抗体, ワクチン接種の有無などで症状は多彩｡
新生児は死亡率高く, 無呼吸やけいれん多く, 特
有な咳は少ない｡

DPTワク
チン接種

DPTワクチン接種児は, 典型的な咳がない例が多
い｡ 百日咳と診断されることは少ないが, 感染源
となることが問題｡

青年・成人
の百日咳

鎮咳薬を飲んでも咳が止まらない, 夜間の咳込み
による目覚め, などが主訴で百日咳とはほとんど
診断されてない｡ 乳幼児が発症して初めて感染源
と気づくことが多い｡

表５ 無菌体百日咳ワクチンの抗原量

種 類 ＰＴ
(μg/0.5mL)

ＦＨＡ
(μg/0.5mL)

69kD 外膜蛋白
(μg/0.5mL)

百日咳凝集原２
(μg/0.5mL)タイプ 価

阪大微研 Ｂ ３価 23.4 23.4 表示なし(微量) 表示なし
北里研究所 Ｔ ４価 6.1 51.6 0.9 1.2
武田薬品 Ｔ ４価 3.2 34.4 1.6 0.8

化血研 ２コンポー
ネント ２価 8.0 32.0 含まず 含まず

デンカ生研 Ｔ ４価 9.0 32.0 3.0＊ 1.0＊

＊推定値
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表６ 感染防御にかかわる抗原

・百日咳毒素 Pertussis toxin (ＰＴ)
・線維状血球凝集素
Filamentous hemagglutinin (ＦＨＡ)
・69kD 外膜蛋白
69kilo Dalton outmembrane protein
・百日咳凝集抗原 Aggulutinogen, fimbriae

表７ 百日咳菌体成分に対する抗体測定

(百日咳ワクチン：百日咳Ⅰ相 東浜株の培養上清)

細菌凝集反応
・東浜株 (ワクチン株血清１,２型), 山口株 (流行株
血清１,３型)
・基準値：10倍 未満
・感染後３～６週間でピーク
・東浜株, 山口株に交差反応
・Tタイプワクチン (百日咳凝集原２を含む) 凝集抗
体上昇
・Bタイプワクチン, ２コンポーネントワクチンは凝
集抗体上昇しない

EIA 法
・抗 PT抗体(抗百日咳毒素抗体)：約３週後にピーク
・抗 FHA 抗体(抗線維状血球凝集抗体)：約16週後に
ピーク
・ワクチンによる感染防御抗体の有無を確認

表８ 百日咳診断の目安 2008(案)

臨床症状 14日以上の咳があり, かつ下記症状を１つ以上伴う
１ 発作性の咳込み
２ 吸気性笛声 (whoop)
３ 咳込み後の嘔吐 (CHD 1997 WHO 2000)
実験室診断
発症から４週間以内：培養と PCR ４週間以降：血清診断 (CDC, FDA, Hewlett EL 2005)
１ 百日咳菌分離
２ 遺伝子診断：PCR法または LAMP法
３ 血清診断 (ペアー血清での有意上昇を基本とする)
(１) 凝集素価
１) DTP ワクチン未接種児・者：流行株 (山口株), ワクチン株 (東浜株) いずれか40倍以上
２) DTP ワクチン接種児または不明
Ａ) ペアー血清：流行株, ワクチン株いずれか４倍以上の上昇
Ｂ) 単血清
ａ) DTP ワクチン最終接種から２年以上：流行株, ワクチン株いずれか40倍以上
ｂ) DTP ワクチン最終接種から２年以内
�. 凝集原を含まないワクチン接種児；ワクチン株, 流行株いずれかが40倍以上
�. 凝集原を含むワクチン接種児：ペアー血清でいずれかの株の４倍以上の上昇

(２) EIA 法 PT (百日咳毒素 pertussis toxin) -IgG
１) DTP ワクチン未接種児・者：10EU/ml 以上
２) DTP ワクチン接種児・者または不明
Ａ) ペアー血清：２倍以上を基本
Ｂ) 単血清 (参考) 94EU/ml 以上 (Baughman AL2004)

100EU/ml 以上 (de Melker HE2000)
臨床診断 臨床症状は該当するが, 実験室診断はいずれも該当しない
確定診断１) 臨床診断は該当し, 実験室診断の１～３のいずれかが該当する

２) 臨床症状は該当し, 実験室診断された患者との接触があったとき
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本で製造されている百日咳ワクチンの抗原成

分が５社とも異なり, その成分量も差がある

ので, ワクチンの既往歴も大変重要である｡

また, 予防接種歴のある成人, 抗菌薬を服用

した成人, 発症から３週間経過した成人から

は, 菌が検出されないことが多いことも注意

したい｡

５. 成人百日咳の治療

百日咳の治療には, エリスロマイシン, ク

ラリスロマイシン等のマクロライド系抗菌薬,

ニューキノロン, メイアクトなどが有効であ

るとされている｡ 参考までに各種抗菌薬の

ＭＩＣを示した｡ 一般的には, ３週間を咳嗽

症状が続くと菌が検出されないことが多いこ

とより, その後の抗菌, 薬の投与は効果が期

待できないと考えられる｡

６. おわりに

成人における百日咳の診断は, 乳幼児, 小

児のそれとは異なり典型的症状に乏しく困難

である｡ しかし, 成人の慢性咳嗽の１つとし

て, 百日咳は鑑別診断として考慮すべきであ

る｡ さらには, 現在実施されている小児への

Ⅱ期ワクチンをＤＴからＤＰＴに早期に変更

されることが望まれる｡

表９ 百日咳菌に対する抗菌薬のＭＩＣ50, ＭＩＣ90およびＭＩＣの範囲

Antimicrobial
agent

MIC (μg/mL)

range MIC50 MIC90

Erythromycin 0.023-0.064 0.032 0.032

Clarithromycin 0.032-0.047 0.047 0.047

Azithromycin 0.023-0.064 0.032 0.047

Clindamycin 0.025-0.5 0.38 0.5

Tetracycline 0.125-1 0.5 0.75

Minocycline 0.064-0.19 0.125 0.19

Sparfloxacin 0.008-0.016 0.016 0.016

Ciprofloxacin 0.016-0.032 0.023 0.023

QRP/DPR＊ 1.5-4 4 4

ST＊＊ 0.094-0.25 0.125 0.25

Rifampicin 0.125-0.25 0.19 0.19

＊ Quinupristin/dalfopristin
＊＊ Sulfamethoxazole/trimethoprim

※参考文献

１) Vol.24, No5, 2008 化学療法の領域

２) 予防接種の手びき (第11版)

３) 国立感染症研究所情報センター

４) 感染症と化学療法 (アボット感染症アワー)

５) Hewlett E.L.etal：N Engl J Med 352 2005

６) 感染症学会雑誌78：420～427：2004
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皆様ご存じのように麻しん対策の一環といたしまして平成20年１月１日より麻しん・風しん

の全数報告が実施され, さらに麻しんにつきましては, 可能な限り24時間以内に発生報告を管

轄保健所に届けていただきますようご協力いただいていることと存じます｡

麻しん蔓延防止のため, 麻しん発生動向の状況を発生地域で共有することは非常に重要と考

え, 先日来府内, 市内の保健所に対して届け出された麻しん発生情報を管轄の地区医師会宛に

迅速に還元していただくよう依頼しておりましたところ, ７月１日より全保健所にて実施され

ることになりました｡

つきましては, 保健所から地区医師会に届けられました麻しん発生情報を各地区内の会員の

先生方に迅速に周知していただきますようお願い申し上げます｡ また, 現在発生が危惧されて

おります新型インフルエンザ発生時等にも備え, このような地域での感染情報網システム構築

は大変重要かと考えます｡

なお, 麻疹発生の地域情報を他の医療機関に把握していただくためにも, 保健所より地区医

師会に発生状況をお知らせさせていただく際の届け出医療機関名を開示することにつきまして

ご承諾していただきますようお願い申し上げます｡

また, 府内, 市内の麻しん発生週報なども地区医師会に情報伝達できるよう現在取り組んで

おりますことを併せてお知らせいたします｡

地地地区区区医医医師師師会会会へへへののの麻麻麻しししんんん発発発生生生報報報告告告ののの情情情報報報伝伝伝達達達等等等にににつつついいいててて

���������� ｢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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委
員
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だ
よ
り

今期の第１回乳幼児保健委員会が, ６月10日(火) に開催され, 委員13名の中から, 委員長

には林 鐘声氏 (西陣), 副委員長には幸道直樹氏 (宇治久世) が選出された｡

冒頭, 上原府医副会長が挨拶に立ち, 日頃の謝辞に続き, 世間は高齢者問題に関心が集中し

ているが, これからの日本を背負う子どもたちの問題についてご尽力いただきたいと要望｡ 今

期は ｢保育園環境の整備について｣ を諮問事項とした｡

報告事項に続き, 諮問事項である ｢保育園環境の整備について｣ は, 感染症の登園基準や保

育園健診システム・相談システムについての現状や問題点を引き出し, 検討を重ねて答申する

とした｡ また, 府医学校医部会規約が改正され, 園医協議会が設けられたが, 園医の組織化に

あたって, まず, 園医の名簿を整備することから着手することにした｡

��������
	
��

保育園環境の整備について

委�員�会�だ�よ�り�

＜乳幼児保健委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

清沢 伸幸 (上東) 禹 満 (西陣) ◎林 鐘声 (西陣)
吉岡 博 (西京) 辻 幸子 (伏見) ○幸道 直樹 (宇治久世)
石丸 庸介 (綴喜) 高屋 和志 (船井) 伊藤 正寛 (東山保健所)
伊藤 節子 (同志社女子大学) 大島 渉 (耳鼻科医会) 堀部 勉 (眼科医会)
松井 美萌 (皮膚科医会)

担当副会長 上原 春男 担当理事 藤田 克寿・柏井 真理子

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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委
員
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だ
よ
り

第１回乳がん検診委員会が, ６月11日(水) に開催された｡

冒頭あいさつで, 安達府医副会長は ｢乳がん検診はがん検診全体の中でも大きな位置を占め

るものであり, 充実した精度管理システム等, 信頼性の高い検診であると認識している｡ 検診

出務条件等, 府医としても行政への働きかけにより改善を目指すので, 課題は山積しているが

検診のさらなる向上をお願いしたい｣ と述べた｡

検診の充実に向け, 今期は副委員長を２名にして運営に当たることとし, 委員長には蔭山典

男氏, 副委員長には沢井清司氏, 藤原康典氏を選出した｡

今期委員会では, 府内全域に導入されるに至ったマンモグラフィ併用検診のさらなる充実,

検診精度の向上を目指しての取り組み, また, 京都市内で特に著しい受診者増への対策を重点

的に検討していきたい｡

なお, 本委員会は隔月に開催するが, うち年２回は地区乳がん検診担当者連絡会との合同開

催として各地区の実態を把握し, 地区の意見・要望を検診に活かすべく努力したい｡

��������
	
��

マンモグラフィ併用検診の更なる充実をめざして

＜乳がん検診委員会委員＞ (◎＝委員長, ○＝副委員長)

◎蔭山 典男 (宇久) ○沢井 清司 (北) ○藤原 康典 (山科)

梅原 誠 (北) 大西 勉 (西陣) 柏木 智博 (右京)

小谷 達也 (乙訓) 田中 宏樹 (亀岡) 冨士原正人 (福知山)

大江 信哉 (外科医会) 芳林 浩史 (京大) 金尾昌太郎 (京大)

中嶋 啓雄 (府医大)

担当副会長 上原 春男 担当理事 松井 道宣・畑 雅之

投 稿 歓 迎
｢会員の声｣ は医療についての意見, 医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣ は紀

行文, エッセイなどの読みものを取り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医総務課 ｢京都医報｣ 係までお届けください｡
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京京京都都都府府府医医医師師師会会会 肺肺肺がががんんん対対対策策策委委委員員員会会会委委委員員員長長長 繁繁繁田田田 正正正子子子

平成19年度のスタートにあたって, 京都府

医師会が主催し, ＮＰＯ京都禁煙推進研究会,

京都府立医科大学が共催となり, 京都市・京

都市教育委員会・京都府・京都府教育委員会・

京都府歯科医師会・京都府薬剤師会・京都府

看護協会が後援するという, 広範囲の支持の

もと堅牢な形態をもっての防煙教室を企画し

ました｡ ＮＰＯや大学が, それなりの実践を

積み上げていたとはいえ, 我が国では前例の

ない, 広い視野にたつ, 若者を主役に据える

というユニークな取り組みであり, 先行き不

透明な部分もありました｡ そこで, 平成19年

度はモデル事業とし, 指導者養成を主な目的

としながら実施する運びとなりました｡

結果としては, 予想を上回る順調さで進み,

１年間に多くの高校生 (一部小中学校生) に

タバコの危険や止め方などを伝えることがで

きました｡ 諸外国での経験に学んで方法を吟

味し計画したこと, 各団体の絶大な支援があっ

たこと, 保健所などの協力も得られたこと,

京都府の地域活性化プロジェクトや京都府立

医科大学学友会 (青蓮会) からの助成も得ら

れたことなど, 複合的要因があると思われま

す｡ ここに１年間の歩みをまとめてみました｡

１. 防煙授業指導者の養成

当初の計画では, 学生や新規参加の専門職

は, 体験コーナーで１クラス単位のレクチュ

アを担当して, レベルアップを図ることになっ

ていましたが, 将来的なことを考えれば100

人を越える生徒の前で話ができるようになっ

てこそ, 指導者として活躍してもらえるとい

う指摘がありました｡ また幸運にも, 医学部

や看護学部１回生の頃から参加していて, 非

常にタバコ問題についての見識を深めていた

学生が３年目に入っていましたし, 大学院１

回生の歯科医師の継続的参加が見込めるとい

う好機でもありました｡ そこで, 全体へのプ

レゼンテーションを５分割して, ５人のリレー

トークとすることでスキルアップを図ること

にしました｡

スライドショーの内容を統一し, １人10枚

から15枚のスライドを約10分で話すというこ

とを原則にしました｡ 駅伝のように, 話しな

れているものと話しなれていないものが相互

に助け合うことで, 高校生や学校に喜ばれる

形で, 指導者が養成できたと感じています｡

リレートークの内容と, プレゼンテーション

に参加した職種は表１のとおりです｡

また体験コーナーでは, 吸っている生徒に

はその気持ちを推し量りつつ, 家族の喫煙を

憂える生徒には, その思いに寄り添って個別

に話をするトレーニングができました｡ コー

ナーの設定と参加職種は表２のとおりです｡

はじめに

事業の概要と実施状況
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これも, 新人はその初々しさと誠実さ

で, ベテランは話の巧みさで, 生徒か

らも先生からも喜びをもって受け入れ

られました｡

京都府医師会事業として行われた授

業は表３のとおりで, 12高校, ３中学,

３小学校の18校となりました｡ 保健所

や市町村の職員や学校三師を除いた参

加専門職は, のべ55名, 学生数は69名,

参加した生徒数は3181名になりました

(表３)｡ また, よりスキルアップを図

るために, ＮＰＯ京都禁煙推進研究会

と共催で, サポーター養成講座を６月

に, 学校医師・歯科医師・薬剤師の連

携を深め, スキルアップを図る指導者

講習会を３月に開きました｡ いずれも,

今回の事業でスキルアップした専門職

や学生が講師などを務め, 京都府全体

の取り組みの内容向上につながる研修

になったと好評でした｡

表２ コーナー 内 容 参加職種

Ａ

１ 肺のコーナー 医師・学生
２ 口のコーナー 歯科医・歯科衛生士
３ 測ってみよう！スモーカライザー 看護職
４ 味覚チェックコーナー 歯科医・歯科衛生士

Ｂ
５ ニコチンのトリック 医師・薬剤師
６ タバコマンコーナー 学生
７ 止めたい人のお手伝いコーナー 医師・薬剤師

Ｃ

８ 世界を知ろう 学生
９ 川柳コーナー 学生
10 僕らの町の現在・未来 看護職・学生
11 世界のＣＭコーナー 学生

Ｄ
12 クイズコーナー 看護職・学生
13 プチタバコ・お化けタバココーナー 看護職・学生
14 タバコの中身をのぞいてみよう 学生

表３

月日 学校名 専門職数 学生数 生徒数

５月30日 桃山高 １ ２ 36名

６月20日 日星高 １ ５ 100名

７月９日 成和中 ２ ５ 314名

９月13日 鳥羽高 ３ １ 60名

９月20日 木津高 ２ ８ 326名

10月２日 須知高 ３ ５ 118名

11月１日 綾部高 ４ ３ 240名

11月２日 綾部高東分校 １ １ 60名

11月８日 山城高 ３ ４ 362名

11月２日 久美浜高 ３ ７ 86名

12月１日 南丹高 ３ ３ 250名

12月１日 四条中 ３ ４ 160名

12月１日 鴨沂高 15 ６ 300名

12月１日 佐山小 ２ １ 60名

12月１日 伏見工業高 ３ ３ 119名

１月22日 平盛小 ２ ４ 65名

２月28日 第２向陽小 ２ ３ 81名

３月11日 高野中 ２ ４ 120名

55名 69名 3181名

表１ パート テ ー マ 主な担当者
１ タバコが身体に及ぼす影響 医学生・看護学生

２ タバコが口腔に及ぼす影響と受動喫
煙の危険性 歯科医・看護学生・看護師

３ ニコチン依存について 医学生・薬剤師
４ タバコの止め方 医師・看護師
５ タバコに関する社会的問題 医師・歯科医師
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２. 防煙授業の内容

授業はリレートーク形式の講演と体験型ブー

スでの自由見学, その後まとめの講演とクイ

ズ正解者などへの表彰の３部構成にしました｡

時間配分としては, 自己紹介や挨拶のあと,

導入とスモーカライザー実験を10分, リレー

トークによるスライドショーを40分, 体験学

習を40分, まとめと表彰を10分という形です｡

講演は ｢たばこ不思議発見｣ と題して医師,

歯科医, 看護学生, 医学生がリレーしていく

形式で ｢タバコの本当の恐ろしさ｣ をわかり

やすく解説することを主眼にしています｡ 体

験型ブースでは, 表２のようにスモーカライ

ザーによる呼気測定や世界のタバコやＣＭを

見られるコーナー, 卒煙関連グッズの展示な

どの４ブロックに分けて, 医師, 歯科医, 学

生ボランティアが対応するのが基本でした｡

実際の状況の写真が京都医報平成20年１月15

日 (No. 1877) 号に掲載していますので, ぜ

ひもう一度ご覧ください｡

３. 事業効果

授業を終えた高校生からは, ｢タバコの害

は知っていたけどこれほどとは｣ や ｢外国と

の環境の違いにビックリ｣ といった意見が聞

かれ大学生からも ｢良い勉強になった｣ との

意見が多数寄せられ ｢タバコの害｣ を理解し

てもらう良い機会になっていることはあきら

かでした｡ ある高校のアンケートでは授業前

吸っていた11人のうち７人が止めていた, と

いう報告がありました｡

何より, 学校教員や保健所職員などから,

たいへん有意義である, 自分達の勉強にもなっ

た, という声が寄せられ, すでに平成20年度

多くの学校から依頼がきています｡ これは,

授業の効果が認められた最大の証拠だと考え

られます｡ その上, 当初の最終目的であった

行政の参加が, 平成20年度から本格化します｡

京都市, 京都市教委はすでに予算化されてい

ますので, 医師会が先陣を切った効果は着実

にでているといえるのではないでしょうか｡

健康日本21でも目標として掲げられていた

未成年者の喫煙率ゼロですが, 実態は甘くな

く, 喫煙率全体は下がりかけていても, 地方

の過疎地や, 教育困難校などの喫煙率はむし

ろ上昇しているという指摘もあります｡ 本来,

未成年の喫煙率を下げる最も有効な手立てで

あるタバコ価格の引き上げや, 広告の完全禁

止に関して, 政府の動きは非常に遅く, 地域

で頑張るしかないのが現状です｡ オピニオン

リーダーとして, 他団体や政府にいろいろな

働きかけを行う必要もありますが, そのため

にも自分達の手の届く範囲でベストな実践を

すべきだと思われ, 今回のモデル事業はその

象徴になりうると考えました｡

実際に参加して協力いただいた専門職や学

生はもとより, 裏方として支えてもらった多

くの関係者・関係団体に厚く御礼申し上げま

すとともに, さらにこの授業が発展し, 最終

的には未成年喫煙率ゼロ, 京都府の肺癌死亡

などの激減につながりますよう, 継続的な協

力をお願いして報告書とさせていただきます｡

おわりに

内容の詳細については

http://www.tobacco-free.jp/caravan/

index.html

の活動記録をご参照ください｡
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日
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【この検査の背景(基礎)】

特発性血小板減少性紫斑病 (idiopathic

thrombocytopenic purpura：ITP) は, ｢血小

板破壊の亢進により血小板減少を来す後天性

疾患のうち明らかな原因や基礎疾患がないも

の｣ と定義されますが, その病態の本質は血

小板に対する自己免疫反応であると考えられ

ています｡ ITP患者に出現する自己抗体 (抗

血小板抗体) が認識する抗原としては血小板

表面に存在する各種糖蛋白 (glycoprotein：

GP) が挙げられますが, これらの自己抗体

は血中では主に血小板表面に結合した状態で

存在しています｡ 従って, 輸血や母子間不適

合等の同種免疫反応の結果生じる抗血小板同

種抗体とは異なり, 血清中の遊離抗血小板自

己抗体を検出することは通常不可能です｡

血小板関連 IgG (platelet - associated IgG：

PAIgG) は血小板表面および血小板内 (主に

α顆粒内) に存在する IgGの総称ですが,

本邦では一般的に血小板表面に結合した IgG

を意味することが多く, その定量は ITP の

診療に有用とされてきました｡ ITPは特定疾

患であり (昭和49年10月指定), 医療受給申

請書には PAIgG値の記載欄がありますが,

当該検査は長らく保険未収載のままであり平

成18年４月にようやく保険収載となりました｡

【検査方法と内容】

PAIgG は1970年代に開発された検査項目

であり, 原理的には自己免疫性溶血性貧血に

おける直接 Coombs 試験に相当しますが,

現在では主に競合固相酵素抗体法 (competitive

solid phase enzyme immunoassay) にて測

定されます｡ 具体的には抗凝固剤を用いて静

脈血を採取後, 血清中の IgGを除去するた

め洗浄血小板を作成し, microtiter plate に

固相化したヒト IgG と被検血小板表面の

PAIgGとの間で酵素標識抗ヒト IgG抗体に

競合的に反応させます｡ 洗浄後プレートに結

合した抗ヒト IgG を酵素反応により発色さ

せて定量し, 既知濃度の IgGとの反応から

作成した検量線に従って, 被検血小板10７個

あたりの IgG量として表示します (基準値：

≦25.0ng / 10７個)｡

【臨床データ】

PAIgG の ITP に対する検出感度は約90％

と高率であり, 旧厚生省研究班による ITP

の診断基準 (1990年改訂) でも PAIgG高値

が ITP の特徴的検査所見として挙げられて

います｡ しかし, PAIgGには GPIIb / IIIa等

の血小板膜糖蛋白に対する疾患特異的自己抗
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体のみならず, 非特異的に血小板と結合した

IgG成分も含まれるため, 血小板減少を来す

他の疾患 (特に高γグロブリン血症合併例)

でも高値を示すことが多く, 当該検査の ITP

に対する特異度は約20％と低率です｡ このた

め, 欧米のガイドラインでは PAIgGは ITP

の診断には不必要かつ不適切な検査とされて

います(George JN, et al. Blood 88:3;1996)｡

我が国でも厚生労働省班研究による ITP

の新しい診断基準が作成中であり(表１),

この基準では網状血小板比率や血漿トロンボ

ポエチン濃度等の特殊検査所見について記載

されていますが, PAIgG については言及さ

れていません｡ しかし, 新基準に記載されて

いる特殊検査はいずれも現段階では保険未収

載であり, 一部の施設でしか実施出来ません｡

一方, ITP患者の血小板数と PAIgGを経時

的に測定すると両者は明瞭な逆相関を示すと

されていることから, 少なくとも ITP 患者

の経過観察に際しては当面 PAIgGが利用さ

れるものと思われます｡

【保険収載内容】

保険収載：平成18年４月１日

保険区分：免疫血液学的検査 Ｄ011 ｢６｣

保険点数：210点

検査目的：ITPの診断または経過判定

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： ITP の新しい診断基準案

(｢厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服事業 血液凝固異常症に関する調査研究
平成14－16年度総括・分担研究報告書｣ より引用)

１. 血小板数減少 (10万 /μL以下)
２. 末梢血塗抹標本で血球３系統 (赤血球, 白血球, 血小板) すべてに明らかな形態異常

を認めない｡

３. 以下の検査所見のうち３つ以上を満たす｡

１) 貧血がない

２) 白血球数が正常

３) 末梢血中の抗 GPIIb / IIIa抗体産生Ｂ細胞の増加
４) 血小板関連抗 GPIIb / IIIa抗体の増加
５) 網状血小板比率の増加

６) 血漿トロンボポエチンは軽度上昇にとどまる (300pg / mL未満)
４. 他の免疫性血小板減少性紫斑病 (SLE, リンパ増殖性疾患, HIV感染症, 肝硬変, 薬

剤性等) を除外できる｡

※ ITPの診断には, 上記の４項目全て満たすこと｡ ただし, ４項目を満たしても ITPに
非典型的な所見を認める場合には骨髄検査を行うことが望ましい｡
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学校運営委員会が平成20年６月３日(火) に開催され, 平成21年度学生募集要項が決定しま

した｡ 詳細については, ７月中旬に発行予定の募集要項をご覧ください｡

なお, 各課程の募集定員ならびに入試日程等の概要は次のとおりです｡

募集定員

３年課程 80名 一次推薦・学校指定校推薦・二次推薦・社会人入試で総定員の

半数程度｡ 一般入試で総定員の半数程度｡

２年課程 80名 学内推薦を含める｡

准看護科 80名

入試日程

第１回 平成20年７月19日(土) 10時～12時
第２回 平成20年10月４日(土) 10時～12時

※事前申し込みが必要です｡

場所および問合せ

京都府医師会看護専門学校

京都市山科区椥辻西浦町１－13 (地下鉄東西線 ｢椥辻駅｣ 徒歩約７分)

電話 075 (502) 9500

����������������		
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TOPICS

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

願書受付 入学試験 合格発表

３ 年 課 程
(一 次 推 薦)
(指定校推薦)
(二 次 推 薦)
(社 会 人)
(一 般)

20.11.５～20.11.11
同 上

20.12.16～20.12.22
同 上
同 上

20.11.15
同 上
21.１.７
同 上
21.１.８

20.11.21
同 上
21.１.16
同 上
同 上

２ 年 課 程 21.１.５～21.１.９ 21.１.16 21.１.23

准 看 護 科 21.１.22～21.１.28 21.２.３ 21.２.13
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1943年, 田辺藩の城下町だった舞鶴市 (西

地区) と旧海軍鎮守府のある東舞鶴市 (東地

区) が合併し, 現在の舞鶴市が誕生した｡

1957年に加佐町が編入された｡

海上自衛隊舞鶴地方総監部や第八管区海上

保安本部, 舞鶴海上気象台など関係機関が集

中している｡ 戦後多くの施設, 企業が軍の施

設跡に整備され, 海上自衛隊関係者約１万人

と合計10万人の人口があったが, 今年は地方

活性化の波に乗れず９万人を切る見込みであ

る｡ 高齢化率も府の20％に対し24％と高率で

ある｡

地域医療サービスも待ったなしで, 公的４

病院で診療体制縮小が相次いでおり, 医師会

としても何らかの手を打たなければ危機的な

状況で, 特に救急医療は, 市民病院問題や各

病院を取り巻く厳しい環境の中で, 輪番制の

継続が困難な状況に至っております｡ 以前は,

医療環境は非常に恵まれており, 市民のみな

さんも安心され, 医療関係者もゆとりを持っ

て医療に従事していました｡ 医療にゆとりが

ないと様々な弊害が発生し, 最終的には市民

の皆様のところにかかってきます｡ (医療格

差) とは (ゆとりのある医療) ができるかど

うかということであり, 具体的にはマンパワー

があるのかないのかということになります｡

入院, 救急に関しては, 公的３病院が市民病

院の分まで引き受けてがんばって支えていた

だいておりますが, 限界に達しています｡

では個人の医療機関は何をしているのか,

ということになります｡ 個人医療機関は標榜

科にもよりますが午前中は自院で診察して,

午後から往診, 在宅医療に出かけ, 夕方から

また自院で診察をしています｡ その合間や夜

間に予防接種や介護保険関係の会議などに出

務しています｡ 舞鶴の医療の質を低下させず,

かつ舞鶴で完結できる医療を行うためには

(医療の分担) が必要となってきます｡ つま

り病院に求める医療は (専門医療) (入院医

療) (救急医療) に特化し, 個人の医療機関

は (外来医療) (往診, 在宅医療) に特化す

ることです｡ そうすることにより病院のマン

パワーの不足を補います｡

舞鶴医師会としては, 地域医療を守る立場

として, 昨年10月から今年３月まで第２第４

日曜日に９時～17時まで市民病院をお借りし

て医師会員有志による内科, 小児科２人体制

で, 一次診療を試験的に実施いたしましたが,

平均受診者は20～30人で救急当番病院の負担

軽減にはあまりつながっていなかったと思わ

れた｡ ４月からは, 市民病院が独自に土曜,

日曜の一次診療を行うようになりましたが,

医師会としては, 勤務医の先生方の負担軽減

を図り, 舞鶴市から病院機能をなくさないよ

うな対応を検討中である｡ 市民が病院をコン

ビニ化して利用しないようまずインターネッ

トに各開業医の場所, 専門分野, 診療時間な

どを掲載し, また夜間もなるべく一次診療に

関しては開業医で診察するように会員に働き

かけていく予定である｡ しかし舞鶴の医師会

員も高齢化が進み, 新規の若い医師の開業は

数名の状況であり, 開業医の疲弊も深刻な問

題である｡

舞鶴医師会

理 事 西村 正人
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日本医師会や京都府等から通知される医薬品・医療用具等の安全情報について, 最新情報を

掲載いたします｡

詳細をご希望の先生には, 資料のコピーをお送りいたしますので, 府医学術生涯研修課まで

ご連絡ください｡ (TEL 075－315－5276, FAX 075－314－5042)

①｢心臓カテーテル検査・治療による複数の患者におけるＣ型肝炎発症事例の検証の経過につ

いて(情報提供)｣ の送付について (日医常任理事)

本件は, 神奈川県内の医療機関における心臓カテーテル検査・治療を受けた複数の患者が

Ｃ型肝炎を発症するという院内感染が疑われる事例が発生したことを踏まえ, 当該事案に係

る院内感染調査委員会において中間報告書が取りまとめられたこと, および第７回院内感染

対策中央会議で同報告書を受け, 議論がなされたことを周知するものです｡

②｢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】

｢塩酸ベプリジル｣

｢使用上の注意の改訂指示｣ 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｡

③医薬品・医療機器等安全性情報第247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197)｣ は, ｢カルバマゼピン他(３件)｣ の情報,
｢２. 市販直後調査の対象品目一覧｣ が掲載されています｡

なお, 日本医師会雑誌の平成20年８月号に掲載される予定です｡

と き ８月10日(日)

午前９：00 スタート

と こ ろ 神戸総合運動公園

(TEL 078－794－0911)

試合形式 ダブルス

申込締切 ７月31日(木)

◇大会終了後, 懇親会を予定しており

ます｡ 申し込みおよび詳細について

は, 冨井紘久(TEL 075－371－0663)・

平杉嘉昭 (TEL 075－332－1198) まで

ご連絡ください｡

※ご家族・ご友人・従業員のご参加を

歓迎します｡

兵庫県医師会との
親善テニス大会のご案内
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梅雨晴間の６月８日, 豊元ビルにて句

会を開きました｡ 少人数ながら一応元気

な顔が集まり, 四条通の雑踏が嘘のよう

な静かな会場で佳句にふれ, 句評, また

現在の環境問題, 後期高齢者医療保険等

の問題を語らい, 楽しいひとときを過ご

しました｡

会場の９階より東山の夏姿を望めまし

たが, 現在工事中のビルが建てば眺望は

変化することでしょう｡ この頃は地球温

暖化のための種々の障碍が言われており

ますが, まだまだ日本には四季があり自

然を詠むには適していると思います｡ い

まさらながら忙しい診療の間に俳句を趣

味に持てたことに幸を感じます｡

医学には遊び心は通じませんが, これ

からの残りの人生には, あそびごころを

大切に過ごしたいと思います｡

(当番 妃佐子)
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井上代志子
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上山 青柿
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小林 明子
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田村江津子
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西村妃佐子

６月例会
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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｡

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】
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●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/member/maillist/rules.html

●『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/member/maillist/guideline.html
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医療界を巡る動き

平成20年５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

５. 10 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－③薬物療法を開催

５. 10 各専門医会長との懇談会を開催

５. 11 第64回府医懇親ゴルフ大会を開催
５. 11 第56回地区対抗テニス大会を開催

５. 17 第27回南部４地区医師会連絡協議会に
出席

５. 17 京都市国保特定健診等実施説明会を開催

５. 12 全日病, 死因究明制度創設に向けた第３
次試案に対し慎重論を展開

５. 12 厚労省, 医政局総務課内に ｢在宅医療推
進室｣ を設置

５. 13 財政制度等審議会 (財政構造改革部会)
が６月にまとめる建議に ｢社会保障費2200
億円圧縮の維持｣ を盛り込む方針を確認

５. 13 自民党幹部会が ｢社会保障費2200億円削
減は撤回｣ で一致－本格議論を開始

５. 14 厚労省が ｢後期高齢者診療料｣ の都道府
県別届出状況の速報値を提示－届出に地域
差, 鹿児島は内科の86％, 青森はゼロ

５. 14 百日咳の報告数が過去最高を更新－国立
感染症研究所・感染症週報第16週(４月14～
20日)

５. 15 財務省が参院厚生労働委員会で ｢社会保
障費2200億円削減は堅持｣ と主張

５. 16 社会保障国民会議で唐澤日医会長が福田
首相に対し ｢2200億円｣ の撤廃要請

５. 16 日本外科学会が死因究明制度創設に向け
た第３次試案への賛成を決定

５. ４ ミャンマーをサイクロンが直撃－軍政は
死者が７万7738人, 行方不明者が５万5917
人に達したと発表

５. ７ 日中首脳が共同声明－｢戦略的互恵関係｣
を一層強化することで一致

５. ７ ロシア, メドベージェフ大統領が就任

５. ８ 京都府舞鶴市の雑木林で市内の高校１年
の女子生徒が遺体で発見

５. 12 中国四川省で大地震－中国政府は死者が
６万7183人, 行方不明者が２万790人に達し
たと発表

５. 13 インドで爆弾テロ－約80人が死亡, 100人
以上が負傷

５. 13 改正道路整備費財源特例法を再可決

５. 14 全国のレギュラーガソリン平均店頭価格
が1987年の調査開始以来初めて１㍑＝160円
を突破

５. 16 日本の援助隊が四川被災地で活動開始
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3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

５. 24 第18回京都府救急救命士会総会・研修会
を京都府救急救命士会と共催

５. 25 近畿医師会連合定時委員総会を京都府主
管で開催

５. 28 第２回地区庶務担当理事連絡協議会を
開催

５. 29 第２回都道府県医師会 ｢公益法人改革｣
担当理事連絡協議会に出席

５. 31 府医生涯教育セミナーを開催
５. 31 群馬県医師会との交流会を開催

５. 19 インドネシアからの看護師・介護福祉士
の受け入れなどを盛り込んだ経済連携協定
(EPA) が発効

５. 20 社会保障国民会議・サービス保障分科会
で保険免責制が議題に浮上

５. 20 政府, 2008年版 ｢高齢社会白書｣ を閣議
決定－高齢化率は21.5％で過去最高を更新

５. 21 中医協で ｢後期高齢者診療料｣ と ｢終末
期支援料｣ が検証項目に決定

５. 27 自民党厚生労働部会, 社会保障制度調査
会, 雇用・生活調査会が ｢社会保障費2200
億円の削減｣ 撤回を決議

５. 27 微量採血用穿刺器具の不適切使用で厚労
省が全国調査

５. 28 日医, ４月診療分の緊急レセプト調査結
果 (速報値) を発表－診療所で3.04％減,
病院が1.65％増, 全体で0.52％減

５. 28 日医が死因究明制度で厚労省第３次試案
に基づく法制化に賛成の見解を発表

５. 30 野党４党が提出する後期高齢者医療制度
の廃止法案が参院で審議入り－野党４党
｢老健制度に戻す｣

５. 30 舛添厚労相が ｢安心と希望の医療確保ビ
ジョン会議｣ で中医協での診療報酬配分の
決定について ｢透明性がない｣ と発言

５. 21 宇宙基本法が成立
５. 21 ＮＹ原油, 初の130㌦台突破

５. 28 中台, 対話再開で合意
５. 28 ネパールが240年続いた王制の廃止を正式

決定
５. 28 船場吉兆が廃業
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下記のとおり研修会を開催いたしますので, 万障お繰り合わせのうえ, ご出席いただきます

ようお願いいたします｡

日 時 ７月31日(木) 午後３時～４時30分

場 所 京都府医師会館１階第１会議室 (TEL 075－312－3671)

演 題 未定

講 師 京都桂病院精神科部長 石坂 好樹氏
共 催 京都府医師会・京都市

������������	
���������

標記の件につきましては, 微量採血用の穿刺器具の調査との混同が見受けられ医療機関にお

かれては混乱が生じているところでございますが, 今般, 日本医師会では ｢真空採血管ホルダー

の取扱いについて｣ を取りまとめ, 各都道府県医師会宛に情報提供がありましたので, お知ら

せいたします｡

●真空管採血ホルダーにつきましては, 上記の微量採血器具に関する調査とは全くの別物であ

りますので, 混同されないようご留意ください｡

●厚労省では真空採血管ホルダーについての調査は全く考えておらず, 今後も調査する予定は

ないとのことです｡

●ホルダーの消毒後の再利用の安全性に関しましては, 日医・厚労省との間で今後の対応につ

いて折衝が行なわれております｡

●今後, 各医療機関におかれましては, 器具の添付文書に記載のとおり, 適切な対応をお願い

申し上げます｡

なお, 本件につきましては, 継続的にかつ速やかに情報提供を行ってまいりますので, なに

とぞよろしくお願い申し上げます｡

真空採血管ホルダーの取り扱いについて
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このたび, 学校保健法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第16号) が平

成20年５月12日に公布され, 同日施行されました｡

今回の改正の趣旨および概要は下記のとおりですので, ここにお知らせいたします｡

なお, 改正された政令の全文をご希望の場合は, 府医地域医療課 (TEL 075－315－5278) ま

でご連絡ください｡

記

１. 改正の趣旨

新型インフルエンザの発生およびそのまん延により国民の生命および健康に重大な影響を

与えることが懸念される状況にかんがみ, 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に

関する法律 (以下 ｢感染症予防法｣ という｡) において, 鳥インフルエンザ (Ｈ５Ｎ１) を

二類感染症に追加するとともに, 新型インフルエンザ等感染症が発生した場合にそのまん延

の防止が迅速に図られるよう, 当該感染症を入院, 検疫等の措置の対象となる感染症とする

等の所要の改正が行われた｡ (平成20年法律第30号)

これを踏まえ, 学校においても出席停止等の措置を適切に講ずることができるよう, 規則

に規定する学校において予防すべき伝染病の種類について所要の改正を行うものである｡

２. 改正の概要

学校において予防すべき伝染病の種類を次のとおり改めること (規則第19条第１項および

第２項関係)｡

・ 第一種の伝染病に, 新たに ｢鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスＡ属

インフルエンザＡウイルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１であるものに限る｡)｣ を加え

ること｡

・ 感染症予防法第６条第７項に規定する ｢新型インフルエンザ等感染症｣ を第一種の伝染

病とみなすこと｡

・ 感染症予防法第６条第９項に規定する ｢新感染症｣ を第一種の伝染病とみなすこと｡

３. 留意点

学校の設置者および学校においては, 新型インフルエンザの発生は現時点では確認されて

いないものの, 新型インフルエンザの発生および流行時に迅速なまん延防止策をとることが

できるよう, すでに17ス学健第18号 (Ｈ18.１.16付), 18文科ス第115号 (Ｈ18.６.９付) で

同様の対応をお願いしておりますが, 新型インフルエンザに関する情報の収集・提供や, 関

係者間での連絡網の整備等に積極的に取り組むとともに, 児童生徒等に対しては, 日頃から,

うがい・手洗いなど一般的な感染症予防対策を徹底させるようお願いします｡

学校保健法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(通知)
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府医では, 乳がん検診にかかる精密検査実施医療機関の指定について, 検診方法 (視触診の

み, 超音波併用, マンモグラフィ併用) に拘わらず, 下記の基準をすべて満たすことを条件と

しております｡

【乳がん検診の精密検査が実施可能な医療機関】

①マンモグラフィ撮影装置がある｡

②体表用超音波検査装置がある｡

③穿刺吸引細胞診を実施できる｡

④読影講習会を受けた医師がいる｡

⑤撮影技術講習会を受けた技師がいる｡

そこで毎年, 京都府内の医療機関を対象に乳がん検診の精密検査実施に関する調査を行い,

上記の条件を確認した上で, 精密検査医療機関名簿の更新を行うことになっております｡

条件のいくつかを満たしていると思われる医療機関には, 別途調査票を直送しておりますが,

調査票の届いていない医療機関で, マンモグラフィ撮影装置の購入等により上記条件を満たし,

精密検査を実施していただくことが可能となった医療機関がありましたら, お手数ですが７月

11日までに府医事務局 (担当：地域医療課乳がん検診係 075－315－5278) までご連絡くだ

さい｡

乳がん検診精密検査実施医療機関の指定について

毎週土曜日, 午前８時30分からＫＢＳ京都ラジオにて放送している標記番組において, 本会

が提供している ｢みんなの健康きょうと｣ コーナー (８時40分～50分頃放送) について, ７月

放送分のテーマ・出演者が決まりましたのでお知らせします｡

放送日 テ ー マ 出演者 所 属
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ＫＢＳ京都ラジオ ｢桂都丸のサークルタウン
－みんなの健康きょうと｣ 放送予定
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【報 告】

１. 会員の逝去

２. 各専門医会長との懇談会の状況

３. 府公立大学法人評価委員会の状況

４. 産業医研修会の状況

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１回特定健康診査委員会の状況

７. 第１回特定健診・保健指導対応プロジェ

クトの状況

８. 第１回感染症対策委員会の状況

９. 第１回脳卒中登録事業委員会の状況

10. 府医学術講演会の状況

11. 第64回府医懇親ゴルフ大会の状況

12. 第56回地区対抗テニス大会の状況

13. ５月度学術・会員業務・養成担当部会の

状況

【議 事】

14. 会員の入会・異動・退会28件を可決

15. 常任委員会の開催を可決

16. 情報・企画・広報委員会委員の委嘱と第

１回委員会の開催を可決

17. 京都府社会保険診療報酬支払基金審査委

員会委員の推薦を可決

18. 平成20年度京都府・京都市生活保護連絡

協議会の開催を可決

19. 京都社会保険健康づくり事業推進協議会

委員の推薦替えを可決

20. 各市町村 (組合) 立学校教職員結核審査

委員会委員の推薦を可決

21. 平成20年度近畿医師会連合学校医研究協

議会理事の推薦を可決

22. 乳幼児保健委員会委員の委嘱と第１回委

員会の開催を可決

23. 平成20年度薬物乱用防止教室講習会への

出席を可決

24. 救急委員会委員の追加委嘱を可決

25. 子宮がん検診委員会委員の追加委嘱を可決

26. 地域ケア委員会委員の追加委嘱を可決

27. がん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

28. 特定健診システムの追加クライアント発

注を可決

29. 特定健診受診者用パンフレット (情報提

供用資料) の発注を可決

30. 2008年度スポーツドクター招聘事業に係

る特別講師の推薦を可決

31. 学術・生涯教育委員会委員の委嘱と第１

回委員会の開催を可決

32. 府医学術講演会の開催を可決

33. (財)日本リウマチ財団 ｢京都地区リウマ

チ教育研修会｣ への後援を可決

34. 第７回近畿痛風談話会への後援等を可決

35. 看護専門学校第１回学校運営会議の開催

を可決

36. 平成20年度近畿医師会連合定時委員総会

への出席を可決

第７回定例理事会 (５.15)

理
事
会
だ
よ
り

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 第27回南部４地区医師会連絡協議会の状況

３. 第１回情報・企画・広報委員会の状況

４. 第１回基金・国保審査委員会連絡会の状況

５. ５月度保険医療担当部会の状況

第８回定例理事会 (５.22)
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６. 京都市生活保護個別指導(懇談)の状況

７. 京都府後期高齢者医療審査会の状況

８. 産業医研修会の状況

９. 第１回救急委員会の状況

10. 第１回災害対策小委員会の状況

11. 京都府感染症対策委員会肝炎部会の状況

12. 第１回子宮がん検診委員会の状況

13. 京都市国保特定健診等実施説明会の状況

14. 京都府リハビリテーション協議会・第１

回脳卒中地域連携パス検討会の状況

15. 第１回地域ケア委員会の状況

16. 第１回健康日本21対策委員会の状況

17. 府医学術講演会の状況

18. 第１回医業経済・融資斡旋委員会の状況

【議 事】

19. 会員の入会・異動・退会20件を可決

20. 常任委員会の開催を可決

21. 事務局パート職員の採用を可決

22. 第２回基金・国保審査委員会連絡会の開

催を可決

23. 京都府学校保健会役員の推薦を可決

24. ｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護・自立支援に関する計画｣ (改訂版)

検討委員の推薦を可決

25. 発達障害児早期発見・早期療育支援事業

連絡会委員の推薦を可決

26. 乳幼児保健委員会委員の追加委嘱を可決

27. 健康日本21対策委員会委員の追加委嘱を

可決

28. 救急処置に関する講師派遣を可決

29. 第１回全国メディカルコントロール協議

会連絡会への出席を可決

30. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

31. 乳がん検診委員会の委員委嘱と第１回委

員会の開催を可決

32. 消化器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

33. 京都府リハビリテーション協議会・第２

回脳卒中地域連携パス検討会の開催を可決

34. 京都府リハビリテーション協議会・第３

回地域連携パス運営会議の開催を可決

35. 南丹市国保および船井医師会との特定健

診等委託契約書の締結を可決

36. 第50回京滋学生剣道記念大会への医師の

派遣を可決

37. 医療事故処理室室員の委嘱ならびに第１

回医療事故処理室の開催を可決

38. 府医学術講演会の開催を可決

39. 日医生涯教育講座(３単位)の認定を可決

40. 学術生涯教育委員会委員の追加委嘱なら

びに委嘱替えを可決

41. 看護専門学校 ｢2009 学校案内｣ の作成を

可決

42. 看護専門学校学生自治会への助成金の交

付を可決

43. 日医役員就任披露パーティーへの出席を

可決

～ ７月度請求書 (６月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(木) 午後５時まで

△

国保 10日(木) 午後５時まで

△

労災 14日(月) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡




