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本年度、2期目の会長職を承りました中村です。よろしくお

願いします。今年は大阪市役所医師会創立50周年の区切りとし

て2月に記念講演会・祝賀会を催させていただき、盛会裏に終

えることができました。来賓の方々、会員並びにOBの皆様に

深く感謝いたします。これを記念いたしまして創立50周年記念

誌として会報特別号も10月に配布いたしました。出来栄えはど

うでしたでしょう。写真の配置等に関して一部の出席者にご迷

惑をかけたようで、深く陳謝いたします。今年は夏の暑さがご

く最近まで続いたかと思うと突然初冬の寒さが来るなど日本の

季節の移ろいに変異が生じているような印象を受けます。これも強欲な人為による全地球

的な良からぬ変動がもたらしたものでしょうか。東北の大震災、原発事故からの復興も1

年半だった今もなかなか順調とはいえないようです。復興予算が他の目的で使われたりと
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問題もまた出てきております。このところ急速に注目されている竹島、尖閣諸島の領土問

題もその解決には何年も費すことになろうかと思います。さらに政府はまだ予算案も決め

られないまま衆議員解散、総選挙問題で政治にも暗雲が立ち込めています。社会保障・税

の一体改革、医療分野では混合診療、専門医制度、総合医制度等の問題が方向性を持たず

彷往よっている状況です。このような状況のなか、今年はうれしいニュースもありました。

iPS細胞の研究開発で山中伸也京都大学教授がノーベル医学・生理学賞を受賞されたこと

は昏迷する日本にとって数少ない明るい出来事でした。生命の未来を大きく変える研究と

いわれています。政府もこのプロジェクトに対しては重点的にバックアップする旨の報道

がなされました。先進的な研究にはまた新たな倫理的問題が発生するのが常ですが、この

点については山中教授は充分に認識しておられるようで、慎重にかつ果敢に研究を進めら

れているようです。

さて本年の大阪市役所医師会総会、学術集会は平成24年7月21日土曜日に総合医療セン

ターさくらホールで開かれました。本会の役員の先生方の一部変更がありました。副会長

は大笹幸伸先生が退職され後任に河田　宏先生、勤務条件検討委員会と病院機能検討委員

会をまとめて勤務条件等検討委員会とし委員長には鈴木真司先生、広報委員長は河田弘先

生の後を出雲谷恭子先生が新たに就任されました。総会では平成23年度事業報告、平成24

年度事業計画の報告が行われました。平成23年度収支決算報告は監査委員の大川清孝先生、

天津弘二先生の監査を受け、正確かつ妥当であることを認めていただき総会で了承されま

した。また平成24年度予算案も了承されました。

本年度4月には2年毎の診療報酬改定がありました。前回は10年ぶりにプラス0．19％の

改定となりましたが、今回もかろうじて0．004％のプラス改定でした。今回の改定の基本

的方針は2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」の実現に向けた第一歩で、

2025年のあるべき医療・介護の姿を実現するための取り組みと位置づけられています。ま

た国民・患者が望む安心安全で質の高い医療が受けられる環境を整備するに必要な領域に

重点的に配分が行なわれたと説明されています。医科領域では＋1．55％（約5500億円）の

改定で、3項目に約4700億円が重点的に配分されています。一つは機能分化と連携として

医療機関の機能分化をいっそう進め、一般病床を高度急性期、一般急性期、亜急性期にわ

け、高度急性期に医療資源を重点的に配分し、介護の役割分担を明確化し、急性期、慢性

期、在宅医療の連携推進を強化し、在宅医療を充実させるとしています（1500億円）。二

つ目は急性期医療の適切な提供に向けた病院勤務医等の負担の大きい医療従事者の負担軽

減です（1200億円）。三つ目が、がん治療、認知症治療などの医療技術の進歩の促進と導

入として日々進化する医療技術を遅滞なく国民が受けることができるよう医療技術の進歩

の促進と導入に取り組むとのことに配分されています（2000億円）。また救急、小児・周

産期、精神科（認知症治療）、がん・緩和医療の4領域は重点的に評価されています。診

療報酬の評価がこれまでの診療行為や看護基準、医師配置などの診療体制（ストラクチャ
ー）に対する評価であったのが医療の質が問題になり、医療機能の明確化と診療・治療の

経過や結果・実績を評価する視点、プロセス・アウトカムを重視する評価体系へ変わって

きていると言われています。ただこれまで行なわれた診療報酬改定は前提に医療費増加
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をいかに抑えるかがいつも大前提となっていることは疑いようもなく、前回改定時も重点

項目にはなっていました病院勤務医の負担軽減策も私ども勤務医にはその恩恵が全く感じ

られないとはいかがなものかと考え込んでしまいます。在宅医療の充実が本当にいいのか、

緩和医療のあるべき姿とは何かなど診療報酬改定の時期ぐらいはじっくり考えてみかも

のです。大阪市立の病院群ももう数年先は独立法人化、府市統合による組織の再構築が予

定されていますが、どのような姿になるか予測困難です○また本医師会組織もどのように

なるか予想がつきません。しかしながらわれわれは大阪市に勤める医師として市民の健康

を守るために、診療の場で、あるいは行政の場で一致協力して努力していくという基本姿

勢は体制がどのように変化しようと同じであります。今後も会員皆様の大阪市役所医師会

活動への積極的な参加をお願いいたします。
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平成23年度事業報告

1．総務委員会

大阪市役所医師会総会開催

帝国ホテル　八重の間　平成23年7月23日

2．学術委員会

平成22年度大阪市役所医師会学術集会

帝国ホテル　八重の間　平成23年7月23日

演題：12題

特別講演：人工網膜の開発（大阪大学：神田寛行先生）

平成21年度大阪市役所医師会研究年報発行

3．広報委員会

市役所医師会報発行（No124号・125号）

4．男女共同参画委員会

会報誌発行（No8号・9号）・総会（平成24年3月17日）・

女性医師へのアンケート

5．保健衛生委員会

6．病院機能検討委員会

大阪市病院勤務職能協議会関連

7．市役所医師会創立50周年記念事業

記念講演会及び記念祝賀会　平成24年2月18日　於　ホテルヒルトン大阪

8．大阪市病院勤務職能協議会総会

リバーサイドホテル　当会から10名参加　平成23年7月28日

9．学術講演会協賛

1）第3回糖尿病フェスタ　十三市民病院　平成23年11月11日　参加者102名

2）第32回夏期放射線腫瘍学セミナー　　平成23年7月30日

3）第5回小児医療センター講演会　　　平成23年7月9日

10．すこやかパートナー活動

11．大阪府医師会との連携

大阪府医師会学術集会参加　平成23年11月6日

12．大阪市医学会　市長賞　3編受賞　市医学会賞　5編選考

13．大阪市救急医療事業団との連携
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平成24年度事業計画

1．総務委員会

大阪市役所医師会総会開催

総合医療センターさくらホール　平成24年7月21日

市役所医師会ホームページ開設

2．学術委員会

平成24年度大阪市役所医師会学術集会

総合医療センターさくらホール　平成24年7月21日

演題：14題

特別講演：遺伝子から知る先天色覚異常（滋賀医科大学：村木早苗先生）

平成22年度大阪市役所医師会研究年報発行

3．広報委員会

市役所医師会報発行（No126号・127号）・ホームページ開設

4．男女共同参画委員会

女性医師の会会報誌発行、講演会等

5．保健衛生委員会

市民医学講座開催

6．勤務条件等検討委員会

7．大阪市病院勤務職能協議会（総会、講演会）

8．学術講演会等協賛

9．市役所医師会創立50周年記念事業

記念誌の発行

10．すこやかパートナー活動

11．大阪府医師会との連携

大阪府医師会学術集会参加　平成24年11月予定

12．大阪市医学会との連携

大阪市医学賞協賛

13．大阪市救急医療事業団との連携

14．寄付等
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第50回（平成24年度）

大阪市役所医師会学術集会報告
大阪市役所医師会学術委員長　横　山　　　遭

（大阪市立総合医療センター小児医療センター小児眼科）

平成24年度の第50回大阪市役所医師会学

術集会は、平成24年7月21日に大阪市立総

合医療センター「さくらホール」で開催し

ました。昨年は帝国ホテルの会場を使用し

たため設営に手間取りましたが、今年はさ

くらホー）レに戻ったので、時間の余裕をも

って運営することができました。また本年

度は総合医療センターの開設以来初めてさ

くらホールの音声・映像に関する設備が更

新されていたため、機器に関するトラブル

も一切ありませんでした。一般演題には14

題のご応募を頂き、特別講演1題と合わせ

てほぼ例年通りの規模で開催することがで

きました。

一般演題筆頭演者の内訳は、総合医療セ

ンター12題、健康局健康推進部1題、住吉

市民病院1題でした。これらをさらに内科

系（4題）、外科系（5題）、悪性腫瘍（3

題）、医療行政（2題）の4つのセッショ

ンに分けてプログラムを構成しました。

特別講演は、滋賀医科大学眼科学教室の

村木早苗先生にお願いし、「遺伝子から知

る先天色覚異常」という演題でご講演頂き

ました。先天赤緑色覚異常は日本人男性の

5％に見られる頻度の高い疾患ですが、実

際に色がどのように変化して見えているの

か、一般によく知られているとは言えませ

ん。また遺伝子型と表現型の関係は思いの

ほか複雑で、簡単には理解しにくい点があ

ります。村木先生には本疾患の詳細な遺伝

子解析の結果を踏まえて、専門外の者にも

わかりやすく講義していただきました。本

講演の要約はこの年報および市役所医師会

のホームページに掲載しております。

参加者数は46名と例年よりはやや少なめ

でしたので、次回は何らかの宣伝活動が必

要かと思われます。座長の選定は、非常に

スムーズに進みました。ご協力いただいた

会員の先生方に感謝いたします。会場の設

営と会の運営に関しては、例年通り臨床研

修医1年目の先生方に手伝っていただきま

した。また今回で3回目になりますが、一

般演題の中から選考委員会の審査により優

秀を発表を選考し、優秀賞を授与しました。

今回優秀賞を受賞された発表者と演題は以

下のとおりです（発表順）。これを機に今

後さらに研究の発展に努力して頂けるよう

期待しております。

1．高橋　誠（大阪市立総合医療センター

形成外科）

先天性片側性眼瞼下垂に対する大腿筋膜

移植術～長期経過の検討～

2．金谷知潤（大阪市立総合医療センター

小児心臓血管外科）

Fontan手術を施行したDown症候群の2

症例

3．岡田恵子（大阪市立総合医療センター

小児医療センター血液腫瘍科）

難治性／再発小児固形がんに対する

Bevacizumab＋irinotecan併用療法の第I

相試験
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遺伝壬から知る先天色覚異常

ヒトの網膜には錐体細胞と杵体細胞があ

り、錐体細胞は主に明所ではたらき、物の

色や形を判断している。錐体細胞は、含ま

れる視物質オブシンの性質により3種類に

分けられる。長波長領域に感受性が高いL

（Long－WaVelength－SenSitive）錐体、中波長

領域に感受性が高いM（middle－WaVe－

length－SenSitive）錐体、短波長領域に感受

性が高いS（short－WaVelength－SenSitive）錐

体である。光というある波長の電磁波を網

膜の3種類の錐体で受け、網膜の水平細胞

レベルで変換し、視神経、外側膝状体、大

脳一次視覚野へと伝わり色を感じている。

先天色覚異常は、この3種類の錐体のい

ずれかが欠損または機能不全になることで

起こる。L錐体の欠損を1型色覚、M錐体

の欠損を2型色覚といい、これらをあわせ

て先天赤緑色覚異常という。先天赤緑色覚

異常は、日本人男性の約5％、日本人女性

の約0．2％であり、日常臨床で主に遭遇す

る先天色覚異常はほとんどがこのタイプで

ある。S錐体の欠損は3型色覚で、先天青

黄色覚異常と呼ばれる。この3型色覚は極

めて稀とされており日常臨床で遭遇するこ

とはめったにないと思われる。以下は、先

天赤緑色覚異常の遺伝子について述べる。

L錐体とM錐体の視物質オブシンのアミ

ノ酸配列をコードするL遺伝子とM遺伝子

はⅩ染色体上に並んで存在し、先頭がL遺

伝子、続いてM遺伝子がある。L遺伝子は

ひとつであるが、M遺伝子は複数個ならん

でいる場合がある。しかし発現するのは先

頭のふたつだけ（L遺伝子ひとつとM遺伝

子ひとつ）である。L遺伝子とM遺伝子の

塩基配列は98％の相同性があるので相同的

組み換えを起こしやすく、その結果、L遺

伝子またはM遺伝子が欠損した配列や、重

複した配列が生じ、色覚異常の原因になっ

ていると考えられている。つまり、1型色

覚の場合はL遺伝子を持たず、2型色覚の

場合はM遺伝子を持たない。女性はⅩ染色

体をふたつ持つので、色覚異常になること

はめったにないが、保因者になりうる。保

因者の色覚は正常である。

滋賀医科大学では、先天赤緑色覚異常の

遺伝子解析を1998年からおこなっている。

その結果、必ずしも表現型と遺伝子型が一

致しないことが分かった。そして、正常遺

伝子型、つまり、先頭にL遺伝子、続いて

M遺伝子を持つ配列のものが全体の11％を

占めることが分かった。このことは、従来

考えられてきた遺伝子の欠損や重複などの

異常配列が原因であるということでは説明

できない。そこで、正常配列を持つ先天色

覚異常について、さらに遺伝子解析をおこ

なった。まず、1型色覚（L錐体の欠損）

で正常遺伝子型を持つものを解析したとこ

ろ、L遺伝子にミスセンス変異やナンセン

ス変異がみつかり、そのためにL遺伝子の

発現に影響を与えている可能性が示唆され

た。同様に、2型色覚（M錐体の欠損）で

正常遺伝子型を持つものを解析したとこ

ー　7　－



ろ、M遺伝子にミスセンス変異やフレーム

シフト、また、M遺伝子のプロモーターの

塩基置換がみつかり、これらもM遺伝子の

発現に何らかの影響を与えていると考えら

れた。ミスセンス変異については、これら

の変異を導入した視物質の再構成実験をお

こない、変異型では視物質オブシンの吸収

スペクトルが記録されず、正常な視物質オ

ブシンが発現されていないことが分かっ

た。また、M遺伝子のプロモーターの塩基

置換については、プロモーター活性を調べ

た。その結果、変異型は野生型の32－40％

の活性しか示さないことが分かり、M遺伝

子の発現になんらかの影響を及ぼしている

ことが考えられた。しかし、ユキソンの領

域をくまなく調べても、変異の見つからな

いものもあり、いまなおすべてを解明する

には至っていない。

現在では先天色覚異常の治療法はない。

しかし、先天色覚異常者は様々な問題を抱

えて当院を受診される。多いのは、進学や

就職、仕事上の悩みである。先天赤緑色覚

異常は、正常色覚と比較して赤緑の感覚が

ないかもしくは弱い。赤みや緑みが含まれ

ていてもそれを感じるのが苦手である。た

とえば黄緑（黄＋緑）とオレンジ（黄＋赤）

は区別しにくい。先天色覚異常は生まれた

時からの見え方であり、しかも他人の見え

方を経験することができないため、軽度の

異常の場合は本人も異常に気付いていない

場合がある。しかし、軽度の異常者でも、

必ず色誤認は起こる。そしてその色誤認が

仕事の上で生じ、本人の自覚がない場合は

かなり厳しい状況を生む。色覚というのは

人間の能力のひとつにすぎないが、自分の

異常を知り、色だけで判断することは避け

るなど日常生活における工夫が必要であ

る。正常色覚者は、どのような集団にも先

天色覚異常者がある一定数含まれているこ

とを意識し、わかりにくい色の組み合わせ

を使わない、色だけで表現しないなど色覚

バリアフリーが実践できればよいと考え

る。
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十三市民病院では、以前より患者を対象

とし、予約不要で参加費無料の「いきいき

健康セミナー」が当院の各科の医師や薬剤

師、理学療法士、栄養士を講師として2－

3か月ごとに開催されていました。しかし、

2階の奥にある集団指導室という小さな部

屋で開催されていることや、宣伝活動もか

なり地味であったことなどから、参加者が

集まらず、せっかく当日の担当者が一生懸

命にスライド原稿を準備しても、お客様が

わずか数人、最悪の時はゼロという時もあ

り、これではせっかくの講演会があまりに

もったいないというのが現状でした。

そこで、広報委員会では、いきいき健康

セミナーを何とかパワーアップして、たく

さんの方に来ていただける会にしたいと作

戦を練りました。当院で1－2か月ごとに

開催している音楽コンサートとのコラボレ
ーションで客寄せを図ってセミナーを盛り

上げよう、どんなテーマでセミナーをやっ

ているのかを皆さんに知っていただこうと

計画いたしました。いつもはボランティア

によるコンサートですが、今回はプロの歌

手に（ただし、格安料金ですが）お願いす

ることにしました。

準備の未、5月31日（木）にいきいき健

康フェスタが開催されました。午後3時か

ら4時の間は、いきいき健康セミナーの特

別版として、外科の貝崎亮二医師による

「乳がんの早期発見・早期治療を」、産婦人

科の中田真一医師による「子宮がん検診を

受けましょう」という二つの講演を1階の

外来ロビー特設ステージで開催しました。

多くの参加者が集まり、質問も交えながら

熱心に聞いていただきました。引き続いて、

ソウル歌手の犬上留利子さんと白百合少女

合唱団、レモンぺコーラス団による迫力満

点のライブコンサートが5時まであり、会

場をおおいに盛り上げていただきました。

外来ロビ七こは最近2年間に開催された

いきいき健康セミナー10回分の内容をそれ

ぞれの演者がポスターにして2日間パネル

展示し、翌日来院された方々にも見ていた

だけるようにしました。

後日談になりますが、いきいき健康セミ

ナーは、会場を外来ロビーの特設ステージ

に移し、当院職員による15分間のピアノの

ミニコンサート後に開始するという方法に

変更して、8月と10月に開催しました。初

めての参加者が増加し、大変好評を博して

います。

これからも、わかりやすくてためになる

お話を少しでも多くの方々に聞いていただ

き、療養や健康に役立てていただきたい、

そして当院の優れた医療内容を知っていた

だきたいというのが、広報委員会委員長と

しての私の願いです。

最後になりますが、今回のいきいきフェ

スタの開催にあたりまして、大阪市役所医

師会からご支援いただきましたことを心よ

り感謝申し上げます。
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大阪市役所医師会
平成24年3月代議員会議事録
と　き：平成24年3月27日（火）午後6時～7時

ところ：総合医療センター　さくらルーム

出席者：鈴木真司、引石文夫、

委任票：愛場庸雅、池原照幸、

奥谷　龍、川脇　寿、

佐藤博之、田中　亨、

原　純一、細井雅之、

吉村高尚、林下溝士

中村哲郎、田中正博、出雲谷恭子、今西政仁

（6名）

岩村千代、太田真理子、大笹幸伸、岡　博子、

圏行秀一、小宮山雅樹、香月憲一、坂本博昭、

多田弘大、豊永公司、中田真一、根引浩子、

森　秀夫、撫井賀代、村上洋介、吉野祥一、

（26名）

【議題】

1，委員会報告

・広報委員会

会報No，125号　冊子発送予定

・女性医師の会　総会　参加人数11人

・学術委員会

平成24年7月23日

学術集会開催予定

特別講演　滋賀医科大　村木早苗先生

遺伝子から知る先天色覚異常

2，その他

・50周年記念事業　記念誌に

原稿依頼　5月初旬
・大阪府医師会医学会運営委員

横山　連　委任

・次回、会長・その他役員・新代議員を選出予定
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大阪市役所医師会
平成24年4月代議員会議事録
と　き：平成24年4月17日（火）午後6時～7時

ところ：総合医療センター　さくらルーム

出席者：鈴木真司、引石文夫、中村哲郎、田中正博、出雲谷恭子、岡　博子、

横山　連、河田　弘、甲田伸一（9名）

委任票：愛場庸雅、池原照幸、以倉康光、岩村千代、大笹幸伸、稲田　浩、

今西政仁、奥谷　龍、川脇　寿、圏行秀一、小宮山雅樹、香月憲一、

坂本博昭、佐藤博之、多田私人、豊永公司、外川正生、中田真一、

中西亜紀、中村菅生、根引浩子、原　純一、平林　円、細井雅之、

村田佳洋子、森　秀夫、吉野祥一、撫井賀代、吉村高尚、林下溝士

（30名）

【議題】

1。委員会報告

・広報委員会

会報No，125号　冊子発送

・学術委員会

平成24年7月23日

学術集会開催予定

特別講演　滋賀医科大　村木早苗先生

遺伝子から知る先天色覚異常

2，その他

・代議貴会役員名簿

監査委員：天津弘二　大川清隆

議長：田中正博 副議長：池原照幸

会長：中村哲郎

副会長：河田　弘・岡　博子・引石文夫

総務委員長：田中正博　　　　　学術委員長：横山　運

勤務条件等検討委員長：鈴木真司　広報委員長：出雲谷恭子

保健衛生委員長：甲田伸一

男女共同参画委員会：岡博子

役員を選出・承認

今回より勤務条件貴会及び病院機能検討委員会を合併し、

名称を勤務条件等検討委員会に変更
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大阪市役所医師会
平成24年5月代議員会議事録
と　き：平成24年5月22日（火）午後6時～7時

ところ：総合医療センター　さくらルーム

出席者：鈴木真司、引石文夫、中村哲郎、田中正博、出雲谷恭子、岡　博子、

横山　連、志村雅彦、甲田伸一（9名）

委任票：愛場庸雅、池原照幸、安達高久、岩村千代、稲田　浩、今西政仁、

奥谷　龍、河田　弘、川脇　寿、圏行秀一、小宮山雅樹、香月憲一、

坂本博昭、佐藤博之、豊永公司、外川正生、中田真一、中村菅生、

根引浩子、原　純一、平林　円、舟本仁一、吉塚大介、細井雅之、

村田佳津子、撫井賀代、森　秀夫、村上洋介、吉村高尚、林下溝士、

山崎　修（31名）

【議題】

1。委員会報告

・広報委員会

50周年記念冊子発行予定

原稿依頼

・学術委員会

平成24年7月23日

学術集会　演題募集予定
・男女共同参画委員会（女性医師の会）

全大阪市役所医師会の保育所利用に関する要望書案作成

2，その他

・大阪市役所医師会・各委員会　委員長及び委員　選出　承認

・十三市民病院　いきいき健康フェスタ　後援　承認

平成24年5月31日（木）開催　於　十三市民病院

・事務局より　23年度未納者督促について

・産業医講演会　参加者　67名（7名：市役所医師会）
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大阪市役所医師会
平成24年6月代議員会議事録
と　き：平成24年6月27日（火）午後6時～7時

ところ：総合医療センター　さくらルーム

出席者：鈴木真司、

横山　達

委任票：愛場庸雄、

奥谷　龍、

多田弘大、

舟本仁一、

吉野祥一、

引石文夫、

（7名）

池原照幸、

川脇　寿、

中田真一、

古墳大介、

吉村高尚、

中村哲郎、田中正博、出雲谷恭子、岡　博子

安達高久、以倉康光、岩村千代、稲田　浩、

圏行秀一、小宮山雅樹、坂本博昭、佐藤博之、

中村菅生、根引浩子、原　純一、英久仁子、

細井雅之、村田佳津子、撫井賀代、森　秀夫、

山崎　修、甲田伸一（28名）

【議題】

1，委員会報告

・広報委員会

50周年記念冊子発行予定

・学術委員会

平成24年7月21日（土）

臨時代議貴会・総会・学術集会　開催
・男女共同参画委員会（女性医師の会）

全大阪市役所医師会の保育所利用に関する要望書　6月27日（水）

局長面談予定

2，その他

・大阪府医師会　非営利型一般社団法人へ

定款変更のため7月5日（木）臨時代議貴会開催
・大阪マラソンへの派遣医師募集

・大阪市医学会理事会にて市長賞の名称を会長賞に変更
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大阪市役所医師会
平成24年7月代議員会議事録
と　き：平成24年7月10日（火）午後6時～7時

ところ：総合医療センター　さくらルーム

出席者：鈴木真司、引石文夫、中村哲郎、田中正博、出雲谷恭子、岡　博子、

横山　連（7名）

委任票：愛場庸雅、池原照幸、奥谷　龍、IIl脇　寿、圏行秀一、香月憲一

小宮山雅樹、坂本博昭、佐藤博之、多田私人、豊永公司、根引浩子、

原　純一、細井雅之、村田佐津子、撫井賀代、森　秀夫、吉野祥一、

吉村高尚、林下溝士、安達高久、中村菅生、英久仁子（23名）

【議題】

1。委員会報告

・広報委員会

50周年記念冊子発行予定

・学術集会

7月21日（土）午後2時開始

演題数14

特別講演：遺伝子から知る先天色覚異常

滋賀医科大学眼科教室　　木村早苗先生

学術優秀賞贈呈　予定

2，その他

・平成23年度事業報告・審議の結果　承認

平成24年度予算審議・予算案、事業計画説明
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大阪市役所医師会
平成24年7月代議員会議事録

と　き：平成24年7月21日（土）午後1時～1時30分

ところ：総合医療センター　さくらルーム

出席者：鈴木真司、引石文夫、

細井雅之、横山　連、

委任票：愛場庸雅、安達高久、

岩村千代、岡　博子、

坂本博昭、佐藤博之、

英久仁子、原　純一、

森　秀夫、山崎　修、

中村哲郎、田中正博、出雲谷恭子、中村菅生、

撫井賀代、今西政仁、吉野祥一、甲田伸一

（12名）

以倉康充、池原照幸、奥谷　龍、稲田　浩、

香月憲一、川脇　寿、圏行秀一、小宮山雅樹、

多田私人、外川正生、豊永公司、根引浩子、

平林　円、吉塚大介、村田佐津子、村上洋介、

吉村高尚、林下浩志（28名）

【議題】

1，委員会報告

・広報委員会

50周年記念冊子発行　送付

会報発行予定

・平成24年度事業計画・予算　承認
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大阪市役所医師会
平成24年9月代議員会議事録
と　き：平成24年9月18日（金）午後6時～7時

ところ：総合医療センター　さくらルーム

出席者：鈴木真司、引石文夫、中村哲郎、田中正博、出雲谷恭子（5名）

委任票：愛場庸雅、安達高久、以倉康充、池原照幸、稲田　浩、今西政仁、

岡　博子、奥谷　龍、香月憲一、川村直樹、IIi脇　寿、圏行秀一、

甲田伸一、小宮山雅樹、河田　弘、坂本博昭、佐藤博之、多田弘大、

豊永公司、中村菅生、根引浩子、英久仁子、舟本仁一、原　純一、

古墳大介、細井雅之、森　秀夫、撫井賀代、吉村高尚、林下浩志、

横山　連（31名）

【議題】

1．委員会報告

・広報委員会

50周年記念冊子発行　送付

会報No，126号　発行予定

・保健衛生委員会

市民医学講座　開催予定　2月

2，その他

・24年度府医学会総会　24年11月11日（日）

・24年度大阪府医師会名簿購入各施設に配布予定

・医療安全に関するシンポジウム開催

11月29日（木）10時～　ブリーゼタワー7F
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大阪市役所医師会
平成24年10月代議員会議事録
と　き：平成24年10月15日（火）午後6時～7時

ところ：総合医療センター　さくらルーム

出席者：鈴木真司、引石文夫、中村哲郎、岡博子・出雲谷恭子（5名）

委任票：愛場庸雅・安達高久・以倉康充・池原照幸、稲田潅、今西政仁、

奥谷龍・香月憲一、川村直樹、川脇寿、圏行秀一、甲田伸一、

小宮山雅樹、坂本博昭・佐藤博之、多田弘大、田中正博、豊永公司、

中村哲生、根引浩子・英久仁子・舟本仁一、原純一、古塚大介、

細井雅之、森秀夫・撫井賀代、吉村高尚、林下浩志、村上洋介、

吉野祥一、村田佳洋子（32名）

【議題】

1°　委員会報告

・広報委員会

会報No“126号11月発行予定

名簿作成予定
・女性医師の会会報11号発行予定

平成25年4月26日

総会・講演会リスクマネジメントについて

市役所医師会共催予定

2，その他

・24年度大阪府医師会勤務医部会

在阪5大学医師会ならび2行政医師会役員との懇談会

11月14日（水）18時～リッツカールトン：於
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大阪市役所医師会　代議員名簿

（平成24年4月17日現在）

ブロック名　　　　（定員）代議員名（－はブロック連絡責任者）

健　康　推　進　部（1）撫井賀代

こころの健康センター（1）以倉康充

保　　　健　　　所（4）甲田伸一（保健所）　　　　　吉野祥一（西部保健医療監）

吉村高尚（北部保健医療監）　稲田　浩（阿倍野）

十　三市民病　院（6）岡　博子　　岩村千代　　山崎　修　　平林　円　　中田真一　　　′＿

安達高久

住吉市民病　院（4）舟本仁一　　中村哲生　　英久仁子

総合医療センター（28）西垣恭一

原　純一

今西政仁

田中正博

森　秀夫

村田佳津子

弘済院附属病院（2）河田　弘

心身障害者

リハビリセンター（1）鈴木真司

人　　　事　　　室（1）出雲谷恭子

こ　ども青少年局（l）宮村鈴子

こども相談センター診療所

環境科学研究所（1）引石文夫

中村哲郎

横山　連

出日昌昭

細井雅之

香月憲一

竹村　准

志村雅彦

外川正生

佐藤博之

多田弘大

池原照幸

小宮山雅樹

奥谷　龍

総計　50名　　任期　平成26年4月30日迄

ー20－

国吉裕子

坂本博昭　　村上洋介

豊永公司　　園行秀一

林下浩士　　愛場庸雅

川脇　毒　　古塚大介

川村直樹　　根引浩子

（順不同）



大阪市役所医師会役員・委員会組織表

平成24年4月17現在　　任期：平成26年4月30日

議長：田中正博　　副議長：池原照幸　　監査委員：天津弘二　大川清孝

会長
中村哲郎

副会長
河田　弘

副会長
岡　博子

副会長
引石文夫

総務委員会
委員長：田中正博
副委員長：村田佳津子
委　　員：園行秀一　出口昌昭　中田真一

吉野祥一　山崎　修

学術委員会
委員長：横山　連
副委員長：坂本博昭　今西政仁
委　　員：佐藤博之　平林　円　中村哲生

川脇　喜　竹村　准　外川正生

勤務条件等検討委員会
委員長：鈴木真司
副委員長：舟本仁一　原　純一

委　　員：細井雅之　川村直樹　村上洋介
志村雅彦　稲田　浩　林下浩士

男女共同参画委員会
委員長：岡　博子
副委員長：岩村千代
委　　員：池原照幸　根引浩子　英久仁子

宮村鈴子

広報委員会
委員長：出雲谷恭子
副委員長：撫井賀代
委　　員：西垣恭一　多田弘大　安達高久

香月憲一　以倉康充　小宮山雅樹

保健衛生委員会
委員長：甲田伸一
副委員長：愛場庸雅
委　　員：吉村高尚　豊永公司　国吉裕子

吉塚大介　森　秀夫　奥谷　龍
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大阪府医師会役員並びに委員名簿

（大阪市役所医師会関連　平成24年4月17日）

府　医　代　議　員　　中村哲郎　　引石文夫　　舟本仁一

予　備　代　議　員　　池原照幸　　甲田伸一　　河田　弘

横山　連

舟本仁一　　甲田伸一　　河田　弘

介護保険担当委員　　吉村高尚

情報公開担当委員　　鈴木真司

救急医療担当委員　　林下浩士

労災担当委員　　田中正博

産業医担当委員　　出雲谷恭子

㍗∽～∽∞∽∞∞∽～∽～編　集　後　記∞～00∽～∽～∽～00「

§　勤務医師会報126号が出来ましたのでお届けします。先生方

昌　にはお忙しい中原稿をお寄せいただきありがとうございました。

§　十三市民病院の岡先生からは、楽しいイベントのご報告ととも

昌　に、写真もご提供いただきました。会報では残念ながら白黒で
窒　すが市役所医師会のホームページにはカラーで掲載されてい

ますのでどうぞご覧ください。

平成25年2月以降、興味深いイベントも多く予定されていま

す。ぜひとも多くの会員のご参加をお願いいたします。また、

当会報ではその他の学会・イベントのご案内、研究論文、留学・

研修記などの原稿を受け付けておりますので、会員の皆様から

の積極的な投稿をお待ちしております。

出雲谷　恭子　記

機∽～∽～∽戴．。～∽～。．敦、。シ。。．灯．溝∽∞∽。）∽～∽～∽～∽～∽∞∽～。ィ，能．。飲．，～∽。、。。．。。、。。ノつを、j∽～叢
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1，会員名簿について

会員名簿については、大阪市役所医師会ホームページの会員専用ページに掲載させてい

ただくことになりました。ホームページ閲覧に必要なIDとパスワードは後日事務局より

郵送いたします。

会員情報を各自ご確認いただき、修正必要箇所がありましたら、恐れ入りますが事務局

までメールにてお知らせください。また、会員の転入・転出・異動があればご一報くださ

いますようお願いいたします。

メールアドレスはishikai＠oepa．or．jp　です。

2，大阪市役所医師会共催の市民公開講座のお知らせ

「大阪がんフォーラム　がん患者を支える」

日　時：平成25年2月23日（土）13：30－16：00

場　所：大阪市立総合医療センター　さくらホール

3。大阪市女性医師ネットワーク　総会及びシンポジウムのお知らせ

日　時：平成25年3月23日（土）　午後

場　所：大阪市立大学医学部付属病院　講堂

4，大阪市役所医師会　女性医師の会　総会及び記念講演会のお知らせ

日　時：平成25年4月26日（金）　夕方

場　所：大阪市立総合医療センター　さくらポー）レ

★「失敗のメカニズム：忘れ物から巨大事故まで」の著者であり、「世界一受けたい授

業」にもご出演された立教大学心理学科教授　芳賀　繁先生に、医療安全についての

ご講演をいただく予定です。

イベントについては、大阪市役所医師会ホームページに

詳細を掲載予定ですので、どうぞご確認ください。
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