
大阪保険医雑誌

2007/1

のことば表表紙紙

日時：2006年8月14日午後2時43分。

場所：鹿児島県・屋久島。小杉谷付近

にて。

機材：CANON EOS 5D & EF LENS24-

105mm& MAC G5。

条件：F5.6 、1/80秒、露出バイアス

0.67、ISO400、MPEG。

吋外務省医務官から見た海外での健康危機管理
外務省診療所所長 　山口　　寛

羽海外渡航での健康危機管理
全日本空輸珂運航本部乗員健康管理部東京乗務員センター　五味　秀穂

丑
医療アシスタンス会社から見た 
海外生活での健康危機管理
インターナショナルＳＯＳジャパン珂メディカルディレクター　安藤　裕一

嘘
添乗員に対する 
トラベルメディスン教育プログラム

珂日本航空インターナショナル健康管理室 　大越　裕文

鰻企業における海外での健康管理
産業医科大学産業生態科学研究所作業病態学研究室非常勤助手　岩崎　明夫

瓜
保険会社から見た海外での健康危機管理
害害医学と医療文化の違い

ジェイアイ傷害火災保険珂リスクコンサルティングセンター　酒井　悦嗣

運
ボロ貨物船・航海記
害害南の島への23日間

本誌編集部顧問　野村　　拓

叡
昔は皆歩いて旅をした 
害害松浦武四郎の足跡を辿る

豊中市　岡崎　邦夫

曳
障害者の旅行問題
害害旅のボランティアグループ「ぬくもり」の活動から

四天王寺国際仏教大学大学院人文社会学研究科博士後期課程　藤井　　渉

瑛
「ニチボー」と「ケンチャナヨ」
害害ロシアと韓国の魅力

映画パブリシスト・龍谷大学非常勤講師　岸野　令子

英
「濃い」島・沖縄に魅せられて
害害のんびりと 島人 の生活を楽しむ

しまんちゅ

京都新聞社編集局ニュース編集部デスク　塚本　　宏

●会員投稿「私と旅」

液

豊中市・ひまわり心療内科　権野　一敏
東大阪市・竹谷眼科　竹谷　　正
高槻市・朝子医院　朝子　　恭
住吉区・守田医院　守田　由雄

城東区・笹川皮膚科　笹川　征雄
福島区・オーガスタクリニック　菊井　知子

岡山県　高橋甲子夫
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　さまざまな目的でひとは旅に出る。初め

ての所、いつか来た懐かしい所、もうひと

つは『デジャヴを愉しむ旅』。何故か幼い頃

からいつも心の中にだけ定着していた光景

を屋久島で偶然見いだした。

（豊中市　森田 重治）

１ピープル
纂
おおらかな無常

編集者・僧侶　塚村　真美

２なにわ医見
纂
旅立てぬ時代（拓）

「
デ
ジャヴの旅の始
まり
」

旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅特　集



大阪保険医雑誌

2007/1
62なにわ友あれ

纂
２つの出会い

東淀川区　清水　聖保

63医界雑録157
纂
大日本医師会の政治活動（下）

日本医史学会会員　青柳　精一

66ほんだな
纂
『認知症の人とともに
害害認知症の自我心理入門』

中央区　宇都宮健弘

67ほんだな
纂
『建設労働者の職業病』

医師・労働衛生コンサルタント　西谷　宣雄

68新連載「知られざるアメリカ」陰
纂
医療費払えず自己破産急増
害害生命の現場で不平等が拡がる

ジャーナリスト　堤　　未果

70囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」荏
纂
新春対局　中塚先生が本田九段に挑戦

関西棋院九段　滝口　政季

76なにわの伝説157（なにわの郷土史303）
纂
まめ太の失恋

地域史研究者　三善　貞司

78わたしの文化評「ドキュメンタリーを観よう」丑
纂
過去をふりかえる眼 、明日への想い

和泉市　堀　　　忠

97文芸「鎮魂の医学史害害戦没海軍軍医の医学研鑽」迦
纂
黒山医師と級友たち

静岡県十字の園診療所　後藤　幸一

21詰碁・詰将棋
纂

関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

83
ガイドラインに基づく胃潰瘍診療

テ
キ
ス
ト 富山大学大学院医学薬学研究部教授 

　杉山　敏郎

89
慢性疼痛患者を理解する（慢性疼痛の心身医学的理解）

関西医科大学心療内科学講座 

　福永　幹彦

今月の広告
ご協力ありがとうございました

64JALアカデミー大阪
80旭化成ファーマ珂
82大塚製薬珂

表Ⅱアイネット・システムズ珂
表Ⅲ珂関西共同印刷所
表Ⅳ珂JSP

480

INFORMATION
7、13、33原稿募集
62２・３月の予定
6512月のこんなこと
81読者ファクス直送便
9807年２月号予告
98編集後記



大阪保険医雑誌

2007/2

のことば表表紙紙

日　時：2006年２月19日

カメラ：キャノンＥＯＳ７s

レンズ：28～300mm

フィルム：フジ　ＲＤＰⅢ

絞り：ｆ８　オート

吋
メタボリックシンドロームへの
保健指導がうまくいかない６つの理由

日本福祉大学社会福祉学部教授　近藤　克則

雨
特定健診・保健指導制度化の意味
とその先にあるもの

大阪大学大学院人間科学研究科教授　堤　　修三

丑
メタボリックシンドローム診断基準
を診断する

東海大学医学部基礎医学系医学教育情報学教授　大櫛　陽一

鰻健康情報の読み方
東北大学公共政策大学院教授　坪野　吉孝

閏
『健康日本２１』は私たちに何をもたらし・
もたらそうとしているか

日本高齢者運動連絡会事務局長　篠崎　次男

雲“安かろう悪かろう”健診でよいのか
害害和光市における個別健診排除の動き

埼玉県和光市天野医院　天野　教之

●会員投稿

嬰
未病としての
メタボリックシンドローム

天王寺区　中村クリニック　中村　和裕

影
メタボリックシンドロームと他力本願
的治療法

泉大津市　高橋内科歯科クリニック　高橋　典章

●資料

曳
特定健診・保健指導に関する 
市町村への陳情書（要旨）

大阪府保険医協会

481

　毎年二月、奈良公園で鹿寄せの冬の風物

詩が始まる（午前10時より30分位、一ヶ

月余り）。鹿愛護会の職員がホルンでベー

トーベンの「田園」を演奏すると、100頭

近い鹿が駆け寄り、職員がなげるサツマイ

モに群がる。　　　　　（平野区　吉田一雄）

１ピープル
纂
田舎体験ツアーの醍醐味

つばさツーリスト代表　越道　正芳

２なにわ医見
纂
米国肥満社会と食品産業の構図（景）

「
食
事
だ
よ！
集
まれ
」

個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人責責責責責責責責責責任任任任任任任任任任とととととととととと公公公公公公公公公公的的的的的的的的的的責責責責責責責責責責任任任任任任任任任任個人責任と公的責任 
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特　集



大阪保険医雑誌

2007/2
25詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

40なにわ友あれ
纂
趣味の変遷

西淀川区　黒川　　恵

41医界雑録158
纂
大相撲好きだった北里柴三郎

日本医史学会会員　青柳　精一

42「知られざるアメリカ」隠
纂
ホームスクールから生まれる希望
害害世界に広がる『静かな教育革命』

ジャーナリスト　堤　　未果

44医療の国際協力迂
纂
紛争と混乱の中で生まれてくる命
害害スーダン・ダルフール地方

国境なき医師団　助産師　徳間　美紀

46囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」餌
纂
オリオンの三ツ星

関西棋院九段　滝口　政季

48なにわの伝説158（なにわの郷土史304）
纂
弓削道鏡①

地域史研究者　三善　貞司

50岸野令子の「あまのじゃく映画時評」永
纂
まともな映画がまともに売れない
害害大森一樹監督と語り合った日本映画のいま

映画パブリシスト　岸野　令子

52街角の美を訪ねて烏
纂
気骨ある政治家・芦田 均
害害福知山市芦田均記念館

京都府亀岡市・ムツミ病院　西本　雅彦

75文芸「鎮魂の医学史害害戦没海軍軍医の医学研鑽」過
纂
思いいずるふるさと

静岡県・十字の園診療所　後藤　幸一

56
光凝固の功罪

テ
キ
ス
ト 奈良県立医科大学眼科学助教授 

　名和　良晃

62
精神科疾患患者と内科開業医のつき合い方
～統合失調症を中心に、地域の精神科福祉にもふれて～

    稲垣診療所所長（岸和田市） 

　稲垣　俊雄

今月の広告
ご協力ありがとうございました

71日本イーライリリー珂
表Ⅱ文化部だより
表Ⅲ珂関西共同印刷所
表Ⅳ珂メディコムコミュニケーションズ

481

INFORMATION
9原稿募集
40２・３月の予定
70読者ファクス直送便
7607年3月号予告
76編集後記



大阪保険医雑誌

2007/3

のことば表表紙紙

日　時：2007年２月15日

場　所：菅原城北大橋（旭区側）上より

カメラ：キャノンEOSKISSⅢ

レンズ：キャノンFF70～300　45～56

　　　　ISUSM

フィルム：コダックEBX　F8　オート

吋
コミニケーション障害を乗り越える 
視覚言語

多摩美術大学デザイン学科教授　太田　幸夫

雨
交通バリアフリー法の成立と今後の課題
害害誰でも自由に移動できる社会の実現に向けて

大阪市立大学名誉教授　柴田　悦子

窺
「バリアフリー住宅」
害害その現状とゆくえ

ノンフィクションライター　島本　慈子

臼障害者自立支援法と精神科診療所
大東市・くすの木クリニック院長　田川　精二

欝
バリアフリー社会の実現をめざす 
障害者運動
障害者（児）を守る全大阪連絡協議会事務局長　塩見　洋介

厩希望を見つけ、生命の無限の力を体験できる
新しい住宅

コーデノロジスト　荒川　修作

云
サテライト大阪（場外競輪車券売場）建設とバリアフリー
害害ミナミ界隈のケースから見えるもの

中央区・宇都宮外科胃腸科医院　宇都宮健弘

荏JR福島駅エレベーター設置運動
福島区・オーガスタクリニック　菊井　知子

叡
医院設計を考える
害害自らの経験を踏まえて

守口市・橋本クリニック　橋本　忠雄

●座談会

栄

医療から“心のバリアフリー”をさぐる

クリエイト関西・福祉住環境コーディネーター　石山　茂司
全国膠原病友の会大阪支部事務局補佐　大黒由美子

大阪腎臓病患者協議会会長　田井　信之
建設コープおおさか副理事長　仲　　満彦

淡路診療所・理学療法士　藤田　大輔
本誌編集部・福島区開業　菊井　知子
本誌編集部・中央区開業　宇都宮健弘

482

 暖冬のため、亀の動きも例年になく活発

で、甲羅干しの時間も短い。

（旭区　加藤甫明）

１ピープル
纂
「俳人」と呼ばれて

俳人　杉浦　圭祐

２なにわ医見
纂
思いやりの心（美湖）

「日
な
た
ぼ
っ
こ
」

現現現現現現現現現現代代代代代代代代代代ババババババババババリリリリリリリリリリアアアアアアアアアアフフフフフフフフフフリリリリリリリリリリーーーーーーーーーー考考考考考考考考考考現代バリアフリー考 
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ハハハハハハハハハハーーーーーーーーーードドドドドドドドドド・・・・・・・・・・ソソソソソソソソソソフフフフフフフフフフトトトトトトトトトト・・・・・・・・・・ハハハハハハハハハハーーーーーーーーーートトトトトトトトトトのののののののののの三三三三三三三三三三つつつつつつつつつつのののののののののの視視視視視視視視視視点点点点点点点点点点かかかかかかかかかかハード・ソフト・ハートの三つの視点かららららららららららら

特　集



大阪保険医雑誌

2007/3
19詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

50なにわ友あれ
纂
「はるか」で京都へ

平野区　入谷　純光

51医界雑録159
纂
米騒動と大日医の対応（上）

日本医史学会会員　青柳　精一

52ほんだな
纂
『天皇と日本のナショナリズム』
害害神保・宮台マル激トーク・オン・デマンドⅣ

事務局参与　原　　文夫

54「知られざるアメリカ」韻
纂
民営化医療の実態
害害高すぎる医療費と産科医不足がさらなる少子化を招く

ジャーナリスト　堤　　未果

56囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」叡
纂
アマの心理か、プレッシャーか

関西棋院九段　滝口　政季

58なにわの伝説159（なにわの郷土史305）
纂
弓削道鏡②

地域史研究者　三善　貞司

60「週末に楽しむモダンアート」隠
纂
ビギナーのためのギャラリー入門

美術ライター　小吹　隆文

63ほんだな
纂
『碁の魅力　オリオンの三ツ星』
害害一手目は眼をつぶって打ってもいいんだよ

箕面市　矢野　健一

77文芸「鎮魂の医学史害害戦没海軍軍医の医学研鑽」 最終回
纂
落日の章

本誌編集部顧問　野村　　拓

64
糖尿病治療の新展開
～メタボリックシンドロームを含めて～

大阪警察病院内科統括部長 

　小杉　圭右

今月の広告
ご協力ありがとうございました

39建設コープおおさか

73珂ファルコバイオシステムズ

表Ⅱアイネット・システムズ珂

表Ⅲ珂メディカル・コンシェルジュ

表Ⅳ珂JSP
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INFORMATION
39原稿募集

504月の予定

53「戦争と医学」展と国際シンポジウム

62２月のこんなこと

72読者ファクス直送便

7807年４月号予告

78編集後記



大阪保険医雑誌

2007/4

のことば表表紙紙
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特　集

撮影データ：２００４年４月撮影

場　所：長野県伊那市高遠町

カメラ：ペンタックスistDL

　　　　（デジタルカメラ）

レンズ：FA31mmF1.8AL Limited

●インタビュー

吋

ジェネリック医薬品　ここが聞きたい

東和薬品株式会社専務取締役　井上　　昭
大阪府保険医協会理事長　高本　英司

本誌編集部（城東区・笹川皮フ科）　笹川　征雄

●論考

雨
ジェネリック医薬品の薬剤評価、選択の視点
害害ジェネリック医薬品の有効性、安全性についての比較研究

新潟薬科大学薬学部医薬品情報学教室教授　上野　和行

臼
気になる「WHO必須医薬品リスト」
害害当院の１２年間の鎮痛解熱剤処方を見直す

大阪府保険医協会理事長　高本　英司

欝
安全なジェネリック医薬品の使用のために
――保団連のできたこと、できなかったこと

全国保険医団体連合会副会長　川崎美栄子

浦ジェネリック医薬品をどう生かすか
日本福祉大学大学院教授・京都大学名誉教授　野村　秀和

運世界に類を見ない
大手製薬企業の大儲けの構造にメスを

全日本民主医療機関連合会事務局次長　廣田　憲威

影保険薬局から見た後発医薬品
南薬剤師会センター薬局薬局長　髙橋　直子

泳
仕切価格以降の 
医薬品流通の現状と問題点

兵庫県医療事業協同組合専務理事　東久保　隆

盈新薬シフトと副作用被害
医療情報センターあさひ　寺岡　章雄
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　高遠は城址公園の桜が有名。少し離れた

山里に華麗なしだれ桜が咲き誇る。高遠の

桜を語るとき忘れられない桜である。

（泉佐野市　新山昭次）

１ピープル
纂
写真で伝える被災地の12年

朝日新聞 東京本社写真センター　矢木　隆晴

２なにわ医見
纂
国基準で十分か（Dr.サッサー）

「
高
遠・勝
間
の
枝
垂
桜
」



大阪保険医雑誌

2007/4
19詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

52なにわ友あれ
纂
趣味は子育て

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学　齊藤　三佳

53医界雑録160
纂
米騒動と大日医の対応（下）

日本医史学会会員　青柳　精一

54「知られざるアメリカ」吋
纂
機械化と農薬散布で進む環境破壊
害害大規模農業がもたらしたもの

ジャーナリスト　堤　　未果

56医療の国際協力雨
纂
いくつもの想いをリレーして行われた、
アルメニアの結核プログラム

国境なき医師団　建築設計士　山住　邦夫

58囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」営
纂
サバくべきか、戦うところか

関西棋院九段　滝口　政季

60なにわの伝説160（なにわの郷土史306）
纂
楠公父子の別れ

地域史研究者　三善　貞司

62わたしの文化評「ドキュメンタリーを観よう」碓
纂
英語や「規制緩和」はステキか？
害害「ダーウィンの悪夢」

和泉市　堀　　　忠

64トーク ツゥ トーク
纂
台湾が歩んだ戦後60年
害害台北「228記念館」を訪ねて

京都府亀岡市・ムツミ病院　西本　雅彦

79ほんだな
纂
『いのち再び』
害害手話通訳者ががんになって

泉大津市　紀野　　正

68
認知症の診断と治療
～漢方薬の有用性（特に周辺症状）～

東北大学大学院医学系研究科先進漢方治療医学講座　助教授 

　岩崎　　鋼

今月の広告
ご協力ありがとうございました

77珂ツムラ

表ⅡJALアカデミー珂大阪支店

表Ⅲ保険医年金

表Ⅳ珂メディコムコミュニケーションズ
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INFORMATION
51原稿募集

524・5月の予定

78読者ファクス直送便

8007年5月号予告

80編集後記



大阪保険医雑誌

2007/5

のことば表表紙紙

メメメメメメメメメメデデデデデデデデデディィィィィィィィィィアアアアアアアアアアとととととととととと医医医医医医医医医医メディアと医療療療療療療療療療療療特　集

場　所：フランス・ロカマドゥール

カメラ：ミノルタαSeetⅡ

フジカラースペリアヴィーナス400

28～80mmプログラムオート

２００5年9月撮影

●対論

吋
奈良・大淀病院問題から医療報道を考える

毎日新聞大阪本社 社会部兼科学環境部副部長　砂間　裕之
本誌編集部／協会産婦人科部長　吉村　　猛

●論考

丑
問われる報道の自由とジャーナリズム
害害その背景にあるもの

立正大学文学部 講師　桂　　敬一

嘘
多くのメディアが
まっとうな報道をできない理由

民放労連近畿地連執行委員会

欝ネットメディアと医事紛争
杏林大学割り箸事件被告人支援の会　川嵜　　真

浦マスコミ崩壊
大阪府保険医協会 闘争本部長　坂口　道倫

噂国民の幸せを考えたメディア報道を求める
大阪府保険医協会 副理事長　中野　明弘

荏国民とメディアへの提言
大阪府保険医協会 理事　安藤　元博

嬰
大阪府保険医協会PRESENTS
「寺谷一紀の医療どぉ～ナル」放映開始！！

中央区・宇都宮外科胃腸科医院　宇都宮健弘

●インタビュー

栄
ナニワのアナウンサー寺谷一紀の 
メディアとの上手なつき合い方教えます！

聞き手／本誌編集部　宇都宮健弘
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　フランス中世の巡礼地、ロカマドゥール。

岸壁に建つノートルダム礼拝堂を背景に、

渓谷から湧き出るように、熱気球が次々と

上って来た。シャッターを切る間に、色と

りどりの気球は、刻々天空に散って行った。

（北区　井村昭三）

１ピープル
纂
9条、ナイロビで輝く

日本国際法律家協会関西支部支部長・弁護士　梅田　章二

２なにわ医見
纂
「悪役」扱いされる医師（景）

「
聖
地
の
熱
気
球
」



大阪保険医雑誌

2007/5
31詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

48なにわ友あれ
纂
五十半ばの携帯探し

河内長野市　泉谷　徳男

49医界雑録161
纂
医師会が経営した生保会社

日本医史学会会員　青柳　精一

50ほんだな
纂
『オーバーマイヘッド』
害害脳外傷を超えて、新しい私に

住吉区　守田　由雄

51ほんだな
纂
『医療的ケア研修テキスト』
害害重症児者の教育・福祉、社会生活の援助のために

中央区　宇都宮健弘

52「知られざるアメリカ」右
纂
大地の真実
害害立ち上がる科学者たち

ジャーナリスト　堤　　未果

54囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」嬰
纂
白会心の一局

関西棋院九段　滝口　政季

56なにわの伝説161（なにわの郷土史307）
纂
袈裟と文覚

地域史研究者　三善　貞司

58岸野令子の「あまのじゃく映画時評」泳
纂
多様なラインアップ
害害いまどきのフランス映画

映画パブリシスト　岸野　令子

60
リウマチ・膠原病の日常診療の実際

滋賀医科大学 名誉教授
行岡病院 名誉院長

 

　七川　歓次

今月の広告
ご協力ありがとうございました

17建設コープおおさか

65田辺製薬珂

表Ⅱアイネット・システムズ珂

表Ⅲ保険医年金

表Ⅳ珂JSP
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INFORMATION
17原稿募集

48６月の予定

64読者ファクス直送便

6607年6月号予告

66編集後記



大阪保険医雑誌

2007/6

のことば表表紙紙

国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活へへへへへへへへへへのののののののののの医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療的的的的的的的的的的目目目目目目目目目目国民生活への医療的目線線線線線線線線線線線特　集

場　所：城北公園

カメラ：EOS-1

 70～200mm  F2.8  フジRDP衛

絞り開放ＡＥ

２００6年6月11日撮影

●論考

吋医療制度改革法と生存権保障
鹿児島大学法科大学院教授　伊藤　周平

羽
国民生活への医療的目線 
害害危険なシグナルを読む

全国保険医団体連合会副会長　津田　光夫

碓
今、子供たちに何が起きているのか 
害害地域医療の取り組みから

東淀川区・清水クリニック　清水　聖保

欝ワーキングプア　命のＳＯＳ
ＮＨＫ報道局報道番組センター チーフ・プロデューサー　春原　雄策

浦「未熟な親」への医療的目線
豊中市・水野産婦人科医院　水野　俊樹

運
いのちと暮らしを脅かされる人達 
害害北九州市生活保護行政の無法

戸畑けんわ病院医療社会科科長　来田　時子

●寄稿

叡ジェネリック医薬品の有効性、安全性

明治薬科大学薬剤学教授　緒方　宏泰
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　花菖蒲は花弁が繊細なので晴天の日には

１０時を過ぎると花に元気がなくなる。城北

公園も万博記念公園も９時にならないと入

れてくれないので撮るのが忙しい。

（東淀川区　楠　研二）

１ピープル
纂
馬の蹄鉄

写真作家・成安造形大学准教授　津田　睦美

２なにわ医見
纂
「待合室用雑誌」などは？（拓）

「
花
菖
蒲
」



大阪保険医雑誌

2007/6
23詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

45なにわ友あれ
纂
新緑の季節を迎えて

忠岡町　広部　尚武

46医界雑録162
纂
医師法改正と日本医師会の設立（上）

日本医史学会会員　青柳　精一

47ほんだな
纂
『時代を織る』
害害医療・福祉のストーリーメイク

泉大津市　紀野　　正

48「知られざるアメリカ」宇
纂
トウモロコシとエタノール
害害搾取で成り立つエネルギー政策

ジャーナリスト　堤　　未果

50囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」影
纂
一瞬の逆転劇

関西棋院九段　滝口　政季

52なにわの伝説162（なにわの郷土史308）
纂
王仁博士の墓

地域史研究者　三善　貞司

54週末に楽しむモダンアート韻
纂
目的別・陶芸美術館の楽しみ方

美術ライター　小吹　隆文

56トーク ツゥ トーク
纂
産科崩壊カウントダウン

豊中市・直原ウィメンズクリニック院長　直原　廣明

75鎮魂の医学史・補論害害医学教育における臨床的まなざし 康
纂
昭和初期の糖尿病

静岡県 十字の園診療所　後藤　幸一

6１

69

気管支喘息の診断と治療
害害最新の喘息治療ガイドラインとCOPDの関連について

大阪警察病院 呼吸器科部長　小牟田　清

我が国における「ステロイド性骨粗鬆症の管理と
治療のガイドライン」

藤田保健衛生大学医学部臨床検査部　田中　郁子

今月の広告
ご協力ありがとうございました

59エーザイ珂

60グラクソ・スミスクライン珂

表Ⅱ保険医年金

表Ⅲ珂関西共同印刷所

表Ⅳ珂メディコムコミュニケーションズ

485

INFORMATION
43原稿募集

44読者ファクス直送便

45６／7月の予定

7607年７月号予告

76編集後記



大阪保険医雑誌

2007/7

のことば表表紙紙

生生生生生生生生生生きききききききききき方方方方方方方方方方ののののののののののセセセセセセセセセセカカカカカカカカカカンンンンンンンンンンドドドドドドドドドドオオオオオオオオオオピピピピピピピピピピニニニニニニニニニニオオオオオオオオオオンンンンンンンンンン生き方のセカンドオピニオン 
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害医医医医医医医医医医師師師師師師師師師師のののののののののの憩憩憩憩憩憩憩憩憩憩いいいいいいいいいいとととととととととと人人人人人人人人人人生生生生生生生生生生哲哲哲哲哲哲哲哲哲哲医師の憩いと人生哲学学学学学学学学学学学

特　集

日　時：平成17年８月

場　所：スイス・ルッツェルン

カメラ：オリンパスμズーム105デラックス

条　件：フジカラー　ISO400

　　　　オート

●フォトエッセイ

韻 十 の風になって
テン

豊中市　森田　重治

●論考

烏開業医を離れると自然が見えます
沖縄県宮古島市　東　久志夫

雨東吉野村鷲家あたりの道
天王寺区・あおきクリニック　青木　敏之

丑私を魅了する寒蘭
住之江区・（医）温優会 松井クリニック　松井　良一

嘘私を魅了する「江戸芸・かっぽれ」
住吉区・くぼた診療所　窪田　純子

欝演歌ギター・世界を流す
東大阪市（河内）　竹谷　　正

鰻環境に恵まれた私の油絵人生
    　　　　　　住吉区　仁瓶　早苗

厩料理でストレス解消
泉大津市　高橋　典章

浦私と油絵の出会い
住吉区　森谷　秀男

瓜木下杢太郎と「太田母斑」
住吉区　守田　由雄

噂憧れのバイク・ツーリングの魅力
豊中市・中村内科　中村　　厚

運
私とサクソフォン
害害心の中の少年を呼び覚まそう

中央区・宇都宮外科胃腸科医院　宇都宮健弘

荏お笑いホスピタル
医師・作家　篠田　達明

影
本職と余技
害害医師・医学者の「もう1人の自分」

本誌編集部 顧問　野村　　拓

栄医学と文学
浜松市・十字の園診療所　後藤　幸一

瑛NHK「美の壺」を楽しむツボ
NHKエデュケーショナル　日比野和雅

頴メディカルコンシェルジュでのセカンドオピニオン
珂メディカル・コンシェルジュ　黒田　英里

●対談

詠
想像力を架け橋に

映画監督　大森　一樹
本誌編集部　宇都宮健弘

486

　スイスのルッツェルン観光中、バスの窓

より前の車の神父さまとビールの組合せの

ユーモラスさに思わずシャッターを切りま

した。

（阪南市　薮下隆三）

１ピープル
纂
I think it  will rain tomorrow.

構成作家　田中　孝晃

２なにわ医見
纂
趣味という人生の味わい方（正）

「
乾
杯
」



大阪保険医雑誌

2007/7
17詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

61なにわ友あれ
纂
「囲碁」事始め

枚方市　野口　和幸

62医界雑録163
纂
医師法改正と日本医師会の設立（下）

日本医史学会会員　青柳　精一

63ほんだな
纂
『プライマリ・ケア救急』
害害即座の判断が必要なとき

中央区　宇都宮健弘

64「知られざるアメリカ」烏
纂
静かなる戦争拒否

ジャーナリスト　堤　　未果

66囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」映
纂
戦い避けて碁は勝てぬ

関西棋院九段　滝口　政季

68なにわの伝説163（なにわの郷土史309）
纂
物狂い椀久

地域史研究者　三善　貞司

70わたしの文化評「ドキュメンタリーを観よう」臼
纂
マスメディアによる「世論」形成の仕組み

和泉市　堀　　　忠

72シリーズ「産科崩壊」陰
纂
愛染橋病院・村田雄二院長に聞く

大阪府保険医協会 産婦人科部会

85ほんだな
纂
ポケット解説『崩壊する日本の医療』

住吉区　守田　由雄

89鎮魂の医学史・補論害害医学教育における臨床的まなざし 弘
纂
戦時中・呼吸器疾患

静岡県 十字の園診療所　後藤　幸一

79
排尿障害治療薬の最近の知見

テ
キ
ス
ト

大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学（泌尿器科）講師
 

　辻村　　晃

今月の広告
ご協力ありがとうございました

60建設コープおおさか

78キッセイ薬品工業珂

表Ⅱアイネット・システムズ珂

表Ⅲ珂関西共同印刷所

表Ⅳ珂JSP

486

INFORMATION
17初段（５段）をめざす囲碁クラブ

27原稿募集

617・8月の予定

77読者ファクス直送便

9007年8・9月合併号予告

90編集後記



大阪保険医雑誌

2007/8・9

のことば表表紙紙

戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦争争争争争争争争争争とととととととととと医医医医医医医医医医のののののののののの倫倫倫倫倫倫倫倫倫倫理理理理理理理理理理戦争と医の倫理 
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害医医医医医医医医医医学学学学学学学学学学的的的的的的的的的的戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦争争争争争争争争争争犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪のののののののののの足足足足足足足足足足医学的戦争犯罪の足跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡

特　集

撮　影：2005年8月　プラハ

カメラ：FUJIFILM 　FinePix50i

●論考

吋
「戦争と医学」展と反核平和委員会の
あゆみ

大阪府保険医協会副理事長　武田　勝文

羽
「戦争と医学」展と国際シンポジウム 
害害「戦争と医の倫理」を終えて

第２７回医学会総会出展「戦争と医学」展実行委員長　西山　勝夫

臼展示パネル「戦争と医学」に関して
第２７回医学会総会出展「戦争と医学」展実行委員会

姥医学教育に関するアンケートの結果
第２７回医学会総会出展「戦争と医学」展実行委員会

閏医学会の戦争荷担に関する調査の結果
第２７回医学会総会出展「戦争と医学」展実行委員会

云
戦争は罪悪です 
害害戦争の時代を生きぬいた老医のメッセージ

阿倍野区　安岡　隆一

●寄稿

叡
色覚異常と特別支援教育

守口市・卯月眼科 院長　岡山かほる

●大阪の文化シリーズ第５弾「大阪の食と農業」卯

嬰

食は人生の快楽
害害イタリア料理店「マンドリーノ」を訪ねて

大阪の食文化研究会事務局長　藤元　百代
城東区　笹川　征雄
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　中世ヨーロッパの雰囲気を味わいにプラ

ハを訪れました。

　帰国の日の早朝、ヴルタヴァ川対岸から

見た朝日に照らされるプラハ城の眺めは忘

れられません。

（堺市　近藤　宏和）

１ピープル
纂
パンタロン害害デザイン活動から広
がる末広がりなコミュニケーション

パンタロン主宰／デザイナー　椎屋　智晴

２なにわ医見
纂2007年・夏害害『医者たちの8月

15日』から20年（拓）

「
プ
ラ
ハ
城
」



大阪保険医雑誌

2007/8・9
21詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

41なにわ友あれ
纂
夢だった「第九」の演奏

東淀川区　深尾利津雄

42医界雑録164
纂
日本医師会の発足と執行部の人びと

日本医史学会会員　青柳　精一

43ほんだな
纂
『医療機関 まさかのトラブル対策』
害害こじらせないための処方箋

城東区　笹川　征雄

44「知られざるアメリカ」羽
纂
コールママ

ジャーナリスト　堤　　未果

46囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」曳
纂
形勢の良い時に遠慮し、悪い時に頑張る癖 

関西棋院九段　滝口　政季

48なにわの伝説164（なにわの郷土史310）
纂
よみがへり草紙

地域史研究者　三善　貞司

50岸野令子の「あまのじゃく映画時評」洩
纂
社会的な広がりの希薄な作品が多い
害害最近の日本映画の気になる傾向

映画パブリシスト　岸野　令子

52トーク ツゥ トーク
纂
中朝国境を旅して

京都府亀岡市・ムツミ病院　西本　雅彦

56シリーズ「産科崩壊」隠
纂
分娩の取り扱い中止と内診問題

大阪府保険医協会 産婦人科部会

79鎮魂の医学史・補論害害医学教育における臨床的まなざし恒
纂
脳・神経疾患へのアプローチ

静岡県 十字の園診療所　後藤　幸一

63
眼窩底骨折に対する手術害害良好な機能回復をめざして

テ
キ
ス
ト

獨協医科大学 越谷病院長　筑田　　眞

今月の広告
ご協力ありがとうございました

表Ⅱ珂マッハ 大阪支店

表Ⅲ文化部だより

表Ⅳ珂メディコムコミュニケーションズ
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INFORMATION
33、35原稿募集

418／9月の予定

616・7月のこんなこと

62読者ファクス直送便

8007年10月号予告

80編集後記



大阪保険医雑誌

2007/10

のことば表表紙紙

実実実実実実実実実実践践践践践践践践践践・・・・・・・・・・ここここここここここれれれれれれれれれれかかかかかかかかかかららららららららららのののののののののの医医医医医医医医医医院院院院院院院院院院経経経経経経経経経経営営営営営営営営営営実践・これからの医院経営 特　集

撮　影：2006年10月８、９日

カメラ：コンタックスＲＸⅡ

レンズ：８５ミリ　Ｆ1.4

フィルム：フジＲＤＰⅢ

●論考

吋これからの医院経営と保険医協会
大阪府保険医協会理事長　高本　英司

羽医事紛争防止害害医師の患者対応と人物評
東住吉区・おおしろクリニック　大城　　孟

鵜スタッフと力を合わせられる環境作り
桂労務社会保険総合事務所所長・社会保険労務士　桂　好志郎

渦医院が遭遇するトラブルとその対応原則
大阪府保険医協会事務局次長　尾内　康彦

厩
これだけは気をつけたい！レセプト作成
害害医学管理、在宅医療を中心に

大阪府保険医協会事務局次長　上原　哲朗

噂
経費アンケートから見えてきたもの
害害「開業5年以内の開業医の集い」第4弾を開催して

大阪府保険医協会副理事長　入谷　純光

●座談会　開業医夫人 大いに語る PartⅡ

荏

医院経営を左右する 
スタッフとの信頼関係

忠岡町・安藤外科整形外科医院　安藤　和美
中央区・宇都宮外科胃腸科医院　宇都宮健弘
中央区・宇都宮外科胃腸科医院　宇都宮瑞穂

枚方市・川島医院　川島　正好
枚方市・川島医院　川島　淑子

守口市・橋本クリニック　橋本　忠雄
守口市・橋本クリニック　橋本　恭子

桂労務社会保険総合事務所所長・社会保険労務士　桂　好志郎
司会／本誌編集部　紀野　　正

489

　昨年秋、カメラクラブの撮影会で出かけ

た恐山。山門前に立つ地蔵菩薩、その柔和

な御顔に接し、自ずと合掌する。これより

霊地入場。

（泉佐野市　三好　宏和）

１ピープル
纂
将来の夢は○○になること

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン雇人事部　山地　紘一

２なにわ医見
纂
明日は我が身の医事紛争時代

（DR.サッサー）

「
恐
山
地
蔵
菩
薩
」



大阪保険医雑誌

2007/10
23詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

43なにわ友あれ
纂
友が皆われよりえらくみゆる日よ
　バラを作りて　妻とたのしむ

泉佐野市　戎野　庄一

44医界雑録165
纂
機関紙『醫政』の発行

日本医史学会会員　青柳　精一

45ほんだな
纂
『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』

沖縄県宮古島市　東　久志夫

46「知られざるアメリカ」厩
纂
砂漠で吠える銀の獅子

ジャーナリスト　堤　　未果

48囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」栄
纂
大欲は無欲に似たり 

関西棋院九段　滝口　政季

50なにわの伝説165（なにわの郷土史311）
纂
坂上春子の墓

地域史研究者　三善　貞司

52週末に楽しむモダンアート唄
纂
庭園目的でも楽しい美術館

美術ライター　小吹　隆文

54シリーズ「産科崩壊」嘘
纂
統計からみる産科の現状

大阪府保険医協会 産婦人科部会

58ほんだな
纂
『病気の人の食事ケア』
害害病態別食欲増進のポイント

中央区　宇都宮健弘

71鎮魂の医学史・補論害害医学教育における臨床的まなざし迦
纂
昭和初期の“画像診断”

静岡県 十字の園診療所　後藤　幸一

61
緑内障と神経疾患

テ
キ
ス
ト

奈良県立医科大学眼科学講師　湯川　英一

今月の広告
ご協力ありがとうございました

16建設コープおおさか

42ＪＡＬアカデミー珂大阪支店

57アステラス製薬珂

60千寿製薬珂

表Ⅱアイネット・システムズ珂

表Ⅲ珂関西共同印刷所

表ⅣＪＳＰ
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INFORMATION
23、31原稿募集

30協同組合まつり

4310/11月の予定

59読者ファクス直送便

7207年11月号予告

72編集後記



大阪保険医雑誌

2007/11

のことば表表紙紙

SSSSSSSSSSOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSをををををををををを発発発発発発発発発発すすすすすすすすすするるるるるるるるるる子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどももももももももももたたたたたたたたたたSOSを発する子どもたちちちちちちちちちちち
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽度度度度度度度度度度発発発発発発発発発発達達達達達達達達達達障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害にににににににににに医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療ははははははははははどどどどどどどどどどうううううううううう向向向向向向向向向向きききききききききき軽度発達障害に医療はどう向きあああああああああああううううううううううかかかかかかかかかかうか

特　集

場　所：信州・栂池

撮　影：2004年10月11日

カメラ：キャノンEOS－1

レンズ：キャノン35～350mm

フィルム：FUJI RVP

絞り：８　シャッター　AE

●座談会

吋

地域をつつむ軽度発達障害児の
連携・支援

保護者　渕本　恵子氏
スクールカウンセラー　土田圭伊子氏

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援調査官　樋口　一宗氏
東淀川区・清水クリニック　清水　聖保氏

司会　（豊中市・本誌編集委員）岡崎　邦夫氏

●論考

鰻
軽度発達障害とは何か
害害その診断と対応

あいち小児保健医療総合センター保健センター長　杉山登志郎

瓜DSMマニュアルを診療にどう生かすか
目白大学人間学部子ども学科教授、大学院生涯福祉研究科教授　山崎　晃資

雲精神科開業医からみた軽度発達障害
中央区 かく・にしかわ診療所　西川　瑞穂

叡特別支援教育における医療の役割
北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター教授　田中　康雄

映発達障害児のための連携
関西医科大学小児科学講座　石崎　優子

泳
発達障害のある人の就業支援
害害医師に知って頂きたい現実

琉球大学教育学部障害児教育講座・准教授　田中　敦士

盈いじめ・虐待予防と開業医
東淀川区・清水クリニック　清水　聖保

●会員投稿

詠軽度発達障害と医療
西淀川区  西淀病院小児科　前背戸公明

490

　ゴンドラとロープウエイを乗りついで海

抜2000m位の高原地帯、すがすがしい空気

の中で見事な景色を見付けました。

（東淀川区　楠　研二）

１ピープル
纂
ブラジルの子どもたちに 

夢と希望を
声楽家　髙丸　真理

２なにわ医見
纂
理想は高いが、質の担保は（景）

「
秋
」



大阪保険医雑誌

2007/11
25詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

56なにわ友あれ
纂
同窓生で作る自前の親睦会害害 枚  交 会

ひら こう

枚方市　川島　正好

57医界雑録166
纂
健康保険法の成立（上）

日本医史学会会員　青柳　精一

58ほんだな
纂
『ほどほど養生訓害害がん・脳卒中・心臓
病・糖尿病は自分で防げる』

堺市　赤星　伸一

59ほんだな
纂
『ホームレス研究害害釜ヶ崎からの発信』

箕面市　武田　勝文

60「知られざるアメリカ」雨
纂
「良心的兵役拒否」という選択

ジャーナリスト　堤　　未果

62囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」永
纂
知らぬが仏

関西棋院九段　滝口　政季

64なにわの伝説166（なにわの郷土史312）
纂
小町のどくろ

地域史研究者　三善　貞司

66わたしの文化評「ドキュメンタリーを観よう」渦
纂
薄れゆく記憶の中で害害四作品から辿る「戦争」

和泉市　堀　　　忠

68トーク ツゥ トーク
纂
毒ガスの島、大久野島を訪ねて

京都府亀岡市・ムツミ病院　西本　雅彦

72シリーズ「産科崩壊」吋
纂
減少する府下の産科とその要因

大阪府保険医協会 産婦人科部会

87鎮魂の医学史・補論害害医学教育における臨床的まなざし過
纂
皮膚科講義と“文学”

静岡県 十字の園診療所　後藤　幸一

今月の広告
ご協力ありがとうございました

76マルホ珂

表Ⅱ珂マッハ 大阪支店

表Ⅲ文化部だより

表Ⅳ珂メディコムコミュニケーションズ
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INFORMATION
30、53、54原稿募集

49初段（５段）をめざす囲碁クラブ

5510月こんなこと

5611/12月の予定

75読者ファクス直送便

8807年12月号予告

88編集後記

77
見逃してはいけない単純X線所見害害CT/MRIは有用、しかし万能ではない

テ
キ
ス
ト 大阪船員保険病院放射線科 部長　中西　克之 

79
角膜感染症害害ヘルペス・真菌・細菌
　　　　　　　　　　大阪医科大学 応用外科学講座 眼科学教室 講師　清水　一弘

　



大阪保険医雑誌

2007/12

のことば表表紙紙

食食食食食食食食食食生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活ナナナナナナナナナナビビビビビビビビビビゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲーーーーーーーーーーシシシシシシシシシショョョョョョョョョョ食生活ナビゲーションンンンンンンンンンン
害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全とととととととととと健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康ののののののののののたたたたたたたたたためめめめめめめめめめ安全と健康のためににににににににににに

特　集

カメラ　キャノンEOS kiss

レンズ　タムロン28～200

フィルム　フジプロビア100F

場所　淀屋橋上より

撮影年月日　H18.12.24

●論考

吋食料のグローバル化と日本の食料自給率
立命館大学経済学部経済学科教授　松原　豊彦

迂もう騙されない！食品表示の見方
食品表示アドバイザー　垣田　達哉

鵜
世界が注目するバイオ燃料
害害その拡大への懸念

農業情報研究所主宰　北林　寿信

臼アンチエイジングからみた医食同源
近畿大学アンチエイジングセンター　山田　秀和

姥咀嚼から日本の食生活を考える
山村歯科医院院長　山村　昌康

噂
私のスローフード運動
害害食は人生の快楽

有限会社マンドリーノ代表　大久保裕康

荏
増加する妊婦のサプリメント摂取とそ
の危険性

豊中市・水野産婦人科医院院長　水野　俊樹

●取材

嬰マクロビオティックレストラン
害害心斎橋「アマンテラス」　

●会員投稿「私と医食同源」

映根気良く正そう、食習慣！
守口市　森口　久子

曳単身老年者の食事について
住吉区　守田　由雄

永医食同源　今それは可能か？
泉大津市　高橋　典章

泳
医食同源と食の安全性

城東区　笹川　征雄

491

　大阪の年末恒例の行事となっている。

　光景よし、音楽よし。寒いが、夜の時を

十分に楽しませてくれる。

（旭区　加藤甫明）

１ピープル
纂
アメリカで暮らして働いて

コンサベーター（資料保存修復家）　日沖　和子

２なにわ医見
纂
産業構造から「食」を問い直せ（景）

「
中
之
島ルネッサンス」
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2007/12
15詰碁・詰将棋

纂
関西棋院　本田邦久 九段/日本将棋連盟　有吉道夫 九段

45なにわ友あれ
纂
長所を伸ばすスキーレッスン

泉佐野市羽倉崎駅前外科内科事務長　加藤　廣行

46「知られざるアメリカ」卯
纂
「イラク石油法案」は誰のもの？

ジャーナリスト　堤　　未果

48あまのじゃく映画時評瑛ほんだな
纂
映画から多言語共存文化を考える『災害復
興とそのミッション』

映画パブリシスト　岸野　令子

50囲碁上達への道「悪手手直しクリニック」泳
纂
天国と地獄

関西棋院九段　滝口　政季

52なにわの伝説167（なにわの郷土史313）（完）
纂
小野小町の墓

地域史研究者　三善　貞司

54医界雑録（完）
纂
健康保険法の成立（下）

日本医史学会会員　青柳　精一

62鎮魂の医学史・補論害害医学教育における臨床的まなざし過
纂
消化器疾患編

66大阪保険医雑誌2007年総索引纂

今月の広告
ご協力ありがとうございました

8建設コープおおさか

35JALアカデミー大阪支店

表Ⅱアイネットシステムズ叙

表Ⅲ関西共同印刷所

表Ⅳ叙JSP
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INFORMATION

4512/1月の予定

56読者ファクス直送便

7208年1月号予告

72編集後記

57
在宅で気をつけるべき皮膚疾患

テ
キ
ス
ト 近畿大学医学部皮膚科教授　川田　　暁 


