
　保団連第６回勤務医委員会
が2013年11月17日に大阪で行
われた。この会議内容の一つ
に、「厚労省の社会保障審議
会・医療部会が医療法を改正
し、全ての病院・診療所・助
産所を対象とした医療事故調
査制度を創設することを了承
した。これを受けて、厚労省
が来年の通常国会に提出する
予定の医療法一括改正案に上
記の調査制度を盛り込む予
定」の討議があった。
　国会上程が予定される医療
事故調査制度は、予期しない
診療関連死が対象で、医療事
故の発生後、①第三者機関に
届け出②院内調査③医療機関
が医療事故について遺族に説
明④院内調査結果を第三者機

関に報告⑤第三者機関は報告
内容を確認・検証・分析、そ
して⑥再発防止に関する普
及・啓発に取り組む―という
枠組みである。医療機関が単
独で医療事故の調査体制がで
きない場合は、第三者機関に
支援や助言を求めることがで
きる。
　院内事故調査の方法などの
具体的な運用方法について
は、今後、厚労省がガイドラ
インを策定するという。第三
者機関はこのほか、①院内調
査の結果に納得できない遺族
の求めに応じた調査②医療機
関の求めに応じた調査③医療
事故調査に携わる者への研修
も実施する。また、第三者機
関は業務の一部を都道府県医

師会や医療関係団体、大学病
院、学術団体など外部の医療
の専門家に委託できるとし
た。

相反する命題「原因究明と
再発防止」掲げた制度に

　ここで、厚労省が考える医
療事故調査制度の問題点につ
き討論が行われた。一番の問
題点は、今回の改正案におけ
る基本的、且つ重大な問題は
医療事故調査の目的を原因究
明と再発防止というお互いに
相反する命題を同時に入れて
しまったことである。という
のも、再発防止のためには正
確に事実を積み重ねなければ
いけないが、仮に告白した情
報（事故調査報告書）から刑

　今年の７月で開業して１年にな
ります。
　ここまで病気もせず、無事に診
療を続けてこられたことに感謝し
ています。思い起こせば、開業を
考えたのは新築の家を建てる時で
した。当初は自宅開業を検討して
おりました。
　私の両親は自宅開業であり、１
階と２階を往復する姿を見て、開
業医は時間の自由度があると思え
ました。自宅で仕事をしながら子
供の様子も分かるし、通勤時間は
ゼロと、大変時間効率がいい仕事
だと思っておりました。
　そこで我が家の診療圏調査を医
業コンサルタントに依頼したとこ
ろ、厳しい数値結果が返ってきま

した。安易な気持ちで自宅開業を
考えていた自分の甘さに気が付き
ました。
　そんな折に、立地もアクセスも
よい難波で開業する機会に恵まれ
ました。当初は幼少な子供たちの
事が気掛かりでしたが、主人や両
親の協力もあり、今は家事、育児、
仕事全てが順調に運んでいます。
　開業当初は患者さんが少なくて
心配していましたが、１年が経ち
少しずつ認知されてきて、ようや
く軌道に乗り内心ほっとしており
ます。眼科スタッフも開業以来、
誰一人辞めずに頑張ってくれてい
るのも感謝しています。お互い助
け合いながら気遣っているのが分
かり、患者さんに対しても私がい

つも心掛けている患者さんの立場
になって応対するという方針につ
いてきてくれてます。患者さんに
もその気持ちは伝わり、定期的に
通院してくださる患者さんも少し
ずつですが増えてきております。
　家族の協力を実感しながら診察
する一方で、開業して苦労したこ
とは、やはり母親としての子育て
との両立です。勤務医時代と比較
すると診察以外にもすべき仕事が
多くて、帰りも遅く子供たちと触
れ合う時間が少なくなりました。
帰宅すると下の子は寝ていること
もあり、寝顔を見ると申し訳ない
気持ちでいっぱいになります。上
の子は毎日私の帰りを待っていて 
「ママと寝る」と待っています。

事罰など責任をとらされると
わかれば当事者は真相を話す
かという問題がある。2013年
５月31日にＮＨＫ「持論公論」
で触れている社会保険相模野
病院の「真実を守る５原則」
にも、「４．病院は職員を徹
底して守る」という一文があ
る。
　また、ＷＨＯの医療事故調
査ドラフトガイドラインでも
「医療安全のために事故情報
を収集すること」と「責任追
及のために事情情報を収集す
ること」は両立できないとあ
る。両者を同様に求めれば前
者が後者の犠牲となると指摘
する。この矛盾した命題をな
ぜ織り込んだのか。その意味
するところは「厚労省の行政
権の拡大」であり、医療事故
の情報を一ヵ所に集めておけ
ばいつでも厚労省が「行政指
導」という手段を使えると考
えるのは、考えすぎであろう
か。

再発防止や被害者救済の願い
が叶えられなくなる可能性も

　こう考えると、医療者も患

者側も求めている医療事故再
発防止や被害者救済という願
いは叶えられないであろう。
「原因究明（責任追及）、死因
究明、真相究明側としての厚
労省、医療事故被害者・遺族、
法曹界・弁護士」と「再発防
止、医療安全側としてＷＨＯ
ドラフトガイドライン、全国
医学部長・病院長会議、日本
医療法人協会、日本病院協会」
との対立を生むのでないかと
危惧している。したがって、
「原因究明と再発防止」とい
うのではなく、「医療安全と
再発防止」にシフトした医療
事故調査制度の確立を求める
のが本筋ではないかとの意見
があった。その立場から、
2014年１月の通常国会に上程
される予定の今回の厚労省に
よる医療事故調査委員会制度
の国会討論等に注目したいと
考えている。
　大阪協会勤務医部会でも早
急に議論をして方向性を見出
したいと考えている。会員の
皆様も共に考えてくださり、
その声を私どもにお寄せいた
だければ幸甚です。

勤務医部会部長　鶴田 一郎
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55開 業し て 思 う こと
添い寝しながら寝てしまうと、主
人が洗濯物を干してくれたり洗い
物をしてくれていて、家族の協力
があってこの開業が成り立ってい
ることをしみじみ実感しておりま
す。こんな母親ですが、長い目で
見れば子供たちはきっと今の私を
理解してくれると思うのです。
　土曜日の昼休みに主人が子供た
ちを私の診療所に連れてくると、
幼いながらに分かるのか、６歳の
息子は「僕もお医者さんになる」
と言ってくれます。幼稚園でも金
山眼科の宣伝をしてくれているみ
たいです。ママが頑張っている姿
を幼いながら分かっていてくれて
いるようで、そんな子供たちの姿
が励みになっています。
　どんなに仕事で疲れて帰って
も、家族の前ではいつも笑顔を心
掛けています。これからも色々な
事に直面すると思いますが、患者
さんのため、家族のため、そして
自分のために精一杯頑張っていき
たいなと思っております。

『仕事と子育ての両立をめざして』
金山眼科（中央区）　金山 善美

後継者をさがしている開業医の方と
開業希望の勤務医の方をコーディネート

医院継承   開 業 支援サイト
http://www.keisyou-mdc.net/

   開 業

厚生労働省の考える
医療事故調査制度について
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／ＪＲ学研都市線「津田」駅／徒歩５分
／国道307号線沿／新築医療ビル／２階
歯科開業中／１階・47坪／３階・44坪募
集中／問合せ・072-845-6761（高橋）
▶テナント物件（医療ビル）／東淀川区
大隅／大阪市営バス「大阪経大前」／徒
歩１分／商業施設隣・人通り多／眼・耳
鼻咽喉・皮膚・小児・心療内科の真空地
域／１階（21坪）・２階３階５階（33坪）
／内部自由設計可／賃料相談応／問合
せ・06-6327-0498（村井）
▶テナント物件／南海本線「岸里玉出」
駅前スグ、地下鉄四つ橋線「玉出」駅・
徒歩５分／2011年10月新築ビル／２Ｆ、
３Ｆ部分／１Ｆ眼科です／各階約47坪／
セコム格安／内部自由設計可／問合せ・
山中眼科06-6661-3075（FAX06-4703-
3666）
▶テナント物件／東成区東小橋3-17-1
／ＪＲ・地下鉄・近鉄「鶴橋」駅／徒歩

１分／千日前通に面しアーケード有／新
築医療ビル２・４・５階／約26坪／１階
薬局予定／３階歯科盛業中／内・眼・皮・
婦向き／２・５階スタッフルームとし
て分割賃貸可（応相談）／問合せ・090-
5660-3973（近藤）
▶貸医院／地下鉄今里筋線「だいどう豊
里」駅下車２分／鉄筋３階建１階部分／
43坪／即開業可能／介護関係オフィス可
／問合せ・06-6329-1141（田村）
▶貸医院／柏原市玉手町／近鉄南大阪
線「道明寺」駅／徒歩８分／鉄筋２階建
52坪／駐車４台分有／近医　内科・産科
のみ／診療科目は何でもＯＫ／問合せ・
090-5069-6280（松原）
▶売土地／53坪／近鉄大阪線「弥刀」駅
２分／商店街内角地／銀行前／スーパー
２軒近／診療所最適／問合せ・0596-
28-4110（山崎・19時30分以降）

▶求 療養病棟担当医（40床／専門不問）・
内科医／詳細相談可／年齢・経験不問／
東大阪市病院（184床）／問合せ・070-
5665-8013（明石）
▶求 整形外科常勤医師・当直非常勤医
師／地下鉄谷町線「太子橋今市」駅西／
徒歩５分／大阪市旭区大宮5-4-24／藤
立病院／委細面談／問合せ・06-6955-
1100（事務長）
▶求 耳鼻咽常勤医／耳鼻の手術積極的
に取り組めます／耳鼻咽喉科サージク
リニック老木医院／問合せ・0725-47-
3113（事務長）oiki-clinic.jp

▶求 内科常勤医／週４日勤務可／ＪＲ
「茨木」駅／徒歩５分／茨木市駅前町
3-2-2-404／たかみクリニック／委細面
談／問合せ・072-631-3001
▶求 精神科・心療内科非常勤医／みこ
ころクリニック／北区西天満／地下鉄谷
町線・堺筋線「南森町」駅／徒歩７分／
問合せ・06-6361-1230（事務長）
▶求 内科常勤医師／特定医療法人頌徳
会日野病院／南海高野線「北野田」駅／
送迎３分／出勤日・勤務時間応相談／問
合せ・072-235-2068（田中）

▶テナント物件／枚方市津田元町1-8-3

求人（病院・診療所）

テナント物件／貸・売・継承医院

住宅購入や増改築、お子さまの教育費、開業にあたっての資金など、
何かと資金が必要な時があります。保険医協会では、勤務医のみな
さま方を対象に銀行と提携した融資制度をご用意しています。

新規開業資金／教育資金／住宅資金に
 ※詳しくは税務経営部まで。

融 資
制 度

■勤務医ローン（近畿大阪銀行提携） ■みずほ銀行提携ローン
〔教育・育英資金など〕 最高3,000万円
〔住宅資金〕 最高5,000万円

〔新規開業資金、住宅資金など〕
設備資金：最高１億円　住宅資金：最高5,000万円

■ドクターローン（近畿大阪銀行提携） ■大正銀行提携ローン
〔新規開業資金〕 最高6,000万円 〔新規開業資金〕 最高8,000万円

■ドクターローン（近畿大阪銀行提携） ■京都銀行提携ローン
〔新規開業資金〕 最高6,000万円

提携住宅ローン（三井住友銀行、ソニー銀
行）もあります。お問い合わせください。

　医師が建築会社と関わる際の心構えや賃貸物件を借りる際のポイント、
見落としやすい契約項目、下請け業者にきちんと仕事をさせるコツなど、
“医療福祉設計ひと筋40年”の藤野設計の藤野康一氏に、なかなか聞けない
建築業界の裏話を交えてお話しいただきます。これから開業をお考えの先
生や既存の医院の増改築、メンテナンスをお考えの先生は必見です。

日　時　1 月18日（土）午後 2 時～ 4 時
会　場　大阪府保険医協会 2 階
　　　　第 1 会議室
講　師　株式会社藤野設計代表取締役
　　　　一級建築士　藤野 康一 氏

　今年度、大阪府保険医協会が開催した勉強会
の中に、『医療分野の「雇用の質」向上に向け
た取組について』 というテーマの講演会があ
り、参加させていただきました。
　当院では、数年前から「医療職の方々に、で
きるだけ得意とする本来業務に専念いただける
環境をつくり、チーム医療（専門職の協働）に
よる質と生産性の向上」を目指して「働きやす
い医療現場」作りに取り組んでいます。
　しかし、現実に病院で勤務されている医師の
方々は、日々、診療、手術、検査を担当しなが
ら、膨大な書類作成や記録業務に追われ、委員
会などの活動にも参加して、さらに当直という
のが実態です。新入院数が多い病院では、その
事務作業負荷は半端ではありません。
　当院でも、医師事務補助室の役割が年々大き
くなっており、書類作成の支援だけではなく、
治験や外来診療の効率的な運用、統計業務など、
徐々に守備範囲を拡大しています。今後は、書

類作成の自動化率を上げるなど、さらなる効率
化を進めて、質の向上につながる余裕を生み出
したいと考えています。
　また、当院では、子育て世代のニーズに対応
できる新たな環境づくりも重要なテーマになっ
てきました。併設の病院保育所も従来型の預か
るだけの保育所から、教育機能の充実、学童の
受入、病児対応、学校臨時休校対策まで、付加
価値をつける取組が求められています。
　Ｐ．ドラッカーは、組織開発というテーマの
中で、「個人の価値観、生き甲斐、意欲を、組
織のエネルギーと成果にすることが重要であ
る」と述べています。医療現場において働きや
すい環境を整備することは、そのための一つの
方策であると思います。
　職員から「働きやすくて、やりがいを感じる」
という言葉が出るような職場をめざして、継続
的に取り組みをしていくことが大切であると考
えています。

　勤務医会員のための勤務医 LETTERですが、今回から病院の
管理部門の方々に普段考えていることや院内のエピソードなどを
ご執筆いただきます。第１回は小松病院の渡辺部長さんです。

働きやすい職場環境
づくりをめざして

医療法人協仁会小松病院
管理本部部長 渡辺 浩志

病院事務長の
つぶやき

知っておきたい医院建築のポイント
物件探しから医院建築、メンテナンスまで

～病気やケガでの
 休業に安心保障～

休業保障制度
申込受付中 !

① 最長730日の長期保障
② 掛金が満期まで変わりません
③ 掛け捨てではありません
④ 自宅療養、代診をおいても給付
⑤ 傷病給付金は非課税
⑥ 所得補償保険との重複受給ＯＫ

【加入日】2014 年 4 月 1 日
【加入申込資格】
① 加入日現在健康で 1 つの主たる医療機関等で
週 4 日以上かつ週16時間以上で業務に従事して
いる。
② 59歳（昭和29年10月 2 日以降生まれ）までの保険
医協会会員で、約款に同意できる保険医。
注） 現在、健康に異常のある方は原則として加入で

きません。

資料請求・お問い合わせは
保険医協会共済部 ☎06-6568-7721まで

思わぬリスクに備えて
若い時からの加入をお勧めします !

1/20
まで

たよりになる6つのポイント

申込み
■TEL 06-6568-7721または、
■FAX  06-6568-2389で
　　　担当・若林／姜まで
主　催　経営税務部
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