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   「勤務医フォーラム」は勤務医の皆さん

の交流の場です。「勤務医 LETTER」に掲

載された投稿や、これまでの調査活動など

も掲載しています。また、各種相談にも応

じています。４月からは新しい企画も入り、

リニューアルします。ご期待下さい。
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　新年早々、中医協委員で全
国公立病院協会の代表である
邊見公雄先生のお話を聴く機
会があった。そのお話の中で
興味深かったのは、「医者に
は非常識な人が多い」と言っ
た宰相が居たが、そのとおり

である。“非常識”であったが
故に夜も寝ずに、来る日も来
る日も働いたのであるという
くだりであった。確かにかつ
て勤務医はかなり安い給料
で、重症患者のための泊ま
り、当直、産直、緊急手術な

どをこなしてきた。家族に申
し訳ないと思いながらも、盆
も正月もなく働いた。患者さ
んやご家族の感謝を感じる
と、つらさも吹っ飛んでいた。
　いくつかの医師の過労死事
件があったり、外科系の治療

で結果が悪ければ逮捕される
という事態が起こって、勤務
医の意識は変わってしまっ
た。どういうふうに変わった
かは、まだよくつかめない。
　年末の急病診療所に勤務し
て、急性腹症のお年寄りの送
り先がなくて困ってしまっ
た。当直のドクターに平身低
頭してお願いしたが、大阪で
もこの状況である。虫垂炎で
も助からないということが起
こりうるだろう。
　“非常識”に働かなくても、
後送の病床が確保できる医療
制度を再構築しなくてはなら

ない。再び、邊見先生の言葉
に帰ろう、「ガーゼを分厚く
使う看護師さんは駄目、自分
のしている手術の点数を知ら
ない外科部長は駄目」つまり
はコスト意識がなければ駄目
ということだろう。医学を学
び働くだけでなく、社会の構
成員としてきちんとものの言
える勤務医になるためには、
日本の皆保険制度を知ってい
ただくことが避けられない。
保険医協会の勤務医部会は今
年、そのお手伝いをするため
にＨＰを充実させるよう頑張
りたい。
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　眼球光学系において、収差と光の散
乱が結像状態に影響を及ぼすことが知
られている。収差については、低次の
収差である球面（遠視・近視）や乱視
成分だけでなく、高次収差の代表的な
成分である球面収差やコマ収差が大き
いことにより、結像特性が著しく低下
する。しかも、屈折矯正手術のＬＡＳ
ＩＫの普及により、より正確に眼球全
体の光学特性を評価することが求めら
れるようになった。日本では、２００１年
１２月に眼球に高次収差の測定を行う波
面センサーが登場した。私は本機を用
いて、種々の眼内レンズ（ＩＯＬ）挿
入眼に対して眼球高次収差の測定を行
い、それまで主に使われていた球面Ｉ
ＯＬについて、ＩＯＬの光学設計の違
いにより、眼球の高次収差、特に球面
収差の成分に違いが出ることを示し
た。その後に非球面ＩＯＬの登場によ
り、より積極的に眼球全体の球面収差
を減らすことが可能になったが、球面
ＩＯＬの選択する場合ＩＯＬの光学設
計に注意が必要であることを示した。
　また、ＩＯＬ挿入眼ではＩＯＬの傾
きや偏位が乱視に影響することが知ら
れていた。私はＩＯＬ挿入眼に対し
て、高次収差だけでなくＩＯＬの傾き
や偏位量の測定を行った。ＩＯＬ挿入
眼において、ＩＯＬの偏位よりも傾き
が高次収差の成分であるコマ収差成分
に有意に正の相関があり、傾きが大き
くなるほうがコマ収差の成分がより大
きくなることを示した。ＩＯＬの偏位
や傾斜は乱視だけでなく、高次収差に
も影響を及ぼすことを報告した。
　これらのことから、球面ＩＯＬを使
用する場合においても、より球面収差
の小さなＩＯＬを選択し、ＩＯＬの傾
きや偏位を少なくすることで、眼内レ

ンズ挿入患者のQuality of Visionがあ
がることを示した。
　最近では、高次収差の増加するＬＡ
ＳＩＫ術後に横方向の動体視力を測定
し、スポーツビジョンと高次収差との
関係について研究しているところであ
り、一部の成果については日本眼科学
会等で発表を行った。
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高次収差と動体視力の関係について～
財団法人上月スポーツ・教育財団スポ
ーツ研究助成事業　第５回（２００７年）
助成対象

勤務医部担当副理事長　　川﨑　美栄子
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診療報酬改定新点数説明会

医師の“非常識” 

3 月25日（木） ・3 月27日（土）
会場はいずれも  中之島・中央公会堂
※詳細は入場引換券をご参照下さい。

勤務医会員の先
生には後日、入
場引換券をご送
付いたします。
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　梅田からＪＲ新快速にて１５
分、高槻駅ナカの「大阪医科
大学健康科学クリニック」に、
後山尚久所長代行のもと平成
２１年６月の開設時より勤務し
ております。これまで循環器
科医として阪大病院や幾つか
の国公私立病院で重病人の治

療に従事してきましたが、当
施設では予防医学をテーマと
した東西融合医療を提供して
います。関東では東京大学や
慶應義塾大学をはじめ、予防
医学を重視した大学併設大規
模医療センターができていま
すが、関西では初めてのよう

です。
　さて、保険医協会入会は
５、６年前で親族の勧めであ
ったと記憶しています。当初
は保険加入目的でしたが、そ
の後定期刊行物や講習会を医
療情報の資源として活用する
に至りました。今後は情報交

換の場としても活用したいと
考えております。
　昨今話題の勤務医問題につ
いてですが、私も月５～８回
の当直に加え、月１０～２０回程
度のオンコールに対応、徹夜
診療で疲弊しながら、翌日は
心カテなどを行っておりまし
た。医師も患者も文字通り命
がけです。もちろん入院受持
ち患者もありますので２４時間
３６５日休まることはありませ
ん。このような状況を改善す
べく色々な動きがあります
が、その一つに医学部定員増
員があります。果たして文科
省の目論見通りに現場環境を
改善させられるでしょうか。
答えは否と思われます。深夜

のコンビニ受診や安易な救急
要請に振り回され、本当に救
急医療が必要な患者に対応す
ることができなくなってきて
いる訳ですから、市民への啓
蒙が先決です。医学部定員増
員はその次の議論だと考えま
す。
　医療システムの構築を担う
政府や厚労省は国民の生殺与
奪の権を握っているといって
も過言ではありません。特に
新政権には機能不全に陥りつ
つある救急医療現場を直視し
人道に反しない判断をしてい
ただきたいものです。

survive!」、帯封に「本当にいい病
院が生き残る時代がやってきた」、
「No Margin, No Mission」とある。
患者思いを言い訳に、使命感もな
く、利益を考えることもなく、漫
然と医療を行っていませんかとの
問いかけが表紙から聞こえてく
る。
　著者は看護師を経てミシガン大
学で医療経済学を学び、現在は病
院経営を指南する株式会社グロバ
ールヘルスコンサルタンテイン
グ・ジャパンの代表取締役を務め
る医療コンサルタントである。評
者の勤務先は２００３年頃にジョンソ
ン・エンド・ジョンソンに経営改
善コンサルタントを受けた。その
時の責任者が渡辺さちこさんであ
った。削減できた金額に一定の割
合を掛ける契約で、その時は一定
の効果が得られた。当時評者は、
小児科部長兼副院長で、薬品入れ
替えに関し米国人のコンサルタン
トのインタビューを受け、さすが

外資はグローバルと思わされた。
その米国人は元々は薬剤師で、余
った時間に、米国の病院のレジデ
ントと専門医の役割とドクターフ
ィーに関し聴いた記憶が残ってい
る。
　一昨年に評者が院長に就任した
時に、当時の事を思い出し、コス
トの改善に努めた。職員の協力に
より、首尾よく医療部門の黒字化
にこぎつけたが、どんな有用な改
善提案もコンサルタント任せでは
結果が長続きしない教訓を得た。
病院組織と職員個々が医療を行う
Missionを自覚し、方向性を合わ
せなければ、どんな助言も生きて
こないと言うことが、コンサルタ
ントする著者の実感なのだろう。
　本書に書かれている中身は、医
療経営に携わる幹部のみならず、
業務改善の取り組みをしている医
療人には、職種を問わず役に立つ
内容であり、一読をお勧めできる
一冊である。
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　大阪府保険医協会は、１９４７年に設
立され開業保険医自らが運営する自
主的な団体です。その目的は、開業
医や勤務医が安心して良い医療を行
なえるために、また国民医療の改善
をすすめることをめざしています。
具体的には、開業保険医の診療、経
営や生活全般にわたる事業・サービ
ス・相談活動を行なっています。現
在、大阪では、開業医の約８割、
５,３６２名、勤務医会員８０６名が加入し
ています。全国では、医科・歯科１０
万２千名以上の方が加入しています。
　勤務医の方には、保険医協会の優
れた共済制度や開業を考えている方
への「開業準備相談」などをすすめ
ています。

勤務医会員の入会金１０,０００円
（１回のみ）、会費３,０００円（月額）

大阪府
保険医協会とは

書評

渡辺さちこ著
幻冬舎　２００９年１２月２１日初版第一刷

「患者思いの病院が、
 なぜつぶれるのか？」

業務改善すすめる全ての 
医療人に役立つ内容

　「患者思いの病院が、なぜつぶ
れるのか」とのタイトルの下に
「Hospitals with missions must 

評者　原田　佳明
小松病院　院長（小児科）

医学部定員増より、
まず市民への啓発

大阪医科大学　健康科学クリニック

向坂　直哉

／２階・３階／各３５坪／１階心療内科
開業中／問合せ・０６崖６６３３崖２１３３（八
重垣）
葛テナント物件／枚方市都丘バス停ス
グ／２階（４０坪）・３階（２２坪）／眼・
心内・小児科等適／現整・耳・婦等盛
業中／問合せ・０７２崖８４７崖０５９６（中塚）
葛テナント物件／城東区鴫野／ＪＲ京
橋歩８分／２０坪／皮・眼・心内・最適／
問合せ・０６崖６９６１崖０７００（梅田）
葛貸医院／泉北高速線「深井」駅／徒
歩５分／３６坪・駐車場３台有／全科対
応可／問合せ・０７２崖２５４崖３５７４（キシ
モト）
葛貸医院／南海高野線「北野田」駅／
徒歩５分／鉄筋２階１戸建、土地４３坪

／内・児・泌・皮・精神適／即開業可
／問合せ・０７２崖２３６崖１４３４（奥村）
葛貸医院（継承可）／近鉄「荒本」／徒歩
３分／５階建１階５４坪、２階３１坪の２
件／職員住宅可／近調剤薬局有／内児
眼耳皮秘精外整美外適／塔屋電飾看板
可／駐車場有／介護関係オフィス可／
０６崖６７８９崖８１７２
葛貸医院／近鉄布施駅前／鉄骨２階建
４０坪／耳鼻科諸設備揃／即開業可／問
合せ・０６崖６７２５崖７０２１（太田）
葛継承医院／港区夕凪バス停前、地下
鉄「朝潮橋」／徒歩５分、立地条件最高
／鉄骨２階建５０坪築１２年／内科他最適
／内装諸設備完／即日開業可／問合
せ・０６崖６５７４崖１５２６（藤田）

葛  消化器内科常勤医・整外非常勤医
／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崖４崖２４
／藤立病院／委細面談／問合せ・０６崖
６９５５崖１１００（事務長）
葛  婦人科非常勤医／検診／西梅田・
北新地駅／徒歩５分／月・火・金・週
１～２回も可／午前・午後のみも可／

求

求

委細面談／問合せ・０６崖６４５４崖４１０８
（事務長）
葛  整形外科無床診療所院長招聘／
当院堺市内／交通至便／委細面談／問
合せ・０６崖６５９９崖０１１５（羽根）

葛テナント物件／浪速区難波中３崖１４崖
８／浪速区役所真正面／地下鉄難波駅
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