
　日本専門医機構は１月13日
理事会を開いて、2018年度開
始の「専門医制度新整備指針」
を了承した。これをもって正
式に決定したことになる。
　2017年から開始予定であっ
たが地域医療への影響が懸念
され、大きく変更されたこと
から、「改定」ではなく「新」

指針となる。大学病院以外で
も基幹施設となれる。常勤の
指導医が在籍していなくても
「質」が担保されれば研修施
設として認められるなど、地
方に配慮した形となった。
　そのうえで都市部への集中
を防ぐために、東京、神奈
川、愛知、京都、大阪、福岡

の６都道府県は募集定員の上
限が設定されることになる。
ただし、外科、産婦人科、病
理、臨床検査など医師の減っ
ている分野は制限しないと言
う。
　各都道府県に原則、複数の
基幹施設をおいて研修プログ
ラムを各都道府県協議会で協

　私は2015年５月に阪急十三駅前で心療内科・精
神科を開業いたしました。開業前は茨木市の精神
科病院に勤務していましたが、かねてより開業地
を探していたところ、利用客の多い駅前の医療ビ
ルで、医師になる以前に働いていた地域で土地勘
もあり、この地での開業を即決しました。

２回転職して医師に

　実は、私は２回の転職を経て医師となりまし
た。最初は段ボール会社で生産管理の仕事に従事
し、その後は家業の印刷業を営んでいました。父
が社長で、私が専務取締役、弟が常務取締役と肩
書きだけは立派ですが、下請けの町工場で経営は
苦しく、昼間は営業、夜は製造に携わり、従業員
へ支払う残業代を節約するため、深夜まで家族４
人だけで仕事をして、ファミリーレストランで夕
食を済ます毎日でした。若さに任せて身を粉にし

て働き続けましたが、得意先からの厳しい品質要
求と値下げ要求が常態化しており、多額の負債も
返済の目途が立たず、早晩倒産することは誰の目
にも明らかでした。私が半ば強引に会社を去る
ことで廃業への手続きが始まりましたが、その後
も父は「なんとかなる」と廃業に納得しない様子
で、沈みかけの船に父と弟を残した罪悪感を抱き
ながら医学部の編入学試験を受けました。

開業への迷い

　前職の事業経営での苦労や失敗もあり、もう二
度とあんな辛い思いはしたくなかったので、医師
になった当初は開業だけはしないでおこうと決め
ていました。社会人経験を生かして、心の病に
悩む人たちの役に立ちたいと思い、大阪大学精神
科へ入局。医局人事で様々な職場を経験しながら
修練を積み、指定医や専門医の資格も取得し、一

人前の精神科医として働き始めましたが、家業
を継げなかった罪悪感が消えることはありませ
んでした。そんな中「先生は開業しないんです
か？」と問われる度に、開業しない理由を話す
自分に強い違和感を覚え、一度きりの人生だし
チャレンジしてみようと開業を決意しました。
そしてクリニック名には、家業の社名の一部で
ある「淀川」を使うことにしました。

開業後の生活

　今まで就職・転職をするたびに、新しい仕事
を一から覚え直す作業の連続でしたが、医師の
開業も、診療以外の新たな仕事が一気に増える
点で、転職と同じくらい生活が激変します。よ
く開業医は孤独で寂しいと言われますが、私は
開業してから一度も寂しさを感じたことはな
く、たくさんの患者さんと優秀なスタッフに囲
まれ、毎日が非常に充実しています。忙しさの
あまり終電で帰宅して深夜に夕食をとることも
決して珍しくはありませんが、以前のような悲
壮感は全くありません。今度こそ、医業を通じ
て地域社会に貢献していきたいと思います。

最後の転職
淀川こころのクリニック（淀川区）　木村 宏明
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69開 業し て 思 う こと

議、決定する。変則的になる
部分は各都道府県協議会が日
本専門医機構に対し、修正意
見を提出することができる仕
組みだということだが、指導
医１に対して専攻医３とかル
ールは多く、地方の研修病院
で細則に照らして苦労するこ
とは必至だろう。
　日本の医師のレベルアップ
に対して否定できるものでは
ないが、若い医師のあいだに
は不安の声も聞こえる。循環
器科の女性医師が、カテーテ
ル検査やアブレーションも標
準治療となって行くなかで、
いかに技術を苦労して習得し
たかがネット上で話題になっ
ている。出産や育児で断続的

に技術を習得していくことの
困難さが、他人事でなく伝わ
ってくる。専門医を取得する
ことが推奨されると、たちま
ち研修期間は５年ほど積み上
げられる。結婚、出産の年代
に試験を受けて定員のある施
設に在籍することも長いスト
レスとなる。専門医にしがみ
ついても勤務医の所得も労働
条件も生涯を通して考えれ
ば、さして恵まれているとは
言えない。このような専門医
養成をするのであれば、底辺
の教養や基本的なリテラシー
を積む期間をどこかに持って
こないと、ますます偏った医
師像になっていくことを危惧
してしまう。

保団連・協会発行書籍のご案内

「医療安全管理対策の基礎知識（2017年１月改訂版）」
医療法により病院・医療機関に課せられる義務等を網羅しています。医療安
全管理、院内感染対策、医薬品安全管理、医療機器の安全管理の医療法にお
ける４基準に加えて、医療事故調査制度への対応も収録しています。中小規
模の病院や有床・無床診療所にも配慮した一冊です。

「医療安全管理対策の基礎知識
ご注文は、医療機関名・郵便番号・住所・担
当者名・注文冊数を記載のうえ、FAX（06-
6568-2389）で保険医協会病院部まで

定価2,000円（税送料込み）

専門医制度への不安
― 医師としての専門性とリテラシー ―

勤務医担当副理事長　川﨑 美榮子
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法律相談（第 1 月曜日 但し 1 月、8 月は休み）
日時  3 月 6 日㈪ 午後 2 時～ 4 時 相談員 西　 　晃 弁護士
税務相談（第 3 水曜日）
日時  4 月19日㈬ 午後 2 時～ 5 時 相談員 西川 真幸 税理士
雇用相談（第 3 木曜日）
日時  3 月16日㈭ 午後 2 時～ 4 時 相談員 桂 好志郎 社労士

申込みは FAX06‒6568‒2389で担当・久保／板東まで



▶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／地下鉄今里筋線「瑞光４
丁目」駅・徒歩４分／阪急京都線「上
新庄」駅・徒歩７分／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
（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／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・アーケード
有／５階・約26坪／皮膚科・耳鼻科・

婦人科・眼科等急募（内科既決）／問
合せ・06-6313-3380（阪急不動産）
▶テナント物件（医療ビル）／八尾市
春日町1-4-4 たまごビル３階／Ｊ
Ｒ八尾駅・徒歩３分／小児科（併設
保育園（60人）の定期健診・健康管理、
病児保育園（15人）の急変時対応・
園外病児診察を含む）／テナント面
積・賃料は相談可／問合せ・072-
991-3398
▶テナント物件／北区大淀中梅田ス
カイビル／「大阪」「梅田」徒歩８分
／60坪／内科・整形外科・耳鼻科他
／面積相談可／問合せ・06-6440-
3046（積水ハウス）
▶貸医院／港区夕凪交差点前／地下
鉄中央線「朝潮橋」駅・徒歩５分／
市バス停前／内科・外科最適／一戸
建鉄骨２階／合計約50坪／集客力大
／連絡先06-6574-1526（藤田）

本田　宏　1979年医師免許取得後は36年間外科
医として生活。東京女子医科大学第 3 外科にて腎
移植、肝移植の臨床と研究に携わり、最後の26年
間は全国一医師不足の埼玉県の地域急性期病院
（済生会栗橋病院）で勤務。 2014年に還暦を迎え
たのを機に、2015年 3 月で外科医を引退。医療再
生のために情報発信活動に加えて市民活動等へ積
極的に参加している。
近著：がんになる性格、ならない性格（廣済堂
2016年 8 月）、本当の医療崩壊はこれからやってく
る !（洋泉社2015年）

きく変化し、そのため、国民の中には方向をあ
やまるものもある。
　政治にあずかるものは人心の動揺を十分考慮
して対策を講じ、国民生活の健全な発達を遂げ
させるべきであろう。また、もし国民の中に、
生活に困窮して医療を求めることもできず、天
寿を全うできないものがあるとすれば、それは
私が最も心を痛めるところである。これらの人
たちに薬を与え、医療を施して生命を救う──
済生の道を広めたいと思う。その資金として、
ここに手元金を提供するが、総理大臣は私の意
をくみとって措置し、永くこれを国民が活用で
きるよう希望するものである。
　済生勅語が発せられた明治44年当時は第二次
桂太郎内閣でしたが、維新政府が欧米列強に伍
するため富国強兵策を進め、日清・日露戦争で
勝利したものの多くの国民が貧困に苦しんでい
た時代でした。明治天皇が政治をあずかるもの
に対して「国民の中には方向をあやまるものも
ある」と苦言を呈していたことは、渋沢の苦言
と一致する重要な歴史的事実です。

２、ホセ・マルティ（キューバ）

　経済大国にもかかわらず先進国最低の医師数
や医療費に抑制されている日本で医療再生を訴
えてきた私にとって、1959年の革命以来過酷な
米国の経済制裁下でも医療や教育を無償で提供
するキューバは憧れの国でした。
　2013年11月と2015年３月の２度キューバ医療
視察に参加した際に、その名前を冠したホセ・
マルティ国際空港やキューバ革命広場の像で、
革命の使徒ホセ・マルティ（1853年１月18日～
1895年５月19日）の存在を知りました。
　マルティはスペイン帝国を相手に闘った第二
次キューバ独立戦争（1895年～1898年）で戦闘
中に亡くなった思想家で、1959年にキューバ革
命を果たしたフィデル・カストロやエルネスト
（チェ）・ゲバラらに多大な影響を与えた偉人と
して現在でもキューバ国民から尊敬を集めてい
ます。
　革命の精神的主柱となったマルティに興味を
持った私は帰国後「椰子より高く正義をかかげ
よ　ホセ・マルティの思想と生涯」（海風書房）
を手にして、その序文にマルティが明治維新以
降の日本をどう見ていたかを記載した一文を発
見しました。

　以下、同序文より
　（マルティは）ベネズエラの読者にもこう書
いている。「近代生活は、激しくきらびやかに、
日本にどっと入り込んでいる」。これは、多く
の人々が観察した事実が証明しているところで
あるが、彼は「激しくきらびやかに」と述べる
にあたって、それを反語的に紹介しているので
ある。（中略）
　天皇が「皇室内の金の彫像であり、目に見え
ない神」であったとき、首相や取り巻きが国の
収入や運命を手中にして、自分たちの高い身分
の保障と利益のために、国民を無知と貧困の状
態に置いていたのである。

　マルティが指摘した「首相や取り巻き」と
は、渋沢や明治天皇が嘆いていた維新政府の中
枢を占める人々と政商であったに違いありませ
ん。遠くアメリカ大陸にいたホセ・マルティ
に、明治維新政府の実態が喝破されていたこと
は驚くばかり、まさに温故知新です。

　次回はいよいよ本連載の最終回、明治維新の
陰に大英帝国のアヘンマネーがあったことを紹
介して筆を擱きたいと思います。

　前回は日本のクレプトクラシー（収奪・盗賊
政治）と官尊民卑のルーツが明治維新にあった
ことを、明治の内閣総理大臣が当初は薩長が、
後半は長州が独占していたことから明らかにし
ました。今回は渋沢栄一以外に明治政府の問題
を指摘していた人々を紹介したいと思います。

１、明治天皇

　私が26年間勤務し
た済生会栗橋病院
は、明治天皇が「済
生勅語」を下されて
明治44（1911）年に
設立された「社会福
祉法人恩賜財団済生
会」に所属していま
した。

「済生勅語」の大意

　私が思うには、世界の大勢に応じて国運の発
展を急ぐのはよいが、我が国の経済の状況は大

政府の“ウソ”を
看破する
～ 本田宏の白熱教室 ～

第 5 回

温故知新
明治に維新政府の問題を
指摘していた人々

本田　宏
外科医
医療制度研究会副理事長
前埼玉県済生会栗橋病院
院長補佐

テナント物件／貸医院

Message Board
伝言板

個人の責任問われる時代、診療に専念できる心のささえ
ご加入セット ☆標準的な加入プランは『Ａセット』になります。

●制度内容の詳細につきましては、パンフレット等を必ずご確認ください

セ　　ッ　　ト　　型 Ａ Ｂ Ｃ

てん補限度額

（保険金支払限　度　額）
医療行為

１事故 1億円 5,000万円 3,000万円

期間中 3億円 1億5千万円 9,000万円

建物設備

身体（１名） 5,000万円 4,000万円 3,000万円

身体（１事故） 1億円 8,000万円 6,000万円

財物 500万円 400万円 300万円

（年間）
保険料

個　人　診　療　所 65,520円 55,770円 50,490円

勤　　　務　　　医 43,210円 36,750円 33,270円

保険医賠償責任保険
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