
　医師の偏在を改善するため
に、管理医師の要件に僻地で
の勤務を入れるかどうかの議
論が２年越しで行われた。そ
の結果、厚労省の認定する「認
定医師」が地域医療支援病院
などの院長の要件として必要
となる法案が国会に医療法改

正案として出されることとな
った。開業全般の管理医師で
はないので、これが僻地赴任
のインセンティブとなりうる
かは甚だ疑問である。
　そのほかにも、外来機能の
可視化や地域医師の確保の強
化などを織り込んだ対策がま

とめられたが、評価は分かれ
ている。
　全国自治体病院協議会など
が求めてきた医師不足地域で
の勤務実績を医療機関の管理
者要件とすることが、要件で
なく「評価」となってしまっ
たことを協議会は後退と見て

いる。
　そんな中で新専門医制度の
一期生₈₄₀₉人が発表され、東
京登録は₁₈₂₅人（₂₁.7％）で
あった。これも集中が増悪し
たか否かで意見の分かれると
ころとなった。
　同時期に行われた日本専門
医機構の総会では、医師過少
地域の医療には関心が薄いよ
うに見えた。
　四病院団体協議会は「専門
医制度の在り方検討委員会」
を立ち上げることを決め、病
院の評価機構のように、別の
専門医制度があってもよいと
委員長に就任した全日病の神

野氏は考えを述べた。
　これはどうやら、日本専門
医機構のありかたに批判があ
ってのことのようであるが、
一方で全日病が₂₀₁₈年度から
はじめる総合医育成事業は定
員₄₀人のところ、すでに半数
の応募が見られている。
　果たして日本の医療の改革
に新専門医制度が貢献するの
かどうか疑問であるが、見直
しはしていくとのことである
ので、若い先生がたには関心
を持って見守っていただかな
ければならない。
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2018年度薬価制度改革のポイントについて その１

　今回から２回にわたってのテーマは、この４月
から実施されています新しい薬価制度の概要のポ
イントについてです。今年度の薬価制度改革は、
保団連や民医連が長年にわたって問題提起されて
こられてきた、高薬価・高額医薬品問題や、新薬
創出・適応外薬解消等促進加算（以下、新薬加算
と略す。）についてかなりのメスが入りました。
国民・患者の立場からすると、まだまだ不十分と
は思われますが、かなり抜本的な改革がなされ、
少なからず評価できる点もあります。図に示して
あります８つのポイントについて簡単にご紹介し
たいと思います。

ポイント 1　毎年薬価調査・毎年薬価改定

　この目的は、現状の２年に１度の薬価改定では、
医薬品の市場実勢が低下しても２年間も薬価が据
え置かれることから、毎年薬価調査を行い適時に
薬価に反映させることで、国民負担と国民医療費
を抑制させることとされています。では、いつか
ら実施するのかというと、来年の₂₀₁₉年度は消費
増税が予定されているので、それに対応した薬価

改定が実施されます。再来年の₂₀₂₀年度は定時の
薬価改定となることから、実質的な毎年改定は
₂₀₂₁年度から開始されます。しかし、全品目を対
象に毎年改定をするのか、乖離率が高い品目にす
るのかについては、厚労省と卸連との間で攻防が
続いており、₂₀₂₀年度中に対象品目と方法につい
て決められることになっています。実際、₂₀₁₈年
４月１日時点で薬価収載されているのは₁₆₄₃₂品
目もあり、その全てを対象に毎年薬価調査すると
なれば、膨大な費用と時間がかかり、それに見合
うだけの薬価引下げの効果が期待できるのかと言
えば、かなり懐疑的なところもあると言えます。
筆者は、毎年改定は時間と経費の無駄であると思
っていますが、今後２年間でどのような方向でま
とまるのか、注視する必要があると言えます。

ポイント 2　新薬加算の抜本的見直し

　新薬加算については、保団連も民医連も、製薬
企業の新薬開発コストを患者と保険者に負担させ
ることは言語道断という立場から、₂₀₁₀年度の試
行開始直後から一貫して廃止を訴えてきました。
財政面でも、優に₁₀兆円を超える医療用医薬品費
の中で新薬加算対象品の占める割合が急増してき
ていることから、財務省からも物言いが付き、こ
の度、厚労省も抜本的に見直さざるを得なくなっ
たと言えます。
　制度が試行導入された₂₀₁₀年度４月は、厚労省
側が対象品目を指定しました。それ以後の３回の
薬価改定（₂₀₁₂年４月、₂₀₁₄年４月、₂₀₁₆年４月）
では、製薬企業が自ら手上げできる方式となり、
市場実勢価格と薬価との平均乖離率の幅の中で販
売されていれば、ほぼ自動的に新薬加算が付いて
薬価が維持される制度でした。単純に言えば、「安
売りしなければ薬価が維持される」制度でした。

ひろたのりたけ・薬剤師
一般社団法人　大阪ファルマプラン　理事長廣田 憲威

　それが、今回から試行から本制度になるにあた
り、次の様に大改革されました。ひとつは「対象
品目」の変更です。これまでは「後発品が発売さ
れていない新薬（後発品がなくても薬価収載後₁₅
年まで）」であったものが、①「希少疾病用医薬
品（オーファンドラッグ）、②開発公募品（医療
上の必要性の高い未承認薬・適応外薬を厚労省か
ら製薬企業に開発を要請した品目）、③加算適用
品（画期性加算、有用性加算Ⅰ・Ⅱ、営業利益率
の補正加算、真の有用性の検証に係る加算）、④
新規作用機序医薬品（革新性・有用性のあるもの
に限る）とされました。また、製薬企業に対して
も、過去の開発実績などをポイントで評価するこ
とにされました。この結果、従来は同種同効薬

（いわゆる「ゾロ新」）であっても、製薬企業の意
向で新薬加算が取れたものが、今後は３番手まで
しか対象にならなくなります。大改革の結果、
₂₀₁₆年度に₈₂₃品目（加算額：₁₀₆₀億円）あった
のが₂₀₁₈年度では₅₆₀品目（₆₈％）（加算額：₈₁₀
億円）に下がりました。
　新薬加算は、薬価を維持させることで、国内製
薬企業の開発力を強めることが、そもそもの目的
としてありました。しかし、今回の改定で新薬加
算を獲得した製薬企業の上位₁₀社をみると、１位
から７位までは外資系製薬企業となっており、制
度の主旨が活かされていないことも明らかです

（表）。

　今回の抜本改革で、確かに対象品目は制限され
ましたが、新薬加算の本質は変わっておらず、し
かも外資系製薬企業に恩恵を与える制度である以
上、引き続き廃止・撤廃を求めていくことが必要
です。 （次号につづく）

表　 新薬加算を獲得した医薬品の成分数の上位
10社ランキング

1 位　ノバルティスファーマ（スイス） 25成分
2 位　ファイザー（アメリカ） 23成分
3 位　サノフィ（フランス） 21成分
4 位　ヤンセンファーマ（アメリカ） 18成分
5 位　中外製薬（スイス、ロッシュグループ） 11成分
6 位　ＭＳＤ（アメリカ、メルク） 10成分
7 位　グラクソスミスクライン（イギリス） 9 成分
8 位　協和発酵キリン（日本） 8 成分
8 位　武田薬品（日本） 8 成分
8 位　ノーベルファーマ（日本） 8 成分

図　薬価制度の抜本改革

出典： 厚生労働省保険局医療課「平成30年度薬価制度の抜本改革の概
要（2018年3月5日）」http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujou 
hou-12400000-Hokenkyoku/0000114381_2.pdf
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堺市立総合医療センター　呼吸器疾患センター　センター長　郷間　厳

受動喫煙対策の流れと
新型タバコ製品への対応〈第2回〉

71

新型タバコ・加熱式タバコとは、なん
なのか。どう対応すれば良いのか。

　従来の紙巻タバコに代わる製品として、日本
でも先に広まりかけたものは、電子タバコとい
うものでした。電子タバコとは、電池を内蔵
し、液体を加熱してそれを吸引する仕組みのも
のです。「リキッド」と一般に呼ばれる液体に
いろいろなフレーバーがあって、それを吸引す
るというものなのですが、日本では海外ほど広
まっていませんでした。海外ではニコチンを含
むリキッドを使用可能であることが日本との大
きな違いであり、海外ではタバコ代用品として
普及しています。米国では₁₀代の使用が増加し
ており、電子タバコから紙巻タバコの併用へと
進むタバコ導入製品ともなっていることが社会
問題になりつつあります。わが国では、ニコチ
ンを含むリキッドは医薬品医療機器法によって
規制される対象のため、健康影響を調べて厚生
労働省の承認を受ける必要があることから、ニ
コチンを含まないリキッドのみが許されている
ことが特徴であり、広がりが今ひとつである理
由と考えられます。しかしながら、海外からの
輸入や知人間の譲渡などで、ニコチンを含むリ
キッドを一部の人は手に入れて使用されてい
て、患者の使用例も経験しています。また若者
が好むようなフルーツフレーバーのリキッドの
使用で紙巻タバコには含まれない有害物質の吸
入が生じているという新たな問題も明らかにな
りました。輸入品のリキッドを外国語の記載の
ためニコチンが含まれていることを知らないま
ま使っていることもあるため、患者が電子タバ
コにしているという話を聞いた時には、使用中
の電子タバコ製品やリキッドがどのようなもの
か、直接手にとって確認することが良いと思い
ます。
　幸いにもニコチン入りのリキッドは容易に手
に入れられる状況ではないため、電子タバコへ
の切り替えをすることも多くなかったのです
が、そのようなわが国に次に登場したものが加
熱式タバコでした。英語ではHeat-not-burn 
tobacco（加熱式非燃焼タバコ）と言われ、
フィリップモリスジャパンの「アイコス」が先
陣を切って投入され、急速に使用者が増えまし
た。ついで、ブリティッシュ・アメリカン・タ
バコ・ジャパンの「グロー」が登場し、これも
コンビニエンスストアで品切れになるほどの人
気です。上記２つは、どちらも紙巻きタバコと
同様のタバコ葉を加工したスティック状のもの
を加熱して出て来たタバコ成分や含まれるなん
らかの添加物を吸います。「アイコス」では金
属性の刃状の部品にスティックを挿入した状態
で約₃₅₀度に加熱するとされています。「グロ
ー」は、スティックが挿入された筒が周囲から
約₂₄₀度に加熱します。日本たばこ産業の「プ

ルーム・テック」は、これらと少し異なり、専
用の液体（低温で気化する有機溶剤）を熱して
そこから生じたエアロゾルにより吸い口に近い
ところに位置するタバコ葉などの粉末が入った
カプセルを吸引時に通過させて約₃₀度に温めて
吸入する仕組みです。いずれもタバコ葉そのも
のが燃焼する温度にはなっていないため、紙巻
きタバコのような目に見える煙はほとんど出ま
せん。しかし、ニコチンは紙巻タバコの代わり
になるだけ豊富に含んでおり、目に見えない微
粒子の有害物質を吸い込んでいることが分かっ
ています。わが国で電子タバコは規制されてい
ましたが、タバコ葉を用いているこれらの製品
は、たばこ事業法の対象のため、既存のタバコ
と同様に健康被害があろうが販売できるという
法解釈なのです。
　普及度は、アイコスがタバコ製品全体におい
て₁₅％を超えるにまで増えていて、最近（₂₀₁₈
年５月）、利用者が₅₀₀万人を突破したと宣伝さ
れました。急速な普及の背景は、ニコチンが十
分含まれているために切り替えやすいことが考
えられますが、同時に、先に述べたような受動
喫煙に対する遠慮があることも推測されます。
そのような流れでニコチンを含んでいない電子
タバコの使用もここにきて増加傾向のようで
す。ある電子タバコ製品は、プルームテックの
タバコカプセルを繋いで吸えるようにしている
ものがありますし、アイコスのスティックを使
用できる互換性のある吸引装置もいくつか発売
されており、オリジナルの製品よりも長く吸え
るなど優位性を訴えており、タバコ使用者の切
り替えや併用の需要を喚起しているように思わ
れます。
　先ほど述べたように電子タバコが普及してい
る国では、低年齢層への導入製品の役割を果た
すことで新規喫煙者の増加が生じており、わが
国でも使い捨て製品が₁,₀₀₀円を切る価格で手
に入るため、未成年者の使用開始の増加が心配
されます。また、加熱式タバコが禁煙補助に役
立つかどうかを調査した国立がん研究センター
のインターネット調査では、禁煙に取り組んだ
中（男女7₉₈人）で新型タバコ使用群は非使用
者に比べて成功率のオッズ比が₀.₆₃（₉₅％信頼
区間：₀.₄₁-₀.₉₅）となり、新型タバコ使用群
で禁煙成功率が有意に低いという結果が出てい
ます。新型タバコを経由して禁煙成功の個別事
例もありますが、一般的には勧められないと言
えるでしょう。
　しかしながら、新型タバコ使用者は多くの場
合、タバコは吸いたいが、周りを気にして、煙
や匂いの少ないものを選んでいるわけです。販
売するタバコ会社が喧伝することは、有害物質
が大幅に減っている、だから喫煙者にも周囲に
も影響が小さいということです。タバコよりも
身体に良いと言わんばかりです。タバコ会社の

話をよく読むと、既存の紙巻きタバコの燃焼が
有害物質を大量に発生していたことを認めるこ
とも意味しているのですから、興味深いと感じ
られると思います。そして、今、本当に害が少
ないのかという問題と「新たな受動喫煙」と言
える問題も生じて来ました。最近の研究によ
り、ニコチンの発生量は、紙巻きタバコよりも
多い可能性、有害物質は成分によっては紙巻き
タバコと同等かそれ以上のものもあること、紙
巻きタバコと同様の有害事象（急性好酸球性肺
炎の発症の例）も確認されていることなどが明
確になりつつあります。ヒトの長期使用による
新型タバコ特有で未知の影響も否定できませ
ん。何より地球上の加熱式タバコのほとんどが
日本で消費されていることは、日本で大規模人
体実験を倫理的な議論なく実施されている危険
な状態と筆者は考えています。
　日本呼吸器学会では、見解を₂₀₁7年₁₀月に公
表しました（表１）。

表１　 非燃焼・加熱式タバコや電子タバコに対
する日本呼吸器学会の見解（₂₀₁₇年₁₀月）

１． 非燃焼・加熱式タバコや電子タバコの
使用は、健康に悪影響がもたらされる
可能性がある。 

２． 非燃焼・加熱式タバコや電子タバコの
使用者が呼出したエアロゾルは周囲に
拡散するため、受動吸引による健康被
害が生じる可能性がある。従来の燃焼
式タバコと同様に、すべての飲食店や
バーを含む公共の場所、公共交通機関
での使用は認められない。

　そのような中で、飲食店の一部に禁煙だが加
熱式は吸っても良いなどとするところも出現し
ており、非喫煙者の知らないうちに受動喫煙の
害を受ける恐れも大きい心配が出て来ました。
　私ども医療関係者の立場としては、加熱式タ
バコの特徴をよく知り、電子タバコとの違いも
踏まえて、それらのタバコ製品も含めて、非喫
煙者が受動喫煙を受けない政策が望まれます。
また、未成年者が受動喫煙を受けず、新規に喫
煙を開始しない社会的な啓発が重要と考えま
す。
　喫煙歴の問診時にタバコだけ尋ねるともう吸
っていないとだけ返事されるものの、新型タバ
コは？と明示するとずっと吸っているという人
も珍しくありません。アイコスなどもやめられ
ない状態はニコチン依存症が続いているため、
そのことについて患者との対話が重要です。今
後の日常診療にあたっては、新型タバコの使用
状況も必ず確認しながら、ニコチン依存からの
離脱を指導できるようにする方略が重要と考え
ます。
 （この連載は今回で終了です）
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▶テナント物件（医療ビル）／東淀
川区大隅／地下鉄・市バス・私鉄
各駅、徒歩１～７分／住宅地・人
通り・近辺スーパー多／大阪市

「まちづくり整備要綱」に則った
バリアフリー基準／類稀なプレー
ト・ラーメン構造（壁厚₄₀㎝、天
井高３m₈₀㎝）、耐震・遮音性能
抜群、自由なインテリア構成可能
／全館５階建・現在１Ｆ・２Ｆ・
３Ｆ空室／内覧歓迎／問合せ・
₀₆-₆₃₂7-₀₄₉₈（村井）
▶テナント物件／北区大淀中、梅
田スカイビル／ＪＲ「大阪」駅、地
下鉄・各私鉄「梅田」駅、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）

テナント物件

Message Board
伝 言 板

2018年 7月以降の予定

新規開業医が
知っておくべきポイント

7 月14日（土）14：30～16：30
講師：中谷 光之 税理士

『税務対策』 編

よりよい医療の提供は
最適な雇用管理から

10月13日（土）14：30～16：30
講師：桂 好志郎 社会保険労務士

『雇用管理』 編

近畿厚生局の開業半年後の
指導に備えて

8 月25日（土）14：30～16：00
講師：保険医協会役員・事務局

『新規個別指導』 編

患者とスタッフとのトラブルも
これで万全

8 月22日（水）14：30～16：30
講師：尾内 康彦 保険医協会事務局参与

『トラブル対策』 編

会　場 いずれも保険医協会会議室
申　込 組織部　FAX 06-6568-2389
 FAX または右の QR コードよりお申込みください。
 ※事前にご予約ください。

主　催 大阪府保険医協会　組織部

　保険医協会では、新しく開業さ
れた先生などを対象に「新規開業
講習会」を開催しています。
　開業半年後に受ける近畿厚生
局「新規個別指導」編をはじめ、
審査委員などによる「保険診療」
編、スタッフの「雇用管理」編、
医院で起こる「トラブル対策」編、
そして税理士による「税務対策」
編をシリーズで開催しています。
ご開業された先生のみならず、ご
家族やスタッフの参加も歓迎し
ます。

新規開業講習会
開業医の先生方を力強くサポート

保険医賠償責任保険第２グループ保険

個人の責任問われる時代、診療に専念できる心のささえ

2018年 8 月より掛け金が安くなります

万が一の死亡・高度障がいを保障

勤務医の先生でも大阪府保険医協同組合に出資すればご加入い
ただけます。（出資金1,000円、退会時に返金）

保険金額は300万円から設定できます

大阪府保険医
協 同 組 合

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

（ ）

参加費 無料

地下鉄四つ橋線「なんば駅」・「JR難波駅」・
近鉄「大阪難波駅」徒歩5分

●保険金額6000万円の場合

保険年齢
月払い保険料

男性 女性
～ 35歳 5,460円 3,420円

36 ～ 40歳 7,020円 5,880円
41 ～ 45歳 9,600円 7,260円
46 ～ 50歳 13,860円 10,380円
51 ～ 55歳 20,280円 14,100円
56 ～ 60歳 29,400円 17,940円

● 利益を目的としない共済制度だから手頃な掛け金で
大きな保障。

● 1年更新なのでライフイベントに合わせて
毎年の見直しが可能。

● 健康状態等の告知による申し込み。
医師の診査は必要ありません。

●先生が加入すれば、配偶者・お子様も加入できます。

● 1年ごとに収支計算を行い、配当金をお受け取りになれ
ます。（収支によっては配当がない場合もあります）

資料請求・お問い合わせは
大阪府保険医協同組合 保険共済部　☎06-6568-2230

だから選ばれる

　新規開業や第三者継承開業をお考えの先生は、“コンサルタント”の
方にまず相談される方が多いと思います。しかし、結果的に費用が掛か
り過ぎたり開業後も契約に縛られるケースなどこんなハズではなかっ
たなどの声も聞かれます。
　保険医協会では継承を希望される会員
の情報はもとより、信頼できる業者や税理
士、銀行などと連携して費用面でも安心で
きる開業をサポートしています。随時、無
料の新規開業相談を行っていますので、ご
開業に際して不安をお感じの先生は、ぜひ
一度ご連絡ください。

新規開業個別相談ご希望の方には、
「新規開業のてびき」を進呈いたします。

☎06-6568-7721　組織部

新規開業・第三者継承開業の
ご相談は保険医協会まで
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ぜひお問い合わせください
◦自動車・火災保険も 5%割引
新規・更新時にぜひとも検討を。

◦有利な特別金利プランを設定
住宅の新築・マンションの購入、 医院と
住宅の兼用新築など。

勤務医・研修医をサポートする保険医協会にご入会ください。
01 02 03 04

団体型生命保険
（グループ保険）

保 険 医 年 金 医師賠償
責任保険

休業保障制度

少ない掛け金で
最大9000万円の保障

老後の年金、臨時の一時金と
自由に受給を選択

最低保障利率は年1.259%
※2017年度適用

（研修医除く）

加入時の保険料で
75歳までの長期保障

安心して
診療に専念

入会・資料請求のお問い合わせ TEL.06-6568-7721　http://oh-kinmui.jp/　ホームページからも資料請求いただけます。

（2018年 8 月 1 日から最大 1 億円になります）

協同組合の賛助会員制度

第三者継承セミナー

医学部受験対策セミナー・
個別相談会開催のご案内

　新専門医制度では新たな基本領域として総合診療専門医がスタートしまし
たが、現時点でも情報が不足しているという声が聞かれます。
　そこで今年度の勤務医講演会では、新専門医制度と総合診療医についての
講演会を企画しました。新専門医制度において総合診療専門医がどのような
役割を求められるかという制度面からの講演と、現在医療の現場において総
合診療医として活躍されている医師の立場から今後の総合診療医の役割につ
いての講演の 2 演題で行います。
　ぜひ多くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　時 8月25日（土）14：30~16：30
会　場 ハービス PLAZA 貸会議室 6階『4・5・6会議室』
 （地下鉄四つ橋線西梅田駅（北改札）より徒歩 6 分）
 （大阪市北区梅田 2 丁目 5 番25号 5・6 階　☎06-6343-7350）

演　題 14：30~15：30
 ①専門医制度の現状における今後の総合診療医の役割
  一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会　理事長　丸山 　泉氏
 15：30~16：30
 ②総合診療医としての活動と求められる役割
  一般財団法人淀川勤労者厚生協会西淀病院　院長　大島 民旗氏
申　込 勤務医部（FAX 06-6568-2389）まで
費　用 無料　※大阪府医師会生涯研修対象です。
主　催 大阪府保険医協会　勤務医部

　大阪府保険医協同組合では、保険医協会勤務医会員の先生方にご加入
していただける賛助会員（勤務医）制度ができました。保険医協会会員
の先生でしたら、どなたでも賛助会員にご加入いただけます。
　勤務医にとってメリットがいっぱいの協同組合賛助会員制度をぜひご
利用ください。

●すまいん（不動産事業）
タワーマンションや一戸建ての購入時に、会員だ
けの特別割引でご利用いただけます。年 2 回、住
宅相談会も開催しており、提携企業約50社の中か
ら自由に選択可能です。

●自動車購入
トヨタ、ホンダ等の日本車や BMW、ボルボ、アウディ等の輸入車購
入時に、特別割引が適用されます。

●グループ（団体生命）保険
保険医協会の保険医・勤務医のみの手頃な掛金で死亡・高度障がい時
に最大 1 億円まで保障（2018年 8 月から）。面倒な診査なしで健康状
態等の書面告知での申し込み。1 年更新だから毎年見直しが可能です。
その他、長期休業保障・医師賠償責任保険、自動車・火災保険などあ
らゆる保険が充実。一度ご相談ください。

大阪府内で勤務または在住する勤務医で保険医協会・歯科保険医協会の
勤務医会員の方のみご加入できます。加入時に出資金（ 1 口1,000円 : 退
会時には返金いたします）をお預かりいたします。

日　時 7月28日（土）14：30～16：30
講　師 猪川 昌史氏 （㈱日本医業総研 取締役）

会　場 大阪府保険医協会 5階会議室
申　込 組織部（FAX06-6568-2389）まで
主　催 大阪府保険医協会　組織部

日　時 8月26日（日）
 10：00～13：00
会　場 大阪府保険医協会 2階会議室
申　込 組織部（FAX06-6568-2389）まで

　第41回になった保険医まつり。全国唯一の保険医のためだけのイベン
トです。
　医療機器・医療商材の展示だけではなく、様々なセミナー・展示・グ
ルメなど、一挙に楽しめる保険医のための「保険医まつり」今年は特に
お子様やご家族で楽しめるイベント満載です！勤務医の先生はもちろ
ん、ご家族も一緒に気軽にご参加ください。
　詳細は「保険医まつり特設サイト」にて随時ご案内いたします。

お問い合わせ 
大阪府保険医協同組合　☎06-6568-2741（担当：沖田）

10月27日（土）12：00～19：00

      28日（日）10：00～17：00

マイドームおおさか
（大阪市中央区本町橋2-5）

ご存知ですか？

勤務医暮らしのサポート

勤務医暮らしの安心

賛助会員（勤務医）の加入について

ご加入ご希望の方は☎06-6568-2741までお問い合わせください。
ホームページ からも申し込み可能です。保険医賛助会員 検索

保険医まつり 検索

「「「41年目41年目41年目ののの新発見新発見新発見」」」第41回 保険医まつり

将来に備えて閉院や継承をお考えの先生はぜひ一度ご参加を !
　高齢化が進み後継者に悩む開業医が増える一方で、開業を希望する医師で
も「初期投資の資金や設備投資などの費用の準備ができない」「開業したいけ
れど、患者さんを確保するのに不安がある」などの理由から開業に二の足を
踏む医師が多く見受けられます。そんな中で開業時から一定の患者数が見込
め、開業資金を低く抑えられる第三者継承に注目が集まっています。
　今回、数多くの第三者継承を手がけた実績を持つ講師が、個人・法人別に
事業継承のノウハウやポイントをわかりやすく解説します。将来に備えて早
めに対応をお考えの先生も、是非一度ご参加ください。

勤務医部会講演会のご案内

参加 無料

内　容
第一部
医学部受験対策セミナー
中学受験　（10：00～11：00）
医学部受験（11：00～12：00）
第二部
個別相談会

（セミナー終了後）
中学受験　（11：00～）
医学部受験（12：00～）
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