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勤務医フォーラム
開業
（継承）についてのご相談、各種共済制度の
お申し込みや、ご意見などぜひお寄せください。

大阪府保険医協会
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皆保険制度支える勤務医の
労働実態を明らかにしよう
勤務医部会担当副理事長

協力お願いします。

うか？

川﨑 美榮子

さる９月29日大阪府保険医

年を迎えるころにはＷＨＯに

今年は仙台でドクターズ・ラ

協会は協会50周年のレセプシ

も認められる皆保険制度にな

ンニングとして行われました

ョンをベイタワーホテルにて

ったのは大きな成果でした。

が、勢いを維持することは難

盛会のうちに終えることがで

翻って、勤務医の状況はま

保険医協会では若いころか

新保険業法で奪われかけた

ら管理職に組み込まれて働く

休業補償制度も粘り強く回復

勤務医の実態を明らかにしよ

運動して、もうしばらくする

うと、三たび、アンケート調

と皆様のご利用が再開できそ

査に取り組んでいます。早速

うです。勤務医の生活をサポ

の反響をいただいております

ートする保険医協会をどうぞ

が、お手元に届きましたらご

ご活用ください。

「勤務医の時間外労働に関するアンケート調査」にご協力ください
保険医協会勤務医部会では、勤務医の時間外労働についての
実態を把握するため、アンケートを実施しています。10月にア
ンケート（長方形の用紙）を送付していますので、同封の返信
封筒でご返信いただければ幸甚です。
今回のアンケートでは、勤務医の時間外労働の実態をつかみ、
勤務医の労働改善を 病院任せ ではなく、国と責務として進
めることを求める活動に活用したいと考えています。
なお、アンケートの結果は、次号の「勤務医 LETTER」に掲
載いたします。まだご回答いただいていない先生は、ぜひご協
力ください。

しいと言えましょう。
医 師 の サ イ ト ｍ3.com で

きました。生まれたときには

だ恵まれているとは言えませ

「安かろう悪かろう」 と言わ

ん。民主党の仕分けのあおり

のアンケートでは、勤務医の

れた保険診療を、「保険でよ

で、自治体病院の勤務医の賃

不満トップは「給与が低い」

い医療を」とあきらめずに運

金カットも起こりかけていま

でしたが、同アンケートでは

動を継続した半世紀でした。

す。躊躇する自治体もあるな

死ぬときにしか医者に脈を取

か、医療崩壊の声に押されて

勤務医の時給平均は2,643円

ってもらえない時代から2000

おこったドクターズ・デモも

であるそうです。これを皆さ
んはどうお感じになるでしょ

新規開業予定者支援セミナーを開催

新規開業予定者支援セミナーの様子

開業成功のカギは「診療コンセプト」の明確化

ました。特に最近は、
経営が順調になるまで
の期間
（損益分岐点）
が
長くなっており、堅実
な成長を続けるために

保険医協会は新規開業を考えてい先

物件」を見極めることが必要です。そ

も実態に即したデータ

生を対象にした勉強会「新規開業予定

れを検証するため「自らの事業コンセ

収集がポイントである

者支援セミナー」を毎年開催していま

プトを明確にすること」が必要である

点が強調されました。

す。今回は10月７日、
「第35回保険医

ことを強調しました。

また、計画書を作成
するにあたり、①診療単価の明確化、

の必要性を説きました。また、自治会

のずと①ターゲットにする患者層、②

②患者数が季節変動指数に連動してい

など地域のネットワークの関係もイメ

競合となる医療機関のイメージ、③立

るか、③開業時における適正人件費、

ージすることも大切と述べました。

地の特性（地域密着型、都心オフィス

④損益分岐点に達するまでの資金繰り

労務管理では定期的にスタッフ面

街、病診連携など）、④物件形態と必

表の作成、⑤１年後に到達する患者数

談、研修を行なうこと。その場で出さ

要面積などが明確になります。同氏は

を明確にし、行動計画を具現化するこ

れた意見をもとに改善策を示すことが

とを指摘しました。

大切としました。そして、スタッフ教

まつり」会場のマイドームおおさかで

事業コンセプトが明確になると、お

開催され、数多くの医療機関の立ち上
げに関わっている日本医業総研の田中
徳一氏が講演しました。

よしかず

開業の目的を明確にすることが重要

田中氏は立地選定の前にまず、
「開 「成功しているドクターの特徴は共通
業の目的を明確にすることが重要」と

して開業コンセプト、理念が明確であ

前置きしたうえで、
「闇雲に開業物件

る」と紹介し、その実現のために「診

を探していませんか」と問いかけまし

療圏調査」などの自社データが活かさ

た。例えば物件選びにしても、業者は

れるとしました。

「良い物件がありますよ」と声をかけ
てきますが、そもそも「良い物件とは

事業計画書の重要性

何 か 」 を 吟 味 す る 必 要 が あ り ま す。

開業直前、直後の成功のポイント

育で大切なことは「人は育てるものと
認識すること、この院長の心構えが労

最後に「開業直前、直後の成功のポ

務管理では大きなポイト」と強調しま

イント」として田中氏は、①内覧会の

した。セミナー終了後は個別相談も行

実施、②近隣への挨拶、③来院動機ア

い、日本医業総研作成の診療圏調査ソ

ンケート、④健康教室の開催、⑤開業

フトも実際に活用しました。

次に、
「事業計画書」重要性に触れ

後の人事労務対策をあげました。内覧

保険医協会では、随時開業相談を無

「駅に近い」「家賃が安い」
「競合医療

た田中氏は、
「単に融資のための必要

会では来場者へのアンケートを実施

料で行っています。開業をお考えの先

機関がない」など一般的に「良い物

書類ではなく、開業した後との比較が

し、開業後は来院動機アンケートを実

生は、ぜひ一度保険医協会にお問合せ

件」でも、先生にとって本当に「良い

できる計画でなければならない」とし

施して患者の視点にたった分析と対策

ください。

無料

相談料は

■大阪府保険医協会は随時開業相談に応じています。■新規開業をお考えの先生は、 コンサルタント
にまず相談される方が多いと思います。しかし、その

コンサルタント

詳しいのかどうかはすぐには分かりません。また、ひとつの

の方

の方が医療機関の新規開業に本当に

コンサルタント

の方に頼んだのに、いつの間

にか複数の業者と交渉になり、費用がかさんだなどの声も届いています。■保険医協会の新規開業相談はそう
いったご不安を解決することだけでなく、大阪府保険医協同組合や信頼できる業者と連携して新規開業相談を
無料で行っています。
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

◀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︒

新規開業のご相談は保険医協会まで

http://www.keisyou-mdc.net/

新規開業相談・保険医賠償責任保険など各種保険の申込みなど、お気軽に保険医協会勤務医部 ☎06（6568）7721まで
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勤務医にも必要な

阪

1

医療保険における「医療給付」と「現金給付」−②
はり・灸、あん摩・マッサージ、
柔道整復の療養費の扱いについて
「療養費払い」には、保険証の提示無しの緊急受診
など以外に、高額療養費、治療装具、輸血用生血など

1

れていません。ただし、
「単なる肩こり、腰痛、疲労、
「施術」として、あん摩・マッサージ、電気光線器具
す。

に加え、「はり・灸、あん摩・マッサージ、柔道整

「支給要件」は「はり・灸」と同様、
「保険医から同

復」があります。これらは「医療周辺」の給付とし

意書又は診断書の交付を受けて施術を受けたもの」

て、法律上は「療養費払い」とされています。ところ

で、同意書には、①患者の氏名及び年齢、②傷病名、

が現実的には、委任・代理請求（受領委任払い）方式

③施術の種類、④施術に同意した理由、⑤施術に同意

が採られ

した年月日又は加療期間−に記載が必要とされていま

現物で給付

されています。

「はり・灸」
、
「あん摩・マッサージ」
、「柔道整復」
の違いと療養の範囲などについてみていきます。

1）
「はり・灸」の施術について
「はり・灸」を療養費として受ける場合、
「支給の対
象」となる病名・病態が決められています。 医師に

す。
「あん摩・マッサージ」が「はり・灸」と決定的に
異なるのは、
「あん摩・マッサージ」の施術と保険診
療の並行給付が認められるため、あん摩・マッサージ
の同意書を交付しても、引き続き保険診療は認められ

ん摩・マッサージ」の施術と趣を異にします。

ウ．頸腕症候群

1

「支給対象」は骨折、不全骨折、打撲、捻挫、脱臼

エ．五十肩

となります。これらの疾病について、医師の診断が必

オ．腰痛症

要となりますが、必ずしも「同意書」を必要としませ

カ．頸椎捻挫後遺症

ん。ただし、医師が診療中の骨折・不全骨折、脱臼の

「支給要件」として、
「保険医から同意書又は診断書
の交付を受けて施術を受けたもの」で、同意書には、

場合は、応急の場合を除き

医師の同意が必要

柔道整復師が行う「施術」について、
「療養費払

施術に同意した理由、⑤施術に同意した年月日又は加

い」として、①初検料、②初検時相談支援料、③往療

療期間−の記載が必要とされています。

料、④再検料、⑤骨折・脱臼に対する整復料、⑥不全

保険診療と「はり・灸」の施術は、並行給付が禁止

骨折に対する固定料、⑦打撲・捻挫に対する施療料、

されています。
「はり・灸」の施術に「同意書を交

⑧整復、固定、施療後の後療−が設定されています。

付」した場合、
「意見書を交付した医療機関以外」で

ややもすれば「はり・灸、あん摩・マッサージ、柔

医師による適当な治療手段がないも

として「同意書に記載された疾病」について、保

道整復」は一括り・同じものと考えられがちですが、
それぞれ別々の免許・資格により「施術」を行ってお

険診療が認められなくなるので、注意が必要です。

り、
「支給の対象」となる疾病・病態、症状も異なり

2 ）「あん摩・マッサージ」の施術について

ます。誤解から生じた施術者に対する反発も見受けら

「支給の対象」の適応症は、 一律によることなく筋

れます。これら、「医療周辺」事業者に対する正しい
理解が必要ではないでしょうか。

麻痺、関節拘縮などであって、保険医の同意に基づい

（事務局参与・上田

浩治）

とされており、特に対象となる病名は例示さ

求人・病院・診療所

▶ 求 内科医（週４日〜）／医療法人さく

ら会さくら会病院／大阪狭山市／南海高
▶ 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 内（療養病棟のみ可）・外・整常勤

野線「金剛」徒歩約10分／問合せ・072‑
367‑0266（橋本）

テナント物件・貸医院・継承

7

23

患者トラブルを解決する
「技術」
自分にいつ降りかかるかわからないト
ラブルを少しでも減らすために、また、
同じような経験をした皆さんが早期に解
決していくノウハウを学ぶことのできる
この書を読み、今後の診療の助けとなれ
ば、良質な医療の提供が継続されること
間違いなしである。一度手にして読んで
みていただきたい。
（保険医協会理事 清水 聖保）

上記書籍のご注文は

FAX06-6568-2389で

保険医協会組織部会まで
合せ・072‑845‑6761（高橋）

（事務長）oiki‑clinic.jp

1

とな

ります。

①患者の氏名及び年齢、②傷病名、③施術の種類、④

たもの

発行 日経BP社
A5判／272ページ
2012年 月 日
第 版 第 刷
定価 1800円＋税

柔道整復の施術については、先の「はり・灸」
、「あ

イ．リウマチ

の

今は充実して、多くの患者を抱えてい
る開業医もいつか必ず、閉院の時が来
る。自院の将来像を考えるうえで、本書
はきっと参考になる。また、今開業を考
えている勤務医の先生方にも、ぜひ一度
読んでもらいたい一冊である。
巻末に掲載されている資料も大いに参
考になる。
（保険医協会副理事長 入谷 純光）

3 ）柔道整復の施術について

に限られます。

ア．神経痛

も、交付以降は

診療所
事業承継のすべて

ることです。

よる適当な治療手段のない慢性病であって、保険医の
同意を得た次のア．
〜カ．の病名

30

倦怠は施術の範囲外」と規定されています。また、
を使用した温罨法、変形徒手矯正術が認められていま

7

「八尾」駅バス10分、地下鉄谷町線「八尾

▶テナント物件／ＪＲ・地下鉄「大正」

南」駅バス５分／バス停徒歩１分／木造

駅徒歩１分／約52坪（分割可）駅前ビル

２階建延べ床面積約50坪、駐車４台分有

２階／眼・整形外・皮フ・耳鼻咽喉科以

／スーパー万代真向かい、隣シグマドラ

外希望／問合せ・06‑6551‑8175（アダチ
眼科・郡）

ッグ、ジャパン近い／外装美麗、南向き
（府道バス通りに面し目立ちます）
／近医

▶テナント物件／浪速区難波中3‑14‑8／

内科１件のみ／即入居可／問合せ・090‑

２階・３階／各35坪／１階心療内科開業

▶テナント物件／南海本線
「岸里玉出」
駅

浪速区役所真正面／地下鉄「難波」駅／

9049‑8890（五十嵐）

中／問合せ・06‑6536‑8604（八重垣）

前スグ、地下鉄四つ橋線「玉出」駅徒歩

▶テナント物件（医療ビル）／東淀川区

５分／2011年10月新築ビル／２Ｆ、３Ｆ

大隅／大阪市営バス「大阪経大前」徒歩

部分／１Ｆ眼科です／各階約47坪／セコ

１分／商業施設隣・人通り多／眼・耳鼻

ム格安／内部自由設計可／問合せ・山中

▶テナント物件／摂津市正雀本町1‑40‑

咽喉・皮膚・小児・心療内科の真空地域

16／マンション１階・約40坪／耳鼻科な

／１階（21坪）
・２階３階５階（33坪）／

眼科06‑6661‑3075（FAX06‑4703‑3666）

石）

ら即開業可／何科でも開業可／阪急京都

内部自由設計可／賃料相談応／問合せ・

里」下車２分／鉄筋３階建１階部分／43

▶ 求 常勤医師・当直非常勤医師／地下鉄

線「正雀」駅徒歩１分／耳鼻科／眼科・

坪／即開業可能／介護関係オフィス可／

谷町線「太子橋今市」駅西／徒歩５分／

皮膚科向き／問合せ・072‑622‑6072（仲

06‑6327‑0498（村井）

３分／チェリオビル２階165.46坪、３階

▶貸医院／柏原市玉手町／近鉄南大阪線

医／経験考慮／東大阪市病院（184床、一
般・療養）
／問合せ・070‑5665‑8013（明

大阪市旭区大宮5‑4‑24／藤立病院／委細

野）

▶テナント物件／阪急「豊中」駅／徒歩

▶貸医院／地下鉄今里筋線「だいどう豊

問合せ・06‑6329‑1141（田村）

面談／問合せ・06‑6955‑1100（事務長）

▶テナント物件／枚方市津田元町1‑8‑3

143.98坪、 ４ 階38.65坪、 ５ 階26.46坪・

「道明寺」
駅／徒歩８分／鉄筋２階建52坪

に取り組めます／耳鼻咽喉科サージクリ

国道307号線沿／新築医療ビル／２階歯

ニック老木医院／問合せ・0725‑47‑3113

科開業中／１階・47坪／３階・44坪／問

は可能／問合せ・070‑6547‑3063（城山）

／診療科目は何でもＯＫ／問合せ・090‑

▶ 求 耳鼻咽常勤医／耳鼻の手術積極的

／ＪＲ学研都市線「津田」駅徒歩５分／

28.88坪／募集科目歯科医以外／区画割

／駐車４台分有／近医

▶テナント物件／八尾市南木の本／ＪＲ

5069‑6280（松原）

内科・産科のみ

新規開業相談・保険医賠償責任保険など各種保険の申込みなど、お気軽に保険医協会勤務医部 ☎06（6568）7721まで

