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で、診療報酬が４割カットと
なることが明らかになった。
　介護療養病床はやがて全廃
する予定である。「ご一緒に闘
いましょう」と呼びかけても、
放心状態で次の手を考えられ
ない病院も出てきている。
　一般病床の方も１．４対１看

護を実施しなければ、採算ラ
インに乗りにくいし、平均在
院日数管理・褥瘡・感染対策・
リハビリテーション、何をと
っても病院の経営は困難にな
るばかりである。
　一方で、福島県での帝王切
開で出血死をおこした医師の

　診療報酬の改悪の中身と各
種通達が連日発表され、明ら
かになってくると、医療関係者の
間には激震が走っている。
　療養病床は３８万床から１５万
床まで減少させる前提で作ら
れているこの案では、療養病
床に入院する軽症のご老人

１年以上たっての逮捕、神奈
川県での歯科衛生士にレント
ゲンを撮らせた歯科医師の逮
捕などなど、自分の子供には
医師をさせたくなくなるほど
の厳しさである。
　厚生労働省の方も、医療事
故調査委員会のモデルケース
を、この夏から全国５ケ所で
始めようとしているらしいが、人工
呼吸器取り外し事件、京大教
授の処分、割り箸脳外傷裁
判、ひどいものは医師による
患者さんの遺産相続事件ま
で、マスコミに流されるニュ
ースは、連日「今年は医療改
革」とばかりの猛攻撃である。
　この改革のあとに来るもの

各種共済制度のお申し込みや、開業について
のご相談、ご意見など、ぜひお寄せください。

http://www.oh-kinmui.jp/
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　生活習慣病が増加する理由に節約遺伝子

説という考え方がある。我々の祖先である

現世人は１５～２０万年前、地球上に出現し

た。以来、狩猟・採集の生活をしていたた

め、いつ食べ物が手に入るかわからないの

で、摂取したエネルギーを効率よく体内に

取り込んで貯えることにより、飢餓に備え

て生存に有利な仕組みを体内で働かせてい

た。この仕組みを司るのが節約遺伝子で

「飽食の時代である今日、節約遺伝子が発

達していると、過剰栄養によるエネルギー

が体内に蓄積して肥満や糖尿病を発症す

る」という考えで、大変理にかなっている。

一方、日本とヨーロッパでは約５千～１万

年前から生活環境に差異が生じた。即ち日

本は農耕社会、炭水化物中心の食生活とな

り脂肪摂取は極めて少なく、とくに獣肉由

来の脂肪はゼロに近かった。ヨーロッパ等

では農耕に加えて牧畜が発達し、１年に約

１００kgの肉を摂取し、高脂肪（とくに飽和

脂肪酸）摂取の環境にあった。この食生活

に違いが両地域の民族の体型に大きな違い

を生じさせた（欧州では骨格が大きく、皮

下脂肪の多い、アジアでは華奢で皮下脂肪

の少ない体型）。我が国では約５０年前に欧

米型の食生活が移入され、一挙に脂肪の摂

取は３倍（飽和脂肪酸は２０倍）に増加し、

日本人に肥満や糖尿病の増加をきたした。

ところが肥満の程度、日本人は白人に比べ

てはるかに軽度である。この現象と節約遺

伝子のかかわりについて議論が生じてい

る。白人やアメリカのピーマインディアン

などには超肥満が多く、これは節約遺伝子

が活発に働いているためと説明されてい

る。一方、肥満の程度が軽い日本人の節約

遺伝子は欧米人と比べどうなのかというこ

とである。遺伝子は環境に適応して進化す

るものなので、節約遺伝子も我が国の有史

以来の環境に影響をうけていると考えられ

る。つまり、日本人の縄文以降の生活環境

が欧米と比べて飢餓か、裕福かということ

になる。日本は飢饉があり貧しかったので

節約遺伝子は発達しているとする説と、飢

饉はあってもヨーロッパより少なく、稲作

等により一定の食糧が確保できたので裕福

であり、節約遺伝子は発達していないとい

う説がある。このように節約遺伝子につい

ては同じ日本人でも考え方が正反対にな

る。進化医学の面から疾病を論ずることが

最近流行し、それが民族差を生ずる根拠と

されている。日本人の肥満の捕え方によっ

て（どんどん肥満しているのか、白人に比

べて肥満の進行は軽度であると捕えるか

で）、節約遺伝子の意義付けも異なってく

る。
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　ご自宅の住所変更、または勤務先の変更等が生じた

場合は、早急に協会までお知らせください。

　また、ご開業予定の先生は、その旨勤務医部までご

連絡ください。
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電話　06-6568-7721　FAX06-6568-2389
E-mail  web@oh-kinmui.jp

会員の先生にお願い
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保険医賠償責任保険 1 事故 1億円の保証で
保険料と会費をあわせて約 5 万 8 千円／年

　将来日本の医療を背負う研修

医の身分は、新卒後研修制度が

実施され一定の改善は進んだよ

うですが、研修医の身分保障な

ど不十分な課題も多々あります。

　保険医協会では、研修医の身

近な問題を勤務医部でも議論していますが、研修医がかか

える、いろいろな不安や課題についても意見をくみ上げる

ことや、研修時の医療事故との遭遇の際の保険加入（「保険

医賠償責任保険」４面参照）などを目的に、研修医会員（準

会員）制度を昨年１０月に発足しました。会費は年１２,０００円

（入会金なし、１月から１２月の１年分を原則一括払い。年途

中の場合は月割）となります。研修医会員の方には月３回発

行する「大阪保険医新聞」と月刊誌「大阪保険医雑誌」をご

送付いたします。また、各種相談にも応じます。

　つきましては、会員の皆様のご子息や知人の方に本制度

をお知らせいただき、未来の保険医協会を支える若き保険

医の先生方にご入会のご案内をしていただければ幸甚です。
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は、行き所のなくなった介護
難民や療養難民である。
　根室では、地域医療を担う
病院が存続できなくなった。
これは日本全国どこにでも起
こりうる現象で、地方大学の
医学部では、麻酔科を中心に
医局崩壊が起こり始めた。
　病床を削減してレベルの高
い病院を整備し、医療従事者
を再分布させれば、日本の医
療の質が上がると考えた厚生
労働省のもくろみは、外れる
可能性が出てきたと言えよ
う。
　「医療改革」に注目して、保
険医協会・勤務医部会にご協
力ください。
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お問合せは、大阪府保険医協同組合 保険共済部 �06�6568�2230

共済制度のお申込みは同封のおハガキをご利用下さい 保険医協会会員の共済制度ですので
未入会員の先生はぜひご入会下さい

提携住宅ローン（三井住友銀行、ソニー銀行）もあります。お問い合わせ下さい。

　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。

住宅資金／教育資金／新規開業資金に
※詳しくは税務経営部まで。 

※2007年１月より個人診療所の年間保険料が1.5倍にアップします。
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〔新規開業資金〕　　　 最高8,000万円

■ 勤務医ローン（近畿大阪銀行提携）

〔教育・育英資金など〕最高 3,000万円
〔住宅資金〕　　　　　 最高 5,000万円

■ みずほ銀行提携ローン

〔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

■ 大正銀行提携ローン■ ドクターローン（近畿大阪銀行・泉州銀行提携）

〔新規開業資金〕　　　 最高 6,000万円
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保険医協会勤務医部会で検討してまいりました「医師賠償責任保険」勤務医版の制度
が、2000年１月より発足しました。名称は「保険医賠償責任保険」。長年勤務医の
先生方から要望が強かった勤務医のための医賠責です。
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会員の老後・将来設計を支えます ！
6月25日まで ！ 予定利率1.256％

（短期のご加入では積立金が掛金を若干下回ります）

20年確定年金
（月額：円）

10年確定年金
（月額：円）

脱退一時金額
（円）

掛金総額
（円）

加入期間

48,070109,05012,438,00012,000,00010年

74,270168,49019,219,00018,000,00015年

102,040231,47026,403,00024,000,00020年

131,460298,22034,016,00030,000,00025年

２００５年９月１日現在１．２５６％の試算

●給付金試算例（月払い10口・10万円を積み立てた場合）

保険医年金  2006年 9 月 1 日 制度発足 
現在、全国で６万人以上が加入し、積立総額は１兆１千億円を超えています。また、
生命保険会社４社（三井生命、明治安田生命、富国生命、ソニー生命）に委託して
リスクを分散し、制度保全に努めています。
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自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性ががががががががががががががががががががが自在性が
魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力魅力 ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
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配偶者・お子さまコースもあります。

お申し込みは
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医師の診査が必要ありません。

安心です

簡単です

※800万円～最高5,000万円保障あり。～75歳まで。

 加入資格 
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 加入口数 
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保険医賠償責任保険
居宅介護支援事業・居宅サービス事業については、別途保険をご用意しております。

■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。
ＣＢＡセ　　ッ　　ト　　型

3,000万円5,000万円1億円１事故
医療行為

支払限度額

9,000万円1億5千万円3億円期間中

3,000万円4,000万円5,000万円身体（１名）

建物設備 6,000万円8,000万円1億円身体（１事故）

300万円400万円500万円財物

35,847円39,609円46,512円個　人　診　療　所
年間保険料

35,226円38,907円45,747円勤　　　務　　　医

●月額保険料（例） ������������������������� 単位：円

56歳～　
　　60歳

51歳～　
　　55歳

46歳～　
　　50歳

41歳～　
　　45歳

36歳～　
　　40歳

35歳まで
加入年齢

保険金額

6,0483,6562,4161,6561,160888男性
800万円

2,9842,1841,6001,168872512女性

7,5604,5703,0202,0701,4501,110男性
1,000万円

3,7302,7302,0001,4601,090640女性

第2グループ保険  団体定期保険 

���������������
たとえば、死亡保険金額800万円コースで34歳男性の場合
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１年毎に決算し、剰余金が生じれば配当金としてお返し
しますので実質保険料は軽減されます。

お手軽
です

軽い負担で安心をプラス。

保険金額 800万円から
ご加入いただけます。

６５歳から１０年確定で受給の場合
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【ご加入例】�
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加入
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守口市　ふたむら皮膚科　�����

手術器械にいたるまでオール中
古、開業当初から風雪の跡が漂っ
ていました。
　始めから開業を目標にする医師
など、いないと思いますが、私も
教授交代―新しい研究の停滞の責
任などを期にしての開業でした。
　よく開業の動機に、「診療の理
想の実現」などと耳にしますが、開
業ではとてもできないでしょう。
　開業の要は、一言で言えば
einkommenです。皮膚科において
すら、病院の一人医長と同様、一
人診療で生じる診断のかたより
と、不十分な検証そして、選択で
きる治療手段の限界など、これを

��������	
�����　保険医協会開業相談担当（�06－6568－7721） 協同組合（�06－6568－2741）まで
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　平成８年の開業から早いもので
１０年が過ぎました。大学では米国
留学以外一度も、外の市中病院を
経験せず、保険請求業務を含め実
務も知らず、金もなくベッドから

ざりです。これに有用なのが、英
国の植民地統治で、歴史の勉強が
実社会に役立つところです。
　もうひとつ、大学の看板の下で
は決して聞けない、患者さんの
「生の声のどぎつさ」と「説明の虚
しさ」は、なかなかなもので、疲
れた心に縒りをかけてくれます。
　収入は大学時と比較にならない
ぐらい増えましたが、開業医とい
うのは、自身が倒れればそれまで
というdesparate な業態です。
　その対策も重要です。そして唯
一の慰めは、他科と他の皮膚科医
からの信頼と紹介です。患者の心
は風しだいですが、同業者からの
信頼は、開業を続けていく心の支
えになります。
　これがないと開業医は、もはや
保険点数かき集めマシーンに成り
果てます。みなさんのご健闘をお
祈りします。

悟らないと孤独感と欲求不満が募
ります。もちろんこれらを補うた
め、大学での病理カンファレンス
は欠かせませんし、最も重要な悪
性腫瘍の診断とその治療紹介は、
皮膚科開業医の基本的な責務で
す。市中でできるだけ正確な診断
のネットワークを広げ、さらに大
学や大病院でしかできない光線療
法や光化学療法を、受診時間の限
られた施設に留めず幅広く提供
し、患者さんの利便性を高めると
いう点が、皮膚科開業による患者
さんへの、最大のメリットかもし
れません。
　開業すると大変だといわれる方
もおられますが、一年中実験や動
物の世話に明け暮れ、学会の期日
に追われるストレスからすると何
でもありません。
　開業でただ２つ。ひとつは、職
員の管理＝ほとんど下らないこと
の積み重ね＝は、極めつけにうん

▼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／整・耳・婦盛業中／問合せ・
０７２－８４７－０５９６（中塚）

▼地下鉄「今福鶴見駅」／徒歩３分
／新築ビル２～４階（各１５坪）／皮
膚科最適・婦人科・心療内科好適／
１階歯科盛業中／鉄筋コンクリート
／エレベーター有／くらずし・ラウ
ンドワン・マンション群・駅近く／
問合せ・０６－６９３１－７７１１（広末）

▼環状線「寺田町駅」徒歩２分／国
道２５号線沿い／天王寺区／２０坪／皮
膚科最適／問合せ・０６－６７７１－８８７４
（福本）
▼南海本線「中百舌鳥駅」徒歩８分／
「白鷺駅」徒歩５分／堺市金岡町／内
科・眼科・耳鼻科最適／約２０坪／問
合せ・０７２－２９１－９３７０（三宅）

１－１２－２１／つばさ診療所／問合
せ・０６－６９５５－１２２６（事務長）

▼   内科・小児科常勤・非常勤医／
委細面談／環状線「大正駅」／バス
１２分／大阪市大正区小林西２－３－
１４／大正民主診療所／問合せ・０６－
６５５４－１３８３（釘宮）

テテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトト物物物物物物物物物物物物物物物物件件件件件件件件件件件件件件件件・・・・・・・・・・・・・・・・売売売売売売売売売売売売売売売売土土土土土土土土土土土土土土土土地地地地地地地地地地地地地地地地・・・・・・・・・・・・・・・・売売売売売売売売売売売売売売売売医医医医医医医医医医医医医医医医院院院院院院院院院院院院院院院院・・・・・・・・・・・・・・・・貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸医医医医医医医医医医医医医医医医院院院院院院院院院院院院院院院院テナント物件・売土地・売医院・貸医院

▼阪急「上新庄駅」／徒歩３分／東
淀川区上新庄２／内環状線沿／鉄筋
９階建／５階（３６坪）／耳鼻科募集
中／現在１階（歯科）・２階（内・外
科）・３階（眼科）・４階（小児科）盛業
中／問合せ・０６－６３２２－７６１６（小川）

求
求求求求求求求求求求求求求求求求 人人人人人人人人人人人人人人人人 ／／／／／／／／／／／／／／／／ 病病病病病病病病病病病病病病病病 院院院院院院院院院院院院院院院院求 人 ／ 病 院

▼   内科医（呼吸器・神経内科・循
環器・一般内科）／委細面談／電話
連絡乞／鶴見区鶴見３－６／コープ
おおさか病院／問合せ・０６－６９１４－
１１００（奥村）

▼   内科・外科常勤医・当直非常勤
医／委細面談／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／問合
せ・０６－６９５５－１２２６（事務長）

▼   内科・外科常勤医・非常勤医／
委細面談／地下鉄谷町線「千林大宮
駅」／西徒歩１２分／大阪市旭区中宮

求

求

求
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１．開業地選択のための情報提供
２．資金調達、収支見通しの相談
３．税金対策（第３水曜日無料相談）
４．法律相談（第１月曜日無料相談）
５．雇用対策（第３木曜日無料相談）
６．開業時の各種届出事項の相談
７．医院建築、内装エ事の相談
８．医療機器、医療材料、その他開業
　　全般にわたる物品の購入
９．休業保障制度や労働保険、損害
　　保険などの各種共済制度の加入、情報提供
 １０．新規開業購習会、請求事務講習会など各種講習会
 １１．「新規開業医療のてびき」「保険医の経営と税務」「魅力ある医院経営と

スタッフ対策」「保険診療のてびき」「開業ガイド」などの各種書籍出版

　保険医協会では、右記の事項を中心に
相談をお受けしております。開業資金計
画、各種金融機関の動向、医療機器等の購
入や医院の建築・施工上の留意点など、開
業医が自主的に運営する団体ならではの、
客観的な情報も提供させて頂いておりま
すので、先生方の相談、予定業者さんとの
折衝にもご活用頂けると思います。
 ���������� （相談は無料です）

▲「新規開業医の手引き」
　（会員は無料）

▲「開業ガイド」（資料無料）
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●法律相談（弁護士）
　　毎月第１月曜日
　　午後２時～４時

●税務相談（税理士）
　　毎月第３水曜日
　　午後２時～５時

●建築相談（協同組合）
　　随時　相談時間３０分未満

●雇用相談（社労士）
　　毎月第３木曜日
　　午後２時～４時

専門家がお応えします
※事前予約制（先着順）


