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　私は形成外科を専門としているが、形成外科
と一口に言っても非常に範囲が広く、その対象
は全身に及ぶ。ちなみに関西電力病院のホーム
ページの形成外科を開くと、得意分野として次
のように紹介されている。
　『関西電力病院形成外科の特色…マイクロサ
ージャリーによる再建外科手術
　治療の特色として顕微鏡下に血管や神経をつ
なぐマイクロサージャリーを用いた、自家組織
移植による形成術や、再建術を得意としていま
す。具体的に例を挙げますと、切断肢指の再接
着、慢性骨髄炎の治療、悪性腫瘍切除後の再建、
筋肉移植による機能再建などですが、乳がん切
除後の再建ではプロテーゼを用いず筋肉を犠牲
にしない真皮脂肪弁移植による再建を独自に行
っており、過去に切断され断端形成をされてい
る指の足趾移植による再建にも積極的に対応し
ています。また特に糖尿病やＡＳＯ、長期間の
透析などが原因で生じる足の難治性潰瘍に対し
て、マイクロサージャリーを用いた自家組織移
植により、高位切断せずに足部を温存する治療
に力を入れています。他院で足の切断を勧めら
れた患者様はぜひ当科にご相談ください。高見
の現在までのマイクロサージャリー症例の経験
数は切断肢指の再接着も含めると６００例以上に
上ります。』
　そう、私は顕微鏡下や、拡大鏡下に行う手術
を中心に仕事をしてきた。血管や神経などの微
細な構造物をコンマ数ミリ以下のオーダーで扱
う仕事である。特に、手の外科と呼ばれる分野
では血管、神経だけでなく、腱や筋肉、小さな
骨、関節を扱い、動きを伴った機能再建が要求
される。人間の手というのは、人類の英知、文
明の源であり、とびっきりよくできたマシーン
である。私は、少しでもいい結果を出すため、
長年そのマシーンと格闘してきた。
　そんな私が扱う症例で、最近急速に増加して
いるのが、眼瞼の形態、機能疾患である。内反
症、外反症、眼瞼下垂などである。単なる重瞼
の要望も多い。

　私はまだ駆け出しの頃、恩師の先生から、眼
瞼の簡単な手術を教わったつもりであった。ま
あそれなりには、眼瞼の手術をしていた記憶が
ある。しかし、手の外科や、マイクロサージャ
リーの症例を重ねてきた今日、改めて眼瞼手術
に携わっていると、そこには深遠な世界が広が
っていたのである。
　昨年の日本美容外科学会シンポジウムで次の
ように発表させていただいた。
　『上眼瞼は厚さ２、３㎜ のところに８つの構
造が有る。眼瞼挙筋腱膜とミューラー筋は上眼
瞼の開閉に重要な役割があり、眼窩隔膜と眼窩
脂肪は眼瞼の形態に影響を与える。それぞれの
構造が機能的に可動することにより自然な眼瞼
の運動性が得られる。眼瞼の手術においてはそ
れぞれの構造を同定し確実に剥離操作できる手
技の確立が必須であると考える。』
　眼瞼は整容的には、人間の顔の中でも特に重
要な部分と考えられるが、眼瞼もまた非常に精
巧にできたマシーンだったのだ。美しく、機能
的な眼瞼を形成するためには、手の外科や、マ
イクロサージャリーと同じように、微細な構造
物をコンマ数ミリ以下のオーダーで扱って手術
を行わなければならない。眼瞼形成外科と手の
外科、この一見、かけ離れた分野と思われる両
者の間には、精緻な構造と機能、そして、人類
を特徴づける美しさといった共通点があった。
　そういえば、日本の手の外科医は半数以上が
整形外科医だが、欧米では、手の外科医も、眼
瞼形成外科医も、ともにPlastic Surgeonであっ
た。
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は、大阪府下にも出現し、彦
根市のような中都市の市民病
院でも産科医１人体制となっ
た。勤務医は悲鳴をあげてい
る。大阪府保険医協会の行っ
た勤務医アンケートには短期
間に５６０名から回答をいただ
いた。解析してマスコミにも
理解を仰ぎたい。
　１月１７日の中医協には日本

医師会が看護師政策の激変緩
和を訴えた。療養病床が厚生
労働省のもくろみどおり半減
したとしても、必要な看護職
員の増員は７万人、それに対
して看護職員の就業者増加分
は年３万人で、このまま行く
と、国公立病院に給与で水を
あけられている民間病院では
経営がなりたたない、と調査

　臨床研修の義務化、看護基
準の７対１への転換などで、
医師、看護師の不足がどんど
ん顕在化している。一方で医
療事故への警察による介入、
裁判提訴、マスコミによる理
解不十分な報道により、日本
の医療は危機にさらされてい
る。　すでに分娩を取り扱う
ことのできなくなった病院

結果を報告した。
　この後にも、医療改革関連
法案の実施が控えている。レ
セプト電送は前倒しにされる
といい、統計をとることの重
要さはわかるが、レセコンあ
るいは電送のための投資をい
まさら、と考える年配の先生
がたは廃業も視野に入れてい
る。
　保険者の再編が実施され、
医療費を使いすぎ？ている自
治体にはその削減が義務づけ
られる。マンパワーが少な
く、サービス残業ばかりでや
ってきた日本の医療がそんな
に医療費を使いすぎてきただ
ろうか？　このまま削減が続
くと地方ではろくな医療が受

けられないことになる。郵政
改革で地方の郵便局ATMが
撤去されているのと、同じこ
とである。
　格差どころか、映画「ミリ
オンダラーベイビー」でも背
景に描かれた「地方の劣化」
が始まる。小泉の医療改革は
こういうことだったのだと、
思い知らされるのはこれから
である。
　これを回復基調に戻すのは
きわめて困難ではあるが、民
衆のリタラシーともいえる医
師層はよく理解して進まねば
ならない。
　今年も保険医協会をよろし
くお願いします。

担当副理事長

医療改革関連法案医療改革関連法案のの
行く先にある「地方の劣化行く先にある「地方の劣化」」
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日　時●２月２４日（土）
　　　　１５時３０分～１７時００分
場　所●天王寺東映ホテル
　　　　（ＴＥＬ０６崖６７７５崖２１２１）
会　費●無 料（新年会費のみ６,０００円）

各科から学ぶアレルギー性疾患

 第一部 　
懇談会　「各科から学ぶアレルギー性
疾患」● １５時３０分～１７時 

※保育室を設置しています。要予約（ご希
望の方は２月２０日までにお申出くださ
い。）

※府医「生涯研修制度」の対象となります。
 第二部 　
懇親会　「ちょっと遅めの新年会」
会費６,０００円●１７時～１８時３０分

歯　科…（金属アレルギーなど）　　  
玉川　尚美 先生

耳鼻科…（アレルギー性鼻炎など）   
榊　　徳子 先生

眼　科…（アレルギー性結膜炎など） 
岡山かほる 先生

皮膚科…（アレルギー性皮膚炎など）
井上　陽子 先生

話題提供

日　時●３月１０日（土）
　　　　１４時３０分～１７時００分
場　所●保険医会館・２階第１会議室

（ＴＥＬ ０６崖６５６８崖７７２１）
講　師●大形 美知子 氏
　　　　（関西水彩画会委員）
参加費●２,０００円（材料費込み）
定　員●２０人（定員になり次第締め切

らせていただきます）
持ち物●カッターナイフまたはデザイ

ン用カッター、筆記具
　※新聞紙、半紙（２～３枚）、雑巾等は

こちらで用意致します。
申込み●電話またはＦＡＸで担当・麻

田/松木まで
主　催●保険医協会・歯科保険医協会
　　　　女性医師・歯科医師の会

「心をつたえる絵手紙講座」のご案内
女性医師の会セミナー

女性医師歯科医師の会つどい



　開業時にはそれなりに資本投資
します。当然銀行等からの借り入
れも要するので、ペイして更に収
入を得たいと思うのは当然でしょ
う。
　でも誤解を恐れずに予想します
と、勤務医においても開業医にお
いても今後、さらに「冬」の時代
が厳しくなると思います。中には
患者さんのニーズと合致し、順風
満帆な経営の医院もあるでしょう
が、それらはごく一部で、逆に経
営才覚のない開業医は借金返済が

ａａａａａａａａａａ
ｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇ
ｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅ
ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ
ｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅ
ｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒ
ａａａａａａａａａａ
ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ
ｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒ
ａａａａａａａａａａ
ｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃ
ｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔ
ｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉ
ｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔ
ｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉ
ｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏ
ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ
ｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅ
ｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒ

ａ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
　
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
ｒ
 

点ではないかと思えます。
　たとえば、他の人がやっていな
い日曜・祝日に営業し、平日に休
暇をとるといった事が今後必要な
のかも知れません。でもこれには
様々な苦労を伴う事は必至で、ス
タッフの確保・地区医師会との調
整等も大きな問題で、違う事をや
る難しさを感じます。（だから自
分は出来ていません）
　「食えたら十分」なんですが、そ
の食べていく事が難しくなりつつ
ある時代だと思います。ある歴史
の先生が「何時の時代だって明る
い未来なんてなかった。でも何と
かやってこれた」。名言だと思い
ますが、現実はかなり厳しいとの
認識を十分にお持ち頂いた方が、
やはり釣り合った感覚ではないで
しょうか？

やっとで、逆に勤務医時代より収
入が減る事だって珍しい話ではあ
りません。
　実際、昨年末に発刊された某医
会雑誌での新規開業の挨拶では開
業件数が驚くほど多数あり、今後
同業者が増えるたびに経営は厳し
くなると予想されます。
　ならば、経営の才覚って何ぞ
や？　と問われると、凡人の小生
には分かりませんが、あらゆる分
野で成功された方の話を読むと、
人と違う事をやっている事が共通

「食えたら十分…」
大山クリニック（東大阪）・泌尿器科　大山　哲

　月日の経つのは早いモノで開業
して無事４年が経過しました。泌
尿器科・透析の２本柱と欲張った
ため、資金・人材面において今も
苦労が絶えませんが、この大変な
のが勤務医時代と違って味がある
と最近は思えます。
　同門医局の先生達が開業前の見
学に来られる際、休暇をしっかり
と確保したい、初めからある程度
の収入を得たい、レセ等のチェッ
クはどうしているかといった質問
をよく受けます。

第１５８６号＜付録＞大　阪　保　険　医　新　聞２００７年 ２ 月１５日　（毎月５、１５、２５日発行）（ 2 ）

吉原２崖３崖４３／のぐちクリニック／問合せ・
０７２崖９６７崖１５６０（西）
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▼医療モール・テナント募集／京阪枚方公園
駅歩３分～４分／内・歯決まっています。眼、
耳鼻、整外、皮科等適／高齢者介護つきマン
ション５０部屋の患者さんが見込めます／２４Ｆ
マンション３棟（平成２０年８月完成）の通勤
路／問合せ０９０崖５１３４崖６５５３（奥田）

▼ＪＲ「塚本」駅歩２分／新築平成２０年春頃
竣工予定、鉄筋コンクリート８階建、２８～３８
坪、調剤薬局有、内・眼・耳鼻咽他最適／問
合せ・０６-６３０３-００９１（梅田）

▼近鉄南大阪線「矢田」駅１分半／４０坪／医
療ビル５Ｆ建３Ｆ４Ｆ部分／調剤薬局有、眼
科、耳鼻科盛業中／皮、整外等各科最適／０６崖
６７０１崖０２６２（黒田）

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求人・病院院院院院院院院院院院院院院院院院・・・・・・・・・・・・・・・・・診診診診診診診診診診診診診診診診療療療療療療療療療療療療療療療療所所所所所所所所所所所所所所所所診療所

▼ 一般内科（簡単な外科ができる方）を募
集／勤務地は八尾市、西成区又は奈良市で相
談可。年俸は１８００万以上。その他条件等委細
面談。問合せ・０７２崖９９８崖７０１１（丸尾）

▼ 当直非常勤医／内科・外科常勤医／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崖４崖２４／藤立病院
／問合せ・０６崖６９５５崖１１００（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崖３崖１４／大正民主診療所／問合
せ・０６崖６５５４崖１３８３（釘宮）

▼ 内科常勤医／当直ナシ／委細面談／Ｊ
Ｒ学研都市線「放出」駅東徒歩５分／鶴見区
今津南１崖５崖８／新協和病院／問合せ・０６
崖６９６９崖３５００（事務長）
▶ 整形外科・内科常勤医／委細面談／近鉄
けいはんな線「吉田」駅徒歩５分／東大阪市
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要チェック！ 医師と看護師の連係

〈事故の概要と経過〉
　４０歳の男性。原疾患にＣ型肝炎ウイルス陽性、突発性血小板減少性
紫斑病があった。２０００年８月２８日左足関節骨折で入院。８月３０日に手
術し、その後は順調な経過を辿っていた。
　ところが９月１７日夜、頭痛を訴えてナースステーションに来たため、
夜勤看護師は主治医の指示を得ないまま、セデスＧを頓用で２回分投
与した（ただし、その後に医師と看護師との連絡用ノートに看護師がそ
の事実を記録し、主治医はＯＫとの返事をしている。その連絡用ノー
トはカルテとは別のもの）。
　その後、９月２２日になって右下腿のギプス周辺に点状出血を認めた
ため、血液検査を行ったところ、血小板が６０００（入院時３２万、９月１２
日４７万）まで減少していた。このため、ステロイド剤の点滴と血小板輸
血により症状の回復を図ったが、その後に肝機能の数値も上昇したた
め、結果的に入院期間が２カ月ほど延長し、１２月２９日に退院となった。
　こうした事実に対して、主治医が患者にセデスＧの副作用により血
小板が減少したと説明したため、患者は薬剤の副作用で入院の長期化
を余儀なくされたと訴え、得るべき利益（建築請負契約）を失ったと
して損害賠償を請求してきた。
　医療機関側は、患者はＣ型慢性肝炎と突発性血小板減少性紫斑病の
既往症があり、結果的にセデスＧの投与により血小板の減少を来した
ことは考え得るが、セデスＧの投与そのものに過誤はないと判断した。
そのため、退院前日に内科医師よりセデスＧによるためとは断定でき
ず、多様な原因が考えられると患者に説明をした。
　紛争発生から解決までに約３カ月間要した。

〈問題点・課題〉
　血小板減少は患者の素因か他の薬品かセデスか特定するには至らな
かった。しかし、医師の指示なく看護師が病棟配置薬を投与したこと
は問題であり、看護師の独断投与は医師法違反の疑いが持たれよう。
さらにカルテ以外に連絡メモで医療内容を記録するのは問題であった
と思われる。

〈解決方法〉
　因果関係は特定できなかったが、明らかに医療機関側に管理上の問
題が認められることから、若干の賠償金を支払うことで患者の同意を
得て示談した。
　注：年月日等、内容について若干変更している場合があります。

（京都保険医新聞より転載）

医事紛争解決ファイル

１．有利な団体割引10％が適用されています。
２．万一の事故の際には、豊かな経験と知識を生かし、保険医協会と
三井住友海上がサポートします。

３．相手方に支払う損害補償金だけでなく、弁護士費用等の訴訟費
用、応急手当の費用まで保障します。

４．保険料は会費口座からの引去りですので、キャッシュレスでご
加入できます。

本制本制度度
の特の特徴徴

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。

個人の責任問われる時代、診療に専念できる心のささえ

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。

　2007年１月１日からの（年間）保険料です。

■ご加入セット 榎榎榎榎 ☆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
50,490円55,770円65,520円個　人　診　療　所

年間保険料
33,270円36,750円43,210円勤　　　務　　　医


