
http://www.oh-kinmui.jp/　E-mail web＠oh-kinmui.jp
〒５５６－００２１ 大阪市浪速区幸町１－２－３３　緯０６－６５６８－７７２１㈹　FAX０６－６５６８－２３８９発行 大阪府保険医協会

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/

勤務医フォーラム

2007年 4月 No.77

第１５９２号＜付録＞ 大　阪　保　険　医　新　聞 ２００７年 ４ 月１５日　（毎月５、１５、２５日発行） （ 1 ）

た。また、ぜひ、この調査に
ご協力をと、呼びかけをさせ
ていただきました。おかげさ
まで５６０名（うち無回答３名）
のかたのご返送をいただきま
した。紙面を借りて恐縮です

がお礼申し上げます。
　今回は速報として回答結果
のほんの一部ですが、ご報告
申し上げます。アンケートは
１．回答者の構成内容等　２．業
務内容と勤務実態（宿当直、 

　２００６年１１月１５日発行の勤務
医レターで、「医師の過重労
働とその心の内を問う」との
見出しで「勤務医の労働環境
実態と意識に関する調査」の
企画をお知らせいたしまし

１週間の勤務内容、睡眠時間、
休日日数について）　３．疲労
蓄積の自覚症状　４．生きが
い、やりがいについて（改善
方法・希望・開業医について）
　５．子育て中の業務環境緩和
希望内容　６．医療事故・患者
家族とのトラブル　７．契約内
容と就業規則　８．以上の内容
項目同士のクロス集計につい
て分析を行いました。回答者
は男性４３９名、女性１１８名、無
回答者３名。年齢構成は４０歳
代が全体の４３．２％で最多。経
験年数は１５～１９年が全体の
２３．０％ で 最 多、１０～１４年

（１８．９％）、２０～２４年（１８．８％）。
担当診療科目の最多は内科医
１７０名（全体の３０．４％）、次いで
外科医７１名（１２．７％）整形外科
医４５名（８．０％）。病床数３００以
上が全体の４４．６％、１００～２９９
が２９．１％、１～９９が１６．１％、病
床数無しが５．５％でした。そ
の他のデータ、全体を通して
の考察は別の機会とさせてい
ただきます。以上、アンケー
トにご協力いただきましてあ
りがとうございました。今後
ともご協力をお願い致しま
す。（調査結果の概要『前編』
を２・３面に掲載）

勤務医部担当理事　　鶴田　一郎

勤務医の労働環境実態アンケート調査
ご協力の御礼

将来を憂う勤務医将来を憂う勤務医のの
労働実態が明らか労働実態が明らかにに
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　関節リウマチ（以下ＲＡ）の治療がこの
数年間で大きく変化している。「関節リウ
マチは治る」というようなタイトルの本を
書く大学教授まで現れる始末である。確か
に、ＲＡの治療は長足の進歩を遂げつつあ
るが、一般の人が思う「治る」とはまだか
け離れた状態にある。慢性疾患という意味
でよく引き合いに出す糖尿病と較べても、
やっとその足下に近づいたといったところ
であろうか。
　実は、薬物療法だけでなく、ＲＡという
病気自体の疾患概念も変わりつつある。Ｒ
Ａ患者の平均寿命が一般平均に較べて１０年
以上短いという論文が、欧米ではかなり以
前から数多く発表されている。メトトレキ
サート（ＭＴＸ）の積極的投与が生命予後
を改善することから、炎症のコントロール
が重要であると考えられている。
　従来、ＲＡ治療においてはレスポンダ
ー、ノンレスポンダーという言葉が当たり
前のように使われてきた。これは、ＭＴＸ
が標準薬となる以前から使われてきた免疫
調節剤と称される薬剤では投与量に比例し
た効果が期待できず、全く反応しない症例
のほうが多いくらいであったため、それら
をその薬剤に対するノンレスポンダーと呼
んできたからである。しかし、本来薬剤は
投与量に応じた反応が期待できるべきであ
り、反応の良し悪しはあっても、全く反応
しないなどということは例外でなければな
らない筈である。投与量に応じた反応が期
待できるＭＴＸがＲＡ治療で最も多く処方

される薬剤になったのは、我が国ではつい
最近のことであり、他の慢性疾患の足下に
やっと近づいたという理由である。
　生物学的製剤と称される薬剤の登場によ
り、炎症のコントロールは飛躍的に改善さ
れつつある。現在我が国で投与できるの
は、炎症性サイトカインの代表である腫瘍
壊死因子（ＴＮＦ）を阻害する２種類の薬
剤である。いずれも過去のどの薬剤とも比
較できないくらい強力な抗炎症作用を有す
る。しかし、炎症性サイトカインは正常な
免疫反応においても中心的役割を有する物
質であり、免疫抑制による感染症の惹起と
いう危険な側面を併せ持つ。これが、現在
のＲＡ治療の限界である。炎症のコントロ
ールが進歩しつつあることを素直に喜びな
がらも、免疫抑制ではなく免疫異常を矯正
する治療にむけての研究が進歩することを
願ってやまない。
　なお、ＲＡ治療の世界で寛解ということ
ばが流行しているが、これも他の分野では
通用しない使われ方をされており、またの
機会に紹介したい。

大阪厚生年金病院　整形外科部長（リウマチ担当）

大脇　肇
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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。

ご自宅住所・勤務先の変更は

協会組織部までご連絡ください

電話　06-6568-7721　FAX06-6568-2389
E-mail  web@oh-kinmui.jp

会員の先生にお願い

研修医研修医のの準会員準会員制度を発制度を発足足

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 5千円／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。

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緯06（6568）7721まで



　大阪府保険医協会・勤務医部会（川﨑美榮子担当副理事長、鶴田一郎部長）は
去る２００４年９月に「勤務医の労働環境に関する調査」を行ったが、刻々と変化す
る医療現場の現状と医師の労働実態を把握しておく必要性から、２００６年１１～１２月
に「第２回勤務医の労働環境実態と意識に関する調査」を滋賀医科大学予防医学
教室・ 垰田和史助教授の監修の元に行った。
　勤務医レターで、２回に分けて今回の調査結果の概要を報告する。
　医師会や厚生労働省や日本小児科学会などからも同種の調査が行われ、勤務
医の劣悪な労働環境は医療事故や医療崩壊を招く、と論議されている。
　しかし、本年６月に策定される政府の｢経済財政運営の基本方針」では、医療
分野でのより一層の支出の削減が盛り込まれる見込みである。国家財政破綻の
原因は、充分な審議もされず投資が続く公共事業費や、「目には見えない第二の

予算」と呼ばれる「特別会計」の支出累積、金融と外交上の失政が大である。そ
れにもかかわらず、一般会計支出に占める割合が増えている社会保障費に責任
転嫁することが｢骨太の方針｣とのことである。
　経済財政諮問会議で医療費削減計画の決め手と期待されている電子カルテや
第三者機関評価は、一定の人員と資金を要する上に、勤務医には寧ろ労働強化を
招き、必ずしも業務効率の改善には繋がらない。医療に必要で十分な投資がさ
れなければ、今後一段と勤務医の労働環境は悪化すると思われる。
　事実に基づかない恣意的な議論を正し、安心・安全で持続可能な医療を提供す
るためには、医療現場の実態をひろく伝える必要があり、勤務医部会を中心に今
回の調査を行った。ご回答いただいた諸先生ならびに、大阪府保険医協会・病院
部会をはじめとする諸病院のご協力に感謝する次第である。

「第２回勤務医の労働環境実態と意識に関する調査」の概要

大阪府保険医協会

　郵送法によるアンケート調査を行った。２００６年１１月１５日に調査票と返信封筒を
配送し、消印１２月３１日までを有効とし回収した。対象は大阪府下の病院勤務医
とし、医療法人の理事長と老健施設や保健所等勤務医は対象外とした。対象年
齢制限は行わなかった。
　設問は勤務医部会で作成し、滋賀医科大学社会医学講座予防医学講座垰田和
史助教授に監修いただいた。
　具体的には、問１で回答者の属性、問２で勤務内容と勤務実態、問３で疲労蓄
積の自覚症状、問４で生きがい、問５で子育て、問６で医療事故と患者家族との
トラブル、問７で雇用契約と仕事への満足度について質問した。
　問３については厚生労働省の「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」

に記載された「最近１か月間の自覚症状」の１３の質問項目と評価方法をそのまま
使用した。
　全体でのアンケート送付数は６２５６、回収数は５６０、回収率は９．０%であった。
２００４年の第１回調査では有効回答数が２０５であったため、今回の調査では、大阪
保険医協会病院部会を含む大阪府下の全５４７病院長あてに８名の医師（対象年齢
２０～５０歳代、男性４名、女性４名を希望）に調査票を配布していただくよう協
力を求めたことが回収数を高めたものと思われる。
　経路別の送付数と回収数は保険医協会勤務医会員への送付８８０に対し回収は
２０９、未入会員への送付１０００に対し回収は６９、病院への送付４３７６（５４７病院×８
名分）に対し回収は２８２であった。

　問１：最初にあなた自身のことをお尋ねします。

　回答者の性別は男４３９（７８．４%）、女１１８（２１．１%）、無回答３、年齢は４５．３±９．８
歳であった（図１）。
　勤務先の規模は、無床３１、小規模（１～９９）９０、中規模（１００～２９９）１６３、大
規模（３００以上）２５０、無回答が２６であった。職位は図２の通りで、主な診療科は
内科１７０、外科７１、整形外科４５、小児科３３、循環器科３０、産婦人科２８、消化器科
２４、眼科２０、麻酔科２０、精神科１９、脳神経外科１９、リハビリテーション科１９、
呼吸器科１８、皮膚・泌尿器科１７、放射線科１３、耳鼻咽喉科１２、神経科９、心療内
科８、心臓血管外科８、アレルギー科７、皮膚科５、形成外科５、呼吸器外科５、
小児外科５、泌尿器科４、神経内科４、病理３、その他２３であった。

図1．回答者の年齢性別分布（年齢、性別共に有効な回答数５５４）

図2．回答者の職位（有効回答数５４８）

図２．回答者の職位

  問２：あなたの勤務内容と勤務実態についてお尋ねします。

　オンコール・宿当直の有無を尋ねた結果は、ともになしが１２０（２１．４%）、オン
コールのみが７５（１３．４%）、宿当直のみが２４０（４２．８%）、ともにありが１０３（１８．３%）、
無回答が２２（３．９%）であった。５０歳代でも４６．０%、６０歳以上でも１６．７%が宿当直を
行っていると回答した（図３）。
　宿当直があると答えた方のみに宿当直時の勤務実態を尋ねると、２７名（７．５%）

（人）

●調査の対象と方法

●はじめに

●結果の概要：前編

（３面へつづく）
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前 編

原田　佳明
大阪府保険医協会勤務医部会

協仁会小松病院副院長
関西医科大学小児科臨床教授



が仮眠を取れず、連続勤務時間は１９４ （５４．２%）が２４～３６時間、１１７ （３２．７%）
が３６時間以上と回答していた（図４）。 事例として直近１週間の日当直・
び しの実態を表１に示すが、回答者の５５．７%が日当直をしており、１１．１%が

２日以上していた（表１）。
　現行法では「日当直」は、夜に職場にとどまるものの通常の勤務はなく睡眠が
確保されることを前提に、労働時間や割り増し残業手当から免れることになっ
ているが、今回の調査からは、当直を行う勤務医の一部は仮眠も取れず、ほとん
どの勤務医は当直明けも長時間働かざるを得ない実態が示されている。
　直近１週間の勤務時間は、労働基準法に定められた週４０時間未満であったの
は１３．０%にすぎず、４６．４%の勤務医が週６０時間以上勤務している（図５）。
　週６０時間以上の勤務は「過労死」の労災認定の基準となる「脳・心臓疾患の認
定基準」（平成１３年１２月通達）で業務と発症との関連性が強いと評価される場合
（発症前１か月間におおむね１００時間、又は発症前２か月間ないし６か月間にわ
たって１か月当たりおおむね８０時間を超える時間外労働）に相当し、半数弱の勤
務医が過労死認定基準に該当する。
　平日の平均睡眠時間は６．２±１．０時間（最頻値６時間）、１か月の完全な休日は
４．４±３．１日（最頻値４日）であった。
 

図3．年齢とオンコール・宿当直の実態（有効回答数５５４）

図4．宿当直時の連続勤務時間（有効回答数３５８）

表1．直近１週間の日当直日数と呼び出し回数

 

図5．直近１週間の勤務時間（有効回答数５５４）

　問３　疲労の蓄積の自覚症状に関してお尋ねします。

　疲労の蓄積の自覚症状を、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課が平
成１５年６月に公表した、｢労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト｣の最近
１か月間の自覚症状を使用し評価した（表２）。回答者の自覚症状の評価は、平
均１１．４±８．２点、中央値１０点、最頻値７点であった。

表2．｢労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト｣自覚症状の評価

　疲労蓄積の自覚症状評価を勤務時間の群で分けると、平均値と９５%信頼区間
は、４０時間未満は８．２〔６．３崖１０．１〕、４０～６０時間は１０．１〔９．１崖１１．１〕、６０～８０時間は
１２．４〔１１．３崖１３．５〕、８０時間以上１４．７〔１２．６崖１６．８〕となった（図６）。Mann-Whitney
検定を行うと６０～８０時間と８０時間以上の間には有意の差を認めなかったが、そ
れ以外の群間では有意の差を認めた。医師も労働時間と疲労の蓄積に関しては
例外ではなく改善が望まれる。
　今回調査報告概要の前編では４６．４%の医師が週６０時間以上勤務し、宿当直を行
う７．５%の医師が仮眠も取れず、宿当直時に８７．９%の医師が２４時間以上の連続勤務
を行うなど、一般労働者や病院事務職や看護職では考えられない働き方が勤務
医では一般化していることが示された。
　次号・後編で問４以降の「生きがい」、「子育て」、「医療事故と患者家族とのト
ラブル」、「雇用契約と仕事への満足度」について概要の報告を行う。

図6．直近1週間の勤務時間と疲労蓄積の自覚症状（有効回答数５５３）

（謝辞）
　本稿をご校閲いただいた滋賀医科大学予防医学教室垰田和史助教授ならびに
関西医科大学小児科学教室金子一成教授に感謝いたします。

％人数呼び出し
（回／週）％人数日当直

（日／週）

50.4%2820回32.5%1820日

27.1%1521回44.6%2501日

5.0%282回7.7%432日

2.1%123回以上3.4%193日以上

15.4%86無記入11.8%66無記入

100.0%560合計100.0%560合計
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□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）１．イライラする
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）２．不安だ
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）３．落ち着かない
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）４．ゆううつだ
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）５．よく眠れない
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）６．体の調子が悪い
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）７．物事に集中できない
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）８．することに間違いが多い
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）９．仕事中、強い眠気に襲われる
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）１０．やる気がでない
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）１１．へとへとだ（運動後を除く）
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）１２．朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じる
□よくある（３）□時々ある（１）□ほとんどない（０）１３．以前とくらべて、疲れやすい

１．最近１か月間の自覚症状について、各質問に対し最も当てはまる項目の□に碍を付けてください。

１５点以上Ⅳ８～１４点Ⅲ４～７点Ⅱ0～３点Ⅰ

<自覚症状の評価>　各々の答えの（　）内の数字を全て加算してください。 合計　　　　点



豊能広域こども急病センター所長／箕面市医師会長（笠原小児科院長）　笠原 勝  氏

　小児救急に携わる医師の過重な労働などが原因で医師数が減少

し、小児救急が今危機に立たされています。これを打開するための

全国初の試みとして豊能地域の４市２町（豊中市、池田市、吹田市、

箕面市、豊能町、能勢町）の医師会、薬剤師会、大阪大学小児科、

国立循環器病センターが協力して平成１６年４月に「豊能広域こども

急病センター」を立ち上げました。当センターはオープンして３年

が経過しました。今回、箕面市医師会会長であり、当センター所長

でもある笠原 勝氏に設立の経緯、概要、現状、今後への思いを語っ

ていただきました。

　小児の一次救急と二次救急の 
　役割分担を図る
　豊能医療圏には約１００万人の住民が生活し、そのうち小児人口は約１５万６

千人と推定されています。このセンターができるまでのこの地域の小児救急

は深刻な状況でした。各市の休日診療所は運営されていましたが、一次救急

患者の殆どは各市立病院に殺到していました。全ての市立病院は３６５日、２４時
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オープンして３年害小児科医の集約で
地域における小児救急医療の充実を

昭和１９年４月２０日生
昭和４４年３月●関西医科大学卒業
昭和４８年３月●関西医科大学大学
院医学研究科修了
昭和５３年１１月●関西医科大学付属
病院小児科講師
昭和５７年４月●関西医大付属洛西
ニュータウン病院小児科部長
昭和６２年１月●笠原小児科開業
平成１６年４月●豊能広域こども急
病センター所長
平成１８年４月●箕面市医師会会長

笠原　勝 （かさはら　まさる）

（５面へつづく）

間の診療を課せられておりました。勤務する小児科医師は初期急病患者と入

院患者の両者の対応に追われる過重労働が大きな社会問題となっておりまし

た。

　この問題を改善するために、平成１３年１０月に豊能保健医療推進協議会の中

に小児救急医療体制検討委員会が設置されました。ここで、具体的数値を挙

げて、慎重な議論が戦わされました。病院勤務医の負担の軽減、重症患者の

たらいまわしの回避、経営の問題、小児科医の確保など議論の種は尽きませ

ん。そして最後に初期救急施設をどこかに集約して実施するセンター方式が

浮上してきたわけです。

　当センター方式は全国でも応用可能とは思いますが、地域によって条件が

全く違ってきますのですぐに同様の施設を他の場所にも設置できるわけでは

ないのです。この場所にこのセンターができたのはすべての条件が重なって

よい方向に動いていったとしか説明できません。自治体間の枠を超えた協

力、地域医師会の先生方の積極的な参加協力がありがたかったのですが、や

はり一番大きな点は阪大小児科のバックアップがあったことだと思っており

ます。設置は決まったのですが、次は場所の決定です。これは簡単には進み

ませんでした。基本的な考え方として、圏域の真ん中、周辺道路網の整備、

駐車場の確保、周辺地元住民の理解、設置市と他市の負担金の割合などの課

題を協議・検討した結果、現在の箕面市に決定しました。

　センター受診の患者数が急増

　豊能医療圏での小児救急医療状況を見てみますと、当センターオープン前

の平成１５年度の４市の休日診療所を受診した急病患者数は約８千人弱、それ

に対して各市立病院で診療した急病患者数は約５万人を上回っておりまし

た。豊能広域こども急病センターがオープンした平成１６年度を見ると、セン

ター受診患者の総数は約４万人弱、各市の休日診療所の受診者数は６千人

弱。そのため各市立病院への受診者数は１万２千人、（平成１７年度は１万人）

と明らかに減少しました。しかし、小児救急時間外受診者総数は平成１５年度

とほとんど変わらず、開設当初には新たな急病患者の掘り起こしに繋がるの

ではないかとの懸念もありましたがその心配は杞憂に終わりました。このこ

とにより設立目的であった初期の救急患者が豊能広域こども急病センターに

集約することができました。そのため初期救急患者は当センターで各市立病

院は後送病院として二次救急医療に専念できる体制が整いました。このとき

に行った各市立病院勤務医のアンケート調査では仕事が楽になり、入院患者

に専念できるという結果をいただきました。１７、１８年度とセンターへの受診者

数はほぼ４万人ですが、圏域が広がってまいりました。最近では豊能医療圏

ばかりではなく大阪市内や茨木市、摂津市、そして川西や西宮、宝塚市など

からも来院されるようになりました。これは道路事情が良いことにも起因し

ているのでしょうか。

　診療報酬改定が経営をプラスに

　当初は２億円の赤字を予測していましたが、患者数が当初見込みより増え

たことによって平成１６年度はマイナス６千万円、１７年度もマイナス６千万円、

１８年度はさらに赤字額が大幅に減少する見通しです。この要因は患者数が増

正面入口
　豊中、吹田、池田、箕面の４市と豊能、能勢の
２町をくくる「豊能医療圏」（人口１００万人）の
夜も眠らない小児救急の新拠点だ。



が、医師会と行政が共に手を携えて、一刻も早くその地域の特性に合った小

児の救急施設を作り上げていただくことを願っております。

　最近では核家族化が進み、子どもの病気に対するアドバイスをする人がま

わりにいなくなりました。そのため子どもさんの具合が悪くなると親御さん

は直ぐに不安に陥り、直接当センターにこられるケースが圧倒的に多くなり

ました。しかし急病診療所の使命である重症患者をいかに早く見つけ出す

か。そのためにはできるだけ安易な受診を避けていただく努力をせねばなり

ません。そのためにこの３年間「応急ハンドブック」の配布や、「電話問合せ」

を設置して色々と対処してまいりました。今ではずいぶん地域に認知される

ようになり、豊能医療圏からの受診患者数は減少してきております。しかし

年間の総受診者数はほとんど変わらず、豊能医療圏で減った分だけ周辺市町

村からの患者が増えていることになります。今後もこれだけの患者数を受け

入れていかねばならない豊能広域こども急病センターを安定して運営してい

くには、まだまだ多くの困難な問題が残されております。せっかく動き出し

た小児の急病センターが途中崩壊することは許されることではありません。

今後も私達は当センターでの全てのデーターを機会があるごとに報告させて

いただきます。小児の初期救急を実践し始めた当センターをひとつのモデル

として、ここに働く小児科医師や看護師、医療スタッフなどが加重労働に陥

らないような健全な運営について皆が考えて欲しいのです。国が推し進める

「医療費の削減」は医療現場を窮地に立たせています。また命を生み、命を育

む産婦人科医や小児科医のなり手がいなくなるその背景には医療問題が直ぐ

に訴訟事件として扱われることが増えてきたのも起因のひとつでしょう。こ

れでは萎縮した医師が第一線から去ってしまいます。医療費や、人件費を削

らず、反対にこのようなことを保証することで安全で安心な医療が供給でき

るのではないでしょうか。

　緊張を和らげるよう工夫された診察室

　最後に診察室を案内していただいた。明るい感じの看護師さん達が診察の

準備を整えています。看護師さんたちのアイディアと手づくりの子どもさん

用の絵本コーナーをはじめ、手づくりのかわいい案内板や飾り物が子どもた

ちに人気だそうです。

　豊能センターにはいきなりとび込んでこられる方が多いので、ことばの遣

い方にも気を遣われるそうです。基本的に継続の患者さんはいないので電子

カルテは導入していないとのこと。こういったところは診療所とはまた違っ

た部分のようです。

　取材を終えた午後９時頃、子どもさんを抱いた親御さんたちで待合室が混

雑しだしました。翌朝まで診察は続きます。

加しただけでなく、診療報 定により ５ の増 が見込まれるから

です。１年度の診療報 定で当センターが地域 携小児 日診療 の３００

点から４５０点、 児 夜加 は５９５点から６９５点の対 施設に認められまし

た。これは、小児救急 の医療施設として、 生労働 にさまざまな実

報告 を送付した結 、広域センター方 が今後の小児救急医療体制の整備

手 であると理解を していただき、診療報 に反 されたわけです。

　２％の重病患者の転送が役割

　平成１６年度の当センターでの二次後送は２％弱でした。豊能広域こども急

病センターなど初期救急を担当する医師の重要な仕事は、多くの初期救急患

者の中からいかに早くこの重症患者を見出し二次救急病院に後送するかとい

うことです。そのためには初期救急の重要性を両親に十分理解していただく

必要がありました。病気であるのかないのか？　などセンターでは両親への

教育に力を入れておりまして、来院時には医師や看護師による指導、パンフ

レットの配布などで十分説明を行い、できるだけ安易な受診を控えてもらう

努力を続けております。またこのセンターはあくまでも一次急病の診療所で

あり、翌日には必ずいつもの「かかりつけ医」を受診するようにも指導して

おります。

　個人の犠牲で成り立っていた日本の救急

　今までの日本の小児救急医療では組織だった体制はなかったと言っても過

言ではないでしょう。小児科医が多かった時代では個人の負担は少なかった

のですが、医師が少なくなると個人の負担が大きくなり、問題になっている

慢性的な過重労働に繋がり、さらに新卒医師の小児科離れを招くという悪循

環が繰り返されることになってしまっています。少子化のスピード以上に医

師会の小児科医も高齢化がさらに進み、今後直ぐに小児科の医師を増やすこ

とができないとすれば、我々が実践できたようにその地域の特性を生かした

小児救急体制を早急に作り上げるべきでしょう。

　医師の確保が今後一番大きな課題

　豊能広域こども急病センターができて３年経ちました。その間少しずつ各

地の救急体制が整備されてきているようです。しかし当センターも決して安

泰ではありません。このセンターでの１つ目の懸案事項は、いかに小児科医

を確保し続けられるかということです。夜間に働ける若い医師の確保は大変

です。最近大学の医局にも人が集まらなくなってきております。阪大小児科

という大きな医局に人が集まらなくなったら、たちまち当センターの機能は

ストップしてしまいます。府内にも小児の救急医療施設を作ろうとする動き

もありますが、医師の確保のために少ない小児科医を取り合いしているよう

では両者がダウンしてしまいます。小児救急施設の新規開設にはその点を十

分配慮していただきたいと願っております。

　２つ目は、医師会開業医の高齢化が心配の種です。年々高齢化が進みリタ

イアされる開業医に代わって若い小児科医が開業してくれるのかといえば、

まず難しい。不足していく小児科開業医をどこで補うのか。これが第２の懸

案事項です。自治体病院の小児科医に応援を頼む案も考慮しておりますが、

行政との高い壁や過重労働を強いる危険性などのためまだまだ実現しそうに

ありません。それより今後は子育て中あるいは子育てが終わった小児科経験

のある女性医師に加わっていただく案も考慮中です。小児科を希望する半数

は女性医師です。結婚、出産、育児で臨床から暫く遠ざかっていた医師に研

修していただき参加していただくことが最も現実的なものではないかと考え

ております。新しく小児救急施設を作ることは並大抵のことではありません

夜の豊能広域こども急病センター
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療休診・閉鎖、小児科医が過労自
殺、と、ひょっとしたら、従来か
らもあって知られずに終わってい
た様なことが広く知られるように
なっただけのことなのかも知れま
せんが、「医療崩壊」はどこまで行
くのかといった状況は周知のとお
りです。このような中で、勤務医
として安穏と定年をむかえられる
時代でもなくなっていると思いま
すが、開業医もさらに厳しい状況
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非常に高齢で見るからに足元がお
ぼつかないような開業の先生方を
お見かけします。それらの先生方
の年代は、先の太平洋戦争に軍医
として戦地に赴き、想像を絶する
幾多の試練を乗り越えてこられた
年代であることに思いをいたす
と、あそこまで継続することが出
来る原動力はなんだろうか、と考
えさせられます。初詣など神社仏
閣にいって神前に祈る時、みなさ
んは何を唱えられますか。学業成
就、家内安全をお願いする前に、
まず、これまで大きな怪我病気も
なく（あったとしても）無事過ごし
て来れたことを、感謝すること、
が大切なようです。とりとめのな
い内容になってしまいましたが、
何かの参考になれば幸いです。

に置かれていると思います。診療
以外の事務仕事等（ひょっとした
らこちらのほうが大切なのかとも
思います）が山積みで、“勤務時
間”は勤務医の時とほとんど変わ
らず、収入は半減で、今までのと
ころ、１ヶ月に３日はなんとか休
みを確保している生活です。各種
団体等の主催する研修会には、出
来るだけ積極的に参加するように
心がけていますが、いつも、一見

　まだ開業してから２年に満た
ず、悪戦苦闘の日々が続いていま
す。勤務医からの新規開業で、ゼ
ロからのスタートでした。ここま
で来ることが出来たのも、スタッ
フをはじめ周囲のみなさまの応援
があったからこそと、感謝してい
ます。周囲を見渡せば、大学教授
が論文捏造で懲戒免職、大学教授
が大学を訴える、診療行為で医師
が逮捕される、常勤医の不在で診
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▼  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／ＪＲ学研都市線「放出」駅／東徒
歩５分大阪市／鶴見区今津南１崖５崖

求

求

求

求

謂
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遺

亥

違違違違違違違違違違違違違

違違違違違違違違違違違違違

医
医
医
医
医
医
医
医
医

医
医
医
医
医
医
医
医
医

　大阪府保険医協会は、１９４７年に設立され開業保険医自らが運営す
る自主的な団体です。その目的は、開業保険医が安心して良い医療
を行なえるために、また国民医療の改善をすすめることをめざして
います。具体的には、開業保険医の診療、経営や生活全般にわたる
事業・サービス・相談活動を行なっています。現在、大阪では、開
業医の約８割、５４１０名、勤務医会員８７０名が加入しています。全国
では、医科・歯科１０万２千名以上の方が加入しています。
　勤務医の方には、保険医協会の優れた共済制度や開業を考えてい
る方への「開業準備相談」（別掲）などをすすめています。

大阪府保険医協会とは

どこまで行くのか医療崩壊
東淀川区　牛尾整形外科　牛尾　一康

開業をお考えの先生はご一報下さい　保険医協会開業相談担当（緯06－6568－7721） 協同組合（緯06－6568－2741）まで
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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。
 榎榎榎榎榎榎榎榎榎榎 （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）

　　　　資金調達から保険請求まで開業相談

開業をお考えの先生へ

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

（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）

▼都島区ベルパーク（５，０００戸）前１Ｆ
／２２坪、調剤薬局隣／２Ｆ眼科３Ｆ内
科、昨年末皮科引退、近隣皮科なし／

問合せ・０６崖６３５１崖６７６４（北村）

▼阪急・御堂筋線「西中島南方」駅３
分／４０坪～／５階建３階部分ワンフロ
ア貸し／１階薬局有／婦人科・美容整
形外科・眼科最適／問合せ・０６崖６３０４
崖１９９７（小野）

▼御堂筋線「あびこ」駅１分／３７坪／
皮膚・形成最適／問合せ・０６崖６６０９崖
５０００（フラットホーム）

８／新協和病院／問合せ・０６崖６９６９崖
３５００（事務長）

▼  豊中市／阪急「豊中駅」徒歩１０分・
車通勤可／婦人科女医・外来非常勤医
募集／問合せ・０６崖６８５０崖８１６２（院長）

求

▼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

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・・・・・・・・・・・・・・・・テナント物件・売土地・ 
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2004年版

会員価格　1,000円

2006年版

会員価格　1,000円

2005年版

会員価格　1,000円

保険医の経営と税保険医の経営と税務務 保険医への税務調保険医への税務調査査

医院経営と雇用管医院経営と雇用管理理

２００５年１２月版

定価・５,０００円（送料込）

１９９９年２月から７年ぶりの改訂。

『０５年１２月現在』の状況で発行しました。

「診療所」から「病院」へ、あるいは「病

院」から「病院」への、患者紹介にご利

用いただければ幸いです。

医医医医医医医医医医医院院院院院院院院院院院経経経経経経経経経経経営営営営営営営営営営営ににににににににににに

関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすするるるるるるるるるるる出出出出出出出出出出出版版版版版版版版版版版物物物物物物物物物物物

のののののののののののごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内

大阪病院マッ大阪病院マッププ

※お申込みは　FAX０６-６５６８-２３８９にて
　保険医協会・医療活動部まで

１．有利な団体割引１５％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。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。

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。

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。 

〔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

資融

度制

■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
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行 事
案 内

女性医師・歯科医師の会

古地図で歩く大阪
今も残る戦跡　玉造～京橋～鴫野を歩く
≪あとは古い屋敷で手打ちソバを賞味≫

日　　時　６月16日（土）　１４時
集　　合　玉造駅改札　雨天決行
会　　費　300円（資料代）
懇 親 会　4,000円
案　　内　大阪案内人　西俣 稔 氏
　　　　　（携帯維　070崖5168崖8096）
懇親会会場　JR片町線鴫野駅近く
　　　　　　そば処「仙酔庵」（℡06崖6961崖1031）
主　　催　大阪府保険医協会／大阪府歯科保険医協会
　　　　　女性医師の会
申 込 先　大阪市浪速区幸町1-2-33
　　　　　＜担当：医科　麻田・松木／歯科崖後藤＞

日の出商店街→アチャコ初舞台跡→三光神社→陸軍軍人墓地→東雲神社→
玉造稲荷神社→ガラシア夫人像→玉造カトリック教会→大阪城→アパッチ
族集落跡→京橋空襲慰霊碑→鐘紡運河跡 （時間等により変更あり）

主なコース

＜第１１回＞ のご案内

　戦後６０年以上経つ今も、大阪には空襲の跡地が残ります。その
現場を辿りながら、平和の尊さを確かめ合います。ほどよく歩き
疲れた後は、古い屋敷で旨い手打ソバなどを賞味。縁側でアジア
の伝統音楽も予定しています。ぜひ多数ご参加ください。
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　老後に支給される年金額はいくらでしょ
うか。５５歳未満の場合は、社会保険庁の
ホームページで「年金額簡易試算」をする
ことができます。試算した例が右表のとお
りです。Ａ先生の場合は、夫婦で約１５万円
ほどです。公的年金だけでは、とても「安
心の老後」は期待できない状況です。

年金受給額を試算できます

共済制度のお申込みは同封のおハガキをご利用ください 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

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緯06（6568）7721まで

４月１日～６月２５日

９月１日　　　　　

夫婦の年金額妻（夫）の年金額ご自身の年金額勤務期間・収入
（平均月額）

１５万４千円
妻（４３歳・無職）
６５歳から

月額６万４千円

６５歳から
月額９万円

２７歳から勤務
（４０万円）
４０歳で開業

　　  A先生
（４５歳・男性）

　２５万６千円
妻（４３歳・無職）
６５歳から

月額６万４千円

６５歳から
月額１９万２千円

２７歳から勤務
（６２万円）
６０歳で退職

　　  B先生
（４５歳・男性）

   ３３万円
夫（４５歳・勤務医）
６５歳から

月額１６万５千円

６５歳から
月額１６万５千円

２７歳から勤務
（５０万円）
６０歳で退職

　　  C先生
（４５歳・女性）

●公的年金でいくらもらえるか
（社会保険庁のホームページhttp://www.sia.go.jp/での試算例）

～老後の安心は、保険医年金で～勤務医と年金勤務医と年金

受給者の声

　現状では、不足する老後資金を自助努力で手当てせざるを
得ません。保険医年金は、生保会社委託の団体年金で、１９６８
年に創立以来３９年間、医師のライフプランをサポートするた
め、数々の改善を重ねながら設計されてきました。現在の加
入者は全国で６万人、積み立て金額が１兆１千億円と、国内
有数の私的年金に発展しています。

不足分は保険医年金で 　６５歳で定年退職して、さて年金生活を
送ろうと思っていたら、これまで細切れ
勤務で、生涯一事業体に比べて、もらえ
る額はかなり少ない。これだけでは生活
は苦しいが、私の場合２０年前から保険医
年金を掛けており、これが毎月２３万円ほ
ど受け取れるので本当に助かっています。
 （大阪市・勤務医）

保険医年保険医年金金
１．予定利率１．２５６％を確保！
　　昨年度配当実績　１．４０８％
　　※予定利率１．２５６％＋配当０．１５２％

２．１口１万円、最高３０口まで！
　　一時払い制度（１口５０万円４０口まで）もあります

３．必要な時に一時金として自由に解約！
　　ご希望により１口単位で減口できます

４．掛け金の中断もできます。
　　一時的に払込が困難なときは、掛け金を中断できます

５．年金の受給方法は、４種類
　　年金受給手続き時に、お選びください

６．生保４社に委託してリスクを分散
　　三井・明治安田・富国・ソニーに委託

申し込み受付開始！

加入資格

満７４歳までの協会会員で、加
入日現在、健康で正常に勤務
されている方。

加入日

申込期間

６５歳から「１０年限定」で受給の場合
　月 （々受給額）約１８万円
　受給総額　約２２１３万円
　●掛け金総額１８００万円

　
歳
か
ら

３５
月払い5口（万円）  加入口数

▲

※短期のご加入では積立金が掛け金を下回ります。
※元本回復期間は月払いで４年・一時払で２年です。
　（予定利率１．２５６％で運用の場合）

　保険医協会は、諸事業の１つとして公的年金制度を充実させることを目標に活動していますが、
同時に開業医・勤務医の生活・経営・老後を守るため、「保険医年金」制度を運営しています。「保
険医年金」は最低保障利率１．２５６％を持ち（２００６年９月１日現在）、それ以上の配当が出れば全て
の加入者に還元しています。『老後への備え・蓄え』は、３９年間の歴史と安定した運用、豊かな実
績を持つ「保険医年金」で安全・確実なものに。ぜひ、この機会にご加入ください。

6月２５日
締  切

4月1日より
申込受付中


