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が大きいために増員しても焼
け石に水、おまけに新卒看護
師が１年未満で、あまりの激
務にギブアップする者が続出
という現状がある。大病院の
あおりをくらった中小病院で
は、看護師の確保がままなら

ない。この医療構造改革のな
かで、一般病床を持ち続ける
ことの困難さが浮き彫りにな
ってきた。コンサルタントに
相談すると、閉院がベターと
いうところも増加している。
　もともと日本の病院のマン

　医師・病院・診療所を特集
した雑誌が馬鹿売れである。
続出する公立病院の閉院、民
間委託に続いて７対１看護の
影響で東大病院をはじめとす
る大病院では数百人の看護師
を増員するものの、全体規模

パワーが先進諸国のなかで、
極端に低いということは、留
学された先生方は言うに及ば
ず、皆さんご存知だろう。医
師にいたっては、その上昇志
向と若干の聖職者意識を梃子
に、サービス残業ばかりを強
いてきた事実がある。臨床研
修の義務化で研修医はきちん
と給料をもらえて、きちんと
教えてもらえる病院にしか行
かなくなった。その上の年代
の指導医は疲弊している。医
局が地方の条件の悪い公立病
院に行くように頼んでもＮＯ
とはっきり言えるようになっ

たという。結果、国民医療の
崩壊はあっという間に進行し
た。これだけ壊して、厚生労
働省は焼け跡にどのような医
療を築かせようというのだろ
うか？
　大臣たちは全医学部の自治
医大化を提唱したりし始めて
いる。私たちは現場の声をも
っと政治に届けなければ、す
でに新ガイドライン法などで
自衛隊の行動に応酬義務が発
生している医師という職業が
極めて危ういものとなってく
る。よく考えて、参議院選挙
に臨んでいただきたい。

　私は大阪市立大学医学部を２６年前に卒業
し、循環器専門医として約２１年間一般救急
病院で臨床に従事してきました。２年半前
から東住吉森本病院に勤務しています。私
の得意とするところは冠動脈の血管内治療
（ＰＣＩ）です。１９７７年に世界で初めてグルン
チッヒが狭心症の治療としてヒトの冠動脈
をバルーンで拡張して以来、ＰＣＩの技術革
新は日進月歩でした。私はバルーンに始ま
り、一方向性アテレクトミー（ＤＣＡ）、ス
テント、ロータブレータ、血管内超音波な
ど新しい道具を次々と経験することができ
ました。
　最近の話題は抗癌剤や免疫抑制剤などの
薬剤をステントにしみこませた薬剤溶出性
ステント（ＤＥＳ）です。その第１号として
３年前サイファーステントが日本でようや
く認可されました。その間日本でサイファ
ーステントを留置した患者数は３０万人にの
ぼるといわれています。この５月には第２
号のタキサスステントが認可され２種類の
ＤＥＳが使用できるようになりました。ＤＥＳ
は従来のステントに比べて特に再狭窄の頻
度が低いことで知られています。ただ金属
が血管内腔に露出したままであることがあ
り、血栓閉塞の予防目的で一生抗血小板剤
の内服が必要となります。従って容易に抗
血小板剤を中止しない必要があります。今
後いろいろな薬剤や抗体を塗布したステン
トが治験されており、臨床的興味は尽きま
せん。
　狭心症の検査法として従来は運動負荷心
電図が主に施行されていましたが、偽陰性

などが多くまた運動できない高齢者が増加
したために検査数は減少しました。かわっ
て当院ではドブタミン負荷心エコー図（ＤＳ
Ｅ）を施行しています。ＤＳＥは熟練した専
門医が必要ですが、放射線被曝の心配がな
く、繰り返し施行でき、コストパフォーマ
ンスにすぐれています。それと、最近の話
題は何といっても６４列心臓ＣＴの出現でし
ょう。被曝や造影剤を必要とするなど若干
の制限はありますが、わずか１０秒程度の息
止めでバイパスも含めた心臓の血管が描出
できます。心臓ＣＴで狭窄を認めなければ
血管造影をする必要はほぼないと考えてい
ます。そのため、当院では虚血性心疾患の
スクリーニングとして使用しています。最
近も３３歳の男性で心臓ＣＴにて左前下行枝
に９０%の狭窄を認め、ＰＣＩを施行した症例
を経験しました。
　このように技術は日々進歩しています
が、メタボリック症候群に代表されるよう
に、心臓疾患自体は増加傾向にあることは
残念なことです。心臓ＣＴが冠動脈造影に
代わるようになれば、医療費削減に貢献す
るものと考えています。

東住吉森本病院　副院長（循環器科部長）　　　

瓦林　孝彦
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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
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担当副理事長

2・3面に勤務医の労働環境実態調査「後編」を掲載

続く国民医療の崩続く国民医療の崩壊壊
　害害現場の声を政治に届けよ現場の声を政治に届けようう
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　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」などをすすめてい
ます。

大阪府保険医協会とは
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　前号では、大阪府保険医協会・勤務医部会が２００６年１１～１２月に行った「第２回
勤務医の労働環境実態と意識に関する調査」の概要の前編を報告した。その結
果、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。
　今号の後編では、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。

「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

図9．　将来の希望と現在の仕事への満足度（有効回答数５４２）

図１０．　開業医へのイメージ（有効回答数５５５）

　問４　生きがい・やりがいについてうかがいます。

　勤務医の未来については、「有望でない」が１６５人、「やや有望でない」が１５９人
と、双方を併せると有効回答５５３人の５８.６％を占め、「わからない」の１８４人を併
せると９１.９％を占める。疲労蓄積自覚症状と勤務医の未来の関係を見ると、「有
望でない」と考える群に疲労の自覚症状の平均値が高く、業務に忙殺されるほ
ど、未来に希望が持てなくなる状況がうかがえる。（図７）

図7．疲労の自覚症状と勤務医の未来についてどう考えるか

（有効回答数５５３）

　医師としての使命感や、「やりがい」が以前以上に向上したとの回答者は１０６人
（１８．９%）、変わらないが２０８人（３７．１%）、失われていくが２３９人（４２．７%）、無記入
が７人（１．３%）であった。
　そこでどのようにすれば、勤務医の生きがい・やりがいが改善すると考える
か、との複数回答可能な問いに、性別無記入３名を含む５４７人から回答があった。
「診療以外の業務負担の軽減」との回答が３５３人（６４．５%）と最も多く、「診療技
術に対する診療報酬の改善」が３２６人（５９．６%）、「勤務医の増員」が３２５人（５９．４%）
と上位を占め、「休日の増加」が２５２人（４６．１%）、「医師個人へのドクターフィー
制度の導入」が２３０人（４１．１%）、「勤務時間の短縮」は１９７人（３６．０％）、「医師個
人への業績評価の導入」が１７９人（３２．７%）と続いた。男女では「ドクターフィ
ーの導入」「医師個人への業務評価制度の導入」で評価が分かれた。（図８）
　未来の希望を複数回答可でたずねると、「勤務医を続けたい」が３３２人（６１．１%）
と最も多く、「非常勤医として勤務したい」が１２８人（２３．８%）、「開業をしたい」
１０６人（１９．５%）の順となる。現在の仕事への満足度とクロス集計すると、勤務
医を続けたい層の５９．３%が現在の仕事に満足と回答していたのに対し、開業した
い層の５１．９%が現在の仕事に不満と回答していた。（図９）
　複数回答可能で「あなたは開業医についてどのようなイメージを持っています
か」と問うと、医療以外の仕事がたいへんとの回答が４６２人（８３．４%）、定年がな
いが２９８人（５３．７%）、年収が増加する２４９人（４４．９%）、夜間・日・祝日に休める
が１９１（３４．４%）などの順であった。（図１０）

●前編の要約

●結果の概要：後編

後編

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

図8．どのようにすれば勤務医の生きがいやりがいが改善する
とお考えでしょうか（有効回答数５４７：性別無記入３を含む）
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　問５　子育て中の方におたずねします。（女性医師、男性医
師ともにお聞きします）

　子育て中の勤務医に、子育て中の勤務環境改善策をたずねたところ、男２５０人、
女６６人、合計３１６人から回答が得られた。
　全体での要望が高かったのは、「勤務時間短縮」、「フレックスタイム制」、「日
当直免除」と、時間的要素に関わる要望が高かった。男女で見ると、「日当直免
除」、「オンコール免除」、「フレックスタイム制」、「病児保育」、「院内保育」で差
が認められた。女性は子どもを迎えに行く時間と子どもが病気になった場合の
対応に要望が高く、子育て負担の切実感が伝わる結果であった。（図１１）

図11.　子育て中の勤務環境改善策（有効回答数３１６）

　問６　医療事故、患者家族のトラブルについてうかがいます。

　過去１年間に医療事故や「ひやりはっと事例」に遭遇したことがあるか、との
問いには、あるとの回答が２３２人（４１．４%）、ないが２６５人（４７．３%）、無回答が６３
人（１１．３%）であった。
　週当りの勤務時間が長くなればなるほど、医療事故やひやりはっと事例に遭
遇した勤務医の割合が増加した（図１２）。

　今回の調査の結果、他の職業と同様に、勤務医も長時間勤務し疲労が蓄積され
るほど、未来の希望ややりがいが失われ、医療事故やひやりはっと事例に遭遇す
る率が高くなることが明らかになった。
　すなわち、勤務医の劣悪な労働環境は、医師の立ち去り型サボタージュを招
き、地域医療を崩壊させるとともに、患者にとっては安心して医療を受けること
ができなくなることを意味している。労働時間を遵守する法的責任は雇用する
側に有り、行政には監督義務があるが、雇用契約や就業規則、３６協定に関する回
答からも明らかなように、勤務医自身に労働者という意識が薄く、法制度に関心
が低いことも一因と思われた。しかし、本質的には法を守った働き方では現在
の医療が成り立たない事が問題であり、医療の安全を守るという観点からも社
会全体が関心を持つべき問題と言える。
　勤務時間に関し、今回調査では４６．４%の勤務医が週６０時間以上勤務していた。
ちなみに、英国医師の現在の労働時間は規定週５６時間、２００９年には４８時間を目標
としている（厚生労働省第２回医師の需給に関する研究会、長谷川敏彦委員提出
資料：http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/s0311-5b.html）。
　勤務医自身のＱＯＬ（生きがい・やりがい）を改善する方法をたずねた質問で
は、診療以外の業務の軽減、診療技術に対する診療報酬の改善、勤務医の増員が
上位を占めた。参考までに、米国メイヨークリニックと聖路加国際病院を比較
した数値を掲載する。米国の病院と日本の病院を比較すると、外来数と病床数
の違いを考慮しても、勤務医の数が異なるだけでなく、病院に働く人の数が大き
く異なり（表３）、業務が医師や看護師以外のコメディカルにも分担されている
ことが窺える。

　表３．米国と日本を代表する病院の比較

●考　案

典拠外来患者病床数全従業員常勤医年　度病院名

www．mayoclinic．org１３８００００１９４１２６２０９１５９５２００２Mayo Clinic 
Rochester

全国病院名鑑２００２  ６０００００  ５２０  １１６６  ２１９２００２聖路加国際

　子育て中の勤務緩和策では、勤務時間短縮は男女変わらず要望が高かったが、
女性ではフレックスタイム制、日当直・オンコール免除、院内保育、病児保育な
どの要望が高かった。病児保育や院内保育に関しては、本来は男女から同等に
指摘があっても良いと思われたが、医師であっても女性が子育てを担い、男性か
らの指摘が低かったと思われる。問４、問５を通じ、男女差の大きかった項目を
見ると、女性医師にとっては、賃金や評価では勤務継続対策にならず、柔軟な働

　安心で安全な医療を提供するためにも、勤務医の労働環境の改善が不可欠で
あることが示唆された。

　図１２．週当たりの勤務時間と過去１年間の医療事故・ひやり
はっと遭遇経験

　「過去１年間に患者や患者家族から不当な扱いを受けたことがあるか」との問
いには、あるが２５２人（４５．０%）、ないが３００人（５３．６%）、無回答が８人（１．４%）
であった。
　複数回答可で求めた不当な扱いの内容は、「暴言・侮辱」が２４３人（４３．２%）と
最も多く、「直接的な暴力」に２０人（３．６%）が見舞われていた。勤務医は心や対
人的な安全管理に於いても厳しい勤務環境に置かれていることが示された。

　問７　最後におたずねします。

　「勤務先と雇用契約を結んでいる人」は５３．９%に留まり、「契約していない人」
が１２．０%、「記憶にない人」が３２．３%いた。「就業規則を読んだことのない人」は
５４．３%、「“３６協定”を知らない人」は７５．０%おり、勤務医全体では雇用契約や規
則に関心が低いことが示された。
　現在の仕事への満足度は、「たいへん満足」が３．８%、「どちらかと言うと満足」
が４３．６%、「どちらでもない」が２１．１%、「どちらかと言うと不満」が２３．３%、「た
いへん不満」が８．６%という結果であった。

き方を保障できる医師体制の整備と病児保育など具体的な子育て支援が求めら
れている。
　過去１年間で患者や患者家族から暴言や侮辱を受けたと回答した勤務医が半
数弱にのぼり、直接的な暴力を受けたと回答した勤務医もいた。患者と医師は
対等な立場で協力しあうことが正しい姿であり、逆転することは望ましいとは
言えない。勤務医の心と対人的な安全管理が必要と考えられる。
　勤務医の多くは未来は有望でないかわからないと感じているにも関わらず、
６１．１%が勤務医を続けたい、２３．８%が非常勤として勤務したいと希望しており、医
療崩壊を防ぐためにも勤務医自身が声を上げていくとともに、保険医協会や医
師会も職能団体として、勤務医支援を強化することが望まれる。

　語句説明

ドクターフィー　医師に直接支払われる診療技術費。米国では医療費がド
クターフィーと病院側に支払われるホスピタルフィーに分けて請求される。
病児保育　保育所に通っている子どもが病気をした際に､ 親の就労の継続
性を確保するために､ 一時的に病児の世話をする保育。
３６協定　労働基準法第３６条に定められた時間外労働・休日労働に関する協定
届。使用者とその事業所の労働者の代表が、３６協定を締結し、所轄の労働基
準監督署に届出をすることによって、法定労働時間及び変形労働時間によ
る労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。簡単に言
えば、「３６協定がないと残業はさせられない」ということである。
日当直　労働基準法では、夜間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。
勤務医の日当直に関して、佼成病院小児科中原利郎医師の過労自殺をめぐ
る裁判で、本年３月に東京地裁は行政訴訟では日当直の業務過重性を認め
たが、民事訴訟では否定するなど司法の判断も一定ではない。

（謝辞）
　今回調査にご回答いただきました諸先生ならびに、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謝意を表します。また今回調査を監修
いただきました滋賀医科大学予防医学教室垰田和史准教授、多大な助言をい
ただきましたジャミックジャーナル島津英昌氏ならびに本稿をご校閲いただ
きました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。



●月払１口１万円（最高３０口まで）。
●一時払１口５０万円（毎回４０口まで）。
●掛金払込の中断、再開もできます。
●予定利率１．２５６％を確保。
●年金受給方法はライフプランに合わせて４種類から選べます。
●ご希望により一時金としても積立金額が自由に受取可能です。
（１口単位）

●万一の時は、月払１口につき１万円を積立金に加算してご遺族
に全額給付。

【資料請求・お問い合わせ、共済部までTEL ０６崖６５６８崖７７２１】

な業者との打ち合わせ、スタッフ
確保と、継承する前医の要望を取
り入れながら、目の回るような忙
しさでした。
　母の代わりはいないので、子ど
もに気持ちだけは向ける時間を持
ちました。いつも、早く患者さん
と話がしたい、診療がしたいと思
っていました。
　診療が始まると保険点数、保険
請求、レセコンの扱い方、薬の棚
卸、薬品・物品の発注、院外処方
と院内処方、薬品の金額、雇用管
理、税務管理と何もかもが初めて
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すし、病診、診診連携も必要です。
必要に迫られて走り回っているう
ちに、顔の見える連携をこの福島
区でできればなあと考えるように
なりました。それを地区医師会の
先生方に呼びかけている途中で
す。
　また福島区の女性Ａ 会員に呼
びかけて、「女性談話会」と称して
色々な話をする場を設けていま
す。他科診療、経営、警備上のこ
と、子育ての話もできて各々の先
生方の憩いの場になっているとの
ご意見を頂き、うれしく思ってい
ます。
　子どもの学校のPＴＡの委員と
しての活動が、子どものための時
間と考えて参加しています。
　明るく元気な慢性疾患の患者さ
んに励まされながら、将来は自分
も入れる老人ホームを作ることが
できたらと考えています。

のことで、誰かが代わりにやって
くれるはずもなく、皆に助けても
らいながら現在に至っておりま
す。でも、日々、患者さんの診療
ができる喜びを感じています。
　新薬の説明に来るMRさんの話
や専門医に教えてもらいに行った
りして耳学問をし、学術講演会に
は極力参加して、本を読まなくて
もその場で理解するようにしてい
ます。
　かかりつけ医として、患者さん
のことを考えると介護保険の知識
や、ケアマネとの係わりは必要で

　開業して１年半が過ぎました。
大学病院の同期が講師、助教授に
なっていく中、結婚、出産、育児
と、家庭と仕事を両立させる為
に、非常勤、嘱託の道を選びまし
た。そんな時、地元の知り合い
（開業医）から、継承の話をいただ
き、地元の内科非常勤も辞めたと
ころだったので引き受けることに
なりました。保険医協会、協同組
合に駆け込み寺のように相談を持
ちかけたことが思い出されます。
　開業準備は壮絶なもので、書類
整理、申請、資金調達、いろいろ
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▼  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

求

求

「『連携』で地域医療を守りたい」
サギス中クリニック（福島区）・内科　　塚本　雅子

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

▼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／問合せ・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）

▼貸医院／港区夕凪バス停前、地下鉄
「朝潮橋」歩５分、立地条件最高／鉄骨
２階建50坪築９年／内科他最適／内装
諸設備完／即日開業可／問合せ・０６崖
６５７４崖１５２６（藤田）

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
８／新協和病院／問合せ・０６崖６９６９崖
３５００（事務長）

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

求

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
（梅田）
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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。

■ご加入セット 榎榎榎榎榎 ☆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

保険医年金 まもなく締切！
～会員の老後を支えます～


