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いる。アメリカよりも低額の
温かい医療を提供できるキュ
ーバの経済発展と製薬技術の
成長までは描ききれていない
が、十分に見ごたえある内容
で、映画館で販売されている
パンフレットに保団連理事の
三浦医師が解説を寄せてい
る。
　まだ、日本はこんなにひど
くないと、他人事と思われる

かもしれない。が、しかし日
本でも「医療崩壊」が先生が
たのすぐ近くに迫っている。
形が少し違うのは日本では、
勤務医が最も過酷な状況にあ
るということだ。大阪府保険
医協会では昨年実施した勤務
医アンケートの結果（すでに、
前号、前々号にご報告）を学
会報告するとともに、新聞各
紙、またＴＶ局のプロデュー

　マイケル＝ムーア監督の第
３弾「シッコ」が封切りされ
て、医療人の話題を集めてい
る。保険会社の支払いを期待
できない患者を路上に捨てに
行く病院、切断した２本の指
の１本しか治療できない労働
者、エリート夫婦が医療費の
ためにいとも簡単に破産して
しまうアメリカ医療の「ビョ
ーキ！」ぶりを淡々と描いて

サーあてにリリースしてき
た。日本整形外科学会、こど
もの医師を心配する親御さん
をはじめ各方面から反響があ
り、テレビのキャスターなど
の発言もかつてほどひどいも
のが減ってきている。
　当直明けの医師が早く帰宅
できるようにした病院を来年
度の診療報酬などで評価する
と厚生労働省は言い始めた。
がしかし、まだ公式には勤務
医の当直は「夜間宿直」とし
か認められていない。結核療
養所などで入院患者のためだ
けに病院に泊まる業務として
しか認められていないのが現
状だ。夜間病院に飛び込んで
くる患者さんを診察して、眠
ることができない状態として

は認知されていない。法律の
整備が分野によっては決定的
に遅れているのが日本の戦後
政治なのである。
　なぜこんなことになったの
か、声を出してこなかったか
らである。すでに新しい研修
方式に入った新人医師たちは
「よい研修のできる病院」しか
選ばなくなった。患者さんも
「いい医療、サービスを提供
する病院」を選ぶようになっ
てくる。しかし選ばれる者と
選ぶ者の思いは一致するとは
限らない。保険医協会は議論
の場を提供するテーマがあり
得るかと考えている。
　勤務医ニュースでは皆様の
自由な投稿をお待ちしていま
す。

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
　将来日本の医療を担う研修医
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２００５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

担当副理事長

　血小板は血管壁の障害によっ
て活性化され、本来は血管の損
傷を修復する役割を担っていま
す。動脈硬化では内皮が障害さ
れ血管壁で血小板凝集が起こり
ます。心原性脳塞栓症以外の脳
梗塞に対しては抗血小板薬の再
発予防効果が確かめられてお
り、わが国では、アスピリン、
チクロピジン（パナルジン）、ク
ロピドグレル（プラビックス）、
シロスタゾール（プレタール）
が使われています。
　アスピリンは、cyclooxygenase
（COX）崖１を非可逆的阻害する
ことでアラキドン酸からTXA２
合成を抑制し、血小板の活性化
を抑制します。服用量は７５～
１５０㎎／日でよいというメタア
ナリシスの結果に基づいて少量
投与が一般的になっています。
最近アスピリン抵抗性に関する
報告も出ており、①アラキドン
酸から、フリーラジカルによっ
てイソプロスタンが生成、TXA
２様作用をする（不安定狭心症、
糖尿病、高コレステロール血
症、喫煙者で増加）②COX崖２
によるTXA２合成（血小板産生
増加による血小板COX崖２発現、
単球やマクロファージのCOX崖
２）③赤血球が血小板を活性化、
などがその機序とされていま
す。解熱鎮痛薬であるイブプロ
フェンがCOX崖１とアスピリン
の反応を阻害することも報告さ
れています。
　チクロピジンは、血栓性血小
板減少性紫斑病（TTP）との関
連が報告され、TTPが起こり易

いとされる使用開始後２ヶ月間
は２週間毎の血液検査が必要で
す。同じチエノピリジン系で副
作用の少ないクロピドグレルが
認可されました。これらの作用
機序は、その代謝産物がADPの
血小板に対する結合を阻害する
ことです。クロピドグレルもア
スピリンとの対比試験で優って
いるとの報告があります。ただ
し、クロピドグレルとアスピリ
ン併用はクロピドグレル単独よ
りも頭蓋内出血が多かったとの
報告があるので、併用には注意
が必要です。
　シロスタゾールは、ホスホジ
エステレースを阻害しｃ崖AMP
の分解を抑制することによって
細胞内Ca濃度の上昇を抑制、血
小板凝集を抑制します。臨床試
験では対象薬はプラセボでした
が、現在アスピリンとの対比試
験が進行中です。
　最後に、アスピリンとジピリ
ダモルの併用は一時メタアナリ
シスの結果からアスピリン単独
と差がないとされましたが、そ
の後の臨床治験およびメタアナ
リシスの結果で有効性が報告さ
れ、海外では合剤が使用されて
いますし、日本でも治験中です。
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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、５,４１５名、勤務医会員８４８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。　〈勤務医会員の入会金１０,０００円（１回のみ）、会費３,０００円（月額）〉

大阪府保険医協会とは

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
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（耳原総合病院院長）　松本　久  氏

　８月２５日、保険医協会・勤務
医部が主催した「勤務医の労働
環境実態調査と意識に関する調
査」の報告会が行われました（採
択されたアピール文を４面に掲
載）。当日は原田佳明氏、松本
久氏、垰田和史氏からご講演を
いただきました。
　いま、勤務医の過重労働の緩
和策として厚労省より出された
「交代制勤務」の新設が議論をよ
んでいますが、その問題点と地
域医療を守る今後の課題につい
てお話いただいた松本久氏の講
演概要を掲載いたします。

　私は病院院長ですが、毎日外来診診察を行い、心臓のカテーテルをしたり、夜中
のオンコールで呼び出しがあったりと、まさに多様な勤務をしながら管理業務を
やっているという立場です。
　いま、日本の地域医療を支える病院医療が危機に瀕しているとして、去る３月１１
日に大規模に開催されました「近畿の地域医療を考える医師・医療従事者のつどい」
の取り組みとして、１０４病院の院長・理事長と管理者の方を対象にアンケートを実施
しました。その結果を報告します。
　

　●病院を対象にしたアンケート結果（近畿１０４病院）　　　　　　 

６９％の病院が「医師不足」を感じ、８７％の病院が地域の
救急医療体制は「不十分」と回答
　近畿の大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀から回答いただきました。開設者
は、医療法人がほぼ半数です。公立病院の先生からも回答をいただきました。
　病床数は、最も多かったのが、「１００～４００床」で、いわゆる地域で中心になって
いる病院です。「４００床以上」の大病院も１１病院含まれています。
　管理者に医師数が足りていると感じているかどうかをたずねると、「足りている」
と感じているのは３０病院。「やや不足」と「大いに不足」を足した６９％の病院が不
足と感じています。
　回答いただいた病院の中で、救急の受入れをしている病院が約４分の３で、最近
救急の受入れをやめた病院が５病院ありました。そして、地域の救急医療体制は十
分ですか、または、不十分ですかと聞くと、「不十分」と答えている病院が８７％で
大多数を占めています。
　この１年くらいに「廃止した」診療科または近々「廃止する」診療科があるかど
うかを聞いたところ、２０％が「ある」と答えています。アンケートを４月に実施し
ているために３月までのデータですが、それ以降に廃止されているところもありま
すので、もっと増えているかもしれません。
　そのように診療科の廃止などに伴い、今後地域医療の確保が困難または今後困難
が予想される科がありますかという問いに、３５病院（４５％）が「ある」と答えてい
ます。
　管理者に「あなたの病院の医師の労働実態を過重と思うかどうか」については、
勤務医だけでなく、６６％の管理者が「過重」と感じています。
　この１年間に大学からの引き上げがあったかどうかについては、半数を超える病
院で大学からの「引き上げがあった」と回答しています。引き上げは、内科・外
科・整形・小児科・産婦人科が多くて、今問題になっている産婦人科と小児科を含
め、救急に携わっている診療科が多い特徴があります。
　このため、管理者自身も、現在の日本の医師・看護師数を増やすべきだと、８８％
の方が考えています。

松本　久 （まつもと　ひさし）

　ま　と　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　近畿１０４病院の院長を中心とした管理者からの回答の中で、医師数は足りている
と回答した病院は３割で、他の７割の病院が勤務医数不足である実態が明らかにな
り、６６％の病院で、「勤務医の労働実態は過重」との回答でした。
　また、５割以上の病院で大学からの医師「引き上げ」があり、内科・外科・整
形・小児科・産婦人科の合計が８０％にのぼり、救急医療を必要とする分野での引き
上げが顕著でした。
　６９％の病院が、「医師数は不足」と感じており、８８％の病院が医師や看護師を増
やすべきだと回答しまし、８７％の病院が地域の救急医療体制が不十分と感じている
実態が明らかになりました。また、９１％の病院が「地域医療の崩壊をまねいている」
という回答でした。

　●勤務医を対象にしたアンケート結果（近畿圏勤務医３２４人）　　 

「いつも」、「しばしば」病院を辞めたいが３６％、９２％の 
勤務医が「医師不足」を感じていた
　勤務医アンケートは３２４人の先生に回答をいただきました。
　勤務先は、民間病院が７３％で、大学病院が１２％で、自治体病院が６％という結
果でした。府県別では、大阪（３７％）、京都（２０％）、兵庫（１０％）の順です。年代
は、働き盛りの３０代（２７％）、４０代（３８％）、５０代（２０％）が、大部分を占めてい
ます。
　その中で、最近『病院をやめたい』と思うことがどの程度ありますか、と聞くと、
「いつも」と「しばしば」を合わせて３６％、「時々」が２５％、「まれに」が２０％、
「ない」が１９％です。かなりの方が、いつも思っているわけではないけれど、こん
な状態だったら辞めたいと思っている姿が伺えます。
　開業を考えているかについては、現実には開業を考えている方は１５％くらいで、
そんなに多くはありませんでした。
　医師不足を感じているかについては、やはり先ほどの管理者の回答よりも多く、
９２％の勤務医が医師不足を感じていると回答しています。

　ま　と　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　病院を辞めたいと考えたことのある医師が８１％あり、その中でも「いつも」「し
ばしば」考える医師が３６％存在しました。１５％の医師が開業を考えている実態が明
らかとなりました。「医師不足」と感じている医師が９２％存在し、勤務医の多くが
医師不足と感じていました。
　患者は「いつでも、どこでも」「安全・安心の医療」を求めていますが、それに
応えきれなくなる勤務医の姿が浮かび上がってきました。勤務医不足は、最終的に
は患者の不利益につながります。国民の生命と健康を守るという共通点で、医師不
足の問題を大きな世論にする必要があります。

　今後の運動と交代制勤務の問題　　　　　　　　　　　　 
　この間、自民党・公明党を除く政党が、医師の絶対数不足、医師定数の削減の撤
回を求めるようになるところまで運動は進んできたと思います。医学部入学定員の
地域枠を設けたり、緊急支援策など部分的な改善の動きがあります。先日、新聞で
医師の交代制勤務制度を新設する動きが報じられました。
　『毎日新聞』の８月２２日付には、「国の定員抑制策を転換せよ」と社説に書かれて
います。８２年と９７年に閣議で医師定数の削減を決めて、それがいまだに生きてい
て、それを撤回する必要があることが、この間の運動の中でも強く主張されている
わけですが、新聞でもそのことを社説として、それが当然だという世論ができると
ころまで来ているのは、この１年間の１つの大きな成果ではないかと思っています。
　さらに、『朝日新聞』の８月２１日付には、「医師交代勤務に補助金」という記事
が載りました。夜の宿当直をした次の日を明けにして交代制勤務にすると、その病
院には補助金を出そうという制度を来年から設けることを厚労省が打ち出していま
す。交代制勤務については、前進だとは思いますが、いろんな問題を含んでいると
感じています。その問題意識を述べたいと思います。
　たとえば、３５０床のＢ病院の場合です。救急車が年間３,６００台来ています。１日に

「２００７.３.１１地域医療を守る近畿の医師・医療者のつどい」の取り組みから見えてきたもの
いま、勤務医不足の認識は大きな世論に害さらに運動を。
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　交代制勤務制度で経営がなりたつ補償を　　　　　　　　 
　医師数の増加が必要だというのは、誰の目にも明らかだと思いますが、医師数の
増加なしに制度だけが導入されて、来年から直明けを保障する病院に補助金を出す
と、医師不足の矛盾を拡大しかねません。厚労省は看護師さんに７対１という制度
を設けました。そのために、看護師をたくさん集める病院が出てきて、一方では看
護師不足が起こっている矛盾が生まれています。これと同じことが発生する可能性
を持っています。特に、大学の場合は医師の人事権をもっていますので、大学の中
だけでこの制度を満たすことが優先されたら、市中病院からさらに医師を引き上げ
ることが加速しないとも限りません。あるいは、夜の診療が負担になっているので、
夜の診療を減らしたら次の日の代替の人数も少なくてすむし、それで補助金も取れ
るという発想をすると、夜間診療自体を縮小する事態が起こりかねません。そうし
たら、夜間・救急体制が縮小されて、患者がさらにたらい回しになる事態が起こり
かねない状況が危惧されます。
　病院自身も７割の病院が赤字と言われていますが、病院で夜働いた医師が次の日
もフルに働かなくても、経営がきちっとやっていけるような診療報酬体制が保障さ
れていないため、現状ではやはり働かざるを得ない側面もあります。ですから、診
療報酬をそのままでこのことがやられると、大変な問題で、やはり病院がきちっと
翌日の明け保障のために病院の診療の総量を、医者の仕事量全体を減らせるような
仕組みが要るのではないかと思っています。
　交代制勤務、明け保障自体は獲得していく大きな前進だと思っていますし、私の
病院でも半数の医師が大体１１時くらいには帰っています。１年くらい前から直明
けの日はできるだけ早く帰ることを方針にしてやってきましたので、次の日に外来
や手術のある日の前に当直を入れない、という中での努力でやってきています。し
かし、それでもなかなか取れません。午前中に自分の患者をひと目診て、回ってか
らでないと帰れない状況があったりします。それでも半数の医師は、１１時から昼ま
でには帰れる状況になってきました。それはかなり無理をしてやっている状況の中
での話です。
　ですから、交代制勤務ができるのは大変歓迎なんですが、よくよく考えないと、
７対１の再来になると考えています。むしろ、交代制勤務を成功させていくための
鍵は、やはり医師数の増加が必須条件だと思っています。全体の医師数の増加なし
には、ごく一部の病院での特権的制度にしかならないだろうという危惧があります。
逆に大学などにさらに引き上げられる事態がもし生じるとすれば、一般市中病院で
はさらに医師不足が加速する懸念もあります。また、夜間・救急医療の縮小につな
がりかねないという不安もあります。その中で、医師数の増加政策は必須ですし、
医師の定数を減らした閣議決定は早急にやめていただかないといけないと思います。
ただ、その効果が出るのは時間がかかります。医師数の増加政策は必須ですが、そ
の効果は緩やかです。医師の業務量を減らしても赤字にならないような、コメディ
カル資格や育成の問題であるとか、あるいはそういう人を雇っても病院がきちっと
経営していけるような診療報酬の保障であるとか、そういうことがきちっとされな
いことには、今の医療崩壊のスピードは止められない可能性があります。

　ま　と　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　医師不足、特に勤務医不足の認識は大きく広がり、世論となりつつあります。そ
れは、この１年間みんなで頑張ってきた運動の成果だと確信を持つ必要があると
思っています。
　医学部入学定員の増加は必須で、閣議決定の取り消しが必要です。しかし、時間
がかかる側面がありますので、診療報酬の引き上げを含めた、医療・福祉政策の転
換を迫る運動が必須かつ急務です。この点で、具体的で説得力あるデータや運動の
展開が必要であると感じています。

１０台くらいです。医師数が７０人で、臨床研修管理型病院です。ここでは、４人の
日当直体制があり、産科１名、小児科１名、その他の内科・外科含めての救急に２
名で夜間当たっています。それ以外に、循環器・消化器・外科・麻酔科の緊急呼び
出しがあって、それに対応している病院です。
　９時から１７時までが日勤で、１７時から翌朝９時まで４人の医師で働いているわ
けです。この方たちに翌日明け保障をするとなると、今は４人が次の日の１７時まで
残って働いているわけですから、その分を補う人数が必要になってきます。日勤で
４人が３０日必要なので、「平日の明け勤務の代替必要数＝４人×３０日＝１２０人／日」
という計算式になり、１２０人／日が必要です。
　土曜日と日曜日は本来休日ですから、その分を補おうとすると、「日曜日勤の代休
＝４人×４.５日＝１８人／日」、「土曜半日の代休＝４人×４.５日×０.５＝９人／日」
となり、合計では１４７人／日要ります。そして、４週６休が一般的に他職種の勤務
形態で、月に２４日の勤務日があります。「１４７人／日÷２４日＝６.２人」ということ
で、つまり７人です。７０人の病院で、次の日の直明けをきちっと保障して帰してあ
げて、その分仕事を別の医師がきちっとするという形で計算すると、約１０％（７０
人の病院で７人）の医師が必要となります。
　これで３２時間勤務がなくなります。これは大きな前進ですが、２日で２４時間と
いうのも、まだ長いというのが他職種に比べると現実です。たとえば、これを看護
師と同じように三交代勤務で、準夜・深夜という形にして計算をすると、１３人
（１９％）の医師補充が必要です。これでも、２日のうちに例えば日勤（８時間）をやっ
て深夜（８時間）を働いている形になります。当直明けも保障し、入りも保障すれ
ば、たとえば日勤と準夜が連続しないようにとか、看護師さんのところではそうい
う形になっているところがありますが、そういう形にしようと思うと２５人（３６％）
の医師補充が必要という形になります。ですから、厚労省が今回出してきた交代制
勤務を医師の補充という前提なしに強力にやられると、また新たな矛盾を生む可能
性を含んでいると思っています。
　もう１つの考え方で、医師の増員がどの程度現場で必要なのかを示します。４７０
床の病院で急性期３５０床、慢性期１２０床で１つの法人になっている病院ですが、昨
年の１０月と１１月に全医師の勤務時間調査を行いました。平均残業時間が、１０月は
４０時間、１１月は４６.３時間で、１０月は８０時間以上が３５人（３８％）、１１月は２４人
（２６.１％）とかなり長時間です。この法人で、残業をゼロにするという考え方で計算
すると、１０月トータルの残業時間が約３６００時間なので、それを週に４０時間働くと
すれば、４週で１６０時間、若干加えて月１８０時間という形で正規に働くとして、そ
れで割ると２０.５人となります。１１月は２３.９人になります。ですから、この病院で医
師の残業時間をゼロにしようと思えば、約２４人（２６％）の増員がないとできませ
ん。
　そのことから考えると、労基法違反をしない医師勤務形態を獲得していくには、
最低２０％から３０％くらいの勤務医の補充をしないと、不可能であるというのが今の
状況だと推測されます。特に、１６時間勤務をなくすような入り・明け保障を獲得し
ていくには、少なくとも３５％の勤務医の補充が必要だと推測されます。ただ、これ
は２つの病院からの推計ですから、できればこの病院の母数を広げた調査を行なっ
ていく必要があると考えています。
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８月２５日に行われた保険医協会勤務医部主催の「勤務医の労働環境実態
調査」の報告会。勤務医・開業医・医学生・マスコミ関係者など３０名
が集いました。
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榜科や診療時間に制限が付けられ
るところもありますが、その医師
会さえ入会するかどうかの決定権
は自分にあります。
　健診をするか、往診や在宅医療
をするか、結核患者を診るか、生
活保護者を診るか、予防接種をす
るかなど、すべて自分で決めるこ
とができます。
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ないと診断書の書式でさえ決まり
ません。自費の予防接種の値段や
健康診断の費用など、勤務医の頃
に決まっていると思っていた事柄
が、病院独自の決定であったとい
うことがたくさんありました。
　そして決定したことはすべて自
分に責任があります。診療の責任
は元より従業員の行動・言動にも
責任を持たないといけませんし、
医院経営の責任もすべて自分にあ
ります。
　日々いろんな決定を下して、そ
の結果を確認して、自分のやって
いる医療が正しかったかどうか問
い続ける毎日が、楽しめる間はや
っていけるかなあと思っていま
す。

　しかし、開業医になると医院経
営を考えなければいけません。そ
のためにはいろいろなことを決め
るのに選別したり、交渉をした
り、調査をしたりしなければいけ
ません。これが大変です。
　また、すべての決定権があると
いうことは、誰も何も決めてくれ
ないということで、自分が決定し

　開業医になって一番　感じたこ
とは、ほぼすべてにおいて「自分
が決定権を持つ」ということです。
　開業場所に始まって、内装、設
備、標榜科、診療曜日、診療時間、
休診日、採用薬、採用器具、取引
業者、従業員などあらゆることを
すべて自分で決めることができま
す。開業地の医師会によっては標

決定権をもつことと責任の重さと

さだ内科クリニック　　佐田　玲子

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

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）

開業をお考えの先生へ

　　　　資金調達から保険請求まで開業相談

　２００６年１１月、大阪府保険医協会・勤務医部は「勤務医労働環境実態と意識
に関する調査」を行なった。回答者の約半数が１週間の勤務時間が６０時間か
ら８０時間超という「過労死認定基準」を超えていることや、仮眠もとれない
日当直が勤務時間に認定されないという実態が明らかになった。さらに、長
時間勤務で、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っている。その結果、勤
務医を続けたいと思いながらも、勤務医の将来に期待がもてなくなっている
実態が明らかになった。
　現在勤務医を取り巻く環境は、長年にわたる政府の医療費の抑制政策の結
果「医療崩壊」の現象が進行し、悪化の一途をたどっている。医療現場では
慢性の医師不足による過重労働が深刻な問題となっており、安全性を問われ
る医療裁判が勤務医師の職場環境の悪化に拍車をかけている。これらの原因
は、人口１，０００人当たりわずか２.０人の医師が必死に支えている現状を理解せ
ず、先進７カ国中最低である医療費を削減し続けてきた政府にある（日本の
医師数２６万人はＯＥＣＤ加盟国の平均医師数と比較して１２万人不足で世界で
第６３位である）。
　勤務医の労働環境と意識の実態を把握することにより、職場環境の改善や
診療報酬体系の見直しなど、「安全」「安心」の医療を保障するための医療費
総枠の拡大と医師数の増員などの、医療政策の転換を求め、運動を強化する
ものである。

２００７年８月２５日
大阪府保険医協会 勤務医「勤務医の労働環境実態調査と意識に関する調査」報告会

医師の過重労働は医療の安全を脅かす
アピール

▼  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）／外科系
当直医（毎週水曜日）／委細面談／Ｊ
Ｒ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）

求

求

求

方公園」駅歩３分～４分／残り３Ｆ１
室のみ／皮膚科または耳鼻科最適／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）

▼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）

▼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）

▼貸医院／泉北高速線「深井」歩５分
／３６坪・駐車場３台有／泌尿器科盛業
中／問合せ・０９０崖４２８０崖７５４５

▼貸医院／南海高野線「北野田」駅歩
３分／鉄筋２階１戸建、土地４３坪／
内・児・泌・皮・精神適／即開業可／
問合せ・０７２崖２３６崖１４３４（奥村）

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

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・ 
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売医院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貸医院院院院院院院院院院院院院院院院院・・・・・・・・・・・・・・・・・継継継継継継継継継継継継継継継継承承承承承承承承承承承承承承承承継承

▼医療モール・テナント募集／京阪「枚


