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したいとの気持ちにはなられ
たようであるが、すでに中医
協には予算規模を変更する権
限はない。一連の「改革」で
シナリオはできていたのであ
る。
　われわれ、アクターである
医師たちはそのシナリオに翻
弄されているのが、現在の姿
である。簡単な病気を救急で
引き受けたり、入院治療する

ことのできる中小病院が撤退
せざるを得ない「改革」であ
った。これからは療養型病床
も撤退する弟二幕が始まる。
もともとの論理が「医師が増
えるから医療費が増える」で
あり、「病床を減らせば医療
費も減る」というものであっ
たからである。
　しかし、この論理には誤り
もあった。すでに東京都は団

　東京や大阪でも救急病院の
受け入れが遅れて、そのため
の死亡かどうかはわからない
にしても、お亡くなりなる方
が出てきた。予想を超える医
療崩壊である。小泉劇場の医
療改革の幕開けである。２００８
年４月が決戦の時と言われ
て、２月１３日診療報酬につい
て中医協の答申が発表され
た。土田会長は医療費を増や

塊世代の高齢化で療養病床が
足りなくなると発表した。大
学病院の医師がアルバイトで
民間でも働くダブル・ブッキ
ングでかろうじて医師は充足
されていた。「医療界の耐震
偽装」と名づけた方もいる。
日本医師会も医師不足を認
め、厚労省もここに来てどう
やら認めたようである。
　反対側から医療裁判が責め
あげてくる。福島県大野病院
事件のようにいきなり逮捕と
いうこともある。現在、検討
されている「医療事故調査委
員会」の案では、刑事司法の
暴走が懸念され、かつ被害を
受けた患者家族が委員会に入
るという、とんでもない案に
なっているようである。なん

らかの第三者機関は必要であ
るが、このまま黙っていると
「立ち去りがたサボタージュ」
どころか、他業種に転換しな
くてはならなくなってきそう
である。
　見るに見かねて、勤務医た
ちの組織「全国医師連盟（仮
名称のよう）」が旗揚げし、国
会内には超党派の議員連盟も
できた。保険医協会の全国組
織；保団連も近く全国の勤務
医部会のネットワークを形成
する予定である。協会の勤務
医HPに皆様のご意見をお届
けいただければ、橋渡しでき
ると考えている。
　ご意見お待ちしています。
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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

　　　　　　　　　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/

担当副理事長

医療界の耐震偽 医療界の耐震偽装装
　害予想を超える医療崩壊をもたらした施策

発生率が女性で減少し、１０年間で０．０４５%か
ら０．０２５%になったという。男性は変動な
い。その後現在に至るまでRAの発生率の
減少を報告する論文が多くなり、我々も４０
年間に及ぶ住民の追跡調査で、女性にその
傾向を認めている。やがてRAはなくなる
のでは？　という論文も出る始末である。
しかし発生率が直線的に減少するとは考え
られないので、今後の追跡が求められる。
また症状が軽くなってきたという報告も相
次いでいて、DMARDのおかげと考え勝で
あるが、果してそうであろうか？我々の以
前の調査では、stageはむしろ悪化している
のに、日常生活動作では改善が見られてい
るので、生活環境の変化がプラスに働いて
いると思われる。また人工関節手術が著し
く貢献していることはいうまでもない。今
年の小松原の調査では、ひとり暮しのRA
が１５．１%とのことで、１９７２年の調査で４．４%、
１９８８年では６．１%であったのにくらべると
高率になっている。また患者の寿命につい
ても、一般人口との差が１９７４年以降男性で
１０歳、女性で１５歳を上回るレベルで一向に
縮小しない。最近のメイヨークリニックの
調査ではRA患者の寿命が全く延びないの
で、一般人口との差は開くばかりであると
いう。現在有
効な治療薬が
市場に出回っ
ているが、ど
の程度の有用
性があるか、
今後の大きな
課題である。

　リウマチの疫学は関節症（OA）、関節リウマ
チ（RA）、脊椎関節症（spondylarthropathy）、
痛風でよく研究され、我々も多くのデータ
をもっていてトピックスを伝えたいが、紙面
の都合上OAとRAに限って述べさせて頂く。
　OAの疫学にはＸ線像が必要なので、住
民調査がやりにくくなってきている。特に
３０歳代からの観察は不可能に近い。それ故
大田が１９７９年に日整会誌に発表した股関
節、手指関節、頚椎のX線的関節症の住民
調査成績は貴重である。彼は英国人の文献
上のデータと比較して、Kellgren スコア 
３崖４の股関節症と母指のCM関節の有病率
が日本人で有意に低いことを述べている。
最 近 こ の 成 績 が 確 認 さ れ て き た。
Yoshimura（１９９８）は英国人との、Inoue
（２０００）はフランス人との共同研究で、いず
れも日本人は股関節症の低率なことを発表
している。その理由として井上はフランス
人では臼蓋被覆度が高いことを挙げてい
る。Yoshida（２００２）の報告では、米国白人
と比較してCM関節症の有病率が日本人女
性で著明に低い（OR ０．１５）ということで
ある。また膝OAの診断についてはX線を利
用する場合としない場合とを、関節鏡視下
の診断と照合して、有意差は全くなかった
という成績が出されている。これは疫学研
究に好都合な結果である。他方MRI利用が
盛んになり、最近は骨髄浮腫が注目されて
いる。これは薬効評価に応用できると思っ
ている（速水、２００３）。
　次にRAに関する疫学調査データは山積
していて、興味深い。アメリカのメイヨー
クリニックからの発表で、１９６５年以降RAの ３９
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勤務医フォーラム

会員の先生にお願い

入会金 １万円（１回）、会費３千円（毎月）です

葛今号は未入会の先生方にも
　お送りしています。これを
　機会にぜひご入会ください。

ご　案　内

開院5年以内の開業医の集い第５弾
日　時　　２００８年５月２４日（土曜日）
　　　　　午後２時１５分～４時４５分
会　場　　大阪府保険医協会 M ＆Ｄホール
テーマ　　「私の開業経験より（失敗談・成功談）」
　　　　　「新点数に関連した請求上の留意点」など

開業をお考えの先生はぜひご参加ください

終了後

懇親会（無料）

組織部の中に「勤務委員会」を
設置し、取組強化を
　３月２日、大阪協会にて「各協会勤務医部会・委員
会交流会」が開催されました。７協会から２７名が参加
しました。保団連組織部では第４１回大会・活動方針「勤
務医対策の組織的対応については組織部を中心に検討
する」の提起を受け、今回初の交流会開催となりまし
た。各協会の取組みの報告を受け、重要な視点とし
て、勤務医と開業医が分断されることなく、医療崩壊
をくい止める運動をすすめていく上で重要なパートナ
ーであることが協調されました。今後保団連でも勤務
医との連携強化をすすめていくため、先ず、組織部の
中に勤務委員会を設置することを４月部会に提案し、
取組みを強めていくことが確認されました。

保険医団体連合会主保険医団体連合会主催催
第１回「各協会勤務医部会・委員会交流会」を開第１回「各協会勤務医部会・委員会交流会」を開催催

●　２・３面に松丸弁護士の「医師の過労死」に関する講演録を掲載　●
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弁護士　松丸　正  氏（大阪弁護士会所属）

　　　　　　　　過労死弁護団全国連絡会議代表幹事　　松丸 正弁護士との交流会（２/２３）

自らの労働環境を見直そう害害
医師の過労死の現状と労働法規

　勤務医部会は２００６年末に行った「第２回勤務医の労働環境実態と意識に関する調
査」では勤務医師の長時間労働が身体的・精神的に疲弊を来し、勤務医を脅かして
いる実態を明らかにしました。勤務医部会はこの実態を広く社会にアピールしてい
るところですが、一方で「医師不足」「病院倒産」「診療科閉鎖」「医療事故」など医
療崩壊は日々進行し、大きな社会問題となっています。また、三六協定を守った働
き方では現在の医療が成り立たないという長期にわたる矛盾が浮かび上がってきま
した。勤務医部会では調査結果を受け、過労死問題を扱う弁護士の立場から医師の
働き方についてお話を聞く機会を得ました。その概要を前編と後編の２回に分けて
掲載いたします。

◆２０年前に「過労死１１０番」を大阪で初開催
　私は１９８１年７月に、大阪で「大阪急性死等労災認定問題連絡会」を結成しました。
その当時は、医師の側でこの過労死問題に対する大きな関心があり、西淀病院の田
尻先生、東京の上畑鉄之丞先生たちが、過労死の問題は労働者の健康問題として非
常に重要な問題だと訴えていました。ただ、当時はまだ過労死という言葉がなくて、
急性死という名前を使っており、マスコミもどうこの問題を社会に伝えていいか分
からなくて、「ぽっくり死の連絡会」などと訳の分からない報道をされたことを覚
えています。連絡会は医師と弁護士とご遺族と労働組合の構成で、過労死の問題を
考えていこうということでした。しかし、その時点ではまだ労災に認定させる取り
組みで、しかも当時は全国で年に１０数件でした。非常に狭い門で、遺族の救済はほ
とんどされることのない時代でした。
　８３年頃、田尻先生や上畑先生の書かれた「過労死」という本が出版され、過労死
が社会的にようやく認知されるようになってきました。ですから、過労死問題は、
まず医師が最初に石を投げて、それを弁護士が受けとめ、遺族や労働組合に広がっ
ていった運動の展開をしました。
　しかし、大阪連絡会を作りましたが、当時はほとんど相談がなく、１年か２年に
ようやく１件認定が取れるといった時代がずっと続きました。このため、この問題
は、例えばタクシー、トラック、夜勤交代制などの特殊な現場における極めて個別
の労働者、いろいろ身体的なハンディを抱えた個別の労働者に起きる問題で、一般
性・社会性・普遍性がないのかと随分悩んだ時期がありました。しかし、これは大き
な問題であり、一般性・社会性・普遍性があるかどうかを世に問うてみようと、「過
労死１１０番」を１９８８年４月に大阪で初めて行いました。すると、製造業の方をはじ
めとして驚くべき労働実態が寄せられ、大きな反響がありました。

◆労働行政を変えた遺族の運動と裁判闘争
　さて、医師の労働時間・勤務条件を考えるとき、「人の健康、命にかかわる精神的
緊張の高い」という質的な過重性があります。しかも、それだけではないです。厚生
労働省は、業務の質的過重性より量的過重性を今の過労死の認定基準で非常に重視
しており、ある意味では労働時間絶対主義と言われるような認定です。それと並べ
て医師の業務上の負荷要因として評価しなくてはいけない点として、精神的な緊張
度の高い業務であり、不規則な夜勤交代勤務であること、呼び出しの多い勤務であ
ることなどを具体的に挙げています。そういう、精神的緊張が高く、夜間交代制が

あり、呼び出しがあって、非常に不規則性がある質的な過重性の問題があるにもか
かわらず、極めて長時間の勤務があるということが、医師の勤務を考える上で大事
だと思っています。勤務の量的な過重さは、私が言うよりも皆さん自身が仕事の中
で感じていることなので、当たり前のことかもしれませんが、私が最初に医師の過
労死問題を取り組んだのは、ある市の医療センターの内科部長の過労死事件でした。
そのセンターの他の先生に調査に協力してもらおうと思い、同僚の先生に勤務状況
をお聞しましたが「医者はこんなのは当たり前に働いているから、こんなのが過労
死になったら、医者の勤務条件が日本では成り立たないよ」と言われ、逆に叱られ
たことがありました。

 （1）厚労省の勤務状況調査結果でも驚くべき実態が明らかに

　先ほどの内科部長の勤務していた時間が厚生労働省の「医師需給に係る医師の勤
務状況調査」（２００６年の調査）にも表れています。医師の勤務時間を見る場合に、宿
直時間や日直時間が入っているか入っていないかを気をつけないといけません。こ
れが厚生労働省の調査では、それも入った時間だと言っていますが、そのアンケー
トに答えた医師自身がそれを勤務時間として認識していたのかどうか疑問です。最
高裁の判例からすると、一人勤務の警備員が宿直室で仮眠している時間も勤務時間
です。いずれにせよ、この調査は一応、宿日直も含めた勤務時間だと言っています
が、１週間当たりの勤務時間が常勤医師については、全体で６３.３時間±２０.２時間で、
最大で１５２.５時間です。１５２時間を働いた人はどうやって働いたのかと思いますが、
こういう結果が出ています。男性が６３.８時間で、女性も６０.６時間が平均です。その
他にも数多くの調査がありますが、大体同じような結果が出てきています。
　診療科別の１週間の勤務時間を見ると、予想されるように産婦人科の常勤医師が
１週間当たり６９時間で、小児科医が６８.４時間、外科医が６６.１時間となっています。
医師の勤務を調べる中で、当直明け、昼間の勤務があって、宿直があって、翌日の勤
務は当然ないと思っていましたら、当たり前のように皆翌日勤務があります。３６時
間連続勤務を当たり前のようにやっているのは、過労死の問題をやっている弁護士
としても驚きました。

 （2）過労死・過労自殺ラインを超えた勤務医の平均的勤務時間

　この時間がどういう時間なのかを考えてみたいと思います。過労死・過労自殺に
ついての勤務時間に１つのラインがあります。言い換えると、過労死ラインと呼ば
れる勤務時間のことです。厚生労働省は、これを超えた場合は原則として業務に
よって発症したものとして、脳・心臓疾患については認める基準を持っています。
それをひと言で言えば、これも労働時間絶対主義です。１つの基準は、発症前１ヵ
月間（３０日間）に１００時間を超える時間外勤務があるかどうかです。そして、発症前
の１ヵ月間に１００時間なくても、発症前２ヵ月間ないし６ヵ月間にわたって、月平
均８０時間を超える時間外勤務があれば、原則としてその仕事の中身如何を問わず全
部認めるということです。仕事の中身如何を問わないのはおかしいですが、発症前
２ヵ月ないし、６ヵ月というのは、いずれの時間でも１ヵ月の平均で８０時間を超え
ればいいとなっています。つまり、１ヵ月目は５０時間しか時間外勤務がなく、２ヵ
月目も６０時間しかなくても、３ヵ月以後に１００時間が続いたら、平均したら月８０時
間を超えます。そうするとこれは業務上です。６ヵ月目にほとんど残業がなくても、
５ヵ月間で計算して超えたらいいです。どこかの時間を超えたらいいという考え方
です。しかし、時間外勤務が月平均８０時間というのは、勤務時間が週６０時間以上の
勤務で超えてしまいます。ですから、勤務医の平均的勤務時間は、完全に過労死ラ
インを超えています。お医者さんが脳梗塞や心疾患を発症したら、ほぼ間違いなく
業務上として認められることになります。
　この基準は２００１年にできた基準です。過労死問題連絡会ができた８１年当時は、災
害主義という考え方でした。発症の当日あるいは前日に何か災害的なできごとがな
くてはいけないという基準でした。災害主義という考え方が１９８７年に発症前１週間
主義、発症前１週間の業務の過重負荷を考えることに改正され、そして０１年に、よ
うやく６ヵ月間の蓄積疲労を認めるようになりました。ですから、医師の側から
１９８２年に田尻・上畑らによる過労死という本が出ましたが、行政の側は過労死とい
う言葉をこの時代は最後まで使いませんでした。２００１年に６ヵ月の蓄積疲労を認め
る時点で、ようやく過労死という言葉を行政サイドで認めることになったわけです。
そして特筆すべきなのは、認定基準がこうやって変わってきたというのは、行政側
が自ら変えてきたのではありません。遺族が行政の勤務外の認定に対して、裁判を

略　歴

1946年生まれ

東京大学経済学部卒

過労死弁護団全国連絡会議
代表幹事（現）

株主オンブズマン事務局長（現）

現在４件の医師の過労死に関する
事件を担当

松丸　正 （まつまる　ただし）

前 編
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と病院の院長の間で結んだ協定です。労使協定ですから、労働組合がハンコを押さ
ないと残業させることができないわけで、労働組合がこれを上手に使うと合法的な
ストライキができます。所定労働時間しか働かないという非常に大きな武器と成り
得るのですが、今の労働現場ではほとんどこれが活用されていません。例えば、こ
の市立札幌病院のケースでは、残業時間として１ヵ月４５時間・１年で３６０時間と当
たり前のことが決められています。この病院は、医師が２１名です。医師も含めてこ
の時間ですることを決めた三六協定ですが、この三六協定で医師が勤務できるはず
がありません。ですから、これは厚生労働省告示が定めている限度時間を形式的に
決めたものです。しかし、お医者さんについては守れないだろう、守れないけどい
いという割り切り型の三六協定です。要するに、守られないことを前提にした協定
です。

２）救急時、年１８００時間、月１８０時間もの時間外勤務を認めた協定
　次の例は、日赤の和歌山センターの三六協定です。これは、３年ほど前のもので
すが、一番下に特別条項があります。ここに、「ただし、救急患者の処置及び緊急手
術の必要が生じた場合は労使の協議を経て、１ヵ月につき１８０時間１年につき１８００
時間までこれを延長することができる。」と書いています。しかし、緊急ではなく当
たり前のようにこういう事態が生じるので、常態的に特別条項が生きています。た
だし、最近この病院は１ヵ月１５０時間、年間９６０時間に若干改善していますが、実態
に合わせようとしたら、過労死ラインをはるかに超えてしまいます。１ヵ月１８０時
間といえば、過労死ラインの２倍以上になっています。これは、正直な協定だと思
います。医師の勤務実態に合わせようとすると、こういう協定にならざるを得ない
のです。

３）三六協定から医師の除外、三六協定なしは労働基準法違反で刑事罰
　一番多いのは、医師については三六協定を作っていないところが圧倒的です。先
ほど述べたある市の医療センターもそうでした。三六協定届書を取り寄せようとし
たら、「ありません」と回答が来ました。そもそも時間外労働・休日労働の歯止めの
仕組みそのものが機能していないのが、医師については一番問題です。

　（5）医師の長時間勤務を生み出す背景―その２【不払残業】

　医師について、時間外勤務について割増賃金が払われているケースは、ほとんど
聞いたことがありません。それは、賃金センサスという厚生労働省の統計にも表れ
ています。厚生労働省が毎年どの程度の賃金が払われているかを統計にしています。
職種別の給与がどの程度あるからということで、職種別に定めた表ですが、医師は
平均年齢が３９.９歳、勤続年数４.７年、超過実働時間数は月１０時間となっています。
なぜ、１０時間なのかと言えば、この統計は事業主調査だからです。病院に医師の超
過勤務手当を払っているかを聞いたものです。ほとんど超過勤務を払っていません
ので、１０時間ということになってくるのです。厚生労働省の調査では、週６３時間の勤
務時間で、月では９０時間の時間外勤務です。その差はまさに不払残業になってしま
います。
　この問題について、県立奈良病院の産婦人科の医師が裁判を起こしています。こ
の判決がどのように出るかで、影響が大変大きいものになると思います。

 （6）医師の長時間勤務を生み出す背景―その３【宿日直勤務】

　労働時間と言った場合、宿直時間も原則として労働時間です。
　厚生労働省が定めた宿日直についての許可条件（資料②）を満たしていれば、労
働時間、勤務時間としなくてもよいことになっています。多くの病院では、宿日直
について、監視断続労働の許可を取っている病院もあると思いますが、許可を取っ
ていれば、厚労省の考えでは実際に患者の治療に当たった時間だけを実労働時間と
して評価をすればよいのです。それ以外は、労働時間としてカウントしなくていい
ことになっています。しかし一方では、警備員さんが一人で勤務している。宿直勤
務で夜中にビルの中を２・３回巡回する。それ以外の時間は仮眠をしている場合、
その仮眠をしている時間は労働時間かどうかが最高裁判所で争われました。結果は、
何かことがあったら、すぐに対応をしなければならない時間なのだから仮眠時間も
含めて全部勤務時間だという判決でした。ですから、医師の宿日直勤務時間は、最
高裁判所の裁判になれば、間違いなく勤務時間として全部評価されると思います。
宿日直勤務中に緊急患者に対して医師として対応をしなければいけないということ
を前提で、宿日直をしますということを言ったら、厚生労働省は、本当は許可は出
せないのです。
　岩波のブックレットで２月末に「壊れゆく医師たち」が出ました。小児科と産婦
人科の事件、関西医大の事件、私が報告した内容の４つが載っています。それも参
考にしていただきたいと思います。

　※また、労働時間等に関するご相談はまず保険医協会へ。松丸弁護士の助言もい
ただきます。

　※次号・「後編」で医療の崩壊をくいとめるにはどうするか、その苦悩と展望を座
談会形式で掲載いたします。

起こして最高裁判所で災害主義という考え方はおかしい、少なくとも１週間位の間
隔で過重負荷を見るべきだということで勝訴、行政もそれにあわせて、１週間主義
に変えていったのです。さらに、その最高裁判所で、長期間の過重負荷も当然発症
に影響があるのだから、長期間の蓄積疲労とみるのは当たり前という判例が重なる
中で、行政も認定基準変えていきました。いわば、遺族の運動、裁判闘争の成果が戦
後の労働行政を変えてきた少ない分野の一つだと私は自負しています。

 （3）日本に多い灰色の労働時間

　時間外労働が月８０時間とは、どれくらいの勤務かと言いますと、一般の労働者で
定時が５時に終わるのでしたら、８時くらいまで残業をして土曜日も出勤するくら
いです。毎日３時間×２２日で６６時間です。そして土曜日８時間×４日で３２時間で
合計９８時間です。土曜日が隔週出勤でも８２時間です。ですから、日本の労働者の比
較的当たり前の働き方の基準でもあるわけです。ただ、奥さんに「あなたのご主人
はどれくらい勤務していましたか」と聞いても、返ってくる答えはきっと給与明細
に載っている残業時間だと思います。そうすると「夫は月４０時間の残業時間です」
と言うことになり、ほとんどの労働時間は隠れてしまいます。
　見えない労働時間、灰色の労働時間が日本の労働現場にはたくさんあるのです。
ほとんどの企業では、残業時間は予算管理をされています。この部においては何時
間の時間外手当の配分をする。そしてこの部からこの課に対しては何時間、そして
このチームには何時間という形になってきます。予算管理で初めから時間が決まっ
ているのです。例えば、月４５時間を超えてしまうとそれ以上は付けるなという暗黙
の了解が社内にあるのです。あるいは、それを超えて付けてしまうと、「うちの社の
中では月４５時間で仕上げるのが当たり前なのに、あなたが６０時間・７０時間をやる
のは、あなた自身の能力が足りない」と人事考課上の不利益な評価をされてしまう
訳です。
　もう一つは、職場の中で次第に労働時間規制が厳しくなってきました。そうする
と持ち帰りの残業が出てくるのです。昔から風呂敷残業というのはありましたが、
持ち帰りの仕事の多い業種で一番はっきりしているのは教師です。１時間や２時間
の残業時間で後はみんな持ち帰って採点をするし、プリントも作るし、生徒に連絡
もしているのです。文部科学省の調査でも持ち帰り残業は平均２時間近いです。そ
れを入れて計算すると、教師も過労死ラインで働いている業種の１つです。過労死
については労働時間主義なので認定基準そのものがクリアです。基礎疾病について
は、厚生労働省の認定基準となり、特に裁判所の判例はあまり重視していません。
例えば、心筋炎や心筋症、これも症状が安定している限り、あるいは直ちに発症に
至るという状況でない限り、発症前の労働時間が認められれば、認定されています。

 （4）医師の長時間勤務を生み出す背景――その１【三六協定】

①労働基準法の原則　１日８時間、週４０時間
　お医者さんの労働現場には、労働基準法がないと痛感します。労働基準法の立場
からすれば、医師の労働現場は完全に壊れています。
②三六協定
　労働基準法の原則は、１日８時間、週４０時間が原則ですが、これを超えて時間外
労働や休日労働をさせるには、三六協定、即ち労働基準法３６条に基づく時間外延長
についての協定を結ばないといけません。この協定なしに残業をさせると、使用者
側は６ヵ月以下の懲役か３０万円以下の罰金となっています。ですから、この三六協
定によって、無制限な残業に歯止めをかける制度なのです。この三六協定は厚生労
働省の告示で原則は月４５時間、年間３６０時間等の限度時間が決まっています。しか
し、特別条項があって、特別な事情がある場合は、これを超えて時間外労働をさせ
ることもできます。

１）厚労省告示の範囲の三六協定→守られないことを前提とした協定
　医師についての三六協定を調べてみました。今は情報公開で、三六協定について
は情報公開請求によりそれを得ることができます。例えば、市立札幌病院の場合、
「時間外労働・休日労働に関する協定届」ということで、過半数を組織する労働組合
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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。

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。

在です。
　開業仲間の中には自分がぼった
くられていた事に未だ気付かず、
日々借金返済に邁進しているおめ
でたい方もちらほら。そこで私の
ぼったくられ経験を元に皆様に一
言アドバイスを。
　①卸業者には開業支援部門があ
り、そこに頼むと無料でマーケッ
ティングリサーチをやってくれま
す。開業に必要な物品購入先の業
者を紹介してくれるのですが…レ
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い台は量販店。例を挙げれば、点
字ブロックが玄関前の階段等に義
務付けられますが、某住宅メーカ
ーでは１枚５,０００円、外装業者を
通して製造業者から購入すると１
枚 ２００円です。ただし前者は石、
後者はコンクリートですが。
　⑤封筒、レントゲン袋、診察券
はアスクルでの購入がお勧めで
す。安くて早い。
　⑥医師会の入会に関してはどの
地域でも賛否両論です。ただし入
会金は無利息分割払いOKです。
どのくらい分割してくれるかは医
師会によって違いますが、月賦で
最長５年の例もあります。利用し
ない手はありません。
　塵も積もれば数百万円！ご健闘
をお祈りいたします。

ントゲン、エコー、胃カメラなど
の高価医療機器は必ず２社以上の
業者で見積もりを取る事。競争相
手が有ると断然値段が下がりま
す。
　②新聞の折込みチラシは自分で
印刷して新聞社の支店に直接持ち
込むと安上がりです。
　③ホームページはあわてて作ら
なくても、ホームページビルダー
等を駆使して自分でゆっくり作る
か、地元の商工会に入れば無料で
ホームページを作成してくれる場
合もあります。
　④クリニックを自分で建てる場
合、持ち込める備品は多少管理料
を取られようと持ち込むほうが断
然安上がりです。現像室や薬局の
流し台は道具屋筋、診察室の手洗

　将来開業をお考えの皆様に一
言。今や開業支援産業は花盛り
で、開業して２年経つ私の所にも
未だに「開業支援セミナーご案内」
の手紙が押し寄せております。
　何故花盛りか？それはもちろん
儲かるからです。勤務医、特に大
学病院なんかに勤務している医師
ははっきり言って超世間知らず。
開業支援業者にとっては鴨ネギど
ころか鴨札束（？）。全て言いなり
言い値で事が進む誠に美味しい存

要注意！  開業支援の
ぼったくり

森田クリニック　　森田　美佳
（大阪狭山市）

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）
葛  非常勤医若干名（科目不問）／非
常勤医＝休日日当直（交通費税込みで
１５万円／回）・土曜日当直（交通費税
込みで１０万円／回）・非常勤診療等（交
通費税込みで１２万円／回）／委細面談
／香川県丸亀市中府町４崖１３崖２８／宮
野病院／問合せ・０９０崖４７８６崖２０３３（宮野）

求

部分エレベーター有／２２坪、何科にて
も可／問合せ・０９０崖２５９８崖９２７９（小林）
葛貸医院／泉北高速線「深井」駅歩５
分／３６坪・駐車場３台有／全科対応可
／問合せ・０９０崖４６４２崖９９９０（クサナギ）
葛貸医院／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）
▶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・婦等盛業中／問合せ・０７２
崖８４７崖０５９６（中塚）
▶適医院／近鉄「荒本」歩３分／５階
建１、２階部分３１坪～５４坪／近調剤薬
局有／眼耳鼻皮泌精外整外美外適／塔
屋電飾看板可／問合せ　電話・FAX共
０７４２崖４３崖９８６６（ヒライ）

葛医療モール・テナント募集／京阪「枚
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）
葛テナント物件／近鉄南大阪線「矢田」
駅歩１分半／４０坪／医療ビル４Ｆ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）
葛テナント物件／阪急神戸線「塚口」
駅南側歩６分／ツカプラッツビル３階

葛  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）
葛  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

求

求
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■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

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

●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。
　★昨年度配当実績１．４４４％（一昨年度１．４０８％　２年連続配当！）
　★短期のご利用では、積立金が掛け金を下回ります。
●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１口単位で自由に解約可能です。

【資料請求・お問い合わせは勤務医部までTEL ０６崖６５６８崖７７２１】

勤務医生活をサポートする共済制勤務医生活をサポートする共済制度度

申込み受付中！
～会員の老後を支えます～保険医年金

　大阪府保険医協会・勤務医会員がご加入いただけるグ
ループ保険（団体定期保険）を保険医共済会で扱っており
ます（死亡・高度障害の保障 最高補償額４０００万円）。

保険医共済会 新グループ保険制 新グループ保険制度度
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