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　２００２年米国からCKD（Chronic 
Kidney Disease）という黒船がやっ
てきた。では、CKDとは何ぞや？
　米国の疫学などで、CKDは単に
末期腎不全に至るリスクであるに
とどまらず、心・血管合併症
（cardiovascular disease；CVD）の
独立したリスクであることが判明
した。特に米国で循環器医が、
CVD患者に腎機能低下を呈する患
者が異様に多いのに気づき、疫学
調査から得られた概念である。
CKDの診断は極めて簡単である。
３カ月以上、検尿異常などや、計
算で求められる予測糸球体濾過量
（GFR）が６０mL/分未満が持続した
場合である。わが国においても
CKDの妥当性が検証され、米国と
同様にCVDの独立したリスクであ
ることが実証された。これを契機
に、毎年３月の第２木曜が「世界
腎臓day」に指定され、世界中でキ
ャンペーンが行われている。わが
国では日本腎臓学会を中心に『慢
性腎臓病』と訳され、CKD対策協議
会が設置された。人種の相異から、
日本人のクレアチニン（Cr）値を用
いた新しいGFRの予測式が作成さ
れ、約１，３００万人が該当することが
判明した。蛋白尿陽性あるいは
GFR＜５０mL/分未満としても約６００
万人である。いずれにせよ、CKD
対策は世界中で注目を浴び、一般
市民をはじめめ、一般医の先生方
に対する啓蒙活動が始まった。
　その一環として、日本腎臓学会
が独自のCKD診療ガイドを、主に
一般医の先生方向けに作成した。
フォローアップの方法や専門医へ

の紹介のタイミングまで、平易に
記載されており是非一読していた
だきたい（日本腎臓学会ホームペ
ージ、CKD診療ガイド）。
　しかし、一方でCKDとCVDの関
連には不明な点も多い。GFRが低
下し慢性腎不全となれば、高血
圧、電解質異常、腎性貧血など従
来から知られているリスクファク
ターが関与してCVDが発症するこ
とは容易に理解できるが、何故尿
蛋白がCVDのリスクファクターと
なるのか？　蛋白尿を呈すると炎
症性サイトカインが上昇し、血管
内皮障害を生じるなど、様々な仮
説が提唱されている。私は単純に
血圧上昇が最も重要な因子である
と考えている。現在の高血圧の定
義は１４０/９０mmHg以上、あるいは
降圧薬服用者とされているが、若
年者の収縮期血圧が１１０から
１２０mHgに上昇し、３６５日持続すれ
ば、当然動脈硬化が進行すると考
えるのが妥当であり、血圧管理の
重要性が強調される由縁である。
　いずれにせよ、CKDの早期発見
治療は、透析導入患者を減少させ
るのみならず、CVDによる死亡減
少に繋がるのである。
　検尿とCr値の測定は必須である
との認識を持っていただきたい。

４２

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

ことは、勤務医と開業医は決
して敵対する関係でなく相互
理解し協力共同して地域医療
の崩壊を防ぐ関係であるとい
うことである。勿論、地域住
民、行政側との相互理解も必
要となる。ところで、勤務医
は本来、自分たちのおかれて
いる状況を改善するために自
ら立ち上がるべきだが、大方
の勤務医はその寄るべき組織

も時間的余裕もなく、いわゆ
る「立ち去り型サボタージュ、
逃散」の方法をとっていた。
大阪協会が上記の勤務医と開
業医の相互理解を深め、また
少しでも勤務医の寄るべき組
織となればありがたい。この
ことは、大阪協会の二大目標
である「国民医療の改善、向
上」「保険医の生活安定」の運
動を進めることに他ならない

　｢医療崩壊、医師不足｣の中
で、厚労省の政策の失敗を開
業医に押しつけ、「勤務医は
働きすぎ、開業医は楽」など
のマスコミ等の論調がある。
この考えは勤務医と開業医と
の分断を図るものであると言
われてもしかたがないと思わ
れる。（その証拠として保団
連のとった開業医のアンケー
トの中間報告がある。）大切な

と考える。２００９年度は協会の
総会方針にもあるように、保
団連の勤務医検討委員会に参
加し、全国的な運動と協力共
同していく。そして、過労死問
題に詳しい松丸弁護士等の協
力を得て、「勤務医の相談窓
口」を今後検討していきたい。
さらにはこれらの運動を大阪
協会、保団連の枠内だけでな
く、他の諸団体とも協力して
前述の運動を進め、このこと
が国を動かして行くことに通
じると信じたい。そこで、い
つも叫んでいる「数は力なり」
です。一人でも多くの勤務医
の方がこの運動に参加される
ことを希望致します。どうか、
お知り合いの未加入の方にも
お声かけいただきますよう、

よろしくお願い致します。
◇　　◇　　◇　　◇

君死にたまふことなかれ

ああ勤務医よ君を泣く
君死にたまふことなかれ
医局に育ちし君なれば
先輩諸氏はきびしきも
労基法は携帯にぎらせて
患者を救えとおしへしや
患者を救って過労死の
勤務医となるをそだてしや
医局の中の住人の
常駐を誇るあるじにて
医局の名を継ぐ君なれば
君死にたまふことなかれ
病院の医局はほろぶとも
ほろびずとてもなにごとか
君知るべきや医師として
労基法のおきてになかりけり

勤務医部担当理事　　鶴田　一郎
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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

君死にたまふことなか君死にたまふことなかれれ
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電話06崖6568崖7721  FAX 06崖6568崖2389
E崖mail web@oh-kinmui.jp
勤務医部（担当 麻田・別所）まで

お申込は

開業を予定されている先生方へ
　今回の開業支援セミナーは、開業に際して必要な開業資金
のつくり方と医院経営対策について企画しました。また、開
業する前に知っておくと損をしない経験談を、開業医の先生
からいただきます。ぜひこの機会にご参加下さい。

新規開業支援セミナー

日　時　

会　場　大阪府保険医協会　5階会議室
講　演

　１「開業計画（立地・選定）から
資金調達、医院経営対策まで」

　　　講師　税理士法人関西合同事務所　副部長　涌島 慎一 氏
　２「テナント開業における設計ポイント

（各科目毎のレイアウト例を中心に）」
株式会社　ゆう建築設計　代表取締役　砂山 憲一 氏

　３「あなたの開業準備は大丈夫!?
損をしない開業のために」

　　　　　　　　　開業医の経験談から
講師　大阪府保険医協会副理事長　入谷 純光 氏

　４  個別相談　（要 事前予約）１７時から

参加費　無料（未入会員の方は３千円）

２００９年１月２４日（土）1４時３０分～　　１７時３０分

● 寄  稿  石原　謙 先生
　（愛媛大学大学院情報学教授）
●勤務医要請署名の御礼と報告

2、3面に「勤務医の労働改善」関連

第１７回
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　医者の苦労話は医療現場の改善に結びつかない
　勤務医の過労と大変さが叫ばれ、医療関係者には皆納得できる。しか
し、一般国民はそうは見ない。「医者だけが大変なんじゃない。医師免許
のない私達はもっと大変だ。」というのが大半の本音だ。これを理解し
ないと、話がすれ違う。世間での経済不安はそれどころでは無いのだ。
　また、過当競争に苦しむ県庁所在地の開業医に聞けば、医者は多すぎ
ると言う。医師同志でもこのように話がすれ違う。勤務医が医者を増や
せと叫んでも、開業医は同調できない。国民全体が安心できる戦略が必
要なのだ。どうすれば日本の医療は予算とマンパワーを許容されるよう
になるのか？
　人は、自分の直接的な損得にかかわる問題については、よく考えるか
ら、国民皆保険制度がいかに金銭的に得かを伝えることが良い。日本の
公的医療保険制度が抑制されると大きな経済的損失かつ将来の不安要因
になることを説明するしか無かろう。そして、その次は行動しかない。
　　※安い公的医療「健康保険制度」は、 
　   国民ばかりでなく、産業競争力を守っている
　安い日本の公的医療保険制度が国民の健康を守っていることは誰もが
知っているが、実は日本の産業そのものをも守っている。何と、自動車
会社や家電メーカー等の輸出競争力を支える「日本経済を支える医療」
の実態をも知るべきだ。一例をあげると、米のGMやフォードなどの自
動車１台の製造原価における医療費コストは１,５００ドル（レートによる
が１５～１８万円）である。しかし、トヨタの国内自動車生産においては僅
かに８千円程度。製造原価における１６万円ほどの差は、定価ベースでは
約５０万円もの価格差になるので、圧倒的な価格競争力をもたらす。日本
の医療は輸出産業の価格競争にも大いに貢献しているのだ。波及効果を
も含み内需をも支えていることは言うまでもない。
　このような日本の医療なのに、診療報酬抑制で医療関係者が皆青息吐
息なのは、日本のおかしな現実だ。我々は、この現実を認識して、遠慮せ
ず堂々と待遇改善のための行動を取るべきだ。もちろん、デモや遵法的
診療時間の行動の前には、マスコミや直接対話を通じて広く国民に真実
を伝えなければならない。

　日本と世界の保険の実態
　世界遺産どころか、日本が世界に最も誇りうる制度と成果である国民
皆保険であるにもかかわらず、「公的医療保険はもう危ない」という危
機感を煽り、商売をする企業群がある。民間企業による保険業界である。
理解のために数値は単純化したので、EBMとして以下をじっくりお読み
いただきたい。

　日本の公的医療費が年間３０兆円程度であることは、医療関係者の間で
よく知られるようになった。この医療費については、一般市民もマスコ
ミもそして医療関係者までもが「医療費亡国論」に踊らされてきた。そ
のうち約三分の一の１０兆円程度が国民の支払う年間の公的医療保険料
（＝健康保険料）である。この保険料も高すぎると言われ続けてきた。し
かし、騙されてはいけない。年間に約１０兆円の医療保険料が高すぎると
か、国を亡ぼすと言われるこの日本で、私企業である民間保険会社が集
める保険料は、毎年５０兆円にも及ぶ。保険契約高の間違いではない。生
命保険や医療保険そして物損保険などの年間保険料が日本では５０兆円
にも及び、生命保険や医療保険など人保険と分類される保険がその９割
を占めている。
　年間５０兆円という民間保険料は、保険金契約高３０００兆円への日本国
民の毎年の支払いであるが、世界中のGDP総額が３０００兆円程度である
ことを考えると、この金額がいかに異常な状態か、日本人が将来の不安
に対してどれほど盲目的に民間保険をかけているか理解できる筈だ。
　兆円という単位が続くと、それだけで頭が朦朧とする諸兄も多かろう。
理解のために良い方法がある。日本という国を慎ましい一つの家族と考
えて、年収が５００万円であると想定していただきたい。そして上記の中
での「世界」を「村」に、「兆円」をすべて「万円」と置き換えて再度お読
みくださると、現実感を持って理解しやすくなる。※※

（ここで、楽譜の演奏のような指定を許していただく。→「※から※※ま
でを繰り返して読む」）

　私企業による生命保険や医療保険業界が 
　日本を不健全にしている
　年間１０万円の公的医療保険料を高すぎると不満を言っている年収５００
万円の一家が、年間５０万円もの民間保険（生命保険と医療保険と損害保
険等々を含め）を支払っているアンバランスに気づかれただろうか？
　日本人は世界平均の数倍もの民間保険に入っている。だが、「民間保
険亡国論」などは聞いたことがない。保険加入の動機が「不確定な不安
に対する備え」ならば、日本は世界標準の何倍も不安な国なのだ。これ
で国家や政治が健全に機能していると言えるだろうか。
　日本で営業する民間保険会社の上位数社は、１社あたり毎年数兆円も
の保険料を得ている。破綻した米国のAIGなどは、その傘下企業により
濡れ手に粟のような自社に得な保険を乱発して莫大な利益を上げている
にもかかわらず、職員の高給と、投資と称する博打的放漫経営で倒産の
危機に陥った。保険好きの日本の国民性（＝不安に対して、政府と政治
を変えようとせず、自分の家族だけを保険で守ろうとする視野の狭
さ！）に付け込んで私企業が売る保険を信じ続ける愚は、そろそろ脱せ
ねばならない。
　年間５０兆円もの民間保険料の半分でも個人消費に回せば、どれだけ景
気改善に即効性があることか、経済に関心のある方々なら考えてみて欲
しい。現状は民間保険料が内需を無駄に蚕食している不健全な状態だ。

　医療問題は保険を抜きにしては語れない
　読者は、医師不足や医療崩壊の話が、民間保険会社の経済の話になり、
訝しく思うかもしれない。しかし、この状況の背景が、「医療費は少なけ
れば少ないほど良く、医師は１人でも少なければ良い。」という思いこ
みからであり、その根本原因は、「出来高制度で運営されている公的医
療には無駄が多く、民間医療保険こそ効率的で高品質だ。」という誤っ
た神話にあるので、民間保険の実態と、現状の公的健康保険制度の現実
を知らなければ理解に至れない。日本の医療保険の将来のシナリオを最
も左右する本質がここなのだ。

　社保庁を潰したら、それで良いのか？
　社会保険庁は、国民に大きな損失をもたらした。しかし、だからと
言って民間に任せると上手くいくとの神話を信じると、遙かに大きな取
り返しのつかない損失を日本にもたらす。

石原　謙 （いしはら　けん）

（３面へつづく）

　石原　謙

民間保険の問題と、勤務医・開業医共闘の重要性
愛媛大学大学院医学系研究科 医学専攻 生命環境情報解析部門
                                医療環境情報解析学 医療情報学講座 教授

■ 寄  稿 ■

略　歴　昭和２８（１９５３）年６月生
愛媛大学大学院医療情報学講座教授、附属病院医
療情報部部長。認定内科医、循環器専門医、超音波
専門医・指導医など。日本生体医工学会理事。１９７８
年大阪大学医学部卒。同大第一内科助手を経て、９１
年国立大阪病院循環器内科兼務。臨床研究部併任。
９１年高速度超音波差分断層法の開発研究により医
学博士（大阪大学）。９５年国立大阪病院 臨床研究部
部長昇任。９８年３月愛媛大学医学部附属病院 医療
情報部教授就任、現在に至る。２０００年６月日本医師
会総合政策研究機構（日医総研）主席研究員併任。
２００１年４月より２００６年８月まで日医総研研究部長。
国内外に、画像情報処理・医用生体工学領域の特許
出願多数。医療分野における産学官の正しい協調
と人々が幸せになれる新規産業振興を目指す。

　「勤務医の労働改善と医療崩壊をくいとめる」要請署名運動にご協
力いただいたお一人でもある石原 謙先生に、今の深刻化する医療問
題について寄稿していただきました。
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　２００８．６月～８月にかけて取り組んだ「勤務医の労働改善
と医療崩壊をくいとめる」要請署名運動では、勤務医、開業
医、病院院長の皆様からご協力をいただき、誠にありがとう
ございました。署名運動の結果をリリースにまとめ、「私の
ひとこと」欄に寄せられた声とともに１０月２２日、各マスコ
ミ関係者に届けました。また、１０月３１日に署名を持って上
京し、保団連住江憲勇会長とともに厚生労働省、財務省、内
閣府に届けました。財務省では竹下亘財務副大臣と面談し、
医療費の増額を強く要請してきました。

勤務医と開業医で１，２５０筆超の署名

　1,252筆を集約
　署名用紙は、大阪府内の病院（国・公的・一般病院）に勤務する医師と開業医
を対象に送付しました。送付方法は開業医会員、勤務医会員に対しては、郵送
やＦＡＸ送信、保険医新聞の付録等です。病院には院長宛に送り、勤務医に広
めていただくよう要望しました。その結果、２００８年９月１日現在１，２５２筆（勤
務医－９４０人、開業医－３１２人）を集約しました。これは府下の（勤務医、開業
医など）２０人に１人の割合に該当します。

　「私のひと言」 欄にみる主な声

■「勤務医の労働環境の改善」を求める声が大勢
　勤務医の労働環境の改善が最優先課題である。病院で週６０時間働き、徹夜明
けでも手術に臨むといった過重労働が常態化している。このような働き方は医
師にとっても、国民にとっても不幸である。
　政府もようやく医師不足の問題を認めるようになったが、この医師不足と低
医療費政策、医療現場の実態を国民が知らなかったことが「医療崩壊」の原因
である。今、日本は世界一の高齢化に入っており、医療や福祉が重要課題であ
るにもかかわらず、国の対策の遅れや方向性が見えてこないことに対し、勤務
医は危機感を募らせており、人権が守られていないことへの不満をもっていた。
労働環境の改善と医療費の増額を求める声が大勢を占めている。

■社会保障費の毎年２,２００億円の抑制はやめるべき。 
　むしろ増やすべきであるとの声
　多数の医師が医療崩壊の根本原因は、国の低医療費政策にあると考えていた。
労働時間に見合った賃金の保障ができるよう診療報酬の引上げや、医師不足の
解消を要求している。医師数をはじめ、看護師の数を増やすことを望んでいた。

軍事費や道路特定財源を医療費の財
源として望んでおり、社会保障費へ
の国庫支出の自然増を毎年２,２００億
円抑制する閣議決定を見直すことを
強く要望している。また、現在の労
働基準法は無きに等しく、国は労働
基準法を遵守できるにはどのくらい
の財源が必要かをはっきり示すべき
であり、これ以上医療崩壊を進行さ
せないため、医療費の増額を最優先
するよう賢明な判断を求めている。

　まとめ
　要請署名の取り組みから、医師の「過重労働」は国際的にみて非常識と思わ
れる「低医療費政策」や「医師養成抑制策」に起因する。勤務医の劣悪な労働環
境が改善されなければ、安心で安全な医療は担保されないことが示唆されたも
のと、大阪府保険医協会・勤務医部会は分析している。
　現在、国も世論を受けて、医療崩壊への危機感から医師不足解消への対策に
動き始めようとしているが、保険医協会は今の医療費抑制の下、逼迫した病・
医院の経営にさらなる負担を求めるのではなく、十分な診療報酬を求めていき
たい。
　また医師が自らの健康や家庭を守ることができ、女性医師が安定して生涯働
ける環境を整えるため、医療・社会保障費の国庫負担増額を強く要請する。医
療費や介護給付費を削減する政府方針案を覆すまで、私達医師は医療の実情を
訴え続ける所存である。
　 なお、私達はこの署名とは別に「地域医療の再生を求める医師・医学生の請
願署名」（別紙）にも協力し、さらに大きな運動を展開することにしている。

　米医療保険を牛耳る保険会社の実態と、日本国内での保険会社の財務
諸表をつぶさに見れば、いかに国民のためになっていないかがすぐに読
み取れるのに、マスコミも経済学者も黙っている。マスコミは宣伝広告
費が欲しいから理解できないこともないが、日本の経済学者の大半が御
用学者のようにおとなしいのは私には理解できぬ。学者の社会的責任を
放棄しているとしか思えない。
　市場原理による民間保険の反社会性と、無責任官僚による公的保険の
いずれを取るかの選択を迫られている我々であるが、ここは更に昇華し
た良いものを再構築したいものである。情報の保存性と透明性と、そし
てプライバシーに関せぬ限りの公開性を付加した、新しい公的保険制度
への連続的改良（抜本改革などと聞こえの良いだけの勇ましい不連続変
化は上手くいかない）こそが日本の国益と国民を守る。

　モラルハザード患者に過剰サービスをして 
　はならない
　私の見るところ少なくともこの１０年間、医療提供側は患者へのサービ
スを強く認識し、著しい改善を成し遂げた。一億玉砕の精神ではないか
と懸念するほどに、医師も看護師も患者のためなら、苦労も過労も労基
法違反でも過剰適応を続けてきた。しかし、既に限界を超えている。医
療人が地域で長期に亘り患者を守るためには、医療人の職場環境をも守
らなければならない。そのために患者にすべき医療と、過剰サービスを
峻別すべきだ。
　端的に言えば、患者の命はこれまでどおり何が何でも救うべく務めよ

う。しかし、医学的必要性のない時間外サービス労働を発生させるよう
な患者への過剰サービスは即刻中止しよう。例を挙げると、夜間や休日
でないと面談に来ない家族には、平日の主治医の勤務時間に来るよう厳
しく指導すべきだ。
　夜間や時間外診療の方が空いていて早く診て貰えるという理由で来る
患者にも、高額の加重料金を考えねばならない時がきている。概ね一回
当たりの出動に、５万円から１０万円のコストがかかっているといわれる
救急車出動のリピータ軽症患者による利用にも１万円以上の料金請求を
実施すべきであろう。
　低すぎる診療報酬についても、支払い側に対して実効ある行動を考え
なければならない。ひところ、事実誤認をした保険者が「保険者機能の
強化」という診療報酬抑制策を打ち出すことが流行ったが、その反対に
「医療現場機能の強化」とでも言うべきダンピング医療回避の研究や行
動が必要だ。

　勤務医と開業医が対立してはならない
　勤務医の過労と労基法違反状態が叫ばれ、医師の絶対的不足が認識さ
れるようになったことは本当に有難いことである。しかしここで改めて、
我々は勤務医と開業医の対立という罠に陥らないようにしなければなら
ない。医療費総額１.５倍の要求と診療報酬単価の値上げは同時に必須だ。
　同様に、支持政党や自らの宗教の違いなどで対立することも、この問
題に対する医療人の態度としてはお粗末に過ぎる。全ての医療人が、充
分な情報を持ち、長期的な視野での判断をして、共に協力しあう行動を
とらねば末代に禍根を残す。共闘が最重要な今である。

（２面つづき）

報  告

一、勤務医の過重労働を解消するため、労働基準法
を守れる環境をつくること。
二、日本の医師数を対人口比で、ＯＥCＤ加盟国平
均の水準とするため、当面12万人増やすよう、
中長期計画を示すこと。
三、安全・安心で必要な医療が行えるよう診療報酬
を引き上げ、医療費を増額すること。

四、社会保障費への国庫支出の自然増を毎年2,200
億円抑制するとした閣議決定を見直すこと。

要請項目

厚労省大臣官房総務課課長補佐・牛島聡氏に署
名を手渡し、勤務医の労働実態を伝える保団
連住江会長（左）
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ことがあります。勤務医時代に
は、雇い主側の病院に対して不満
に思うことも多かったと思い出し
ます。
　院長になってクリニックを経営
していると、雇われる側は、決し
て雇う側の気持ちは分からないも
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営者としても、両方の全責任を負
わなければならないという重さに
気づき始め、日々模索しながら何
らかの光明を得ようと希望を持っ
て業務に励んでいます。

のだと気づきました。勤務医時代
と違い、すべてにおいて自分で判
断し、決断しなければならない事
ばかりです。当初は、いろいろと
大変なことばかりでしたが、それ
なりに楽しんで対応していまし
た。しかし最近は医師としても経

　父の後を継いで３年近くが過ぎ
ました。開院以来、今でも苦労し
ていることといえば、従業員のこ
とです。看護師さんは募集をして
もなかなか集まらず困ります。医
療事務の方も自己主張される方が
時々おられ、本当に疲れてしまう

院長とは、医師として、経営者としての
全責任を負うということ

佐々木クリニック（東住吉区）　　佐々木　伸一

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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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

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

　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）

〈資料請求・お問い合わせは協同組合、渡辺までTEL０６崖６５６３崖６６８１〉

グループ保険、団体医療保険のいずれか一方でもお申込みできます。

葛  皮膚科非常勤医／火曜午前・木曜
午後勤務／委細面談／大阪市旭区太子
橋１崖１崖１／（医）高橋皮膚科クリ
ニック／問合せ・０６崖６９５２崖２２２４（事
務長）
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）
葛  非常勤医／月、火、金午前勤務／
外科他一般診療／委細面談／堺市中区

求

求

求

葛テナント物件／京阪「枚方公園」駅
前／８階建マンション／２階２室、
各々１９坪と１５坪／皮フ科、レディース
クリニック適（１階整形外科盛業中）
／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５階建て
４階ワンフロア１件のみ／調剤薬局、
耳鼻科、眼科、皮膚科入居済／問合せ・
０６崖６６９２崖６８３９（吉川）
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

葛  内科常勤医／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
／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）

求

求

／問合せ・０７２崖２５４崖３５７４（キシモト）
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）
▶テナント物件／枚方市都丘バス停ス
グ／２階（４０坪）・３階（２２坪）／眼・
心内・小児科等適／現整・耳・婦等盛
業中／問合せ・０７２崖８４７崖０５９６（中塚）
▶継承医院／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）
葛継承医院／近鉄奈良線「東花園」駅
歩７分／鉄骨２階建７５坪築３５年／内
科・現在盛業中／内装諸設備完／即日
開業可／売・買どちらでも可／問合せ・
０９０崖９６９２崖９０５１（亀井）

大野芝町１３９崖４／問合せ・０７２崖２３５崖
０１８０／南海バス大野芝徒歩３分／車通
勤可能／事務長まで


