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日時

2 月 6 日㈪ 午後 2 時〜 4 時 相談員 西

日時

12月21日㈬ 午後 2 時〜 5 時

相談員 西村 博史 税理士

日時

1 月19日㈭ 午後 2 時〜 4 時

相談員 桂 好志郎 社労士

税務相談（第 3 水曜日）
雇用相談（第 3 木曜日）

晃 弁護士

申込みは FAX06 6568 2389で担当・久保／板東まで

FAX06−6568−2389

勤務医の逮捕と拘留
勤務医部長

2016 年 12 月 15 日 （毎月 5、15、25 日発行）

原田 佳明

出されるのは、東京女子医大

を表明し、産婦人科医師を逮

事件と福島県立大野病院産科

捕した富岡署を表彰した福島

医逮捕事件である。2001年の

県警察本部長に対し「表彰」

東京女子医大事件で2002年に

の撤回と「表彰」の辞退を求

逮捕・勾留され、刑事被告人

める「要求書」を送付した。

となり、2009年に完全無罪と

前述の佐藤一樹先生は現在東

な っ た 佐 藤 一 樹 先 生 に は、

京保険医協会勤務医委員会員

「冤罪被害者の経験からみた

である。

院内事故調査委員会と医療司

なお、今回の逮捕された柳

11月に大阪保険医会館で開

と、ＤＮＡ鑑定の結果が証拠

警を告発との報道があった。

法の問題点」と題して2011年

原病院の外科医師は東京保険

催された保団連勤務医委員会

とのことだが、どこから検出

死亡したのは、2010年２月に

７月に大阪保険医協会Ｍ＆Ｄ

医協会の会員ではない。しか

で東京保険医協会から、
「外

されたＤＮＡであるかは曖昧

山本病院事件で肝臓の手術ミ

ホールで講演戴いた。警察署

し勤務医が不当な逮捕・勾留

科医師の不当勾留に抗議し、

で、柳原病院の調査では、犯

スで患者を死亡させた疑い

代用監獄に留置された後に東

をされ、一方的報道に晒され

早期釈放を強く求める」理事

行が行われたとされる時間帯

で、奈良県桜井警察署に逮捕

京拘置所に収監されたが、留

たことに対して、医師の人権

会声明を発表し、緊急保釈署

に医師は病室におらず、大部

された54歳の男性医師で、取

置所での取り調べは弁護士立

と尊厳を守るために東京保険

名への協力を呼び掛けている

屋で犯行に及ぶことは不可能

り調べ勾留中に死亡したとの

ち合いはなく、メモも取れな

医協会は行動を起こした。

との報告があった。１） 本年８

とのことである。２） 複数回に

こと であ る。山 本病 院事 件

い状況は先進国にあるまじき

この問題に対し、多くの勤

月25日に足立区の柳原病院に

及ぶ保釈請求に「証拠隠滅の

は、2009年６月に診療報酬不

人権侵害と講演されていたこ

務医の先生にご注視頂ければ

勤務していた外科医師が、本

疑いがある」との判断で却下

正請求事件として理事長が逮

とが記憶に残る。「自白」の

幸甚です。

人や病院への事情聴取もなく

し続ける裁判所の姿勢には、

捕され、2010年１月に奈良地

強要が異様な勾留の原因と思

準強制猥褻の疑いで逮捕さ

人権意識の欠落や職業差別の

裁で６年の実刑判決が出さ

われる。2006年２月に逮捕拘

れ、12月７日の保釈まで不当

匂いすら感じる。

れ、同年９月の最高裁で実刑

束された福島県立大野事件で

判決が確定している。

は、大阪府保険医協会は2006

な身柄拘束が続いていた。被

本年11月15日には、
「勾留

害を訴えている女性の証言

中に暴行死の疑い」で奈良県

勤務医の逮捕と勾留で思い

年３月に「理事会抗議声明」

1）www.hokeni.org/docs/201610
2700029
2）yanagihara.kenwa.or.jp/state
ment2.htm
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開業して 思うこと

診察自体はそれ程問題なく出来ている、と思

急に院長になりました
小川内科（東大阪市）

68

いたいのですが、それはやはり亡くなった父が
あってのことなのかと思うことがあります。

小川 耕司

父が今の患者様の信頼を築いていたから今私
はなんとかやっていけているのではないか。誰
に言われたというわけでもありませんが、ふと

私が小川内科の院長になったのは卒後４年目で
す。とても早いと思われるでしょうが、４年目の
１月に当院の院長をしていた父が急逝したため、

父のお手伝いをしながらバトンタッチということ

そう思うことがあります。今となっては父に聞

を考えておりました。

くこともできません。

しかしそうは言っていられない状況となりまし

急遽勤務先の病院を退職し、父の跡を継ぎ院長と

たので、早急に準備を進め父が亡くなってから１

して働くこととなりました。

週間後になんとか私が小川内科の院長に就き診療

実家が近かったこともあって父とはよく会って
いましたし、元気にしている姿しか見ていなかっ
たので急逝したという知らせを聞いても実感が湧
きませんでした。
しかし悲しむ暇もありませんでした。院長不在
の小川内科をどうするか？
ずっと受診されている患者様もたくさんいらっ
しゃって、「薬がなくなる」といった問い合わせ
が殺到しました。
私はまだあと10年は勤務医として働き、徐々に

に当たることとなりました。

私と違って一から信頼を築いた父の診察を見
れなかったことは今でも悔やまれます。
若くして院長になった私には足りない部分が
多々あるのでしょう。しかしこうなった今、手

最初は院長になったは良いもののどうして良い
かわからず大変でした。

探りで良くしていくしかありません。
院長になって１年半経って感じたことは、知

まず保険診療がわからない。病名が足りていな
くてよく点数を引かれてました。

識は必要ですし、今後も勉強していかないとい
けませんが、それ以上に地域医療を担う一人と

健康診断や予防接種も必要な書類等あって戸惑
いました。

して患者様に寄り添う。そして信頼を得ること
が大事だということです。

診察はというと、父の時に受診していた患者様

患者が来なければ誰も救えません。安心に、

の多くが私が院長になっても引き続き受診をして

そして気軽に受診出来る病院を目指していこう

頂いているのは幸いです。

と思っています。

勤務先・自宅住所が変わられた先生方へ
最近自宅住所・勤務先が変わっている先生方から「郵送物が届かない」という
お問合せを多数いただいております。
自宅住所、勤務先が変わられた場合には右記までご連絡をお願いします。
特に共済制度、医師賠償責任保険などをご利用の先生方はご注意ください。

問合せ

TEL 06‑6568‑7721

大阪府保険医協会 勤務医部（板東／杉嶋）
ホームページ（https://osaka-hk.org/）の
お問合せフォームからも登録情報の変更は可能です。

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 ☎06（6568）7721まで
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政府の ウソ を
看破する
〜 本田宏の白熱教室 〜
第4回

温故知新

クレプトクラシー（収奪・盗賊政治）
日本のルーツは明治維新

本田

宏

外科医
医療制度研究会副理事長
前埼玉県済生会栗橋病院
院長補佐

算盤」
（国書刊行会）を手にしたのです。案の

のである、しかるに日本の現状は今もって官民

定その中には私がずっと疑問に思っていた日本

の別により寛厳の手心を異にしている。』

の歴史的背景が明確に記されていました。
渋沢は「論語と算盤」で「道徳経済合一論」

その後多くの資料を当たってようやく気づい
たのですが、渋沢が指摘した当時の官僚こそ、

の真骨頂である「金儲けだけでは駄目だ、論語

「藩閥政治」と非難された人々だったのです。

前回は私たちの眼の前に立ちはだかる問題解

に立ち返って社会貢献も考えなければならな

最近明治の内閣総理大臣を調べて、その予感が

決のために重要な４つの視点を紹介しました

い」と経済人に訴え、さらに「時期を待つの要

当たっていたことを再確認できました。そして

が、今回は「温故知新」について考察したいと

あり」で「官尊民卑」について述べています。

この流れは敗戦後は岸信介、佐藤栄作氏が、現

『私は日本今日の現状に対しても、極力争っ

在は安倍晋三氏がしっかり引き継いでいます。

思います。

てみたいと思うことがないでもない、いくらも
本連載第１回で「お上は悪いようにするはず

ある、なかんずく日本の現状で私の最も遺憾に

歴史は勝者が書くものと言いますが、ようや

がない」と題し、厚生省官僚が「医療費亡国

思うのは、官尊民卑の弊がまだ止まぬことであ

く還暦を過ぎて日本政治のルーツを知ることが

論」を唱えて医療費削減を主導したことを紹介

る、官にある者ならば、いかに不都合なことを

できました。明治維新は薩長が皇室を錦の御旗

しました。日本は民主主義国家ですから、政治

働いても、大抵は看過されてしまう、たまたま

に利用して徳川から政権を奪取したクーデタ

家ではない官僚が重要政策を決定することは許

世間物議の種を作って、裁判沙汰となったり、

ー、戦後は錦の御旗を米国に変えて一部の政治

されないはずです。何故官僚が医療費抑制を唱

あるいは隠居をせねばならぬような羽目に遭う

家や官僚が自身の利益を最大化しています。こ

えることができたのでしょうか。

ごとき場合もないではないが、官にあって不都

の体制こそ米国議会筋が日本をデモクラシーで

実はこの謎を解決するヒントを与えてくれた

合を働いておる全体の者に比較すれば、実に九

なくクレプトクラシー（収奪・盗賊政治）と見

のも第一回で登場した長崎大学名誉教授の高岡

牛の一毛、大海の一滴にも当らず官にある者の

ているものでした。

善人先生でした。高岡先生との出会いは2006年

不都合の所為は、ある程度までは黙許の姿であ

２月でしたが、約２年後の2008年４月に私はお

るといっても、あえて過言ではないほどであ

見舞いで、先生が入院中だった東京都老人医療

る。これに反し、民間にある者は、少しでも不

センター（現東京都健康長寿医療センター）を

都合の所為があれば、直ちに摘発されて、忽ち

訪れたのです。病床で先生は「日本資本主義の

縲絏の憂き目に遭わねばならなくなる、不都合

父」とされ、東京都老人医療センターの前身

の所為あるものはすべて罰せねばならぬとなら

「養育院」の初代院長でもあった渋沢栄一

ば、その間に朝にあると野にあるとの差別を設

（1840〜1931）の資料を手渡してくれました。

け、一方は寛に一方は酷であるようなことがあ

残念ながら高岡先生はその３ヶ月後の７月に

ってはならぬ、もし大目に看過すべきものなら

亡くなったのですが、最後に用意してくれてい

ば、民間にある人々に対しても官にある人々に

た資料が気になって、私は渋沢の著書「論語と

対すると同様に、これを看過してしかるべきも

伝言板

Message Board

テナント物件／貸医院
▶テナント物件
（医療ビル）／東淀
川区大隅／大阪市営バス「大阪経
大前」徒歩１分／地下鉄今里筋
線「瑞光４丁目」駅・徒歩４分／
阪急京都線「上新庄」駅・徒歩７
分／人通り多／眼・耳鼻咽喉・皮
膚・小児・心療内科の真空地域／
１階（21坪）・２階３階（33坪）／
内部自由設計可／賃料相談応／問
合せ・06‑6327‑0498（村井）
▶テナント物件／東成区東小橋3‑

17‑1／ＪＲ・地下鉄・近鉄「鶴橋」
駅・徒歩１分／千日前通・アーケー
ド有／５階・約26坪／皮膚科・耳

鼻科・婦人科・眼科等急募（内科
既決）／問合せ・06‑6313‑3380（阪
急不動産）
▶テナント物件（医療ビル）／八尾
市春日町1‑4‑4 たまごビル３階
／ＪＲ八尾駅・徒歩３分／小児科
（併設保育園（60人）の定期健診・
健康管理、病児保育園（15人）の
急変時対応・園外病児診察を含む）
／テナント面積・賃料は相談可／
問合せ・072‑991‑3398

本田

宏

1979年医師免許取得後は36年間外科医として生
活。東京女子医科大学第 3 外科にて腎移植、肝移
植の臨床と研究に携わり、最後の26年間は全国一

医師不足の埼玉県の地域急性期病院（済生会栗橋

病院）で勤務。 2014年に還暦を迎えたのを機に、
2015年 3 月で外科医を引退。医療再生のために情
報発信活動に加えて市民活動等へ積極的に参加し
ている。
近著：本当の医療崩壊はこれからやってくる !
（洋泉社2015年）

京都民医連中央病院院長 吉中 丈志氏 が
勤務医部会
学習会を開催 「専門医制度の今後」
について講演
勤務医部会は10月１日「M&Dホール」に
て京都府保険医協会理事・京都民医連中央

医師や医療費の国によるコントロールがし
易くなる」と警鐘を鳴らした。

病院院長の吉中丈志氏を講師に「専門医制

また、研修施設の中心となる「基幹施設

度で医療はどう変わるか？〜 2017年の本格

は要件が非常に厳しく、大学病院の規模で

始動を前に〜」を開催し、36人が参加した。

ないとクリアできない」とし、「基幹施設

吉中氏は、
「新専門医制度について日本の

と連携する医療機関の系列化が進み、医療

▶貸医院／港区夕凪交差点前／地
下鉄「朝潮橋」徒歩５分／市バス

開業医制が営々と築いてきたソーシャル・

機関と医師の新たな再編成が行われる」と

停前／内科・外科最適／一戸建鉄
骨２階／合計約50坪／集客力大／
連絡先06‑6574‑1526（藤田）

キャピタル（きずな）を無視したもので、

の危惧を指摘した。

自由開業医制を支えきた医療制度の根本的

▶貸医院／近鉄「布施」駅・12分／
約50坪／２階：眼・耳鼻・皮・小・整
外／１階：泌尿器科開業中／隣大
手スーパー／大型エレベーターあ
り／問合せ・06‑6721‑0001
（ちょう）

最後に吉中氏は、「日本の医療制度を守

転換をねらうものだ」と指摘した。また、

り、築いてきた保険医に再度注目しよう！

医学部を卒業後、「初期研修、基本領域専

ソーシャル・キャピタル（きずな）に基づ

門医、サブスペシャリティ領域専門医と全

く患者さんとの日本の開業医、病院との信

過程を終了すると30歳を超え、制度そのも

頼関係の上に立った医療を見つめよう」と

のの枠組みに大きな問題がある」とし、
「地域別に診療科別の医師定数が決められ、

訴え、「様々な意見や疑問を、日本専門医
機構などにぶつけるべきだ」と結んだ。

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 ☎06（6568）7721まで

