
　2018年４月に開業という道に一歩踏み出しばか
りの長尾典尚と申します。
　私は1999年に卒業して20年は勤務医として働
き、産業医科大学卒業ということもあり、産業医
を目指して内科を中心に修練し、諸先輩方のおか
げで内科総合専門医を取得させてもらえるだけの
症例を積むことができました。それから救急医療
に興味が強くなり、たくさんの外傷患者さんや重
症患者さんの治療の機会を得て救急科専門医を取
得、その後は自分の得意な重症患者管理、周術期
管理をするため麻酔科に勤務し、開心術麻酔や重
症妊婦の周産期管理等を行い麻酔科専門医も取得
いたしました。
　自分の興味のまま仕事を選んできました私が、

昨年地域医療という分野に踏み入れました。実家
近くで患者さんが月100名程度の医院の継承の話
があり、地域貢献をしたいと思い開業を決めまし
た。当初は近隣には整骨院や歯科医院が多くある
ので、実力があれば患者さんが来てくれるだろう
と甘い考えでした。それはすぐに間違いだと思い
知らされました。
　開業して１年ほどは患者さんが足を運んでくる
ことは少なく、集客面で苦労しました。そんな簡
単にはいわゆる落下傘の開業医に自分の健康を預
けてくれるわけもなく、赤字続きの経営は精神的
にもしんどかったです。加えて従業員との接し方
は、今まで職場の同僚とは違う側面があり、自分
のしてほしいことを適切な言葉で伝えないと従業

第三者継承で苦労した
集患と従業員とのコミュニケーション

長尾クリニック　院長　長尾 典尚（大阪狭山市）
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76開 業し て 思 う こと
員は全く違う仕事をしてしまうこともしばしばあ
るため、自分のコミュニケーション能力を磨くよ
いきっかけと思い精進しています。
　診療面では、今までの経験では重症患者さんで
あれば大抵のことはアジャストできますが、患者
さんの日常の困ったことを的確にアドバイスする
ことは難しいと感じています。勤務医時代は長時
間説明に時間をかけても、納得いくまで説明して
いました。開業当初はそれでもよかったのです
が、保険診療である以上公平に患者さんを見るこ
とがと求められるため、一人だけに長く説明をす
るのは違和感が出てきました。端的によいアドバ
イスができるよう心がけています。いいアドバイ
スしてもらってありがとうございましたと言われ
るのは非常にうれしい瞬間です。
　最後に、開院して１年半が経ち、固定患者さん
も増えようやく軌道に乗ってこれたと思います。
応援してくれる家族、クリニックの運営で欠かす
ことのできないスタッフ、信頼して通院してくれ
ている患者さんに感謝しています。

保険医賠償責任保険
個人の責任問われる時代、診療に専念できる心のささえ
ご加入セット ☆標準的な加入プランは『Ａセット』になります。

●制度内容の詳細につきましては、パンフレット等を必ずご確認ください

セ　　ッ　　ト　　型 Ａ Ｂ Ｃ

てん補限度額

（保険金支払限　度　額）
医療行為

１事故 1億円 5,000万円 3,000万円
期間中 3億円 1億5千万円 9,000万円

建物設備
身体（１名） 5,000万円 4,000万円 3,000万円
身体（１事故） 1億円 8,000万円 6,000万円
財物 500万円 400万円 300万円

（年間）
保険料

個　人　診　療　所 65,520円 55,770円 50,490円
勤　　　務　　　医 43,210円 36,750円 33,270円

　景気悪化を示す指標が次々と発表されるなか消費
増税が施行されました。今回のテーマは「診療所の
経費節減」にして医院経営の一助となればと企画し
ました。ホームページのランニングコストを下げた
い、地震保険をかけたい、多職種連携を手軽にした
い、自身でセキュリティー対策をしたい…など、様々
な視点から医院の経費を見直す懇談会です。他の先
生との交流の場としてもご活用ください。

松村 耐助氏（元岸和田市民病院職員）
「経費節減ワンポイントアドバイス」
水無瀬 智史氏（アイティ関西）
「ホームページ、コピー機など
の経費削減策」

田中 基晴氏（高槻市開業）
「医院運営と患者満足度とのバランス」

小林 正宜氏（生野区開業）
「訪問診療に不可欠な多職種
連携の秘訣」
～Medical care station 活用術～

大阪府保険医協会組織部 開業ルーキーズの会
診療所でできる☆経費節減策・工夫あれこれ
日時 話題提供（順不同）

会場
2020年2月8日土 午後 4 時～ 6 時
ハービス PLAZA 6 階・貸会議室
（大阪市北区梅田 2 丁目 5 番25号）

参加無料

　医師の働き方改革について
話し合いが進んでいることは
素晴らしい。その中から、今
後の参考になればと思い、い
くつか指摘されている事柄を
紹介する。お役に立つことが
できれば幸いである。

休む自由の保障

　まず、医師自らの決断（医
師自身が決められる＝仕事を
しない選択もあるという環境
にあることが不可欠）の上で

くる。それぞれの医師が画一
的な労働形態ではなく、それ
ぞれの多様な価値観が大切に
され、多種多様な働き方を皆
で認め合うことが大切であ
る。医師自身が発信し、病院
管理者側もそれを受け止め、
それぞれの医師が納得のいく
ような労働形態で働くのが良
い。さまざまな形態で多くの
医師が参画することで、ひと
りひとりの医師の負担が軽減
できる。

成長できる環境を

　さらに、医師という「人
種」は学問的な興味が強く、
知識や技能を得ることに歓び
を見出す者が多い。人生の目
標のひとつや生き甲斐・働き
甲斐になることもある。貴重

な体験を重ね、時間的にも精
神的にも「学ぶ余裕」があれ
ば、医師生活の満足度も高く
なる。医師とりわけ若手医師
にとって自らが成長できる環
境であるか否かは、医師がそ
の病院に定着するかどうかの
重要な判断材料になっている
という。このことは医師以外
の一部の職種には理解され難
い面もあるかもしれない。病
院挙げて、そのような環境を
作ることに努力を惜しまない
でいたい。
　医師が大切にされ成長でき
る病院、活き活きとした医師
集団が引っ張る病院こそが発
展していく。一方、労働がき
ついだけで医師個人の考えを
軽んじる病院からは医師は去
っていく。

やる労働は実際には負担にな
らないことも多く、労働のき
つさに耐えられることが多い
（それとて一定基準を超えて
はならないが）。一方、同じ
労働であっても「やらされ労
働」には肉体的のみならず精
神的にも負担が大きくなる
（→過労自殺に結び付く）。こ
の「自分で決める、決められ
る」ということが大切であ
り、厳しい医師労働を続けて
いくために、医師自身の意思

で「休む」という選択肢を選
べる自由を保障しておくこと
が、医師の心身の負担を大き
く軽減させることになる。

医師の多様な価値観を重視

　また、それぞれの医師は多
様な価値観を持ち、様々な状
況・立場に置かれている。し
かも、同じ医師でもライフサ
イクル（独身、子の育児、親
の介護、自分自身の疾患や高
齢化など）によって異なって

医師が大切にされ
成長できる病院を

勤務医部員　春本 常雄
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税務相談（第 3 水曜日）
日 時 1 月15日㈬ 午後 2 時～ 5 時 相談員 伊藤 幸子 税理士
雇用相談（第 3 木曜日）
日 時 1 月16日㈭ 午後 2 時～ 4 時 相談員 桂 好志郎 社労士
法律相談（第 1 月曜日 但し 1 月、8 月は休み）
日 時 2 月 3 日㈪ 午後 2 時～ 4 時 相談員 西　　 晃 弁護士

申込みは FAX06‒6568‒2389で担当・久保／板東まで



これでいいのか
日本の医療

第 3 回

医師偏在対策の欺瞞

上
かみ

　昌
まさひろ

広
特定非営利活動法人
医療ガバナンス研究所
理事長

　日本の医師は不足していない。偏在しているだ
けだ。問題があれば、医療界が行政と協力して対
処する。
　医師不足が問題になると、このような議論が横
行する。果たして、そんな都合のいいことは出来
るのだろうか。私は懐疑的だ。
　私たちのチームは東日本大震災以降、福島県浜
通りの医療支援を続けている。政府・福島県・医
療界が一体となって浜通りの医療を支援している
事になっているが、現場で見る光景は違う。「原
発事故で我々は見捨てられ、福島県立医大が焼け
太った」と批判する医師もいる。どういうことだ
ろうか。
　被災地の医師数の推移を見れば一目瞭然だ。厚
労省の「医師・歯科医師・薬剤師調査」によれ
ば、震災前の2010年12月末の福島県内の医師は
3,705人だった。人口10万人あたり183人で、全国
平均の219人を大きく下回る。
　震災後はどうなっただろう。2014年12月末の県
内の医師数は3,653人、人口10万人あたり189人だ
った。震災前から医師数は48人減少し、人口当た
りは横ばいだ。
　震災後、住民も医師も福島県を離れたことがわ
かる。ただ、これはやむを得ない。政府・福島県
が如何に努力しようが、自らの意志で福島を去る
人を翻意させることはできない。なぜ、浜通りの
住民は「見捨てられた」と感じるのだろうか。
　それは、被害が酷かった浜通りで医師が激減し
たからだ。相馬市や南相馬市が属する相双二次医
療圏の医師数は2010年の236人から2014年の153人
へと83人も減った。人口10万人あたり120人から
86人となった。
　相双地区の一部は原発事故により居住不能とな
り多くの住民が避難した。ただ、それ以上に医師
が相双地区を離れた。
　では、医師はどこにいったのだろうか。それは
福島市だ。福島市を含む県北二次医療圏の医師数
は1,228人から1,268人に40人も増加した。
　福島県立医科大学（以下、福島医大）が位置す
る福島市に限定すれば、979人から1,029人へ50人

も増えているのである。
　福島県全体の医師は48人減だから、県外から入
ってきたわけではない。周辺地域、特に相双地区
から「吸い寄せた」ことになる。浜通りの人々が
憤るのも仕方ない。
　行政と医療界が一体となって支援した結果で、
なぜこんなことになるのだろうか。それは日本の
医療行政が構造的な問題を抱えているからだ。
　厚労省は医師不足を認めず、偏在が問題と主張
してきた。都道府県や大学医局と連携して、医師
を計画的に配置することで偏在を是正しようとし
てきた。専門医制度や地域枠入試はその一環だ。
　注意すべきは、誰が「司令塔」になるかだ。読
者の皆さんは国が責任を持って対応すべきとお考
えだろう。
　ところが、そもそも神ならぬ厚労官僚に医師数
を適正に配置することなど出来ないし、国・都道
府県・市町村という三層構造の行政システムで、
厚労省がやれることには限界がある。原発事故で
汚染された地域の除染などの巨大事業は国が直轄
するが、多くは都道府県や市町村が担う。国の仕
事は彼らに予算をつけることだ。
　医療行政においても都道府県の権限が大きい。
福島県の医療は県庁と福島医大が差配する。政府
は、福島県と福島医大に莫大な予算をつけて応援
した。
　例えば、福島医大の2012年度の経常収益は約
364億円だが、このうち132億円（36％）は補助金
（運営費交付金を含む）や国・福島県からの委託事
業だ。この金額は2017年度は164億円に増加する。
　このカネは何に使われたのだろう。まずはハコ
モノだ。ネットで「福島医大」と「工事」で検索
すると、「福島県立医大付属病院みらい棟」、「ふ
くしま国際医療科学センター」、「福島県立医大保
険科学部新築」などの記事がヒットする。
　ハコモノにはポジションが与えられる。福島医
大の職員は2013年度の1,222人から、2017年度に
は2,418人に増加した。教員は516人から717人だ。
この中の多くが医師だろう。
　彼らのタスクのメインは「研究」だ。例えば、
被曝の影響を研究する福島県民健康管理調査など
はその典型だ。被災地は医療を求めているのに、
福島医大がやっているのは研究ということにな
る。被災者から「我々はモルモットか」と非難が
集中するのも無理はない。
　福島医大では同様の復興事業プロジェクトが林
立し、特任教授などのポジションが設けられた。
福島県内の医師が任命され、福島市内で医師が激
増した。
　これが行政主導の医師偏在対策の実態だ。国は
県に、県は地元の大学に丸投げする。予算がつい
た大学は自らがやりたいことを推し進める。医師
は人事権を行使しやすい医局員を異動させて確保
する。こうやって大学の医師が増え、地方の医師
が減るという本末転倒な結果が生じる。
　大学医局の常だがトップには誰も逆らえない。
桁違いの予算がつけば容易に腐敗する。
　「福島医大のドン」と称される2008年から16年

まで理事長を務め、現在も「常任顧問」で大学に
残っているが、この人物の所業が頂けない。ワセ
ダクロニクルと我々が立ち上げた製薬マネーデー
タベースを用いてこの人物を検索したところ、
2016年度に製薬企業から依頼された講演会などを
29件こなし、394万円を受け取っていた。
　このような振る舞いは彼に限った話ではない。
病院長を務めていた他の整形外科主任教授も55件
の講演などをこなし、537万円の報酬を得ていた。
　なぜ、彼らは製薬企業のアルバイトに明け暮れ
ることができるのだろう。それは整形外科が大勢
の医師を抱えているからだ。助教以上の常勤医は
25人、うち７名は教授だ。ちなみに、相双地区の
中核病院である公立相馬総合病院と南相馬市立総
合病院の整形外科には常勤医は一人しかいない。
　こんなことが罷り通るのだから、組織は緩む。
不祥事が起こらないはずがない。総合情報誌『選
択』は８月号で「福島県立医大で重大医療事故 
厚労省が問題視する「組織的隠蔽」」という記事
を掲載した。
　医療事故とは、2015年末に整形外科で後縦靱帯
骨化症の手術を受けた患者が、四肢麻痺を起こし
たというものだ。病院側は過失を認めず、訴訟と
なった。
　ここまではよくある話だが、福島医大の対応は
いただけない。事故後50日間も院内調査を行わ
ず、日本医療機能評価機構にも報告しなかった。
　患者が証拠保全を申請した後に立ち上げた院内
の事故調査委員会もお手盛りだった。医療安全管
理部長は当事者である整形外科の医局員で、主任
教授も病院長として参加していた。そして、報告
書は、直接原因は不明だが、手術手技の影響は考
えにくく、患者への説明も問題ないと結論した。
これでは、組織ぐるみの隠蔽と言われても仕方な
い。患者は激怒し、福島地裁に民事訴訟を提起し
た。
　福島医大も危機感を抱いたのか、今年１月に外
部委員による第三者委員会を設置し、２月に日本
医療機能評価機構に報告した。６月にまとまった
第三者委員会の報告書では福島医大の対応は厳し
く批判され、厚労省は特定機能病院の取り消しを
検討すると福島医大に伝えた。
　そろそろ行政と大学医局に頼るのをやめたらど
うだろう。統制による計画配置は利権と腐敗を生
む。今回のケースは氷山の一角だ。表にでたの
は、被害者の兄が相馬市内で開業する医師だから
だ。
　医師偏在、医師の働き方改革などの問題に本気
に取り組むなら、行政に頼ってはダメだ。医師そ
れぞれが自助努力を積み重ねるしかない。

上 昌広 氏：プロフィール
1993年 東京大学医学部医学科卒業、1999年 東京大学大
学院医学系研究科修了、医学博士。
2010年 7 月～ 2016年 3 月 東京大学医科学研究所特任教
授、2015年12月～星槎大学客員教授、2016年 4 月～特定
非営利活動法人医療ガバナンス研究所理事長。
〈専門〉
医療ガバナンス論、血液・腫瘍内科学、真菌感染症学

自宅住所、勤務先が変わられた場合には下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。

ホームページ（https://osaka-hk.org/）のお問い合わせフォーム
からも登録情報の変更は可能です。

TEL 06-6568-7721 大阪府保険医協会 勤務医部（上中／若林）お問い合わせ

勤務先・自宅住所が変わられた先生方へ

詳しくは
勤務医部まで
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　今回の産業医講習会は、産業現場における慢性疼痛をテーマに行います。
　労働者の作業において発症する腰痛や頚腕症候群に対してどのように予防するか、ま
た復職のためにどのように介入するか、産業医の視点から解説します。また作業関連性
の慢性疼痛に対しての治療においての病診連携の取り組みや診療体制についても紹介
します。
日　時 2020年１月18日（土） 午後２時30分～５時
会　場 保険医協同組合会館５階「M&Dホール」
申込み FAX 06-6568-2389（担当／板東・大瀧まで）
参加費 セミナーのみ参加無料　懇親会参加費500円（当日支払い）
共　催 滋賀医科大学医学部附属病院ペインクリニック科
※府医「生涯研修制度」の対象となります。
※ 日医「産業医生涯研修対象です（2.5単位）定員140名です。
　（受講シールの必要な方は事前申込のみ（先着順））

テーマ  産業現場における慢性運動器痛（腰痛・頸肩腕部痛）
の予防及び復職支援について

 （午後２時30分～３時20分）
講　師 滋賀医科大学　膳所診療所　北原 照代先生
テーマ  作業関連性の慢性運動器痛に対する集学的治療
 ― 大学病院と診療所の連携事例から ―
 （午後３時20分～３時50分）
講　師 滋賀医大付属病院ペインセンター
 久郷 真人先生　榎本 清香先生
テーマ  作業関連性の慢性運動器痛に対する集学的診療
 ― 千里山病院の取り組み ―
 （午後３時50分～４時40分）
講　師 千里山病院　高橋 紀代先生
テーマ 慢性疼痛診療体制構築モデル事業について
 （午後４時40分～５時）
講　師 滋賀医大付属病院ペインセンター　福井　 聖先生

産業現場に
おける慢性疼痛セミナー

産業医生涯研修
指定講習会

終了後懇親会
（希望者のみ）

（地下鉄・JR「なんば」下車26-A出口 徒歩５分 ）

　昨今、訪日外国人の医療に伴う様々な問題が多
くの場面で指摘されている。それらが大きくなっ
てきているのは確実であり、なんとかしなければ
ならないという思いから「関西の外国人医療を考
える会」という会を主催している。過去に３回の
集会を開き、2020年２月には第４回を開催する予
定だ。集会には毎回50名余りの学生も含めた医療
者が参加し、様々な質問意見が飛び交い現場の問
題が少なくないことに気づかされる。
　外国人医療に伴う問題には、多言語対応、文化
の違い、未払い、医療訴訟などに加え、最近では
アジアからの留学生・就労生の結核の問題や、高
額医療を目的とした日本の保険証入手の斡旋をす
るブローカーの問題なども話題になる。経済界か
らは医療ツーリズムに期待するという声も上がっ
ている。
　だが、このように様々な問題があるのは事実だ
としても、毎日数人の外国人を診察していて最も
問題だと感じるのが「英語を話す患者に対する医
療機関の診察拒否」である。誤解を恐れずに言え
ば、「英語を話す外国人を医療機関が受け入れる」
のは世界の“常識”ではないだろうか。最近、中
米のある国から訪日した40代女性が言ったセリフ
を紹介しておこう。「私はこれまで20以上の国で
仕事をしてきた。持病があるためどこの国でも医
療機関を受診するが、英語が通じないのは日本だ
けだ。日本渡航前に在住していた中国と韓国でも
何の問題もなかった」
　我々はこの言葉を真摯に受け止めるべきだろ
う。おそらく、英語を話して診療拒否される国と
いうのは日本以外に存在しない（北朝鮮は不明だ
が）。この女性は当院にたどりつくまでに４軒の
医療機関を受診していた。
　ここでひとつの疑問がでてくる。この女性がそ
の４軒の医療機関を受診したのは「英語対応して
くれる」と聞いていたからなのだ。では、なぜ継
続受診できなかったのか。それは「受付の対応」
である。医師が英語を話したとしてもそれは診察
室の中だけであり、受付や会計業務は他のスタッ
フの仕事だ。そして電話をとるのも受付である。
もしも予約日の当日に何かアクシデントがあり急
きょ受診できなくなった場合はどうすればいいの

か。あるいは処方された薬を飲んで薬疹が出た
（かもしれない）時、患者はどこに電話すればい
いのか。つまり「英語で外国人を診る」というこ
とは「診察のみならず看護業務も受付業務も電話
も英語で対応する」ということを前提としなけれ
ばならない。これができなければ患者が
不安になるのは自明であり、件の中米人
女性は（医師はともかく）他のスタッフ
が英語を使わない（初めからコミュニケ
ーションを取ろうとしない）ことに幻滅
したのである。
　さて、ここまで読まれた方は「そんな
ことを言われても、看護師と受付を英語
ができる者に入れ替えるなんてことでき
るはずがない」と思われたに違いない。
しかし、できることはあるのだ。まず患
者がやって来てしまえば、ポケトーク、
Voice Tra、Google翻訳などを駆使
すれば、それなりのコミュニケーション
が取れる。我々の経験上、ほとんどの患
者は、必死にコミュニケーションを取ろ
うとするその姿に好感を持ってくれる
（例外もあるが）。どうしてもというとき
だけ医師が介入すればよいのである。も
ちろん医師とて万能ではなかろうが、英
語に関して言えば筆談をすれば時間はか
かるがコミュニケーションがとれないこ
とはないだろう。英語が通じないときは
電話通訳を使えばよい。当院では「母国
語を話すことしかできず読み書きができ
ない（Google翻訳が使えない）」とい

うネパール人患者が受診したときに使用した経験
がある。
　もうひとつ推薦したいのは「勉強会」である。
当院では月に一度、主に看護師を対象とした勉強
会を開いており外部の看護師や薬剤師、学生など
も歓迎している。勉強会はわずか１時間だが英語
のコーナーも設けている。そのような試みを院内
で広げてもいいし、興味をお持ちの方がおられれ
ば当院の勉強会への参加も検討されたい。また、
当院では外国人患者からのメール相談を初診、再
診にかかわらず受け付けている。そして、患者へ
の返信メールのほとんどを BCCでスタッフ全員
に送っている。これにより当院のスタッフはほぼ
毎日英文メールに触れることになり、幸いなこと
に当院に入職してから英語に興味を持ち勉強を開
始した職員もいる。
　外国人医療には様々な問題が存在するのは事実
だが、スタッフ全員が英語を使う努力をすること
で多くの問題が解決するのは間違いない。ちなみ
に当院を受診する母国語が英語でない外国人の99
％はある程度の英語（か日本語）を話している。

医）太融寺町谷口医院　院長　谷口　恭

外国人医療で
最も大切なこと

75

11月 9 日　看護師勉強会に参加されたスタッフ
（上段右より 3人目が谷口医師）

英語による問診票
（「太融寺町谷口医院」ホームページで掲載されています）

「関西の外国人医療を考える会」ホームページ
http://www.stellamate-clinic.org/kansaiforeigner_/
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保険のご相談・お見積りは 大阪府保険医協同組合・保険共済部（担当：小野・川島）TEL 06－6568－2230　FAX 06－6568－7093URL http://hoken.e-mdc.jp/

こんなお困りごとは
ありませんか？　　

協同組合が３つのサポートで不安を解消

サポート

担当事務局が
徹底サポート！

手頃な掛け金で大きな保障！
加入や請求時の疑問やお悩みに協同組合のスケールメリットを活かした サポート

３
サポート

１

　疑問や不安な点があればお気軽にお問合せ
ください。
　お電話でご不明の点があれば、診療所やご
自宅に伺ってのご相談も可能です！
グループ保険の他にも
　•自動車保険
　•火災保険
　•医師賠償責任保険
　•所得補償（長期休業補償制度）
など様々な保険制度をご利用いただけます！
　勤務医の先生が組合をご利用される場合は、出資金
千円（退会時にご返金）が必要になります。

ご結婚やお子様の出産・進学など、
様々な機会に対応できます。
保障金額は
300万円～１億2000万円

35歳　加入の場合
　男性10,560円
　女性 6,600円
45歳　加入の場合
　男性18,660円
　女性14,100円

毎
月
の
掛
金
は

保障　
金額は 最大
1億2000万円

ライフイベントに合わせた見直しが可能！
１年更新なのでサポート

２

契約後の
保険の見直しって
できるの？

マンション購入に
お金がかかった…

チラシを
見ただけでは
よく分からない

協同組合のスケールメリットを活かした グループ保険

　前回は「薬剤師・薬局のあり方」についてご
紹介しました。今回は薬局や卸のガバナンスに
ついてご紹介します。

　これが議論の対象になった背景には、C型
肝炎治療薬「ハーボニー」の偽造品事件におけ
る「現金問屋」での流通の問題、大手チェーン
薬局における処方箋を付け替えして請求する不
正請求事件での薬局法人の管理運営問題があり
ました。

① 製造・流通・販売に関わる者の 
ガバナンスの強化

　薬機法では、薬局を開設する者（開設者）と
薬局を管理する薬剤師（管理薬剤師）の権限と
義務しか定めがありません。株式上場をしてい
る大手チェーン薬局においては、全国で何百と
いう薬局を経営されていまが、開設者（法人の
代表者）自らが全ての薬局を管理することが事
実上不可能なため、エリアごとにエリアマネジ
ャー（中間管理者）を配置して薬局を分散管理
されるのが一般的です。薬局での不祥事の責任
は、現場の管理薬剤師と同時にエリアマネジャ
ーにも責任がありますが、現行法ではエリアマ
ネジャーが位置づけられていないことから、エ
リアマネジャーを処罰することができません。
そのため、今回の議論ではエリアマネジャーを
法的に位置付けるのか否かが大きな論点となり
ました。
　結果的には、エリアマネジャーが法的に位置

付けられることにはならず、薬事に関する業務
に責任を有する役員（責任役員）を明確に位置
づけ、法令遵守を担保するために、必要な場合
には、その責任役員の変更を行政が命じること
ができるようになりました。それよりも、ヨー
ロッパのように薬剤師１人が開局できる薬局数
をもっと小規模に制限することの方がガバナン
スを保つことができると考えます。また、薬局
で起こっている不祥事の背景には利益追求する
という営利企業ならではの経営思想がありま
す。であれば薬局を運営する法人は、医療機関
と同様に非営利型の法人が望まれると思いま
す。今すぐに全ての薬局法人が非営利型の一般
社団法人に移行することはできないので、民医
連の薬局法人のように、株式会社であったとし
ても利益剰余金を株主に配当しないということ
を役員会で決議し、非営利性を担保することが
望まれるのではないでしょうか。
　ハーボニー事件では「現金問屋」の存在が社
会的にも明らかとなりました。「現金問屋」と
は、医薬品メーカーから仕入れるルートとは別
に、医療機関や薬局が有する余剰在庫を買い取
り、それを別の医療機関や薬局に販売すること
も行う卸売業者のことです。かつては掛け売り
しない現金取引をしていたことから「現金問
屋」と呼ばれています。医療機関の職員が医薬
品の在庫を不正に横領し現金化する際にも「現
金問屋」が悪用されています。さすがに「現金
問屋」であっても卸売業の免許を得ていること
から、今回の法改正ではこの点についてはふれ
られてはいませんが、ハーボニー事件の直後
に、医薬品の売買（薬局においては薬局間の分
譲）のルールが明確化され、特に医薬品の買取
元と販売先の本人確認が厳密にされるようにな
りました。

② 経済的利得の是正を通じた 
違法行為の抑止

　ディオバン事件に象徴される医薬品等に関す
る虚偽・誇大広告や、いわゆる健康食品などの
未承認の医薬品等の広告・販売といった薬機法
違反事件が後を絶たない状況があります。なか
でも健康食品などの場合においては、薬機法上
の業許可を持たない事業者によるものも多く、
その場合においては許可の取り消しや業務停止
命令といった薬機法上での行政処分ができない
ことから、刑罰である罰金以外での行政による
課徴金を課することが望まれ、今回の法改正に
至りました。
　そもそも課徴金制度とは、違法に得た利益を
行政的に剥奪することを目的に導入されました
が、現在では不当な利得の剥奪を直接の目的と
するのではなく、あくまでも違反行為の摘発に
伴う不利益を増大させて、その経済的誘因を減
少し、違反行為の予防効果を強化することを目
的にされています。現在は、独占禁止法、金融
商品取引法、公認会計士法、景品表示法の４つ
の法律で課徴金制度が導入されており、今回の
法改正で薬機法にも導入されることになります。

　３回シリーズでご紹介した内容以外にも、個
人輸入に関する規制の見直しや、血液法の改正
に関連したもの、薬害肝炎事件の和解時に決め
られた「第三者組織」の設置なども決められま
したが、紙面の都合から割愛させていただきま
したが、読者の皆様の理解の一助になれば幸い
です。
　薬機法改正案は11月27日の参議院本会議で成
立しました。服用期間中のフォロー義務やオン
ライン服薬指導については公布から 1年以内。
薬局の機能区分、ガバナンス確保、添付文書の
電子化については公布から 2年以内に施行され
ることとなり、今後出される政省令を注目する
必要があります。

ポイント 3

医薬品・医療機器等の製造・流通・
販売に関わる者に係るガバナンスの
強化等

勤務医に役立つ医薬情報 第10回

薬機法改正について その 3

ひろたのりたけ・薬剤師
一般社団法人　大阪ファルマプラン　理事長廣田 憲威

新規開業資金／教育資金／住宅資金に
※詳しくは税務経営部 TEL 06-6568-7721まで。

住宅購入や増改築、お子さまの教育費、開業にあたっての資金など、
何かと資金が必要な時があります。保険医協会では、勤務医のみなさ
ま方を対象に銀行と提携した融資制度をご用意しています。融資

制度

【参考資料】
厚労省厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会「薬
機法改正に関するとりまとめ」（2018年12月25日）
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000463479.pdf
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勤務医ホームページをリニューアルしました

https://oh-kinmui.jp/
または 勤務医フォーラム  で検索


