
　１月第３土曜・日曜の２日
間に大学入試センター試験が
行われた。来年度から「大学
入学共通テスト」に変わるた
め、「センター試験」は今年が
最後となった。昨年９月に就
任した萩生田文科大臣の「身
の丈に合わせて頑張ってもら
えば」との発言を契機に、「大
学入学共通テスト」で実施予
定であった「英語民間試験」
が11月に、「記述式問題」も12
月に導入が見送られた。１月
15日に開催された「入試のあ
り方に関する検討会議」では、 
「入試を教育改革の手段とす
ることを巡って賛否両論が出
た」と報道されている。検証
し議論をするべきは、「教育の

ぎの変革を行っている。一方
で各大学医学部教員の大幅な
増員や処遇の改善はされてお
らず、大学医学部教員に大き
な負担が掛っている。
　わが国の近代学校教育は明
治政府により始まり、明治期
は９月が学年始めであった。
４月新学年は、小学校は明治
43（1910）年から、旧制高校
は大正８（1919）年から、帝
国大学は大正10（1921）年か
ら始まった。会計年度に合せ
たとされているが、小日本か
ら大日本帝国に変容する時期
で、４月の徴兵に合せた、日
清・日露戦争や台湾・朝鮮半
島・満州・シベリア・太平洋
領域などへの対外進出による
国家財政逼迫に教育費を削っ
たとも思われる。夏目漱石が
1908年に発表した「それから」
で、主人公の代助に「日本ほ
ど借金で貧乏震いしている国
はありゃしない。（中略）悉
く切り詰めた教育で目の回る

ほどこき使われるので、皆ん
な神経衰弱になっちまう」と
喋らせている。現代日本の大
学病院の教員や医局員の愚痴
でも違和感はない。
　近年のわが国の国際競争力
低下は、出生率の低下と教育
の劣化が一因とされる。国際
的に見て高等教育への公的な
支出の異様な低さは従前から
指摘されていたが、2001年以
降「聖域なき構造改革」の御
旗の下で大学関連予算の削減
が継続され、国家的自滅行為
と思われる。漱石が「それか
ら」の中で、牛と張り合いそ
のうち腹が裂けると比喩した
蛙は日本そのものである。長
期の夏休みで教育を中断した
り、インフルエンザや新型肺
炎が流行し風雪で交通が寸断
される冬に入試を実施した
り、小手先の入試改革に議論
を終始したりの愚を退け、教
育のあり方そのものを検証し
議論するべき時期と考える。

　開業して１年になります。まだまだ課題が山積
ですが、ようやく医療チームとして機能し、地域
の人々にも整形外科診療所の存在を知ってもらえ
るようになってきました。
　開業を決心するのに時間が掛かりました。地域
医療について改めて感じることは、大学病院や病
院が地域医療に貢献していることは言うまでもあ
りませんが、開業医はその入り口という大切な役
割であることを今実感しています。言い換えれば
診察を受けやすい医療圏の最初の入り口を目標と
していくべきだと思っています。また病院勤務時
代の緊急呼び出しの緊張感から解放されて気持ち
の余裕ができたことを嬉しく思っています。
　勤務医時代のように病院の一部として存在する
のではなく、開業では自分の診療の特徴を色濃く

出さなければならないと思っています。当然なが
ら事務員、看護師、理学療法士、すべて自分で雇
用し責任をもって管理し、チームワークとして地
域医療に貢献して行くことは私にとってこれほど
難しい仕事は初めての経験です。開業医は病院以
上に地域に密着し、患者さんとの人間関係も強い
ものになります。一方患者さんの医師個人への評
価も厳しくなるのも当然です。私は医師に対す
る患者さん達の評価をこれまで以上に心に懸ける
ようになりました。整形外科医としてこうありた
い、こうでなければならない、という気持ちが先
行して悩む毎日です。
　開業医は外来診療がメインとなりますので当初
は単調に感じたことは否めず、また各部署の従業
員へのきめ細かい配慮と指導は欠くことが出来ま

地域医療を考え
患者さんと向い合うということ

小野クリニック　院長　小野 貴由（堺市）
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₇₇開 業し て 思 う こと

あり方」そのものと考える。
　医学部入試を巡っては、一
昨年７月に、文科省局長が息
子を私立大学医学部に不正入
学させ逮捕された事件をきっ
かけに、その他の大学医学部
でも男女の不自然な合格率が
問題となった。その結果、特に
疑惑が持たれていた私立４大
学では、2018年度と2019年度
の男女の合格率比が、1.6から
0.9と大きく逆転した。今年も
１月21日から私立大学医学部
入試が、２月25日から国立大
学入試が行われる。合格者で
最も多い集団は、合否境目に
接する集団であるが、現状の
入学試験で医師としての資質
や努力し続ける資質が測れて

いるか検証されてはいない。
　入学後の医学教育に関して
は、2023年から米国の医師国
家試験は、米国医学教育連絡
委員会（LCME）または世界医
学教育連盟（WFME）より認
証を受けた医学部卒業生以外
の受験は認められなくなる。
現状の日本の大学医学部は教
育カリキュラムが欧米と大き
く異なることと、学生に対す
る教官の数がLCMEやWF
MEの基準を満たしていない
こともあり、2015年に「日本医
学教育評価機構（JACME）」
が発足した。JACMEはWF
MEの認可を受け、2023年ま
でに全大学医学部を認証する
予定で、各大学医学部は大急

せん。それぞれの個性を尊重した上で私が望む方
向に人を導くことは本当に難しいものと感じてい
ます。
　私の医師としての人間個性がさらに深くなり、
これまでの勤務医としての経験と知識だけでなく
自分本来の個性を表に出すことが大切だと感じて
います。そのことが患者さん達にはもちろん、仕
事をしている仲間たちにも評価される大事な要素
となると思っています。同時に患者さんの個性や
気持ちも繊細に理解するようになり、患者さんと
自然に話し込むことが多くなり、診察時間がしば
しば大幅にオーバーするようになりました。勤務
医時代は先輩や上司に気軽に相談できましたが、
開業して独立した以上、保存的治療でよいのか手
術の適応で病院紹介か素早い自分自身の決断力が
求められます。
　今年は、今まで以上に地域に密着した信頼され
る医師に近づくように努力したいと考えておりま
す。

手頃な保険料で先生方の万が一に備える
グループ保険（死亡・高度障がい保障）

保険金額と
月額保険料 35歳まで 36～

40歳まで
41～

45歳まで
46～

50歳まで
6,000
万円

男性 5,460円 7,020円 9,600円 13,860円
女性 3,420円 5,880円 7,260円 10,380円

5,000
万円

男性 4,550円 5,850円 8,000円 11,550円
女性 2,850円 4,900円 6,050円 8,650円

4,000
万円

男性 3,640円 4,680円 6,400円 9,240円
女性 2,280円 3,920円 4,840円 6,920円

3,000
万円

男性 2,730円 3,510円 4,800円 6,930円
女性 1,710円 2,940円 3,630円 5,190円

2,000
万円

男性 1,820円 2,340円 3,200円 4,620円
女性 1,140円 1,960円 2,420円 3,460円

保
険
金
額
と
保
険
料
表
（
一
例
）

保険金額は300万円～最大6,000万円
配偶者も最大3,000万円までご加入いただけます !
● 簡単な告知のみ（医師の診査なし）でご加入できるのも忙し
い先生方にとって魅力です

＊ 6,000万円以上の保障をご希望の際は、保険医共済会の「新グループ保
険（最大6,000万円）」を上乗せでご加入いただけます。

配当金の還元により保険料の負担が軽くなります。
直近 3 年平均 約20％を配当！※配当金は毎年変動します

幅広い保障プラン

手頃な保険料
加入プラン例①

35歳（保険年齢）
保険金額6,000万円の場合

さらに！

万が一の場合、
残された家族の生活が心配…

子どもが独立し、
 保障を少し減らしたい

男性 5,460円
女性 3,420円

50歳（保険年齢）
保険金額2,000万円の場合

加入プラン例②

月額　
保険料

男性 4,620円
女性 3,460円

月額　
保険料

お問い合わせ先
TEL 06⊖6568⊖2230（直通）

入試改革と 「それから」
教育のあり方の検証を

勤務医部長　原田 佳明
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雇用相談（第 3 木曜日）
日 時 3 月19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 4 月 6 日㈪ 午後 2 時～ 4 時 相談員 西　　 晃 弁護士
税務相談（第 3 水曜日）
日 時 4 月15日㈬ 午後 2 時～ 5 時 相談員 斎藤 直樹 税理士

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 4 回

外科医を目指す君へ

上
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広
特定非営利活動法人
医療ガバナンス研究所
理事長

　医師の働き方改革が関心を集めている。議論の
中心は、残業時間規制など、医師の労務管理に集
中している。
　確かに、現状の医師の働き方を見れば、これは
重要な問題だ。過労死が続く労働環境は早急に改
善しなければならない。
　ただ、この問題を解決するには、一律に労働時
間を規制するだけでは効果は期待できない。医療
界の構造的な変化を把握して、それに適合するよ
うにシステムを変えていかなければならない。地
域ごと、診療科ごとのきめ細かい議論が必要だ。
本項では、外科をケースとして、この問題を議論
したい。
　医療界では、外科医志望者の減少が問題となっ
ている。「最近の若者は過酷な勤務を嫌がる」と
か「女医が増加したが、彼女たちは外科を避け
る」などの指摘がなされている。この結果、数少
ない外科医に仕事が集中し、過剰勤務になるとい
う論法だ。医療界では、この手の議論が大手を振
ってまかり通っている。
　私は、このような主張には賛同できない。外科
医志望者の減少をこのように論じている限り、問
題は解決しない。若者の外科医離れは益々加速
し、外科医の過剰勤務は悪化する。
　問題を解決するには、外科志望者を増やすため
に、社会の構造変化を踏まえた合理的な対応をと
ることだ。
　まずは、図１をご覧頂きたい。国立社会保障・
人口問題研究所の推計だ。84歳以下の死亡例が
2010年をピークに減少に転じている。急増してい
るのは85歳以上の死亡だ。認知症や在宅医療のニ
ーズは増えるが、手術を受ける患者は減少する。
つまり、何もしなければ、外科医は「衰退産業」
だ。
　医学の進歩も外科には逆境だ。図２は胃がん患
者の死亡数だ。北海道大学の津田桃子医師らの研
究だ。2010年代に入り、急速に減少している。ピ
ロリ菌の感染が減ったことが原因だ。40歳以下の
感染率は約10％だ。幾つかの自治体は中学生のス
クリーニング・除菌を行っている。横須賀市内で
内視鏡クリニックを経営するＭ医師は「早晩、患
者さんはいなくなる」という。
　診療報酬の抑制も外科医にとって逆風となっ
た。病院は生き残りのため、特定の診療科を中心
に「選択と集中」に取り組まざるを得なくなっ
た。また、2000年代に入り、マスコミが手術数な
どを報じるようになった。この結果、がん患者は
特定の専門病院に集中した。
　「手術数でわかるいい病院2019」（朝日新聞出

版）によれば、2017年
関東地方ではトップ60
の病院で6,560件の胃
がんの手術を行った。
症例数が多いのはがん
研有明病院538件、国
立がん研究センター東
病院297件、同中央病
院291件と、がん専門
病院ばかりだ。東京大
学は116件、慶應義塾
大学は114件。外科医
志望者を増やすため
に、女性受験者を差別
した東京医科大学は72
件だ。
　胃がんの手術では、トップ60病
院に31の大学病院が含まれる。大
学病院の平均手術数は91件で、医
師１人あたりで16件だ。一方、大
学病院以外の平均手術数は129件
で、医師１人あたり24件だ。トッ
プの３病院に限定すれば75件であ
る。
　今後、病院は生き残りのために
「選択と集中」を加速するだろう。
この結果、医師の稼動率が高ま
り、必要とされる外科医は減る。
胃がんの手術を全て専門病院で行
うとすれば、現在、関東地方の胃
がんを専門とする外科医の75％が
職を失う。日本では病院に勤務す
る「臓器別外科医」が多すぎるの
だ。この状況で、若手医師に外科
を専攻しろと言っても説得力はない。
　これは胃がんに限った話ではない。肺がんも同
じだ。日本胸部外科学会によれば、2010年の呼吸
器外科の手術数は約６万件。毎年2000件ずつ増加
しているそうだ。このうち48％が肺がんで、手術
を受ける患者の「平均年齢は70歳近くとなり、約
10％が80歳以上の方々（同学会ホームページよ
り）」らしい。この年齢層は、今後、急速に減少
していく。
　一方、同学会が認定する呼吸器外科専門医は
1,315人。260の基幹施設と385の関連施設で働い
ている。我が国の呼吸器外科手術を全て専門医が
やったとしても、手術数は年間46件、肺がんは22
件だ。これでは技量は維持できない。
　胃がん同様、患者は専門病院に殺到している。
関東地方の場合、手術数が多いのは国立がん研究
センター中央病院536件、同東病院442件、順天堂
大学423件、神奈川県立がんセンター 354件、が
ん研有明病院336件だ。この５つの病院の常勤医
は合計で20人。一人あたりの年間の症例数は105
件となる。
　肺がんの手術を全て専門病院で行えば、必要な
専門医は274人でいい。日本胸部外科学会が認定
する専門医のうち1041人（79％）は職を失う。
　患者数が減少し、集約化が進むわが国で外科医
を養成するのは容易ではない。専門病院で研修し
て、技量を身に付けても就職先はない。このよう
な状況を考えれば、医学生や若手医師が外科を専
攻しないのは合理的な判断だ。
　では、どうすればいいだろうか。外科医を育成
するには症例を確保することだ。手術を経験しな
ければ、外科医は力をつけることはできない。症
例数を稼ぐためには、患者が減少する日本に閉じ
こもっていてはだめだ。私はアジアと連携するこ

とが重要と考えている。米カリフォルニア大学サ
ンディエゴ校の医師たちは、2017年に世界各地の
外科医の不足と、それが原因で実施されていない
手術数を推計した研究を「ランセット・グローバ
ルヘルス」に報告した。
　この研究によれば、アジアでの外科医不足は深
刻だ。南アジア、東アジア、東南アジアでは、必
要な外科医の21％、52％、52％しか供給されてお
らず、実施できていない手術数は年間に5,779万
件、2,796万件、1,248万件と推計された。
　幸い、アジアの多くの国で日本の医師免許は通
用する。上海出身の整形外科医で、現在福岡市内
の病院に勤務するあるＣ医師は「中国は日本人の
医師に是非来て貰いたいと希望している」とい
う。彼女は福岡と地元の上海で診療している。こ
のような働き方は原理的には今でも可能だ。
　アジアの経済発展は急速だ。人的交流も加速し
ている。医療も例外ではない。外科医の育成は日
本国内に固執せず、アジアを見据えて考えるべき
だ。前回ご紹介したように若手医師の中には、国
内外の二箇所勤務を始めたものもいる。外科医の
研修に、このようなカリキュラムを用意したらど
うだろう。筆者は多くの若手医師が応募すると考
えている。外科医不足を緩和し、過酷な勤務条件
を緩和するはずだ。医師の働き方改革は、社会の
変化を念頭にグローバルな視点で議論すべきだ。

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

図 1

図 2

国立社会保障・人口問題研修所『日本の将来推計人口（平成29年推計）』より

Effect on Helicobacter pylori eradication therapy against gastric cancer in Japan.
Tsuda M, Asaka M, Kato M, Matsushima R, Fujimori K, Akino K, Kikuchi S, Lin Y, 
Sakamoto N.
Helicobacter. 2017 Oct;22（5）. doi: 10.1111/hel.12415. Epub 2017 Aug 3.
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2020年 3 月以降の予定

会　場 大阪府保険医協会 会議室
 （浪速区幸町1-2-33 TEL06-6568-7721）

申　込 組織部 FAX 06-6568-2389
  FAXまたは右のQRコード

よりお申込みください。
参加費 無料
 ※事前にご予約ください。
主　催 大阪府保険医協会 組織部

新規開業講習会
開業医の先生方を力強くサポート

よりよい医療の提供は
最適な雇用管理から

審査委員、先輩開業医が
わかりやすく解説

新規開業医が
知っておくべきポイント

雇用管理 編

保険診療 編（内科・外科を中心に） 税務対策 編

3 月14日（土）14：30～16：30
講師：桂 好志郎 社会保険労務士

6 月27日（土）14：30～17：00
講師：審査委員、保険医協会役員

7 月11日（土）14：30～16：30
講師：中谷 光之 税理士

近畿厚生局の開業半年後の
指導に備えて

新規個別指導 編

5 月20日（水）14：30～16：00
講師：保険医協会役員・事務局

　頭痛は commonな脳神経内科疾患である。頭
痛診療の基本は、「国際頭痛分類第３版」に基づき
診断し、「慢性頭痛の診療ガイドライン2013」など
に準拠した標準的治療を「頭痛ダイアリー」など
の記録でフィードバックしつつ行うことである。
　我が国では、欧米に10年遅れて1999年以降から
トリプタン製剤が使用可能となり、片頭痛治療環
境が大きく変化した。トリプタン製剤で全てが解
決するかと期待されたが、トリプタン製剤だけで
は解決できないケースや緊張型頭痛が取り残され
てしまった。そこで、「困った時の漢方」として、
漢方の出番である。「慢性頭痛の診療ガイドライ
ン2013」で症例集積研究以上のエビデンスで推奨
される漢方薬は、呉茱萸湯、桂枝人参湯、釣藤
散、葛根湯、五苓散の５方剤のみだが、“西洋薬”
治療のみで効果不十分な場合でも、ガイドライン
での推奨の有無にかかわらず、漢方薬併用で治療
効果が高まることが経験される。
　西洋医学の頭痛分類も大切であるが、漢方での
頭痛治療の原則は、頭痛だけでなく、非特異的症
状（のぼせ、冷え、胃腸症状）や心身全体の観察
が必要である。処方選択の原則は全身状態から処
方を考える。例えば、胃腸機能低下し、新陳代謝
も衰え、手足の冷えの強いケースでは胃腸機能を
賦活する人参を含む処方（半夏白朮天麻湯、桂枝
人参湯など）、のぼせて赤ら顔で筋肉の発達のよ
い頭痛では、“冷やす”治療＝黄連を含む処方
（黄連解毒湯、三黄瀉心湯など）、胸脇苦満の腹証
のある頭痛では柴胡剤（大柴胡湯、柴胡加竜骨牡
蛎湯など）、瘀血の腹証の頭痛では駆瘀血剤（桃
核承気湯、桂枝茯苓丸など）、心気症傾向の強い

頭痛では加味逍遥散や抑肝散や柴胡加竜骨牡蛎湯
などである。

　漢方薬が奏効したケースを３例紹介する。
　【症例１】　呉茱萸湯が奏効した重度片頭痛の30
歳代女性。18歳頃からの「頭痛もち」。体動で悪化
する嘔気・嘔吐を伴う拍動性頭痛を頻回に繰り返
し、生活支障が高度になった時点で初診。当初は、
標準的予防療法の塩酸ロメリジンやアミトリプチ
リンをベースに、経口や点鼻トリプタン製剤頓用
で日常生活をなんとか維持していたが、やがて、
片頭痛頻度、重症度とも著増した。ベラパミル、
プロプラノロール、バルプロ酸、プレドニゾロン
等の組み合わせなどのガイドラインで推奨される
予防療法を数々試みたが、高度の眠気や倦怠感な
どの副作用にも悩まされ、十分量の継続は不可能
だった。また、トリプタン製剤の効果も減弱し、月
に20回以上の片頭痛発作のため日常生活に大きな
支障を来し、さらに、嘔吐が続き、脱水状態にな
ることもあり、入院も繰り返し必要だった。そこ
で、呉茱萸湯エキス製剤7.5ｇを開始したところ、
片頭痛は著減し、スマトリプタン点鼻液使用量も
著減した。やがて、最後まで治療抵抗性だった月
経時片頭痛もほぼ消失し、呉茱萸湯は約３年で廃
薬できた。その後は、年に１～２回程度のスマト
リプタン点鼻液頓用で過ごせるほど改善した。
　【症例２】　抑肝散加陳皮半夏が奏効した歯ぎし
りが強い緊張型頭痛の50歳代男性。職業はデータ
監視でほとんどがCRT作業。30歳代から１～２
回／月程度の絞扼性頭痛があったが、現職場に配
置転換後から頭痛はほぼ連日繰り返すようになっ

た。頭痛は左耳の奥から前頭部の絞扼性頭痛だっ
たが、連日繰り返すために生活支障が生じた。肩
凝りや項部のコリが常にあり、頭痛時に増強し
た。しばしば左耳鳴も伴い、歯ぎしりも強かっ
た。エペリゾンとメチルコバラミンで治療するも
改善なかったが、２週後から抑肝散加陳皮半夏エ
キス製剤7.5ｇを開始すると、翌日から絞扼性頭
痛は消失し、再発もなく経過し、３ヶ月で廃薬で
きた。２年後に再発のため、抑肝散加陳皮半夏エ
キス製剤7.5ｇを再開したが、今回は頻度は不変
で、重症度軽減のみに留まった。それでも、開始
３ヶ月後に頻度は半減し、その１ヶ月後には頭痛
消失し、廃薬できた。
　【症例３】　呉茱萸湯と五苓散の合方が奏効した
重症透析頭痛の60歳代女性。20歳代から年数回程
度の拍動性頭痛があったが、50歳以降は完全に消
失していた。慢性糸球体腎炎からの慢性腎不全
で、58歳頃から腹膜透析開始。同時期から軽症頭
痛が再開し、血液透析に変更時点から頭痛は増悪
し、嘔気を伴う強い頭痛を繰り返し、血液透析の
度にNSAIDs服用が必要となった。頭痛が重症
化し入院となることもあった。バルプロ酸は無効
時点で当科初診。呉茱萸湯エキス製剤7.5ｇ分３
常用および透析当日に五苓散エキス製剤7.5ｇ分
３服用とし、抑制しきれない場合は、スマトリプ
タン錠追加服用とした。1週目から頭痛強度は軽
減し、スマトリプタン錠１錠のみでコントロール
可能になり、２週目からは予兆時に呉茱萸湯2.5
ｇと五苓散2.5ｇとナウゼリン錠10mgの追加服
用のみで３割程度は抑制可能になった。４ヶ月後
には鎮痛剤は全く不要となり、スマトリプタン錠
も月１回のみと著明改善し、一旦廃薬できた。し
かし、２ヶ月後から頭痛再発し、五苓散５ｇ＋呉
茱萸湯2.5ｇ常用および透析時追加服用とし、翌
月以降は呉茱萸湯エキス製剤＋五苓散エキス製剤
を、透析前夜・透析前・透析中・透析後に各１包
ずつ服用するだけでスマトリプタン錠使用は３回
／月に著減した。
　透析頭痛の治療法は定まっておらず、欧米では
major tranquilizerによる効果が報告されるだ
けで、慢性頭痛診療ガイドラインでも透析頭痛標
準的治療の記載はないが、本例のように漢方薬が
奏効する症例があるので、安全性に優れた漢方治
療は試みられるべき治療法である。

　頭痛治療に漢方薬は相性が良く、奏効するケー
スもしばしば経験される。我が国は、一人の医師
が西洋医学も漢方医学も公的医療保険制度で同時
に行える恵まれた環境にあり、西洋薬と漢方薬の
コラボレーション療法も可能である。多くの医師
は漢方医学教育を受けておらず、漢方診療を躊躇
しがちであるが、基本的な漢方知識の学習後に、
怖れずに、自分の専門領域で実際に使ってみて経
験を積むことをお勧めしたい。

葛根湯 後頭部から背中の筋肉が凝りやすい頭痛＝緊張型頭痛の頓用。即効性
葛根湯加川芎辛夷 副鼻腔炎による頭痛
呉茱萸湯 片頭痛の第一適応。予防・頓用の両方可能。苦い。「冷え」目標。即効性も
半夏白朮天麻湯 虚証の頭痛。胃弱者のあまり激しくない頭痛
五苓散 「水毒」の代表的方剤。「水」の異常の頭痛。片頭痛、嘔吐・下痢伴う頭痛
桂枝人参湯 「胃弱の頭痛」に良い。半夏白朮天麻湯よりも胃腸症状や頭痛が顕著
釣藤散 高血圧症や脳動脈硬化症合併。老人や朝覚醒時からの頭痛
大柴胡湯 実証タイプの緊張型頭痛。肥満タイプ睡眠時無呼吸症候群への応用も
柴胡加竜骨牡蛎湯 神経質、交感神経緊張タイプの頭痛
桃核承気湯 高度瘀血の頭痛。月経異常に関連し、頭痛、不眠、興奮などの精神症状
桂枝茯苓丸 「瘀血」の代表的処方。瘀血の頭痛。激しい精神症状ない。のぼせが主
当帰芍薬散 虚証女性の頭痛や頭重・頭帽感。のぼせなく、冷えのみ。
加味逍遥散 多愁訴の頭痛。不定愁訴症候群。冷えのぼせ。
黄連解毒湯、三黄瀉心湯 「頭に血がのぼっている」状態の頭痛
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 寒冷で誘発される頭痛
抑肝散、抑肝散加陳皮半夏 「イライラ」、「きれる」などのキーワード。挺舌不十分。強い歯ぎしり
加味帰脾湯 虚弱で眠りの浅い頭痛に

頭痛の繁用漢方処方ワンポイント（使用の際には、最新の添付文書を確認の上、適正にご使用ください）

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
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なかつ神経内科クリニック（脳神経内科）　

院長　西田 博昭

頭痛への漢方治療

₇₆



※休業保障・年金のお問い合わせは、TEL  保険医協会共済部 06-6568-7721まで

※ここでご案内した内容は、制度概要を説明したものです。ご加入条件、お支払い条件については、パンフレット・申込書等を必ずご確認ください。

共済制度協会会員
のための 申込み好評受付中!

① 最長730日の充実保障 !
②  掛金が満期（75歳）まで
変わりません

③ 掛け捨てではありません
＊ 加入 3 年以上経過後に脱退した時に脱退給付金をお支払いします。

④ 入院はもちろん、自宅療養も給付
⑤ 同一疾病でも給付日数限度までは何度でも給付
⑥ 有給・病気休暇扱いでも給付
⑦ 他所得補償との重複受給 OK !
⑧ 異動・転勤でも加入継続できます ※京都協会を除く

① コツコツ貯める月払制度
② ドカンと貯める一時払制度
③ 急な出費にも 1 口単位で解約可能
④  払い込みが困難なときに掛金中断、余裕ができたとき
に掛金再開

⑤  事前に満期日の指定は不要。受取方法は受給時に選択
⑥ 万一の時はご遺族に全額給付

～病気やケガでの休業に安心保障～

～会員の老後・将来設計を支えます～

■ 拠出金（月額）　※満期まで変わりません

■ 給付内容　（ 1 口につき）

加入年齢 1 口 3 口
～ 29歳 2,500円 7,500円

30歳～ 39歳 2,800円 8,400円
40歳～ 49歳 3,000円 9,000円

50歳 3,300円 9,900円
51歳～ 54歳 3,300円 9,900円
55歳～ 59歳 3,700円 11,100円

※ 加入年齢は加入日現在の満年齢で計算し、1 年未満の端数月が 6 カ月を
超えるものは 1 歳繰り上がります。
※勤務医は 3 口まで加入いただけます。

加入申込み資格

1． 加入日現在、満59歳までの保険医協会会員
2． 保険医であること
3．  1 つの主たる医療機関などで週 4 日以上かつ週16時間以上業務に
従事していること（非常勤勤務医もお申込みできます）

4． 加入日現在、健康であること
 ※ 現在、 健康に異常のある方（現症がある方、服薬中の方、治療中の方）は、 原則

として加入できません。

満74歳までの協会会員
＊月払増口・一時払申込みは79歳まで

加入資格

● 「月　払」 ／ 1 口 1 万円　通算30口
● 「一時払」 ／ 1口50万円　毎回20口
　　　　　　　（但し、新規〈初回〉に限り40口まで）

加入口数

給付金の種類 受給資格 給付内容・日数など

傷病休業給付金
入院給付金

疾病、傷害を原因に休業
したとき

5 日免責あり
1 日につき 自宅 6,000円

入院8,000円
【通算給付日数500日まで】

長期療養給付金

傷病給付金の限度日数
（500日）を超えて、引き
続き連続して休業したと
き

1 日につき 自宅 3,000円
入院 6,000円

【連続 1 回限り230日限度】

弔慰給付金 傷病により死亡したとき 500,000円（＋脱退給付金）

高度障害給付金 傷病により高度障害状態
になったとき 500,000円（＋脱退給付金）

脱退給付金 加入 3 年以上経過した後、
脱退したとき

別に定める脱退給付金表に
より給付金額を確定

自在性が魅力！

6つのポイント
短期のご利用では積立金が掛け金を下回ります

生命保険会社 6 社（大樹・明治安田・富国・
日本・太陽・第一）が受託し、安全性を高
めています。

75
歳

65
歳

35
歳

利息 約415万円

受給
総額
約
2,215
 万円掛金

 1,800万円

1.259%予定利率
（2020年 1 月 1 日現在）

たよりになる

8つのポイント

35歳から加入
65歳から10年確定で受給の場合

月払 5 口

約18万円
約2,215万円

受取月額

受給総額

【掛金総額 1,800万円】

加
入

保険医休業保障共済保険 受付期間

保 険 医 年 金 制 度 受付期間

　「休業保障」で自分が給付を受けることなど
考えたこともありませんでした。でも或る日
突然そんな日がやってきました。治療費とは
別に生活費など本当にたくさんの諸費用がか
かってしまい不安だらけでしたが、入院だけ
ではなく自宅療養も給付され、安心して療養
に専念できました。元気なうちに加入してい
て本当にありがたかったです。

加入者の声 非営利貫き半世紀 ! 是非ご加入を !

※昨年度運用実績：1.444％（ ）予定利率1.259％
　＋配当0.185％

4月1日から（制度発足日2020年 8 月 1 日）

4 月1日から（制度発足日2020年 9 月 1 日）
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