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　京都府医師会勤務医部会が30周年という節目の年を迎えました。昭和56年
2月の第一回全国医師会勤務医部会連絡協議会開催から3年後の昭和59年７
月28日に第一回勤務医部会幹事会が開かれ京都府医師会に勤務医部会が設立
されました。
　昭和40年代から医師数が増加し、勤務医を医師会に加入促進する必要性が
増し、府医でも盛んに議論されてまいりました。有馬会長が、勤務医部会の
設置を重要課題として就任され、その後、昭和58年の勤務医委員会の答申を
受け、松繁担当理事のご努力の結果、田辺会長の時に設立されました。昭和
50年代は、医師数の増加は医療費の増加につながる、将来的には医師過剰時
代が来るとの予測から、昭和57年の閣議決定を経て昭和61年の「将来の医師
需給に関する検討会」では、2025年には医師の10％が過剰になるとして平成
７年を目途に医学部の定員の削減がおこなわれるようになった時代です。勤
務医部会設立時の全国の医師数は18万1．101人、10万人当たり150．5人で、医
学生の定員が最高となっていました。
　その後、医学、医療が急速に進展するとともに、社会も大きく変化し、疾病
の構造も大きく変化してきました。生活習慣病も当時は、4．9％であったもの
が10％にも及ぶようになり、医療費の30％を占める時代となってきました。さ
らに、少子高齢社会となり、医学、医療の進歩は留まることを知らずに進んで
おります。医師数の増加とともに、勤務医の占める割合も大きくなっており、
医師会活動も勤務医の参加なくして考えられない状況となってきました。
　初代、村中日出男幹事長から歴代の幹事長のお名前を拝見しておりますと
今でもお元気でご活躍のよく存じ上げている先生方のお名前が数多く出てま
いります。勤務医部会、医師会活動が如何に多くの先生方のご尽力で支えら
れてきたかを実感いたしております。取り上げられてきた課題も多岐にわた
りますが、現在は、過重労働など労働環境の改善、男女共同参画や女性医師
の就労環境の改善、ワークライフバランスを活かすことのできる勤務環境、
新医師臨床研修制度の導入による医学生、研修医へのサポートなど、課題は
山積いたしております。
　平成22年、平成24年に勤務医部会からいただきました提言をもとに、一層
多くの勤務医会員の参加をいただけるよう、また、勤務医の先生方が医師会
活動に積極的にご参加いただき、京都の医療がより充実したものとなるよう
全力で取り組みを進めてまいりますので、歴代勤務医部会幹事長を始め多く
の役員の皆様方に心より感謝申し上げますとともに、今後とも全ての勤務医
の皆様のご支援を心よりお願い申しあげまして、発刊のご挨拶とさせていた
だきます。

京都府医師会会長
勤務医部会部会長

森　洋 一

勤務医部会30周年記念誌発刊にあたって
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　昭和59年、京都府医師会に勤務医部会が設置され、30年を迎えました。こ
の節目の年に幹事長を務めさせていただき、大変光栄に思います。
　振り返りますと、最初の10年は経済成長、医師急増の時代であり、勤務医
の組織化、医師会活動への参加促進が大きな課題でした。20周年までの10年
間は、バブルがはじけ、病院経営が苦しくなり、勤務医を巡る諸課題、すなわ
ち、医療安全、感染症、勤務環境などが問題になり、とどめは、小泉内閣によ
る「聖域なき構造改革」による低医療費政策でした。
　そして、現在に至る10年間は、平成16年の新医師臨床研修制度の開始に端
を発した医師不足による地域医療崩壊の危機でした。医師の需給については比
較的恵まれているといわれる京都でも、京都府北部の地域医療確保が困難にな
るなどの深刻な問題が生じてきました。
　森勤務医部会長（府医師会長）のもと、「総論だけでなく、各論にも踏み込んだ、
具体的、実効性のある取り組みを」という方針で、本格的な勤務医問題への取
り組みが始まったのは６年前のことでした。
　平成21年に、「勤務医・女性医師の労働環境等に関する緊急意識調査」を行
いました。その結果、勤務医の過酷な労働環境が明らかになる一方で、勤務医
の地域医療に貢献したいという想いが高いということもわかりました。また、
女性医師の具体的な悩みから、女性医師支援の課題が明らかになりました。
　勤務医部会では、これらの課題解決の方策を議論し、総会でも積極的に取り
上げてきました。また、女性医師ワーキンググループを立ち上げ、女子医学生・
研修医をサポートする会を開いてきました。この取り組みはさらに進化し、女
性医師問題は単に女性医師だけの問題にとどまらず、男性医師も含めた勤務医
全体の問題であるという、多くの意見から、「女子」という言葉を外した新し
い取り組みへと発展しています。
　勤務医部会では、勤務医の声と想いを「提言」という形で、医師会長に提案
させていただいてきました。平成23年度の提言は、①総合的診療能力と高い
専門性を持った勤務医の教育支援、②女性医師の就業支援とすべての勤務医の
ワークライフバランスの確保、および過重労働の軽減、③多職種連携と地域連
携の推進、④勤務医の医師会活動への積極的参画、という内容でした。
　京都府においては、京都府医師会の積極的活動が実を結び、京都府をはじめ
とする行政、京都府立医科大学および京都大学と連携した、卒前から卒後研修、
さらに生涯教育に至る体制整備が整ってきています。また女性医師支援体制も
着実に前進しています。全国的にも、大学、行政、医師会の連携による成功例
として高い評価を得ています。
　この10年間は、悩み、苦しんだ勤務医部会の活動でしたが、歴代の幹事の
皆様の努力、そして何よりも京都府医師会員の皆様の支えによって、何とかこ
こまでたどり着くことができたと、感慨深いものがあります。
　今後、地域医療構想の策定と地域包括ケアの具体的方策、新たな専門医制度
への対応、等々課題が山積しています。すべての勤務医が、京都府医師会勤務
医部会の活動に参画し、京都の新しい地域医療と勤務医の姿を目指し、着実な
歩みを続けていきたいと考えています。

勤務医部会幹事長
京都市立病院院長

内 藤 和 世

勤務医部会30周年を迎えて
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　京都府医師会勤務医部会が設立30周年記念誌を発刊されますことに対し、
日本医師会を代表して心よりお慶びを申し上げます。
　京都府医師会における勤務医部会設置の検討は、昭和55年3月の京都府医師
会定例代議員会まで遡ります。その事業計画において、勤務医の医師会参画
を得るためにはその実数を把握・分析し、「勤務医のための施策を講じ、究極
的には勤務医部会設立に至らなければならない」との考え方が表明されまし
た。これを受けて実施された勤務医の意識調査では、勤務医に対する積極的
なPR活動、メリットのある施策づくり等の重要性が浮き彫りとなったことか
ら、昭和57年、会内に勤務医委員会を設置し、部会設立に向けての本格的準
備を進め、昭和59年7月の発足に至りました。
　以来、勤務医として医療の進展に寄与すること等を目的として、京都府医
師会内に設置された各委員会に参画し、勤務医の声を会務に反映する一方で、
近畿医師会連合及び全国の勤務医部会等との緊密なる連携を図るなかで、地
域医療の確保・充実に多大なる貢献を果たしてこられました。これも偏に、
歴代役員並びに勤務医部会員各位のたゆまぬご努力によるものと、心から敬
意を表する次第でございます。
　さて、団塊の世代が後期高齢者となる2025年まで残すところ10年となり、
各地域においては、その実情に即した、良質かつ適切な医療提供体制と地域
包括ケアシステムの構築を通じて、より良い地域社会の形成が求められてお
ります。
　京都府医師会におかれましても、管下の郡市区等医師会並びに会員間のさ
らなる連帯と協働をもって、地域医療構想の策定に積極的に関与し、より実
効あるものとなるよう議論を主導していただくこととなりますが、そうした
なかで、勤務医部会並びに勤務医の果たす役割がますます大きくなっている
ことは論を俟ちません。
　より多くの勤務医の参画を得ていくなかで、設立時から変わらぬ勤務医部
会員の奉仕の精神と献身的な活動を通じて、地域住民の生命と健康を守るた
めの活動を深化していただくことに、大いに期待を寄せる次第であります。
　今般、『京都府医師会勤務医部会設立30周年記念誌』が発刊され、勤務医部
会の30年間の足跡が、医師会の歴史に新たに加えられますことは誠に慶ばし
いことであります。
　京都府医師会勤務医部会が、今後歩まれる歴史のなかで、地域医療の充実
にますます貢献されますことを心より祈念いたしまして、お祝いの言葉とい
たします。

日本医師会会長

横 倉 義 武

京都府医師会勤務医部会設立30周年記念誌の発刊によせて
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　21世紀の入り口で始まった小泉政権下での医療費抑制策、加えて初期臨床

研修制度の開始。その煽りを受けて勤務医受難の時代がやってきた。端的な例

として、医師不足による病院勤務医の過重労働、過疎地の医療崩壊、勤務医の

激務に拍車をかけるような急性期病院における在院日数の短縮化とそれに対応

した退院調整の義務化、診療報酬請求に係る証拠書類としての多様な文書作成

などが挙げられる。このような現象が起きたのは、京都府医師会独自の先駆的

な勤務医実態調査（平成21年実施）からも明らかとなったが、地域医療の現

場を知らない、お金の勘定しか出来ない人達によるデスクワークでの政策立案

の結果である。

　そこで、森洋一府医会長は、医療界が直面している問題を、ひとつ一つ乗り

越えるためには、勤務医、開業医の垣根を外して地域医療に関わる全ての医師

が団結し、地域医療のあるべき姿に向かって総力戦で協働していくことが必要

であると、大号令を発せられている。

　とりわけ、10年後の2025年をゴールとする超高齢社会対応の重点施策であ

る「地域包括ケア体制」の確立に向けては、川の流れにたとえると、源流部に

位置する急性期病院の勤務医の新機軸の活躍への期待が大きい。その新機軸と

は、入院患者や家族が覚悟を決めることが出来る医療提供であると考えられ、

『始めよければ終わりよし』を実感できる前例のない取り組みが、京都府勤務

医部会の活動から開始され、あらたな日本モデルになることを期待する。

産業医科大学
名誉教授

舟 谷 文 男
「第25回　特別講演演者」

「京都府医師会勤務医部会のこれからの１0年に期待」
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表　　　彰
（歴代勤務医部会幹事長・在任20年・15年・10年以上の勤務医部会役員）

◆歴代勤務医部会幹事長（１名）
　　内　藤　和　世（第13期：H20～H22、第14期：H22～H24、第15期：H24～H25、第16期：H25～H27）

◆在任２０年以上の勤務医部会役員（１名）
　　紀　田　康　雄（H６～H27）

◆在任１５年以上の勤務医部会役員（２名）
　　赤　坂　裕　三（S59 ～ 62、H10～H20）
　　向　原　純　雄（H2～H19）

◆在任１０年以上の勤務医部会役員（１４名）
　　近　藤　摂　子（H14～H26）
　　薄　井　裕　治（H10～H21）
　　秋　山　祐　一（H16～H26）
　　太　田　　　努（H16～H26）
　　閑　　　啓太郎（H16～H26）
　　伊　藤　英　子（H8～H17）
　　小　川　　　修（H18～H27）
　　白　方　秀　二（H18～H27）
　　関　本　達　之（H16～H25）
　　辻　　　俊　三（S63～H8）
　　福　田　和　彦（H18～H27）
　　藤　本　荘太郎（H8～H19）
　　内　藤　和　世（H18～H27）
　　吉　岡　秀　幸（H14～H23）

順不同、敬称略
（　）内は在任期間
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参加者　（敬称略）
司　会　内藤　和世　勤務医部会幹事長（京都市立病院）
司　会　上田　朋宏　京都府医師会理事（泌尿器科上田クリニック）
　　　　安田健治朗　勤務医部会副幹事長（京都第二赤十字病院）
　　　　吉田　憲正　勤務医部会副幹事長（京都第一赤十字病院）
　　　　若園　吉裕　勤務医部会副幹事長（京都桂病院）
　　　　紀田　康雄　勤務医部会副幹事長（第二岡本総合病院）
　　　　大越　香江　勤務医部会女性医師WG（日本バプテスト病院）
　　　　東　　義人　前京都府医師会勤務医担当理事（医仁会武田総合病院）
　　　　藤　　信明　若手医療ビジョン委員会　副委員長（済生会京都府病院）
　　　　小暮　彰典　若手医療ビジョン委員会　委員（京都市立病院）
　　　　北川　昌洋　若手医療ビジョン委員会　委員（福知山市民病院）
　　　　齋藤　信雄　京都府医師会監事（NTT西日本京都病院）
　　　　小澤　恭子　京都府医師会理事（洛和会音羽病院）

京都府医師会勤務医部会設立30周年 記念座談会

と　き　平成２６年１２月１８日（木）午後４時～６時
ところ　京都府医師会館　５階トレーニングセンター　カンファレンスロビー
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勤務医部会10年を経て

●司会（内藤）：京都府医師会勤務医部会が発足し
て30周年になります。10年単位で見てみると、最初
は、勤務医問題をどのように医師会の内部で議論し
ていくかというような時期でした。その後11年目か
ら20年までは比較的落ち着いた安定した時期で、あ
まり大きな課題もなく勤務医問題についてあまり議
論はなかったように思っています。
　そして、この10年間は、勤務医問題が表面化しま
した。小泉純一郎首相による「聖域なき構造改革」
の中で低医療費政策、医師削減の話が出てきました。
平成16年から新しい医師臨床研修制度が施行され、
いわゆる医師不足、勤務医の問題がぐっと表面化し
たように思います。
　その中で京都府医師会勤務医部会では、全勤務医
を対象にした調査や、女性医師の問題にかかるアン
ケート調査をしました。女性医師の問題や勤務医の
問題は、根っこは一緒だということがわかりました。
勤務医部会で、一定の地域の代表者、病院の代表者、
が勤務医部会幹事会をつくり、情報を共有し、勤務
医問題に取り組んできた結果、京都府医師会勤務医
部会としては、一定の成果は上げられたのではない
かと思っています。
　そこで、まずはこの10年間を振り返って、皆様方
から発言をお願いしたいと思います。

●齋藤：私は昭和63年から平成４年まで勤務医部会
の幹事を務めていました。平成12年に「勤務医を担
当しなさい」ということで、突然だったのですが医
師会の理事になりました。
　私は医師会は開業医の利益擁護団体だと思ってい

ましたが、勤務医部会に出ると「学術団体なんです
よ」と言われて、「あ、そうなのか」という感覚で
した。医師会の中で勤務医部会はどういう位置づけ
なのか、医師会とはどういうものかと考えるところ
からのスタートで、非常に苦しかったですけれど、
いい経験をさせてもらいました。

　医師会を、とことん突き詰めてみると、皆さんの
頭の中には開業医の利益擁護団体であったりすると
思うのですが、基本的には学術専門団体です。
　ただ、昭和56年に公正取引委員会で地域の医師会
が敗訴するということがありました。開業制限をす
ると医師会は専門職の集団ではなく事業者団体であ
るから独占禁止法に触れるとされた。その時一生懸
命に反論しているんです。その反論の根拠の一つに、
事業者だけではなく、勤務医も同等の資格で入って
いる、というのが医師会を擁護するための根拠にな
ったわけです。ここが地区医と府医の違いというこ
とになります。
　多くの勤務医の加入があれば、安い会費でメリッ
トだけ持っていく。開業医はとても高い会費を払っ
ている。開業医からすれば、あまり増えても邪魔だ
という感覚が私たちの時はありました。3年に１回
ぐらいのペースで会員のアンケート調査をしました
が、「なんだこれは」という思いでしたね。
　勤務医問題は、それほど医師会の中で問題になっ
ていない。あまり重要視されていないということが
非常に悔しいですね。
　ただ、府医は勤務医の組織率は40%程度と圧倒的
に少ない。勤務医を担当している理事がいかに勤務
医を増やして意識を変えて医師会をリードしていく
かと皆が努力してきたと思うのです。
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●司会（内藤）：特に平成16年以降の10年間は勤務
医問題と臨床研修問題に尽きる。これは医師会にと
っても避けて通れない問題だったんですね。

●齋藤：医療問題の中で開業医の問題はとても少な
かったのです。日本の医療問題のほとんどが勤務医
の問題だったんですよ。
　国民の医療に対する不信が平成11年頃から高まり
ました。立ち去り型サボタージュで勤務医が医療機
関を離れたりして、医療崩壊が起こった。平成13年
の小泉ショックによる医療費削減、医療不信、これ
らを何とかしなければいけないということで医療制
度が変わってきているわけです。だからその視点で
いま勤務医部会が動いていますが、部会としての話
は小さいことで、本当はもっと全体を引っ張る話に
もっていくほうがいいわけですね。

●司会（内藤）：東先生は、その辺りの前半10年は
特にご苦労されたと思うのですが。

●東：担当理事の時は、いかに一般病院のドクター
にこちらを向いてもらえるかが自分のテーマであ
り、少しでもメッセージが送れるようにと、なるべ
く医師会主催の講演会があれば開会の挨拶をさせて
もらっていたのですが、反応も乏しく尻すぼみにな
りました。若手の新人賞と症例発表賞など、どんな
ものでもいいから小さなペーパーを書いた人や医学
会で発表した人に賞金を配って、少しでも意識づけ
をしようとしたり、そういう些細なことでも努力を
しました。
　「今のままで何が悪いんだ」ということもまず自
分に問いかけて、こういう場を利用して考え直せれ
ばいいなと思います。

●齋藤：誤解を招くので少しお断りをしておきます
けれど、日本の都道府県の医師会レベルで考えてみ
ると、府医に関しては総合的に見て非常に高いレベ
ルにあり、先端をいっています。それだけは言って
おきたいと思います。

女性医師をサポートする会の取組み

●司会（内藤）：その一つは、私は個人的には京都
が府医師会と市医師会に分かれていないことが大き
なポイントになっていると思います。
　この10年間に勤務医問題に端を発して、女性医師
の問題が出てきました。特に小澤理事に取り組んで
いただいておりますので、その辺りについてはいか
がでしょうか。

●小澤：私も理事になるように言われた時は、「医
師会って何？」という状態でした。
　しかし、理事になってしまえば、医師会のことを
知ってもらおうという思いになりました。男女共同
参画の担当になり、年に１回「医学生・研修医をサ
ポートする会」の運営に取組みました。女性だけで
なく男性医師にとっても、医師自身の病気、介護や
育児の問題もあり、働きやすい就労環境を目指すこ
とを目標にしています。
　医師会に目を向けてもらうために、講演会をもう
少し楽しくしようと、軽食付き、ゲストスピーカー
として知名度の高い方を招くなど、医師会を身近な
ものに感じてもらおうとこの５年ほど取り組んでき
ました。

●司会（内藤）：一般企業の方に講演をしていただ
くのは、非常によい取り組みだったと思っています。
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●小澤：他の都道府県医ではあまりやっていないと
思います。出席率を上げようと広報にも力を入れまし
た。これまでは女性の参加が多かったのですが、前
回は男性が61％で、男性の参加が増えました。

勤務医からみた医師会

●司会（内藤）：医師会像について、上田理事、い
かがでしょうか。

●司会（上田）：この中で開業医は私だけなのです
が、医師会に参加してみたら、非常に自分の思って
いたところとは違いました。医師会役員は勤務医の
ためにも、日本全体の医療のためにも働いていたの
ですが、私が市立病院の勤務医だった時に、今自分
のしていることと医師会活動との整合性が取れず、
距離もあり悩みました。
　ただ、絶対必要な仕事だと思っています。自分自
身が今回、勤務医の担当理事を拝命してから、これ
まで取り組んできた勤務医問題は、やはり非常に重
要で、本当の地域医療の根幹は、基幹病院であった
り、病院組織を中心になるべきです。
　そこで、本当のところ、現場のご意見として、医
師会はどう見えているのかをお聞きしたいのです。

●藤：私は今府医の中の若手医療ビジョン委員会で

副委員長をしています。メンバーは約７割が開業医
で、残りが勤務医です。普段はまったくアウェイ状
態です。そこではやはりどうしても開業医の先生に
気を使いながら発言している部分もあります。
　医師会に入るメリットが勤務医にあるかという
と、全くないと思います。今医師の割合は勤務医が
18 ～ 19万人で、開業医の先生が約10万人。医師全
体の数で言えば勤務医の方が多いにも関わらず、医
師の団体としては医師会が唯一の団体です。
　業界団体でもあり、医療政策の提言のできる圧力
団体でもあります。その圧力団体という側面は徐々
に減ってきていると思います。今組織率を上げなけ
ればいけないとされていますが、それはあまり勤務
医が考えることではないと。勤務医は医師会に対し
て無関心です。医師全体の、特に勤務医の意見を反
映させるのが府医あるいは、日医の進むべき道なら
ば、やはり医師会側が勤務医問題をもっと深く掘り
下げないと変わらないと思います。
　あるいは、理事の半数を勤務医にするぐらいのこ
とをしないと、医師全体の意思を反映させるには、
なりえないと思います。

●司会（内藤）：日本の医師会の歴史を考えた時に、
やはり武見太郎氏が作り、育てた日医の意識がまだ
残っているのではないかと思います。民間病院の先
生が入って少し変わったように思うがやはり開業医
が主体になるんですね。

●藤：世間の目も、政治家もそういうふうに見てい
ると思います。

●司会：その辺り安田先生はいかがでしょうか。

●安田：医師会の勤務医部会というと「なんだそれ
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は？」というイメージがありました。医師会は、働
いていた大学病院、市中病院、診療所など、それぞ
れのトップが入って考えるところ、一国一城の主の
集まりではないのかなというのが、勤務医の感性だ
と思います。
　一般の人から見れば、医師会の政治連盟だけが表
に出てしまって、政治をやるところというイメージに
なってしまっていますが、特に府医はアカデミックだ
と思います。講演を頼まれて地方の医師会に行き、
なんだこれはと、お金の話しかしないという医師会も
やはり結構あるのです。そう思うと、府医の会員の方
のレベルが高いということになると思うのですが、や
はり地域によって差があると思います。

●北川：私は府医に入らせて頂いたのが2014年の8
月なのですが、実は、病院側には数年前から入会さ
せて欲しいとお願いしていました。その理由は、私
が救急の立ち上げの仕事をするように任され、地域
に入っていく必要性を感じるようになったからで
す。その後、若手医療ビジョン委員会に推薦して頂
いたことをきっかけに、理事の先生方からご推薦を
戴き、入会させて頂くことになりました。

医師会への加入促進と勤務医の組織率

●司会（内藤）：一般的には府医の勤務医の組織率
よりも地区医の勤務医の組織率は高いです。ですが
府医、日医になるともっと下がるわけですよね。

●齋藤：私は地方から戻ってきたその日に地区医に
入れて欲しいと頼んだんです。大赤字の病院なので
いかに患者さんを増やすかということが至上命題で
したので、とにかく患者さんを紹介してもらうため

に地区医に顔を売り込みました。その時は外科部長
としてでした。
　院長になるとまた違ってきます。

●司会（上田）：医師会が何をしてくれるのかとい
うことと、医師会で何が出来るかというメリットも
あるはずです。

●北川：そうですね。メリットもあると思いますが、
ほとんどの人はそう思っていないかもしれませんね。

●司会（内藤）：地区医はメリットがあるんでしょ
う？

●藤：地区医はメリットがあると思う人が多いと思
います。

●吉田：結局、地区医は病診連携が行いやすいです。
病院は患者さんを集めないといけない。だから医師
会に入り、「うちはこんなことをやっています」と
顔を売れますが、府医と病院の医師との顔の見える
関係というのはほとんどありません。私が以前、府
立医大に在籍していたとき教授以外、ほとんど府医
師会に入っていない科もありました。
　日赤でも部長クラスしか入っていないのです。地区
医になると、研修医も含めてぐっと組織率が上がり、
密な関係を築けるのですが、では府医の先生との接点
というのは、講演会や専門医会などで、自分の専門分
野の中での開業医との接点は強いのですが、例えば他
科の先生になると、府医の先生を知らないです。
　今後在宅医療や病院の機能分化が進んで来れば、
“大病院” “中小病院” “在宅” のつながりがもっと
強化されると、そうは言っていられないので、我々
も他の分野の先生との接点ももっと作っていかなけ
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ればいけないと思います。

●司会（内藤）：若園先生はいかがですか？

●若園：医師会入会のシステム自体が非常にややこ
しいと思います。地区医、府医、日医という構造が
なんとかならないかなと思うのですが。また、国民
の視点や医療制度の改革の視点で、行政は医師会を
相手にしますよね。本当は厚労省や国が作るのでは
なく、勤務医が中心になってビジョンを作っていく、
べきだと思います。

●司会（内藤）：今は地区医、府医、日医の3段階
になっており、経済的な負担も非常に大きいのです。
昔はそういった経費は病院が負担していたのですが、
十数年前に朝日新聞が大々的にこれを取り上げたこ
とで一気に組織率が下がったと言われています。

●司会（上田）：私たち（開業医）は全部自分で会
費を払ってきたので、覚悟と使命感は全然違います。
かつて公的病院の部長を務めており、自分がすべて
見ているつもりでしたが、医師会に入ると、国全体
の医療が見えていなかったことに気づかされました。

●齋藤：それを解決する方法をいろいろ提言してい
たわけですが、よほど好奇心があって意気に燃えた
人だけが入ってくるというのも違うと思います。
今勤務医の年会費は8400（月700）円です。卒後の
臨床研修医に入ってもらうために、月500円に減額し
ていますが、いずれもなかなか入会してくれません。

●司会（上田）：各都道府県医で様々な集まりがあ
って、勤務医の担当で私が発言しました。どうして
も日医は、勤務医の先生方に最初から上から目線な

のです。例えば私たちが土砂降りの雨の中、濡れな
がら一生懸命に働いている時に、日医の会員が一緒
に濡れて歩むかといえば、傘を差しのべるぐらいし
かない。それでは解決しないと発言しても、理解し
てもらえないのが現実なんです。

●大越：私が最初に医師会に入ったのは京大病院に
いたときですが、その時は自費で入会しました。大
学だと地区医師会費を払わずに済み、安く済むので
す。勤務医にとっては、地区医の会費が高く感じら
れると思います。今は勤務先の病院が地区医師会費
も含めて払ってくれているので助かっています。「医
師会はどういうことをしている組織なのか」という
好奇心が動機で入会しました。同僚に時々「医師会
に入っているメリットは何か」と聞かれるのですが、
うまく説明できるだけの実質的なメリットは無いよ
うに思います。

●齋藤：地区医、都道府県医、日医というこの3段
階は、国のヒエラルキーとほとんど一緒なのです。
だからその要求するレベルは、地区医の勤務医はそ
れでいいわけで、さらに上を目指すと全国発信した
くなるので必要だとは思いますね。

●小暮：勤務医の問題というのは、昔から同じこと
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を取り組まれているんだなということがすごくわか
ります。若手医療ビジョン委員会で議論しているこ
とも、30年前からずっと議論されていることと全く
変わっていないということがよくわかりました。
　医師会の若手医療ビジョン委員会で、藤先生はも
う医師会に入らないとずっと信じていて、そしたら
先日、入っていると聞いて驚きました。

●藤：その経緯を話すと、地区医については自分で
払って入っている、府医についてはずっと入ってい
なかったんです。それで病院を変わった時点で出し
てもらえることになったので入っています。

●小暮：それがかなり衝撃でした（笑）。私は長いも
のに巻かれてしまうほうなので、入れと言われれば
入るし、入らなくていいならそのままにするタイプで
す。それで若手医療ビジョン委員会で活動し、医師
会もいろいろ取り組んでいるんだなということがわ
かってきて、入ってもよいかなと思っているところに、
藤先生の衝撃発言があって、入会の資料を取り寄せ
ました。かなりの金額にまた驚いて、妻に「やっぱ
りいろいろ付き合いもあるし医師会に入ろうかな」と
話したら、「入るの？開業もしてないのに」と言われ
ました。やはり一般にはそういう認識だと思います。

●齋藤：昔は基本割と応能割という会費だったんで
すよ。収入に応じて会費が決まるという。勤務医は
基本割しかなかったんですが、いまは全て基本割だ
けになっています。
　個人会費と施設会費の二本立にして個人として、
入会しやすい制度を主張した時もあったのですがね。

●紀田：私が勤務医部会の幹事に入らせていただい

たのは1993年頃です。どんなことをしているのか見
せてもらおうと最初は「社会勉強になったらいいな」
という感じで入れてもらいました。それから継続し
て20年ちょっとになり、昨年からは宇治久世医の副
会長という役職をもらっています。
　医師会は府医も地区医もやることは違うので、分
担してすることは効率的であり、私個人としては多く
の先生方と顔見知りにもなれるし、非常に社会勉強
になっているので、非常にメリットがあると思います。
　ただ、うちの病院のドクターを見ていると、医師
会活動に興味のない者がほとんどで、医師会からの
送付物があっても見ないという状況です。医師会の
イベントにも誘いはしているものの、参加しないの
で興味をもっていないと感じます。
　仕事に関しては、研修医制度ができてから、かな
り激変し、それまで安定して大学から一定人数のド
クターをローテーションで派遣してくれていたので
すが、それが途切れがちになり、自前で人材を確保
していかなければいけなくなったので、民間病院の
ドクターとしては苦労しているところです。

●安田：今まで皆さんには理解しやすい話をしてい
ただいたのですが、府医としては、いま言われたよ
うに、専門医会があり、地区医があり、それを統括
すれば壮大な裾野なのです。それを考えると、勤務
医の会員が少ないという話はあまり当てはまらない
と思うのです。

●司会（上田）：地域医療を担う医師は、かかりつ
け医であろうが勤務医であろうが同じ中にあるはず
です。最初の医師会が出来た際は、大学病院や地域
の基幹病院が中心にあったはずなんです。
　そこで、その時にかかりつけ医がどうやって発言
権を持つかという事業努力の結果が、いつのまにか
医師会が医師の代表みたいになった。でも府医はそ
うではなく、やはり京都からいろんなことを発信す
るために、いろんな会を作ってきた。勤務医、地域
医療を担う医師全体の代表が集まり、国の医療を変
えるような力になればいいのだが。
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勤務医が医師会に入るメリット

●司会（内藤）：そうですね。上田先生は勤務医から
開業医へというお立場です。小澤先生は勤務医で医
師会の理事を務め、女性医師の問題も取り組む中で、
勤務医の本音ということでいえば、いかがでしょうか。

●小澤：医師会については、周りの先生方に話して
も全然興味を示されないですね。「メリットは何？」
と。メリットは何ではなく、医師会を活用するとい
う発想にならないかなと、入っているからこそ思う
のですけれど。
　医師会に入って楽しいこともあります。世界が広
がりました。理事会で先生方の意見を聞いていても、
視野が広く、勉強になります。それから様々な企画
でいろんな人と出会えます。なかなか会えないよう
な人と話すことができるので、そういうところも面
白いですね。

●齋藤：メリットの話でいえば、医師賠償責任保険
（以下「医賠責」という）は非常にメリットがある
と思います。というのは、皆さん学会で入っている
と思うのですが、実際に適用された時に顔の見える
人が相手してくれるので本当に有益です。相手に対
しても交渉・説明、医療的な問題も受けてあげられ
ます。研修医には非常に低価格なものを作ってメリ
ットをつけましょうとなりました。それは日医に入
ることにもなり、結局同じくらいの額なんです。

●司会（内藤）：学会の保
険に皆さん入っておられま
すね。

●齋藤：ですが、そういう
対応のアフターサービスを
しているから、医師会の担
当理事はとても忙しいです
よ。そういうのは絶対メリ
ットです。
担当理事は本当に汗をかい
ていますよ。

●司会（内藤）：勤務医にとって医賠責が大事なの
は、病院で何らかの医賠責は入っているけれど、そ
れがどの程度、自分たちを守ってくれる保険かとい
うのは皆さん知らないと思います。実は病院によっ
て全然違うんですよ。
　当事者を訴えた場合でも、病院がそれをすべてカ
バーしてくれる病院と、当事者が訴えられた場合に
は「病院は知らないよ」という病院と両方あるんです。

●齋藤：医療というものは事故は起こるものですか
ら、医賠責は入るのが当たり前ですよね。

●安田：対応が大分違うのであれば、組織率を上げ
るためには結構な殺し文句ですよ。

●司会（上田）：案件は複雑ですし、「えっ」と思う
ようなことは多いですから。私は非入会で学会にず
っと払っていましたが、何のサービスもなかったの
で、医師会に入った時に日医A2会員になりました。

●司会（内藤）：この中で訴訟あるいはそれに類す
ることに巻き込まれたという経験者はおられますか。
おられるでしょうね。やはりそんなに少ないわけで
はない。そういった意味では、これも大きなメリッ
トですね。その他、現場の意見はいかがですか？

●藤：先ほども話しましたが、医師会にあまり関心
がないんですよ。入れば様々なメリットが見えてく
るのだろうけれど。結局、医師会として取組みを発
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信する団体になろうというのであれば、勤務医や勤
務医部会からの発信よりも、医師会本体が変わらな
いと、どうしようもないことだと思います。

●司会（内藤）：どう変わったらいいと思いますか。

●藤：先ほども言いました理事の半数を勤務医で構
成するとか、強制的に入ってもらうというくらいに、
開業医の先生もその権利を譲るくらいにならない
と、具体的に進まないような気もします。

●藤：先日も、地区医などで勤務医の会員が増えて
くると、議決権を持っていますから増やしたくない
との意見もあるようです。委任状をくれるのならま
だしも、放っておくだけの会員が増えても困ると。

●司会（上田）：これは医師会側の覚悟の問題なん
です。結局この問題の根本は、勤務医はいろいろな
総会にほとんど出てこない。だから彼らが委任状を
出さなくても、本人がきちんと来ておけば済むこと
なんです。本人が来ないから何かを決める時に問題
になるのではないかという話が発端でした。結局従
来通りということになりました。

地域医療と医師会活動

●司会（上田）：医師会で、役員をしているといっ
ても、個人事業主も勤務医もいて、温度差のある中

で、勤務医の問題に、日常の労働環境、そして皆さ
んのわだかまりなどの問題をこの６年間見てきまし
た。
　勤務医の担当理事としては、勤務医の先生方がや
りたいことができない環境であれば、それを助ける
のが一つは医師会の役目と思っていたのです。そう
いう意味でやりたいことを見つけてやる。
　例えば福知山の先生方は皆とてもアクティブで、
医師会活動でも研修医北部ネットワーク設立もその
一つです。
　そこで医師会活動を通じて地域医療に貢献してい
ることはありませんか？

●北川：私自身、地域医療に貢献できるような活動
はできていません。ただ、今後の目標としては、東日
本大震災でのＤＭＡＴとしての医療派遣や、福知山
花火大会爆発事故で病院対応などの災害医療に関す
る経験を、何らかの形で還元できればと思っています。

●司会（内藤）：私は医者になって40年、医師会に
は25年入っています。その中で私がいちばん感じる
のは、開業医を中心とした医師会側も少しずつ変わ
っているのですよね。その大きなきっかけになった
のが、救急災害関係なら阪神大震災と東日本大震災
です。それから、新しい臨床研修制度による地域医
療の崩壊、医師不足という問題が、これまでと同じ
ではいけないという意識を芽生えさせているように
思いますね。
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　だからそういった意味では、府医側の勤務医に対
する意識は、かなり強くなっていると思うのですが、
齋藤先生、どう思われますか。

●齋藤：そうですね。だから今般の病床機能制度の
中でも、高度急性期、急性期、慢性期、在宅と全部
機能的に動かなければならないのですから、個人レ
ベルの話でいえば、その一部を担うだけの話で、皆
さん勤務医の中でも、どの病院に属して、どの機能を
生かすかを選んでいかなければならないわけです。

●司会（内藤）：地域包括ケアシステムと言うけれ
ど、では例えば北部であれば、高度急性期から慢性
期の一部まで関わらないといけないし、回復期や慢
性期は開業医の先生の力を借りなければ地域包括ケ
アなんて成り立たないですね。

●齋藤：医療システムそのものを考えなければいけ
ない時代になってきているんです。自分たちがどの
立ち位置にあって、何を考えるべきかという時代に
なっている。ただ、それをコーディネートするのは、
医師会であり、覚悟を持ってやってくれるかどうか
です。
　病院団体が果たしてイニシアティブを取れるかと
いえば、各病院が自身の病院の存続を考えなければ
いけませんから難しい。そうすると、一人一人の医
師が加盟している医師会がより要所要所に立って、
仕組みを考えるしかないだろうと。

●司会（内藤）：私は今回、
消費税を上げずに選挙に走
ったことで、地域包括ケア
システムの構築は数年遅れ
ると見ています。2兆円の
財源を使うはずが５千億円
でいかなければいけないわ
けですから。
　いずれにしても、この地
域包括ケアシステムを本当
に機能させようと思うな
ら、医師会と勤務医がしっ
かりと役割を果たさないと

絶対にできない。一つ方向性としてはあると思いま
す。

女性医師（勤務医）の結婚・妊娠・出産

●司会（上田）：話題は変わりますが、女性医師の
問題で、医師会の活動の中で実体験以外にも何か問
題を感じることもあったと思うのですが、いかがで
すか。

●大越：私が第一子を妊娠・出産してから７年ぐら
いになりますが、たぶんその頃に医師会に入会した
と記憶しています。ちょうど大学院生で若干、臨床
から離れているということもあって逆に社会的な視
点から医療問題や医師不足問題に興味を持っていま
した。自分自身の問題として、出産後にどう医師と
して生きていくかについて考える時期でもあったと
思います。
　いわゆる「女性医師」の問題については子どもの
成長とともに自分の考えも変わってきていきます。
個人的な話をすると私のところは夫婦ともに常勤の
勤務医なので、いわゆる「女性医師」の問題は私の
問題だけではなく同時に夫の問題でもあるわけで
す。従って、女性医師の問題は男性医師の問題でも
あるという立場に立っています。
　自分が学生・研修医の頃は、自分が子どもを産ん
でも子どもの預け先があって自分が頑張れば仕事を
続けられると単純に思っていました。いざ自分が妊
娠・出産してみると、思いのほか大変で、自分が頑
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張りさえすればどうにかなるようなものではありま
せんでした。そこでいろいろ調べていくうちに、岡
山大学病院で、女性医師支援として当直免除や短時
間勤務などのサポートが提案されていることを知り
ました。そこで、実際に岡山大学に見学にも行きま
したし、女性医師の問題を中心に京大病院でアンケ
ート調査などを行ってきました。乳児を抱えて悲観
的になっていた私は、“出産すると働けない”、“復
帰するのは大変”、“当直もできない” と単純に思っ
ていました。実際自分も当直やオンコール免除や短
時間勤務などのサポートを得て細々と仕事を続けて
きたわけですが、子どもたちの成長とともに、いろ
いろ工夫して当直業務や多少の時間外労働も可能に
なってきました。
　女性医師の夫はだいたい７-8割が医師であるの
ですが、夫婦がやりくりしてそれぞれの当直やオン
コールをやりくりする努力をするべきだと思いま
す。女性医師だから当直免除は当たり前なのではな
く、女性医師が当直に入るにはどうすればよいかを
考え、例えば夫がその日は定時で帰宅するようにす
るとか手配すればよいのです。自分の職場環境に支
援を求めるのも大事ですが、最も身近にいる配偶者
とその職場環境に働きかける必要もあると思いま
す。当直やオンコールを免除あるいは軽減されてい
る女性医師の方々を私の夫がカバーする側になるこ
ともありますので、免除される側・それをカバーす
る側の両方の言い分がよくわかります。
　でも、それぞれ事情が違うので、どこまで個人の
事情を配慮するかというのは管理職の方々から見る

ととても難しい問題だと思います。その辺りをどの
ようにしていくかが、今後も議論が必要だと思います。
　医師会に入会してこのような場に出させていただ
くようになって、このように発言する機会があるの
で大変ありがたいと思っています。ただ、何かが劇
的に変わったわけでもなく、まだまだ道半ばだと思
っています。

勤務環境とキャリア形成

●司会（内藤）：次の話題ですが、2年後から専門
医制度が変わります。これでもう一度、地域の医師
不足問題、医療崩壊問題が起こると思います。その
時に女性医師の問題も同じことが言えて、今度の専
門医制度に乗っていこうと思えば、大学を中心にし
て勤務環境を考えていかなければ専門医の維持さえ
出来なくなってくる。この問題は皆さん、どのよう
に考えておられますか。
　ただ女性医師がキャリア形成していこうと思え
ば、これまで自分に合った働き方でやっていけたら
いいと思っていても、それでは専門医は維持できな
いし、取ることすらできないという時代になってく
る。大越先生、何か考えておられますか。

●大越：私は外科専門医のあと消化器専門医を取得
しました。専門医の取得と維持には手術症例が必要
です。第二子出産後に消化器外科専門医の申請をし
たときのことですが、申請の際には過去の手術症例
の一覧を提出する必要がありました。立て続けに二

人出産したのでその前後数
年の手術症例がほとんどあ
りませんでした。必要な症
例の総数は足りていたので
基本的に問題は無かったの
ですが、私が短時間勤務の
まま手術もあまり入らない
でいたら、専門医維持は不
可能だったでしょうね。女
性外科医がどのように継続
して手術経験を重ねていく
かということは重要な問題
だと思います。個人の努力
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だけではどうこうできないところもあります。

●司会（内藤）：それと、中規模以下の病院の場合
には、医師の確保がまたさらに難しい時代が来ると
思うのですが、どうでしょうか。

●吉田：やはり病院の組織と規模によって考えてい
ることも問題点も全く違います。そういう時によく
出てくるのが、女性医師の問題です。私たちのとこ
ろは10年もすれば女性医師が当直しづらくなり、
色々な問題があって辞めていく人も増えてきます。
　最近では、週24時間以上働けば常勤嘱託として医
師を雇用しようということで、それに手を挙げる女
性医師も増えてきています。週24時間だと、病院の
中で結構まとまった仕事ができます。ただその中で
先ほどあった専門医が維持できるような体制を、今
まで以上に経営者も工夫すればやっていけるのでは
ないかなという気はします。それに男性医師も手を
挙げだしています。

●司会（内藤）：当院の短時間勤務制度は週４日勤
務なんです。ところが女性だけではなく、今は男性
で取っている人が何人もいるのです。だから最初か
らそういう条件で入っている人もいますし、それは
これからどんどん広がると思います。

●吉田：ただ主治医制があり、日本では一人の患者
を一人の医者が24時間当然のように見ます。ただ欧
米のように９時から５時までの医者と、５時から翌
日までの医者というシステムに変えてほしいと思っ
ている医者もいないこともないです。多職種のチー
ム医療と言っていますが、医師間のチーム医療がこ
れからは必要になってきます。そう考えると、特に
女性医師にはそういうシステムが、良い悪いは別に
して議論していくことも必要かもしれないですね。

●齋藤：現実、患者を紹介した病院で、その後の病
状を聞こうとしたが「主治医は決めていません」と
いうところもあって、驚いたこともあります。

●司会（内藤）：フリーランスの医師は、これから
専門医を取れなくなります。尚且つ、一定の年齢に

なれば仕事をできなくなるので、恐らく減ってくる
と思うのです。先生方にとっては、今度の専門医制
度のほうがむしろ深刻な問題なのでしょう。

●藤：若手医療ビジョン委員会でも、今回の新しい
専門医制度を議論するのですが、委員の割合が開業
医の先生がほとんどなので、勤務医・専門医が減っ
て医療崩壊につながるだろうという議論にはなりま
せん。むしろ総合診療医のことがメインテーマにな
ります。結局、「開業医の数を地域によって縛られ
るのではないか」とか、「果たしてそれは取らなけ
ればいけないものなのか」とか、そういうようなこ
とが議論の中心になっています。

●司会（上田）：国は、最初は医師の定数を研修医
で縛ろうとしていたが、うまくいかなくなり、今度
は専門医の数を決めようというわけです。

●藤：実際は開業医の数を縛っていく一つのツール
になるのではないかという議論です。病院勤務医と
か専門医というレベルにはなっていないです。

●司会（内藤）：そういう捉え方なのですね。平成
16年、大学から医者がどんどん減り、今回の新しい
専門医制度は、大学に医師を集める制度になってい
ますから「大学の逆襲」とも呼ばれています。逆に
今度はもう一度大学を中心に人が動くことになるの
で、地域の病院は、恐らく大変な状態になってくる
と思います。というのは、平均在職年数は必ず若手
を中心に減るので、１年2年の単位で移動するとい
うのが増えてくるでしょう。
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●安田：最初の研修医制度の時は、政府は医局を潰
しにかかったが、失敗して敗北宣言し、節操がなく
大学に戻っています。

新しい専門医制度

●司会（内藤）：ある診療科の新しい専門医制度の
ために、うちを基幹病院にして専門医制度のプログ
ラムを作りました。その時には協力施設として3つ
の大学を入れたのです。今後はそれくらいしないと
出来なくなってきます。なんとか出来たからよかっ
たですが、それがどこの病院でも出来るかといえば、
難しいと思います。ましてやうちは548床ですが、
500床以下の病院だと、専門医制度のプログラムを
作るのはまず無理だと思います。

●司会（上田）：府医の理事になると、また全然立
場が違います。どうしても地域の基幹病院は、国の
制度設計に従わざるを得ません。でも本当にそれで
いいと思うのかという議論が、日医で聞けるわけで
す。ただし日医も認識が低く、そのままズルズルと
進んでしまうのです。

●司会（内藤）：これはもう平成29年４月からスタ
ートするのです。

●司会（上田）：本当は現場の医師が、これでは大
変なことになるという議論をし、発信しなければい
けないのですが、誰もよくわからないままに進んで
いくのが、いちばん怖いですね。

●司会（内藤）：これは小児科でも結構問題になっ
ていますね。

●若園：小児科は全国で126前後の拠点ができます。
大学とこども病院と大病院小児科になります。そこで
なければ専門医を作り出せなくなります。今までは当
院でも工夫をして専門医を育成してきましたが、そ
れもできなくなります。集約するのもよいですが、地
域の急性期疾患を誰が診るかということも考えてほ
しい。

●司会（内藤）：当院には小児科医が18人いますが、
それでも駄目です。だから大学と組まなければいけ
ない。

●若園：市立病院小児科のようにプログラムを持つ
こと自体当院は、小児科医が５人しかいないので出
来ません。だから地域の小児科はかなり難しくなり
ます。よほど大学が人を派遣することに義務感を持
っていただかないと難しいことになります。過疎地
から小児科医がいなくなるのではないかと危惧して
います。

●司会（内藤）：これは今様々な科でそういう問題
が起こっていて、この新しい専門医制度は第2の医
師不足問題を引き起こすのではないかと、とても心
配しています。

●吉田：専攻医が必ず集まってきます。今は研修医
が集まりますが、3年目４年目５年目の後期研修医
が取れるところと取れないところと、かなり差が出
てきます。

●安田：一番多い内科系はあまり決まっていませ
ん。外科系は早いです。

●司会（内藤）：だから麻酔科、外科系、小児科と
いったところは早いですね。

●司会（上田）：医師のキャリアの中で、やはり専
門医志向は重要です。しかし国にはジェネラルに診
られる医師を作る軸もあります。実際に研修医も専
門医を取るためにどうするかを考えているわけで、
そのズレがものすごくあると思います。
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●司会（内藤）：平成16年からの新しい研修医制度
になった時は、これは専門医になるため外へ出て、
都市型の病院で専門医が取れましたが、そういった
ところでも、これから取れなくなってしまうわけです。

病院・医師の格付け格差

●司会（上田）：やはり一つの視点で医師会・勤務
医が国民・市民に向けての発信してこなかったのは
常に問題と思っているのですが、実際、内側に向け
てですが、いまの専門医、スペシャリストを目指す
ということと、国の考えるジェネラルに診られる医
師が必要という意見がいろんなところで出てくるの
ですが、東先生はずっとスペシャリストでこられて
いますが、その辺はどう思われますか。

●東：大学医局制度は良かったと思います。もう一
度元に戻るといいと思います。いま研修医には、な
るべく2年済んだらどこでもいいから大学の医局に
戻れ、そうしないと、いくらこの病院がいい病院で
も、ここの医者を超えることはできない。大学に行
けば教授の采配で適材適所に行かせてもらえるの
で、大学の医局に戻るような制度に戻さないといけ
ないと思うのです。

●司会（内藤）：私が心配すると言ったのは、いわ
ゆる地域の病院です。大学にとって魅力のある都市
部の病院には、どれだけでも医者を派遣できる。
　過疎地の中小の病院へは行けなくなります。これ
が第2の医師不足問題、地域医療崩壊を起こすので
はないかと心配しています。

●東：大学の医局の勢いがまた戻れば、それが復活

できるのではないかと思うのです。今のままではや
はりみんな都会に行きたがります。

●齋藤：日本の医者はいまとても自由です。何の制
限もなく、それがこれから新しい専門医制度になっ
ていくと、階層が進み、手当や給料の話まで大分変
わっていくと思います。世界的に見ると、どうして
もジェネラリストは下に見られます。弁護士の世界
でも離婚訴訟ばかりしている弁護士と企業訴訟をす
る弁護士では大きな格差があるという世界になって
いるわけです。医者の世界も恐らくそうなるだろう
と。
　自由開業、自由標榜はこんなにいいところがあっ
たんだということが全然今は話題に出てこない。
　例えば、先進医療も専門医が条件になっています。
そうして段々縛られていることにあまり気が付いて
いない。けれども将来的にはそういう状態になる、
すると勤務医としてどこを目指していくのか、決め
ていかなければいけないわけです。ですから勤務医
部会の中でも、そういうことが頻繁に議論になるは
ずです。みんな専門医を取っていこうというけれど、
やはりどこかで差がつけられていく。

●司会（内藤）：病院についてもある一定の専門医、
あるいはガン診療連携拠点病院はもっと厳しい条件
がいろいろ付いてきます。これは厚生労働省も意図
的にやっていると思うけれど、病院についてもラン
ク付けをしようと、そして新しい専門医制度につい
ても、これは専門医のあり方検討会でもはっきり出
ているのですが、やはりある一定のランク付けなん
ですね。
　これはまあ当然なのですが、ただ間違えるととん
でもないことになる。
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医師会活動の中の勤務医

●司会（上田）：病院に勤めていても随分違いますよ
ね。例えばアメリカのようにみんなが個人事業主に
なる、自分が患者さんから得た報酬を病院に支払っ
て院内に開業するわけです。例えば日本がそうなる
と、勤務医も同じリスクを背負うのですが、私はい
ま開業医ですが、そうなると立場は完全に同じです。
　でも実際に勤務医をしている時に、いろいろな価
値観の医師がいました。自分はこの病院と患者さん
のためにやろうと思う人と、たくさん患者が来ても
らっても困る、５時に早く帰れるほうがいいと思う
人もいるわけです。その中で医師会に参加してくれ
ている勤務医の先生方は、入ってもらうことで医師
会の活動のいろんなことがわかる。それを仲間に発
信してもらい、実際に医師会でやりたいと思ってい
ることを、病院ではできないことを医師会でできる
ようになれば、医師会の役員としては本望だと思っ
ています。何か希望があれば、実は医師会は何でも
できると常にそう思っています。

●小暮：若手医療ビジョン委員会の中でも自由に議
論をさせていただいたり、臨床研修の在り方に関す
る検討委員会でも一生懸命に研修医にいろいろな機
会を与えて、委員のほうからもやりたいようにさせ
ていただいたり。医師会に入って、参加者として医
師会をうまく使っていける機会を与えていただいて
いることが、すごくよくわかりました。うまく使うか
どうかも参加者次第というところがあると思います。
　勤務医でも経営者側と私たちのような人間では違
うと思うのですが、ここでお話していても少しそこ
のギャップがあると思います。そもそも医師全体の
そうしたコンセンサスを取るのが難しいと、いま感
じているところです。
　それから、全然関係のない議論ですが、私の医師
会の認識は、横並びを目指す集団という勝手なイメ
ージをなんとなく持っていて、もっと競争原理が働
くような会でもいいのではないかなと思っていま
す。そこが何となく自分の感覚と合わないというと
ころでして、医師会はみんなでハッピーになりまし
ょうという集団に思えます。

　国民が健康になってハッピーになる。これは皆が
思っていることですばらしいことです。しかし、例
えば、病院で勤務医の姿勢を見ていても、すごくや
る人とやらない人がいて、開業医もたぶんそうだと
思うんですね。この人たちが仕事の上で一律にハッ
ピーになれるのか。それは、到底無理な話であり、
あるべき姿ではないように思います。もっと医師会
の中でもブラッシュアップして競争原理を働かせ
て、もっと上を目指す集団になっていけたら、すご
くいいのではないかなと思います。

●司会（内藤）：勤務医でも、頑張っている人が報
われる、給与体系も含めてそういう方向に今は動き
つつありますよね。だから働く人も働かない人も、
頑張る人も頑張らない人も、実績のある人もない人
もみんな一緒、これは今後はないですよね。

●司会（上田）：非常に厳しい世界になるわけです。
例えば今のお話だと、勝ち組というかそこに入れば
ハッピーだけれど、日本の場合、一旦排除された側
に行くと這い上がれない。でもアメリカのようにチ
ャレンジして失敗している人が、そのまま評価され
るような文化を作るためには、かなりいろんなこと
を発信しなければならない。国民が医師会をどう思
っているかと、みんなが医師会をどう思っているの
かが大事になります。

●司会（内藤）：新しい制度は、そういう方向に行
っているのでしょうけれどね。ただリスクも当然出
てきますよね。

●小暮：いろんな会議で、医師会はリクエストをす
れば何でもやってくれるということは、本当によく
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わかりました。それをどんどんサポートする会であ
ってほしいと思います。いま勤務医をサポートして
いるのが、こんなことを言って失礼ですけれど、ど
うしても自分たちの既得権益を保持するがために、
ちょっと燃え上がらせるだけのようなものに見えて
しまうんです。

●司会（上田）：これは医師会の本気度、覚悟の問
題につきると思っています。

●小暮：たぶん医師会の方々から言えば、「そんなこ
とを言うのであれば、あなたたちがたくさん入って活
動すればいいじゃないか」と思われているかもしれな
いですけれど、それではあまりにもハードルが高い。

●小澤：私は医師会の側というよりも、まだ勤務医
として参加しているという感じでしかないのです
が、理事の中でもよくやっている先生は１カ月のう
ち20日以上医師会活動をされているらしいのです。
平均でも12日で、勤務医だととても出来ないです。
理事会が毎週木曜日の午後にあるのですが、勤務医
にはきついですね。

●司会（内藤）：あとこれは言っておきたいという
ことは何かありませんか。

●安田：一つは、次の専門医制度は地域の医師不足
を招くと思います。いま日本の人口が減り、女性医
師が増えているというので、やはりいかに女性医師
の力を活かし、引き続いて働いてもらえるかという
のが、医療だけでなく日本の将来がかかっているの
ではないかと思います。企業は結構一生懸命に女性
の活用の場所を考えているのですが、勤務医部会で
も結構、女性医師が取り上げられて、デモンストレ
ーションはしているけれど、実際はどうなのか。官
僚の中に女性の局長が少ないということも結構あり
ますが、恐らく官僚の中で真剣に女性をいかに活用
したらよいのかを本当に考えているのかというのは
非常に疑問に思います。
　府医がいかに日本の将来に向けて女性医師を活用
するかというのは、もっと真剣に考えるべきだと思
います。3分の１のマンパワーはものすごく大きい
ですからね。

●司会（上田）：勤務医にとって開かれた医師会に
なるよう今後10年に向かって頑張っていきたいと
思います。力強い御意見たくさんいただき、本日は
皆さん有難うございました。
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歴代勤務医部会幹事会名簿

（◎＝幹事長　○＝副幹事長）

16年～第11期
○中　島　正　継 （京都第二赤十字病院） 　池　田　宣　昭 （医仁会武田総合病院）
　出　口　雅　子 （　　　　〃　　　　） 　秋　山　祐　一 （京都医療センター）
○向　原　純　雄 （京都市立病院） 　海老澤　哲　也 （済生会京都府病院）
　中　村　久　美 （ 〃 ） 　瀬　下　達　之 （宇治武田病院）
　吉　岡　秀　幸 （京都逓信病院） 　村　上　利　樹 （宇治病院）（～17. 8）
　宮　﨑　忠　芳 （京都工場保健会診療所） 　蔭　山　典　男 （ 〃 ）（17. 8～）
　幸　地　延　夫 （京都南病院）（～17. ６） 　紀　田　康　雄 （第二岡本総合病院）
　山　本　　　浩 （ 〃 ）（17. ６～） ◎赤　坂　裕　三 （京都八幡病院）
　谷　岡　賢　一 （日本バプテスト病院） 　小　沢　　　勝 （公立山城病院）
　小　西　哲　郎 （宇多野病院） 　村　上　貞　次 （公立南丹病院）
　西　川　温　博 （京都桂病院） ※太　田　　　努 （市立福知山市民病院）
　高　山　康　夫 （関西医大洛西NT病院） ※西　田　和　夫 （舞鶴赤十字病院）
　藤　本　荘太郎 （京都第一赤十字病院） ※多々見　良　三 （舞鶴共済病院）
　栗　岡　英　明 （　　　　〃　　　　） 　田　中　　　明 （市立舞鶴市民病院）
○薄　井　裕　治 （京都専売病院） 　内　藤　和　世 （府立与謝の海病院）
　高　梨　芳　彰 （府立洛東病院） 　中　村　孝　志 （京　大）
　松　崎　春　樹 （愛生会山科病院） 　木　村　　　剛 （　〃　）
　関　本　達　之 （洛和会音羽病院） ※江　川　裕　人 （　〃　）
　近　藤　摂　子 （ 〃 ） 　澤　井　清　司 （府医大）
　伊　藤　英　子 （伏見保健所） 　中　村　直　登 （　〃　）

※東　　　秋　弘 （　〃　）

18年～第12期
○中　島　正　継 （京都第二赤十字病院） 　酒　井　久　司 （医仁会武田総合病院）
　出　口　雅　子 （　　　　〃　　　　） 　秋　山　祐　一 （京都医療センター）
○向　原　純　雄 （京都市立病院） 　矢　部　正　治 （済生会京都府病院）
　中　村　久　美 （ 〃 ） 　門　田　一　宣 （宇治武田病院）
　吉　岡　秀　幸 （京都逓信病院） 　蔭　山　典　男 （宇治病院）
　宮　﨑　忠　芳 （京都工場保健会診療所） 　紀　田　康　雄 （第二岡本総合病院）
　山　本　　　浩 （京都南病院） ◎赤　坂　裕　三 （京都八幡病院）
　山　田　典　子 （南保健所） 　中　井　一　郎 （公立山城病院）
　島　田　誠　一 （日本バプテスト病院） 　村　上　貞　次 （公立南丹病院）
※森　村　達　夫 （宇多野病院） 　白　方　秀　二 （綾部市立病院）
　西　川　温　博 （京都桂病院） ※太　田　　　努 （市立福知山市民病院）
　堀　江　克　行 （三菱京都病院） ※高　松　　　剛 （舞鶴共済病院）
　高　山　康　夫 （洛西ＮＴ病院） ※西　田　和　夫 （舞鶴赤十字病院）
　藤　本　荘太郎 （京都第一赤十字病院） 　内　藤　和　世 （府立与謝の海病院）
　山　添　勝　一 （　　　　〃　　　　） 　小　川　　　修 （京　大）
○薄　井　裕　治 （京都専売病院） 　福　田　和　彦 （　〃　）
　閑　啓　太　郎 （愛生会山科病院） ※長　井　苑　子 （　〃　）
　関　本　達　之 （洛和会音羽病院） 　中　嶋　啓　雄 （府医大）
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　近　藤　摂　子 （洛和会音羽病院） ※福　井　道　明 （府医大）
　二　宮　　　清 （　　　〃　　　）

20年～第13期
○日下部　虎　夫 （京都第二赤十字病院） 　関　本　達　之 （洛和会音羽病院）
※安　田　健治朗 （　　　　〃　　　　） 　近　藤　摂　子 （　　　〃　　　）
　新　谷　弘　幸 （京都市立病院） 　橋　本　哲　男 （医仁会武田総合病院）
　森　　　一　樹 （ 〃 ） 　秋　山　祐　一 （京都医療センター）
　吉　岡　秀　幸 （京都逓信病院） 　北　村　浩　二 （済生会京都府病院）
　二　宮　　　清 （洛和会丸太町病院） 　門　田　一　宣 （宇治武田病院）
　宮　﨑　忠　芳 （京都工場保健会診療所） 　蔭　山　典　男 （宇治病院）
　清　水　　　聡 （京都南病院） 　紀　田　康　雄 （第二岡本総合病院）
○薄　井　裕　治 （武田病院） 　新　井　正　弘 （公立山城病院）
　齋　藤　信　雄 （NTT…西日本京都病院） 　塚　本　賢　治 （公立南丹病院）
○山　田　典　子 （南保健所） 　白　方　秀　二 （社会保険京都病院）
　北　　　堅　吉 （日本バプテスト病院） ※太　田　　　努 （市立福知山市民病院）
※森　村　達　夫 （宇多野病院） ※布　施　春　樹 （舞鶴共済病院）
　若　園　吉　裕 （京都桂病院） ※西　田　和　夫 （舞鶴赤十字病院）
　水　野　雅　博 （三菱京都病院） ◎内　藤　和　世 （府立与謝の海病院）
　湯　山　令　輔 （洛西ニュータウン病院） 　小　川　　　修 （京　大）
○河　野　義　雄 （京都第一赤十字病院） 　福　田　和　彦 （　〃　）
　山　添　勝　一 （　　　　〃　　　　） 　中　嶋　啓　雄 （府医大）（～21. 3）
　閑　　　啓太郎 （愛生会山科病院） ※藤　原　郁　也 （　〃　）（21. ４～）

22年～第14期
　白　方　秀　二 （社会保険京都病院） 　秋　山　祐　一 （京都医療センター）
○日下部　虎　夫 （京都第二赤十字病院） ※山　本　美　保 （ 〃 ）
※安　田　健治朗 （　　　　〃　　　　） 　北　村　浩　二 （済生会京都府病院）
　相　良　幸　彦 （堀川病院） 　門　田　一　宣 （宇治武田病院）
◎内　藤　和　世 （京都市立病院） 　蔭　山　典　男 （宇治病院）
　新　谷　弘　幸 （ 〃 ） ○紀　田　康　雄 （第二岡本総合病院）
　吉　波　尚　美 （ 〃 ） 　新　井　正　弘 （公立山城病院）
　吉　岡　秀　幸 （京都逓信病院） 　森　竹　浩　三 （亀岡シミズ病院）
　盛　房　周　平 （洛和会丸太町病院） 　塚　本　賢　治 （公立南丹病院）
　清　水　　　聡 （京都南病院） 　鴻　巣　　　寛 （綾部市立病院）
　三　宅　正　幸 （武田病院） 　上　野　たまき （ 〃 ）
　齋　藤　信　雄 （ＮＴＴ西日本京都病院） ※太　田　　　努 （市立福知山病院）
　江　川　晴　人 （日本バプテスト病院）（～ 23．12） 　冨士原　正　人 （京都ルネス病院）
　木　村　　　格 （ 〃 ）（23．12 ～） 　布　施　春　樹 （舞鶴共済病院）（～ 23．12）
　若　園　吉　裕 （京都桂病院） 　竹　内　一　雄 （ 〃 ）（23．12 ～）
　宮　﨑　博　子 （　　〃　　） 　法　里　　　高 （舞鶴医療センター）
　水　野　雅　博 （三菱京都病院） 　関　本　達　之 （府立与謝の海病院）
○吉　田　憲　正 （京都第一赤十字病院） 　福　田　和　彦 （京　大）
　巨　島　文　子 （　　　　〃　　　　） 　小　川　　　修 （　〃　）
　閑　　　啓太郎 （愛生会山科病院） 　大　越　香　江 （　〃　）
　武　内　俊　史 （洛和会音羽病院） 　内　藤　裕　二 （府医大）
　近　藤　摂　子 （　　　〃　　　） 　阪　上　順　一 （　〃　）
　橋　本　哲　男 （医仁会武田総合病院） ※外　園　千　恵 （　〃　）
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24年　第15期（注：１年３カ月）
　白　方　秀　二 （社会保険京都病院） 　橋　本　哲　男 （医仁会武田総合病院）
※安　田　健治朗 （京都第二赤十字病院） ※瀬　田　公　一 （京都医療センター）
※牛　嶋　千　久 （　　　　〃　　　　） ※喜　多　美穂里 （ 〃 ）
　相　良　幸　彦 （堀川病院） 　北　村　浩　二 （済生会京都府病院）
◎内　藤　和　世 （京都市立病院） 　宮　嶋　　　敬 （宇治武田病院）
　新　谷　弘　幸 （ 〃 ） ○紀　田　康　雄 （第二岡本総合病院）
　吉　波　尚　美 （ 〃 ） 　新　井　正　弘 （公立山城病院）
　大　内　能　子 （京都逓信病院） 　小　倉　　　卓 （公立南丹病院）
　二　宮　　　清 （洛和会丸太町病院） 　鴻　巣　　　寛 （綾部市立病院）
　清　水　　　聡 （京都南病院） 　上　野　たまき （ 〃 ）
　盛　岡　茂　文 （武田病院） ※中　村　紳一郎 （市立福知山病院）
　木　村　　　格 （日本バプテスト病院） 　山　本　育　男 （京都ルネス病院）
　谷　川　　　徹 （北山病院） 　竹　内　一　雄 （舞鶴共済病院）
※森　村　達　夫 （宇多野病院） 　法　里　　　高 （舞鶴医療センター）
○若　園　吉　裕 （京都桂病院） 　関　本　達　之 （府立与謝の海病院）
　宮　﨑　博　子 （　　〃　　） 　福　田　和　彦 （京　大）
　岡　田　憲　幸 （三菱京都病院） 　小　川　　　修 （　〃　）
○吉　田　憲　正 （京都第一赤十字病院） 　大　越　香　江 （　〃　）
　巨　島　文　子 （　　　　〃　　　　） 　藤　原　　　斉 （府医大）
　閑　　　啓太郎 （愛生会山科病院） 　中　西　正　芳 （　〃　）
　土　谷　美知子 （洛和会音羽病院） ※外　園　千　恵 （　〃　）
　近　藤　摂　子 （　　　〃　　　）

25年　第16期
◎内　藤　和　世 （京都市立病院） 　近　藤　摂　子 （　　　〃　　　）（～26. ５）
○安　田　健治朗 （京都第二赤十字病院） 　徳　永　千恵美 （　　　〃　　　）（26. ５～）
○吉　田　憲　正 （京都第一赤十字病院） 　橋　本　哲　男 （医仁会武田総合病院）
○若　園　吉　裕 （京都桂病院） 　秋　山　祐　一 （京都医療センター）
○紀　田　康　雄 （第二岡本総合病院） 　高　尾　由　美 （ 〃 ）
　白　方　秀　二 （京都鞍馬口医療センター） 　中　嶋　俊　彰 （済生会京都府病院）
※牛　嶋　千　久 （京都第二赤十字病院）（～26.６）　宮　嶋　　　敬 （宇治武田病院）
※衛　藤　美　穂 （ 〃 ）（26.７～）※髙　橋　　　潤 （宇治病院）
　相　良　幸　彦 （堀川病院） 　新　井　正　弘 （京都山城総合医療センター）
　新　谷　弘　幸 （京都市立病院） 　上　田　和　茂 （亀岡市立病院）
　吉　波　尚　美 （ 〃 ） 　小　倉　　　卓 （公立南丹病院）
　大　内　能　子 （京都逓信病院）（～26. 3） 　鴻　巣　　　寛 （綾部市立病院）
　二　宮　　　清 （洛和会丸太町病院） ※太　田　　　努 （市立福知山市民病院）
　清　水　　　聡 （京都南病院） 　下　山　恵　司 （京都ルネス病院）
　盛　岡　茂　文 （武田病院） 　竹　内　一　雄 （舞鶴共済病院）
　大　越　香　江 （日本バプテスト病院） 　法　里　　　高 （舞鶴医療センター）
　谷　川　　　徹 （北山病院） 　中　川　正　法 （京都府立医科大学附属北部医療センター）
※森　村　達　夫 （宇多野病院） 　福　田　和　彦 （京　大）
　松　井　淑　江 （京都桂病院） 　小　川　　　修 （　〃　）
　岡　田　憲　幸 （三菱京都病院） ※松　村　由　美 （　〃　）
　巨　島　文　子 （京都第一赤十字病院） 　藤　原　　　斉 （府医大）
　閑　　　啓太郎 （愛生会山科病院） 　中　西　正　芳 （　〃　）
　土　谷　美知子 （洛和会音羽病院） ※外　園　千　恵 （　〃　）

※

※非会員
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第21回（平成17年2月26日　京都全日空ホテル）
特別講演：「夢を現実にするために」
　　　　　シンクロナイズドスイミング　アテネオリンピック銀メダリスト　立花　美哉　氏
参加人数：67名

第22回（平成18年3月４日　京都全日空ホテル）
特別講演：「少産化でどうなる日本文明」
　　　　　国際日本文化研究センター　教授　川勝　平太　氏
参加人数：57名

第23回（平成19年3月17日　京都全日空ホテル）
特別講演：「日本人の死生観」
　　　　　宗教哲学者（元国際日本文化研究センター所長）山折　哲雄　氏
参加人数：76名

第24回（平成20年3月22日　京都全日空ホテル）
特別講演：「信は力なり」
　　　　　伏見工業高校ラグビー部総監督（京都市スポーツ政策顧問）　山口　良治　氏
参加人数：53名

第25回（平成21年3月７日　ホテル日航プリンセス京都）
メインテーマ「このままでいいのか勤務医問題？」
特別講演：「勤務医の情熱の炎をあげて地域医療の再生を！」
　　　　　産業医科大学医学部　医療科学講座教授　舟谷　文男　氏
参加人数：66名

第26回（平成22年3月６日　ホテル日航プリンセス京都）
メインテーマ「このままでいいのか？勤務医問題！ PARTⅡ」
特別講演：「生命輝かそう京都の医療人　～低医療費政策を乗り越えて～」
　　　　　全国自治体病院協議会　会長　邉見　公雄　氏
参加人数：66名

第27回（平成23年3月５日　府医会館）
特別講演：「血液培養を駆使した感染症診療　～「日々是血培」を実践する～」
　　　　　京都市立病院　感染症内科部長　清水　恒広　氏
参加人数：85名

勤務医部会総会一覧
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第28回（平成24年3月3日　ホテル日航プリンセス京都）
特別講演：「勤務医の処遇改善」
　　　　　独立行政法人国立がん研究センター理事長　嘉山　孝正　氏
パネルディスカッション：「未来の勤務医像について」
　　　　　パネリスト
　　　　　　「一勤務医としての挑戦～京都から脳梗塞治療を変えていきたい～」
　　　　　　　京都第一赤十字病院　急性期脳卒中センター副センター長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　救急部　副部長　　　今井　啓輔　氏
　　　　　　「勤務医を守れ～病院管理職の役割について～」
　　　　　　　京都第二赤十字病院　外科　　　　　　　　　　　　　　　藤　　信明　氏
　　　　　　「京都北部より～勤務医時代の出産＆子育て経験の報告～」
　　　　　　　いなば眼科クリニック　院長　　　　　　　　　　　　　　稲葉　純子　氏
参加人数：74名

第29回（平成25年3月16日　府医会館）
特別講演：「次世代を拓く女性医師と男性医師へのメッセージ」
　　　　　虎の門病院　元　腎センター内科部長・健康管理センター部長　原　茂子　氏
パネルディスカッション：「未来にはばたく勤務医像」…　
　　　　　パネリスト
…　　　　　「これからの医療と勤務医のあるべき姿」
　　　　　　　医仁会武田総合病院　泌尿器科部長　　　　　　　　　　　山田　　仁　氏
　　　　　「当院の子育てアンケートをしてみて」
　　　　　　　京都桂病院　病理診断科医長　　　　　　　　　　　　　　安原裕美子　氏
　　　　　「フューチャーステップ研究員を拝命して」
　　　　　　　京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・代謝内科学　牛込　恵美　氏
　　　　　「京都府北部研修医ネットワークの立ち上げと現状」
　　　　　　　市立福知山市民病院　消化器内科　　　　　　　　　　　　堀田　祐馬　氏
参加人数：33名

第30回（平成26年3月15日　府医会館）
特別講演：「超高齢社会と医療」　
　　　　　講師　独立行政法人国立長寿医療研究センター総長　大島　伸一　氏
パネルディスカッション：「高齢者医療における勤務医のあり方について
　　　　　　　　　　　　～急性期から在宅への病診連携における勤務医の役割～」
　　　　　パネリスト
　　　　　　「高齢者医療について－急性期病院の立場から」
　　　　　　　京都第一赤十字病院　リハビリテーション科部長　　　　　巨島　文子　氏
　　　　　　「高齢者医療における勤務医のあり方－病院から退院していただくために行うことは？」
　　　　　　　京都九条病院　外科・消化器外科部長　　　　　　　　　　北川　一智　氏
　　　　　　「在宅医から勤務医に望むこと」
　　　　　　　渡辺西賀茂診療所院長　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　康介　氏
参加人数：46名
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医学生・研修医をサポートする会一覧

第１回（平成22年３月６日　ホテル日航プリンセス京都）

特別講演：「医師を続けるということ～女性泌尿器の種まき」
　　　　　名古屋第一赤十字病院　女性泌尿器科　部長　加藤　久美子　氏
パネルディスカッション：「女性医師が活躍できる環境を目指して」
　　　「女性医師がかかえる問題点～意識調査より見えたもの～」　桑原　仁美（京都府医師会理事）
　　　「女子医学生の雑感」　　　　　　　　　　　　　　　　　神崎　　優（京都大学　医学部４回生）
　　　「女性消化器外科医が勤務を続けていくことは可能か」　　大越　香江（京都大学病院　消化管外科）
　　　「続けられた理由」　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤　摂子（洛和会音羽病院　皮膚科）

… 参加人数：66名

第２回（平成23年３月５日　府医会館）

特別講演：「女性医師支援の本質：女性のキャリア形成」
　　　　　自治医科大学女性医師支援センター長　桃井　眞里子　氏
パネルディスカッション：「生きがいをもって医師を続けるために」
　　　「たまごの本音～医学生の意識調査から～」　　　　　　　　　京都府立医大学生　城田あゆみ　氏
　　　「自身の体験から女性医師支援を考える」　　　　　京都府立医大小児科学内講師　三沢あき子　氏
　　　「勤務医だからできたこと」　　　　　　　　　　　　　綾部市立病院小児科部長　上野たまき　氏
　　　「私の歩んだ道」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口医院院長　谷口　洋子　氏

… 参加人数：85名

第３回（平成23年11月５日　府医会館)

特別講演：「泌尿器科女性医師の現状－もし女性医師が泌尿器科を選んだら－」
　　　　　東京女子医科大学東医療センター・骨盤底機能再健診療部教授　巴　ひかる　氏
　　　　　「“おもしろ　おかしく” 働きませんか！？」
　　　　　㈱堀場製作所管理本部人事担当副本部長　野崎　治子　氏
パネルディスカッション
　　　「仕事も家庭も　－私の場合－」京都大学大学院医学研究科放射線医学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線診断科特定助教　木戸　　晶　氏
　　　「本学小児科における女性キャリアパスの現状と展望」
　　　　　　　　　　　　　京都府立医科大学小児科学教室教授　細井　　創　氏
　　　「支えられて働く　－勤務医の立場から－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市立病院産婦人科　大井　仁美　氏
　　　「ワーク・ライフ・バランスの今」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洛和会音羽病院長　松村　理司　氏

… 参加人数：47名
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第４回（平成24年９月29日　京都国際ホテル）

特別講演：「男だって子育てがしたい！　～バカパパと呼ばないで～」
　　　　　福井大学医学部総合診療部教授　林　寛之　氏
話題提供：「男女共同参画のための医師の勤務支援に関する病院アンケートの集計結果について」
　　　　　京都府医師会理事　小澤　恭子　氏
パネルディスカッション
　　　「オムロンにおける女性活躍推進の取り組み」
　　　　　　　　　　オムロン㈱グローバル人事グループ長　吉原　聖子　氏
　　　「早期復帰のススメ」
　　　　　　　　　　　　　　京都第二赤十字病院産婦人科　衛藤　美穂　氏
　　　「育児生活から学んだこと」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足立病院産婦人科　戸城えりこ　氏
　　　「働きやすく元気な病院をめざして－女性医師支援策と今後の課題－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　綾部市立病院　院長　鴻巣　　寛　氏

… 参加人数：65名

第５回（平成26年２月22日　京都国際ホテル） 

特別講演：「iPS細胞－基礎から臨床へ」
　　　　　（独）理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター
　　　　　網膜再生医療研究開発プロジェクトプロジェクトリーダー　高橋　政代　氏
パネルディスカッション
　　　「京都中央信用金庫の取り組みについて」～民間企業の取組み～
　　　　　　　　　　　　　　京都中央信用金庫　専務理事　平林　幸子　氏
　　　「子育て中の産婦人科医として思うこと」～子育て中の若手医師の立場から～
　　　　　　　　　　　　　京都第一赤十字病院　産婦人科　小木曽　望　氏
　　　「妻が医学生・研修医だったら」～女性医師を妻に持つ男性医師の立場から～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都桂病院　皮膚科　木戸　祐也　氏
　　　「医師のキャリアアップのための当院の工夫と現状」～管理者としての立場から～
　　　　　　　　　　　　　　　　第二岡本総合病院　院長　北浦　一弘　氏

… 参加人数：88名
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　医療崩壊といわれる厳しい環境の中で、わが国の医師は国民の生命と健康を、そして地域医療を守

るために、献身的な努力を続けてきました。

　京都府医師会勤務医部会では、勤務医、女性医師を取り巻く諸問題について、この二年間検討を重

ね、｢勤務医の労働環境等に関する緊急意識調査｣集計結果として取りまとめました。

　これまで、日本医師会、京都府医師会は、勤務医問題に積極的に取り組んできたとは言い難く、全

医師の６割を占める勤務医の期待に応えてきたとはいえません。一方で、勤務医自身も積極的に医師

会活動に参画してこなかったのも事実です。

　地域医療を守り、良質な医療を提供するために、われわれ勤務医は高い倫理感と使命感をもち、開

業医をはじめすべての医療者と協働していく決意です。

　以下に勤務医部会から京都府医師会に対する提言を掲げます。これをもとに、京都府医師会、さら

に日本医師会を改革し、すべての医師が団結して医療を取り巻く諸問題に臨むことを願うものです。

一、……京都府医師会、日本医師会をすべての医師が大同団結できる体制にするとともに、勤務医、女性

医師の意見が反映される組織にすること。

一、……勤務医、女性医師問題に真摯に、かつ積極的に取り組み、医師が安心して診療に専念でき、働き

続けられる環境整備につとめること。

一、……地域連携、病･診連携を推進し、住民とともに地域のよりよい医療体制を築いていく努力を続け

ること。

… 平成22年3月６日

… 平成21年度（第26回）勤務医部会総会

提　　言
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一、……若手医師の教育支援を強化し、勤務医の自己研鑚を促し、総合的診療能力と高い専門性を確保で

きるような環境を整備すること。

一、……女性医師の就業意欲を尊重し、子育て中も安心して働ける体制を築き、男性医師も含めたワーク

ライフバランスの確保と過重労働の軽減に努めること。

一、……医療に関する様々な職種との連携を強化し、医療界におけるリーダーシップを発揮し、より良い

医療を社会に提供できる仕組みを作成すること。

一、……上記を達成するため、勤務医は積極的に医師会を利用し、率先して医政活動に参加し、諸問題解

決のための改革を進めること。

… 平成24年3月3日

… 平成23年度（第28回）勤務医部会総会

提　　言
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　京都府医師会勤務医部会は平成21年12月に「勤務
医・女性医師の労働環境等に関する緊急意識調査」
の結果（90ページ）をまとめた。そこで、勤務医
の何が問題で、医師会として何をしなければなら
ないのか本調査から明らかとなった勤務医の生の
声からわかりやすく説明したい。

１．調査結果から見えるもの
　京都府内の66病院に所属する勤務医3009名中668
名（回収率22．2%）に対して無記名、自由意見も含
めた選択設問（約90問）の集計である。女性医師
が25%、勤務先は公的病院が42%、医療法人が28%
で、常勤医77．5%だった。労働環境では、月の時間
外労働が100時間以上という回答が11．8%を占め、
宿直明けも連続勤務は70．7%に達し、有給休暇も半
数の人が利用したくても「できない」状況であった。
また、手当についても、半数が諸手当が支払われて
いないと回答した。この環境に80%以上の勤務医は
「医師が足りない」と感じており、「不安、不満、悩み」
の訴えの中には、男女とも「文書作成」の多さが
第１位で、女性は「勤務と家事との両立」が2番
目の悩みだった。医師として学会参加へのサポー
トは不十分だと約70%が実感しており、研修医への
指導手当もほとんどなく、指導医の不満は大きい。
　女性医師にしぼってみると、仕事を続ける条件
は「家族や上司の協力」が必要と思っているのが
70%を占め、次に労働時間、病院のサポートの順に
多かった。保育、託児所施設の不備を60%以上の方
が訴え、休職・離職は出産・育児が原因で、復職す
るためには家族・病院の協力が必要と訴えていた。
　最後に、京都府医師会勤務医部会の存在を知ら
ない人が57%もあり、さらには部会の活動内容を
90%の回答者が「知らない」と答えた。医師会にと
っては、非常に耳の痛いご意見であるが、勤務医
対策を怠ってきたことの裏返しでもあり、最も反
省しなければならない点であろう。

２ ．勤務医の労働環境および労働条件の改善にむ
けての課題
　予想通り労働基準法の規定を超える100時間以上
の長時間の時間外勤務が11．8％の勤務医が経験し
ていた。この傾向は医育機関および国公立病院に多
い。「残業に関する労使協定（三六協定）を結んで
いないのに医師に残業させている」として労働基
準監督署からの是正勧告が絶えない。しかし、勤
務医はたとえ残業の上限を定められても必要な場
合は患者から離れることはできない。ただ、十分
な時間外手当なしに奉仕してきた（67％）わけで、
非常に安価で世界一の水準を保ってきた日本の医
療は勤務医の無償の奉仕の部分で成り立ってきた
といっても過言ではない。このあたりは、医療事故
でも大きな問題となっている技術料とリスク、それ
にあう報酬が規定されていないため不満が大きく
なっていると思われた。医師数の不足も85％の勤
務医が感じていた。労働基準法に適合する労働環
境を実現するためには、もっと人的資源の投入が
必要であることが明らかになった。勤務医の無償
奉仕の実状の是正、改善が急務である。４月から
診療報酬制度の改定がなされるが、Hospital…fee…と
Ｄoctor… fee…の両方を設定することを考えないと根
本的に解決できない問題でもある。これは、米国
の勤務医のように、病院の施設を借りて外来診療、
手術をする個人事業主の形態に勤務医を誘導する
のか（すべてではないchairmanだけ)、または、病
院は入院部門だけで経営が成り立つようにするの
かなど、日本独自の制度設計、将来ビジョン構築
が急務である。この時必ず医療費財源論になるが、
薬剤、診療材料を無償で販売している病院勤務医
に、全くキャッシュバックがなくメーカーだけに
利益が配分される産業構造自体にもメスをいれる
べき大きな問題を内包している。

京都府医師会　理事　上　田　朋　宏

５分でわかる勤務医問題
～地域医療の基盤である勤務医を支えるために～
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３．女性医師に特化した就業支援体制の充実
　女性医師は医師と結婚する場合が多い(31％ )。
就業を続けるためには、家と仕事場の理解がいる
と73％の女性医師は考えている。賃金は二の次だっ
た。仕事を辞める原因のほとんどは出産・育児であ
る。この部分のサポート体制(23％があり)、育児施
設などがほとんどの病院でないところに解決の難
しさがある。女性医師が休職・離職してから復職す
るための中間施設がなく、すぐの現場復帰であるた
めに非常勤医師が多くなることも納得できる結果
である。医師不足が叫ばれる中、女性医師が働きや
すい環境を作ることが医療崩壊を防ぐ大きな手立
てになることが、今回の調査で明らかになった。

４ ．京都府の地域医療資源再配備における医師会の
役割
　地域医療ネットワークは病院と診療所と家庭を
結ぶものである。しかし、今回の調査結果から注目
すべきは、医師会は開業医のための営利団体で、勤
務医のための医師会であるとは思えない意見が散
見されたこと、勤務医部会が医師会に存在すること
を認知されていなかったことが挙げられる。これ
は、従来の勤務医部会が病院長等管理者ならびにそ
れに準ずる医師の連絡協議会的存在であったから
である。しかし、現在の京都府医師会の運営哲学と
その実践を知りえたならば、「医師会が開業医だけ
をみている」という考えは偏った見方であることは
わかる。しかし、勤務医は、問題を感じてもその直
属の上司である院長や自治体の首長がその問題意
識を共有し、政府や地域行政に働きかけるぐらいの
エネルギーが無い限り労働環境は変わらない。大学
の変革ですら、新聞記事コラムで「墓場の引越し」
に喩えられ、内部の自浄努力で改善することが極め
て難しい。そこで、外部から広い視野で医療資源を
統括しコーディネートできるのは医師会しかあり
えないといえる。
　日本医師会には最近批判も多いが、京都府医師会
には少なくともそれだけの役を担う力がある。勤務
医部会が、京都府全体の医療をより充実した適切な
環境にするために機能するようにしていきたい。ま
た、京都府の地域医療を俯瞰すると北部地域に医療
崩壊の兆しがあると喧伝されているが、医療法に規

定されているとおり京都府知事が地域医療計画策
定の責任者であることを勘案すると、今こそ京都府
医師会と京都府（知事）との協業により関連自治
体の首長を強力に指導し、人的資源、財的資源の適
切な投入を具体的に実行する時と考えられる。

５．これからの「京都府医師会」
　京都府医師会の役員は、開業医のことはもちろ
ん、勤務医のことを同じ目線で考えている。しかも
京都府のみならず日本全体の医療を見渡してこと
をなしている。翻っていえば、京都府・京都市の医
療行政を向上させ日本医療全体に反映させていく
のが、京都府医師会の責務であり、理念である。そ
もそも医師会は、地域・国の医療を将来にむけて安
心できる体制を維持できるように専門家としての
立場で意見していく集団であるべきで、開業医だけ
の利益集団と思われることに恥じるべきである。一
方、勤務医も文句を言うだけで、受動的なサイレン
トマジョリティのままでは、現在の医療崩壊だけで
なく自分の子供たちの将来に医療崩壊の影響が及
ぶ可能性がある。
　この危機感が、単なる医師だけの危機感でなく、
国民に共有できるような手立てを同時に並行して
行わなければならない。これは学会が、医師会があ
まりに閉鎖的で国民に説明責任を果たしていなか
ったことも少なからず関係していると考えられる。

　日本の勤務医はがんばっている。しかし、その使
命感が途絶しそうな医療環境であることは間違い
ない。これまで頑張ってきた医師が、頑張れば頑張
るだけ、より疲弊するような悪循環を打破しなけれ
ばならないが、その力は、医師会にしかない。勤務
医に対する特効薬は患者さんの「ありがとうござい
ました」の感謝の言葉である。これが疲弊する勤務
医を一番勇気づけ、元気づける。この患者と医師の
信頼関係を再構築するためにも医師会は勤務医を
サポートする大きな力になるべきである。今こそ日
本医師会に、将来にわたって日本の医療を守る医師
全体の団体としての意識改革を望む。
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（１）回答者のプロフィール
　……　回答者の性別は､男性が75.1％ ､女性が24.9％で､年齢構成では30 ～ 39歳が34.6％と一番多かった｡所
属診療科別では「内科系」が一番多く､次いで「外科系」「小児科」「整形外科」「産婦人科」の順に多かっ
た｡既婚者のうち､「配偶者が医師」は全体で17.2％（男性：12.5％ ､女性31.3％）､「配偶者が医師以外」
は全体で52.7％（男性：62.4％ ､女性：23.5％）であった｡

（2）勤務先の医療施設の状況
　……　医療機関種別では公的機関が41.8％ ､医療法人が28.1％ ､医育機関が11.1％ ､国立が4.8％ ､社会保険関
係が5.4％ ､個人が1.6％であった｡病床規模では「200 ～ 499床」（41.9％）と「500床以上」（41.6％）が
ほとんどを占めた｡医療圏別では､「京都・乙訓医療圏」が71.4％と最も多く､次いで､丹後医療圏（7.8％）
､中丹医療圏（7.6％）､山城北医療圏（7.2％）､南丹医療圏（4.3％）､山城南医療圏（0.7％）となってい
る｡

（3）勤務先の医療施設の労働環境
　……　雇用形態では､常勤が77.5％ ､非常勤が10.9％ ､研修医は8.1％であった｡男性では常勤が80％超､女性では
常勤65％ ､非常勤18％となっている｡職位については､医員（23.4％）､医長（19.3％）､部長（18.1％）が
多かった｡最近１ヶ月の時間外労働では､30時間以内が34.3％と最も多く､中には100時間を超える時間外労
働をしている勤務医が11.8％もいる｡宿直回数については､「４回以内」が半数の55.5％ ､一方で「11回以上」
という回答も1.2％あった｡宿直明けの勤務体制では､「休日となる」という回答は４％と非常に少なく､70.7
％が「連続勤務」と回答している｡有給休暇の利用状況では､48.8％が「利用したことがない」と回答して
いる｡

（４）勤務先の医療施設の労働条件
　……　時間外手当については､「支払われている」「支払われていない」が半々であった｡また､緊急患者対応手
当については､「支給されていない」が66.5％であった｡「ふさわしい労働対価が得られているか」との
設問では､「いいえ」「わからない」を合わせると70％以上あった｡特に男性では49％が「いいえ」と回答
している｡

（５）現在の労働環境への問題意識
　……　医師不足については､「そう思う」が49.3％ ､「診療科によってはある」が35.9％で､合わせると85％と「医
師不足」を実感している｡医師増員の必要性については､「増えた方がよい」が51.8％ ､「診療科によって
は必要」が37.6％であった｡約80％の勤務医が「不安」「不満」「問題点」「悩み」を感じているが､具体的
な内容では､男女とも「作成すべき関係書類が多すぎる」が最も多く､「給与」「勉強時間」「施設環境」「過
重労働による医療ミス」「患者説明に要する時間」が続いた｡男女別で見ると､女性の第2位に「家事との
両立」が入っていた｡

京都府医師会 勤務医部会
「勤務医・女性医師の労働環境等に関する緊急意識調査」

＝＝ 総 括 ＝＝
（平成21年12月実施）
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（６）医師としての将来展望
　……　将来展望について「楽観的」は36.2％ ､「悲観的」が28.9％であった｡勤務医を辞めて2～3年以内に
開業する予定のある勤務医は､ごく一部で､81.7％が「予定はない」と回答している｡

（７）医師会活動について
　……　地区医師会の入会率は「加入」「未加入」がほぼ半数であったが､京都府医師会の入会率は「未加入」が
半数を超え､さらに､日本医師会の入会率ではさらに「未加入」率が増加している｡京都府医師会勤務医部
会の存在について「知っている」が42.2％ ､「知らない」が57.2％と､存在を知らないという回答が半数
を超えた｡また､活動内容については､90％以上が「知らない」「判らない」と回答した｡

（8）専門性の維持向上への支援状況
　……　学会への参加については､「出張扱い」が70.7％ ､「旅費支給のない勤務扱い」が12.1％であった｡また
､「年休でいく」との回答も9.3％あった｡「全額自己負担」は26.2％ ､「病院からの補助」53.7％であっ
た｡専門性向上に必要な学会参加が得られているか」との設問では､「思う」が30.2％であるのに対し「思
わない」「わからない」が66.9％と７割近くを占め､「十分な学会参加ができていない」勤務医は多いこ
とがわかる｡

（９）臨床研修制度
　……　指導医手当ての支給については「あり」が3.6％ ｡手当て支給のある指導医はごくわずかである｡

（10）京都府北部地域の医療状況への対応
　……　京都府北部地域の医療状況についての設問では､「北部地域の医療圏全体の地域住民の危機だと感じる」
との回答が252名､「北部地域の医療連携体制を抜本的に考えるときである」が244名と最も多かった｡北
部地域への赴任指示を受けた時の対応を尋ねると､「断る」が270名もあったが､「教育や生活上の問題が
整備されれば勤務可能である」との回答も241名と多く､特に､子どもの教育レベルの問題など､生活環境
の整備は重要な要素となる｡一方で､「断る」と回答した270名に「行きたくない理由」を尋ねたところ､「単
身赴任が無理」という回答が118名と最も多く､次いで「家族の反対」が84名であった｡

＜女性医師関係＞
（11）女性医師に対する就業支援と持続可能性の確保
　……　「常勤で働くにあたりこれだけは必要」と思われる要素については､「家族の理解と協力」が73.5％ ､「上
級医や同僚等の理解と子育てサポート体制」が70.5％ ､「労働時間の配慮」が67.5％ ､「病院のサポート」
60.8％ ､「モチベーション」52.4％の順に多かった｡一方で「給与」との回答は24.7％と少なかった｡年齢
別でみると､30歳代､40歳代で最も多かったのは「上級医や同僚等の理解と子育てサポート体制」で､50歳
代では「家族の理解と協力」であった｡非常勤の女性医師に１週間の勤務日数を尋ねたところ､「週2日」「週
４日」が最も多かった｡また､週５日以上という「常勤並み」の勤務をしている非常勤医師も５名いた｡非
常勤を選択した理由としては､「出産・育児」が一番多かった｡

（12）現在の職場の子育て環境
　……　職場の産休・育休制度については､51.8％が「ある」と回答｡また､職場における保育施設または託児施
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設の有無については､「なし」が51.8％と最も多く､「ある」は23.5％にとどまっており､育児関係におい
ては､まだまだ環境整備が十分ではない｡出産､育児における職場における協力､配慮については､「協力的
である」との回答は22.3％であったが「だめである」「何ともいえない」との回答は合わせると65.1％と
なり､院内での配慮がまだまだ十分ではない｡育児や家事について不満や悩みについての設問では39.8％が
「ある」と回答｡

（13）休職・離職の経験からみた問題点
　……　休職・離職経験がある女性医師にその理由を尋ねたところ､「出産」62.5％が最も多く､次いで「育児」
が41.7％となっている｡それ以外では､「夫の転勤」が22.9％ ､「自身の病気療養」が18.8％あった｡休職・
離職期間については「3～６ヶ月」が最も多かった｡復職した時の雇用形態については「常勤」65％ ､「非
常勤」35％であった｡復職に際して必要な支援体制について尋ねたところ､「家族の理解と協力」30.7％ ､
「出産､育児支援」30.1％が最も多く､次いで「休暇時の人員確保」21.7％「フレックス制度の導入」20.5
％「キャリア維持・向上のための再教育」が16.3％の順であった｡

＜自由意見＞

　……　「労働対価にふさわしい報酬が得られていない」と回答した方に自由意見を求めたところ､「報酬に関す
る問題」を上げる声が多く､特に､①各種手当の支払い②診療科間の報酬格差③技術に対する評価④指導医
としての手当⑤退職金についてなどの意見があった｡また､開業医との収入格差についての意見があった｡
「開業医は楽で収入も多い」といった認識の勤務医は多い｡その他､①設備面での問題②仕事環境の問題③
プライベートに関する問題も上げられた｡

　……　「外勤」についての設問でも「必要な理由」を求めたところ､「収入のため」「医師不足でやむを得ず」
といった意見が目立ったが､「地域医療への貢献」や「技術習得や交流のため」といった前向きな意見も
あった｡

　……　現在の労働環境への問題意識として､「不安」「不満」「悩み」「問題点」のいずれかが「ある」と回答し
た方に自由意見を求めた｡特に､「患者対応」では患者クレーム・電話対応が続く時のストレスを感じてい
るといった不満があり、患者対応の難しさが勤務医を疲弊させる要因のひとつであることがわかる。その
他、「医師不足､看護師不足」「臨床・研究・指導」「プライベート」に関する意見が多かった｡特に「臨床
研究に対するインセンティブが低い」「自分のスキルアップがいまひとつ」といった臨床・研究への問題
点やプライベートでは､「身分が不安定で､10年（５年）後のことがわからない」「自身の健康問題」を上
げる意見もあった｡その他では､「諸外国と比較して､医療に対する評価の低さ」を指摘する声もあった｡

　……　今後の開業予定で「ある」と回答した方の自由意見としては､「親子継承のため」といったやむを得な
い事情以外に､「勤務医の厳しい環境から逃れたい」や「開業医のほうが楽で収入がいい」といった意見
も一部で見られた｡一方で地域医療への貢献や「やりがい」を上げる意見や「年齢からくる体力面での不安」
や「家族や自身の健康からくる生活面での不安」を訴える意見も多く見受けられた｡

　……　京都府医師会に期待していること､ならびに医師会費について意見を求めたところ､多くの意見が寄せら
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れたが､「医師会活動への批判的な意見」がかなり多くを占める結果であった｡特に､「医師会への期待」
については「期待しない」「開業医のための利益団体」「入会しても勤務医にとっての恩恵は一切ない」
との厳しい回答が多数｡さらに､「勤務医独自の会を設立すべき」との意見もあった｡また､回答者には非会
員も多く､「医師会の存在を知らない」「勤務医は医師会に入会できないと思っていた」という回答が
あった｡また､「医師会入会のメリットを広報してほしい」といった声も聞かれ､勤務医への広報不足が今
後の課題である｡一方で「医師会への要望」として､「勤務医の労働環境改善に向けた活動を期待する」
「マスコミへのＰＲを強化すべき」「厚労省への積極的な働きかけ」を求める意見もあった｡また､「勤務
医の団結」「あるいは開業医との連携」を求める意見や「学術団体としての医師会の役割に期待する」声
もあった｡その他､「開業医の休日・救急対応の必要性」への意見も出された｡
　……　医師会年会費については､日本医師会､京都府医師会ともに､「高すぎる」「会費に見合うメリットがな
い」という意見が多かったが､政党への献金については特に批判的な意見も多数見受けられた｡また､会費
負担については､「病院負担」の必要性についての意見があり､「会費の使われ方」についての意見もあっ
た｡

　……　育児に関する問題では､子育てについて､「保育園への入園が難しい」「配偶者や親の協力がなければで
きない」といった意見が多く､「このままでは妊娠､出産はできない」との声もあった｡また､育児について
も「子供が病気のときが大変」「子供といる時間が非常に少なく心配」といった問題点が指摘された｡ま
た､「介護の問題」を指摘する意見､育児・介護による疲れ､ストレスから「自身の健康を危惧」する意見
もあり｡

　……　また､女性医師の就労支援制度や労働環境について一番問題と考えていることについては､「勤務医とし
てやっていきたいが「育児」「介護」の問題があると現実には難しい」という意見が多い｡特に､「家族の
協力が必要」「同僚､上司の理解」「病児保育を含む院内保育所が必ず必要」という意見があったが､それ
以上に､「複数医師による主治医制」「復職時のフレキシブルな勤務体系」「ワークシェアリング」「産
休時・育休時の代替医師の確保」「短時間労働」などの導入に対する要望も多数挙げられた｡また「施設
を新しくしているにも拘わらず､施設環境（更衣室・ロッカー・シャワーなど）が全く整備されていない｡
女性医師に配慮する気が無い様に感じる」「激務なのに当直者以外に休む部屋が無く､仕方無く医局に寝
ているが迷惑がられている｡各病院に休憩室を確保する事を義務化して欲しい」といった施設整備の面で
の指摘もあった｡その他､独身女性医師からは､「同様に働いても女性医師と男性医師での評価に差があ
る」「働いても男性医師と同等の待遇は無く､結婚するしかないという気持ちにさせられます」「男女の
体力差が全く考慮されず､当直勤務についても男性と同等の勤務をこなして当然とされる」といった不満
があった｡また､「部長クラスの人が女医の就労につき自ら問題点を考え体制を改善していくことが必要だ
と思う」といった意見や「女性医師が「出産・子育て・研究・臨床」を全て得られるのであれば､それに
対し感謝の念を持つべきである｡医師という職業を選んだからには「全てを当たり前に得られる」はずは
ない｡何かを犠牲にするか､並々ならぬ努力が必要だと思います」という意見もあった｡
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京都府医師会勤務医部会規則

… 昭和59年７月12日制定
… 平成25年3月21日改正

　　　　（名称および設置）
第１条　……本部会は京都府医師会勤務医部会（以下、本部会という）と称し、一般社団法人京都府医師会（以

下、本会という）内に設置する。
　　　　（構　　成）
第2条　本部会は会員である勤務医をもって構成する。但し部会長はその限りでない。
　　　　（目　　的）
第3条　……本部会は定款に則り、勤務医として医療の進展に寄与するとともに、勤務環境の向上ならびに会員

相互の福祉増進、親睦をはかることを目的とする。
　　　　（事　　業）
第４条　本部会は前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
　（１）　勤務医の身分、待遇の改善に関する事項
　（2）　勤務医の福祉の増進ならびに親睦に関する事項
　（3）　勤務医相互の情報交換に関する事項
　（４）　勤務医と開業医の医療連携の強化ならびに地域包括医療の確立に関する事項
　（５）　その他必要な事項
　　　　（役　　員）
第５条　本部会に次の役員をおく。
　　　　部　会　長　　　１名
　　　　幹　事　長　　　１名
　　　　副 幹 事 長　　　若干名
　　　　幹　　　事　　　若干名
　　　　（役員の選出）
第６条　部会長は、会長をもってこれにあてる。
　　2　幹事長、副幹事長及び幹事は、部会長が委嘱する。
　　　　（役員の職務）
第７条　幹事長は、会務を統理する。
　　2　……副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは、あらかじめ部会長の定めた順位により、そ

の職務を代行する。
　　3　幹事は、部会の会務を処理分掌する。
　　　　（役員の任期）
第8条　本部会役員の任期は、定款第18条第１項（役員等の任期）の規定を準用する。
　　　　（会　　議）
第９条　本部会の会議は、総会並びに幹事会とする。
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　　　　（総会、幹事会）
第10条　総会は、部会長が招集し、年１回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催する。
　　2　……幹事会は、幹事長、副幹事長、幹事をもって構成し、幹事長が招集する。幹事会は、本部会の事業

計画およびその他の重要事項を審議し執行する。
　　　　（規則の改正）
第11条　本規則の変更は、幹事会において協議し、理事会の承認を得るものとする。

附　則
　１．本規約は昭和59年７月12日より施行する。
　2．本改正規則は一般社団法人設立登記の日より施行する。
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　京都府医師会勤務医部会が30周年を迎えた。本記念誌は、記念講演会当日に配るために大変な苦

労を要したが、座談会をはじめ勤務医部会が歩んできた10年をreviewできたと自負する。京都府医

師会勤務医部会の幹事の先生方にはこの場をかりて御礼申し上げたい。

　京都府医師会勤務医部会は、国の2025年度をゴールとする在宅医療にシフトした医療政策に対応

すべく、京都府医師会を通じて、地域医療体制の元締めである京都府に対し、年度ごとに提言をおこ

なってきた。

　なお、勤務医の立場も所属する医療施設の特性によって大きく相違する。平均在院日数短縮化の大

嵐の中で経営再建にも関与する場合もある。単身赴任で、しかも単独で、僻地医療を支え続けなけれ

ばならない場合もある。そして、地域医療連携の旗振り役のリーダーも努めなければならない場合も

ある。

　枚挙に暇がないほどに、多様な勤務環境の劣悪化が進行しているが、誰かが声をあげなければなら

ない。

　京都府医師会はどしゃ降りの雨の中ずぶぬれになって歩む「勤務医」に対して、雨傘を差し伸べる

のか？…それとも一緒にずぶぬれになって歩むのか？

　次の10年は、京都だけでなく日本の医療のためにも勤務医と開業医の大同団結が求められる。そ

れが勤務医部会部会長である京都府医師会会長森洋一先生の答えだと思う。勤務医から開業医になっ

ても京都府医師会で勤務医部会担当を続けた小生の感想である。

… 京都府医師会理事　　上　田　朋　宏

あ と が き
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