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医師組織の構図

に勤務するのも医局の指示な
たので︑入局するのが自然の

医師には︑腕一本どこででも独りで働けるイメージがあります︒
一方で医師の組織がどうしたこうしたという話もよく耳にします︒
医師の組織って何をしてるんでしょうか︒必要なんでしょうか︒

籍と認識しており︑市中病院

編集／医師 人の合同編集委員会
事務局／ロハスメディア
監修／小松秀樹 虎の門病院部長
上昌広 東京大学医科学研究所特任准教授
イラストレーション／コージートマト

属する人がいる︒それ

織があって︑そこに所

アカデミズム
組
は︑所属を命じる決まりがあ
るか︑所属するとメリットが
あるか︑どちらかのはずです︒
医師として働くには厚生労働
大臣へ２年に１度届け出が必
要ですけれど︑どこかに所属
を命じる決まりはありません︒
つまり医師が組織に属するの
は自発的なことで︑何らかの

メリットがあるものと考えて
間違いなさそうです︒
﹃ロハス･メディカル﹄は基
幹病院向けの冊子なので︑皆
さんも基幹病院を受診して
ら︑大学へ戻るのも医局の指

示です︒
医局と言われてもピンと来

ないと思います︒これは︑大

学の教室︵研究室︶と大学病
こ んぜ ん

院の診療科とが渾然一体とな

の医学知識や互いの経験を共

れているのが学会です︒最新

くくりで医局横断的に組織さ

ります︒この専門分野という

医療分野ごとにあることにな

医局は診療科ごと︑つまり

せん︒

いことから︑ここでは触れま

ること︑今回の話の本筋でな

全体から見ればまだ少数であ

問題になっています︒しかし︑

域バランスを崩していると

しない医師が増え︑それが地

学以外へ入局する医師や入局

導入されて以降︑卒業した大

年度に新臨床研修制度が

行かされるデメリットも︶
︒

し︑たとえば僻地へイヤイヤ

へき ち

うメリットもあります︵ただ

き口を紹介してもらえるとい

流れでした︒医局にいれば働

……………………………………………………………………………………………………

いる前提で話を進めます︒さ
て問題です︒あなたの主治医
は︑どこに所属しているでし
ょう？
はい︑まず病院に勤務して
いますね︒当たり前です︒た
ったものを指します︒専門的

な患者の診療と並行して︑医
あ っせ ん

師の教育と職の斡旋︑そして

医学研究が行われる場です︒
研修を終えた新米医師は︑

たいていどこかの医局へ入局

します︒一般社会で言うとこ

ろの企業へ入るのに近いもの
です︒
ほとんどの医師が入局する
のは︑一人前になるまで先輩

04

だ︑この場合は組織より職場
という呼び方がふさわしいか
もしれません︒そして一般の
人には分かりづらい話です
が︑病院と医師との雇用関係
を︑通常の企業と社員の関係
のように帰属意識が強いもの
と考えたら大間違い︒一部の
ブランド病院など例外はある
ものの︑たいていは派遣社員
に近いイメージです︒常勤で

に教えてもらう必要があるか
らです︒どこで誰に教わるか
重大な問題であることはお
分かりいただけると思います︒
たいていの施設や指導層の医
師が医局と関連づけられてい

有したり︑標準的な治療指針

ことからも︵ 年

月現在︶
︑

に 団体︵主に臨床系︶ある

日本専門医制評価・認定機構

に１０５団 体︵主 に 基 礎 系︶
︑

まって い る 日 本 医 学 会 傘 下

ありません︒主要な学会が集

れば大丈夫というものでは

ただし︑一つに所属してい

ます︒

ートしてもらえることになり

技量や知識の維持向上をサポ

していると︑専門家としての

ころもあります︒学会に所属

医の資格認定・付与をすると

を定めたりしています︒専門

……………………………………………………………………………………………

思います︒

なっていないことが分かると

医師全体を包含するようには

かなり細かく分かれていて︑

10

あっても︑若い間は何年か経
つと異動していなくなります︒
であれば︑一般で言うとこ
ろの派遣会社もあることにな
ります︒それが大学の医局で
す︒勤務医の多くが自分の本

……………………………………………………………………………………………………………………
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35

聞やテレビに広告を出したり

していることです︒時々︑新

使って︑自民党を強力に支援

本医師連盟という政治団体を

ら︑表裏一体の存在である日

見を述べていること︒それか

ていて︑医師の代表として意

といってよいほど委員を出し

省の医療関係の審議会に必ず

︵中医協︶をはじめ厚生労働

る中央社会保険医療協議会

は︑診療報酬の配分を議論す

実際の活動として目立つの

ん︒

具体的なイメージが湧きませ

わ

す︒これを読んだだけだと︑

育﹂などを行っているそうで

科 学 と の 総 合 進 歩︑生 涯 教

職業者としての団体
項では︑主に専門職と

しての知識や技量を身

につけ向上させる組織を紹介
してきました︒読みながら︑
﹁日本医師会︵日医︶が出て
こないなあ﹂と思った方もい
らっしゃることでしょう︒医
師の約 割が加入していると
いう日本最大の医師組織で︑
ニュースなどにもよく出てき

………………………………………………………………………………………

もしていますね︒

医師会の幹部クラスという三層構造（図）を取って
いるため、日医は勤務医の声がほとんど反映されな
い構造となっています。

郡市区
医師会

ますから気になりますよね︒
ここでは日医に焦点を当てて
みましょう︒
日医に所属しているのは開
業医が約 万 千人︑勤務医
が約 万人︒開業医の大部分
と勤務医の半分弱ということ
になります︵コラム参照︶
︒
さて︑所属すると︑どういう
メリットがあるのでしょう︒
日医は︑学術専門団体と自
称しています︒
﹁医道の高揚︑
医学教育の向上︑医学と関連

職業としての医師の権利を
守る︑その領域である医療を
守る︑そんな組織と理解して
間違いなさそうです︒
地域の健康づくり活動など
もっと地道なことをしている
のを知っているよ︑という方
もいることでしょう︒でも︑
それはきっと︑都道府県医師
会か郡市区医師会の活動だと
思います︒実は︑医師会は三
階建てになっていて︑それぞ
れが独立した法人組織なので
す︵コ ラ ム 参 照︶
︒そ し て 三
階建てになっているがゆえに︑
末端の会員たちの声が上層部
まで届かないという批判も近
年出ています︒
また︑医療の中で病院の役
割がどんどん大きくなってい
るのに︑日医上層部は開業医
が多いので︑厚労省の政策に
現場の医師の声が正しく反映
されない原因になっていると
いう批判もあります︒勤務医
の場合︑日医に所属するメリ

代表を選ぶ

医の多くが、勤務医から見ると先輩ということにな
ります。
こうした医師の行動原理は日医の形態にも影響を
与えています。もともと勤務医は、医師会活動より
は医局や学会の活動をしたい人たちなので、医師会
での発言力は大きくありません。さらに日医の意思
決定をする代議員は都道府県医師会から選出され、
都道府県医師会の選出作業に関与できるのは郡市区

都道府県
医師会
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5

ットが見えにくいことは確か
です︒

代表を選ぶ

6

8

医局には、教授より年次の古い人は出て行くとい
う官僚社会のような不文律があります。そこまで残
らずに、医局内での将来に見切りをつけた場合、開
業したり市中病院の管理職に転出します。いわば医
局からの卒業です。サラリーマンが独立したり、子
会社へ管理職として出向するのに似ています。開業

日本医師会

前
8

医局「卒業」と日本医師会

者が口を出すとかえって変な

医療は専門性が高く︑部外

が実情です︒

よって処分が行われているの

や事故の起きた後で︑役所に

の場合は残念ながら何か事件

りません︒結果として︑多く

キリ担保するような組織はあ

次第ということになり︑ハッ

や郡市区医師会内部の指導力

関しては︑地域社会の口コミ

われつつあります︒開業医に

患者から見た場合
師にどういうメリット

があるかに着目して医

師組織を見てきました︒最後
に︑患者にどういうメリット
があるか︑もしくはどういう
形になればメリットが出てく
るか考えてみましょう︒
そんなことを考えていいの︑
とビックリしたでしょうか︒
いいも悪いもなくて︑ぜひ考
えるべきです︒というのも︑
今まで説明してきた組織に法
的根拠のような社会的正統性
があるわけではなく︑自然発
生的に存在していたものを追
認しているだけなので︑もし
社会に与えるメリットよりデ
メリットの方が大きいならば︑
社会の総意として表舞台から
退場してもらうことはできま
すし︑そうでないと困るから
です︒

話を戻します︒患者からす
れば︑技量や知識の足りない
医師︑人格に問題のある医師
には︑できたら診てもらいた
くありませんよね︒そういう
医師が現れないよう相互チェ
ックを働かせて︑もし現れた
ら現場から外して再教育する
ような機能がほしいところで
す︒
勤務医に関しては︑過去に
は医局がその役割を果たして

ことになる可能性も高いので︑
何とか医師たちで自律して︑

その過程や結果を自ら情報公

患者に被害を与える前に未然

そして︑問題のある医師が

足も出なくなるのです︒

ケツをまくってしまうと手も

がいても︑本人が我関せずと

いため︑たとえ問題ある医師

権限を医師組織が持っていな

なる医師資格はく奪や停止の

んでした︒何より︑大前提と

開にあまり積極的でありませ

かし既存の医師組織は情報公

開してほしいところです︒し

………………………………………………………………

に排除する仕組みがないこと

あ つれ き

によって︑医療者と社会との

ような動きが出てきた時には

みをつくるよう要求し︑その

の医師に対して︑自律の仕組

識すること︒そして身の回り

する自律の仕組みがないと認

できるのは︑医師全部を包含

さしあたって私たち患者に

のです︒

にもつながっている話だった

考えたら︑何と﹃医療崩壊﹄

とは間違いありません︒こう

軋轢が無用に高まっているこ

………………………………………………………………

応援することのようです︒
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いたとの説があります︒しか
し弱体化して︑その機能が失

………………………………………………………………

医

