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編 集 後 記

去 る1月29目 朝,新 聞を 見てびつ くりした.弘 前大学杉 山万喜蔵教 授の急逝が報ぜ られ ている.

教授 は特に泌尿器科tz'/ト ゲy学 に造詣深 く,人 柄 も円満 にて,予 てから尊敬 と親愛 の感 を抱い

ていた.学 会 で同 じ宿に泊つ た事 もあつた.最 近 にお目に かかつたのは北海道 の学会 の折 であっ

た.本 誌 には特に御厚意を頂 き,既 に数篇の論文 を寄 せ られた.実 は本誌巻頭文 の御執筆 をお願

い して御承諾を得,そ の到着 を待 つていた のであつたが その丈章に も遂に接 す る事が 出来な くな

つた.践 に深 く哀悼の意を表 し御冥 福を祈 る.

◇

健康保険に対す る意見 も立場 の相違 に よつ て色 々であ ろ う.大 学病 院に居 る者 の一 人 として次

の様 な事を考 える.大 学 で も健保を取扱つてい るが 本来は医育 及び研究機 関であ る.こ の点が一

般実地医家 と異 なる.学 生の講義に於 ては最新 の検査法や最良 の治療法 を述べ ねば な らぬ.時 に

は外国 の状況 さえも紹介せねば ならぬ.そ の方法が健保 で承認 され て居 る居 ない には拘 らない.之

は最良の検査法 或は治療法で あるが 瞠保で認め られてい ない か ら用い てはな らぬ等 と一 々講義 し

てい るわけにはゆ かない.健 保に当てはま る事だ けを教 えてい ては緑な医者が出来上 らない事は

云 わず もが なである.次 に研究 の点であるが,健 保 規程 に 「各種 の検査 は,診 療上必要が あると

認め られ る場合に行い,研 究の 目的を もつ て行つ てはな らない」 とあ る.勿 論之に も一理 はあ る

・・が,厳 密に云 えば診療 と研究 との境界 も常に はつ き りしてい るとは云えぬ.研 究に よつて診 療 も

進 歩 してゆ くのである.そ れに よつて健保診療及び国民医療の内容が向上す るのであ る.そ の研

究 を行 ろのが大学であ る(一一部 の大病院 も含 まれ る)換 言すれば大学は国民医療を進 歩 させる

べ き責任を背負わ されてい るのである.若 し大学に対 して も健保規程 を劃一的 に適用ぜん とする

な らば,そ れは医療 の進歩を妨 げるものであ る.健 保が この研究 面の経 費を全 く負握 しない と云

うのは虫が よす ぎる.む しろ健保当局は進 んで大学に研究費を提供すべ きではなかろ5か.今 や

健保 問題 は大学に於て も単に病院だ けの問題ではな く,全 日本医科大学 の医育,研 究並 びに医療

に亘 る問題 である.
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