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編 集 後 記

名大清永圭三 博士は三矢前教 授の後任 として教 授に就任,泌 尿 器科を担 当せ られ ることになっ

た,

関西医大 に泌尿器科助教 授の席が新設せ られ京大講 師新谷浩氏が就任せ られた.

◇

大学病院 のあ りかたに就 て考えてみ よ う.大 学病院 は大学 医学部 に附属 してお り,大 学 の教官

が学生に医学を教 える場所であ るか ら文部省の所管内にあるのは当然であ る・ しか し他 の面か ら

考 え,ま た近年特 に重要性を増 して来 た健 康保 険診 療の面 か ら眺め ると別 の考 えも起っ てくる.

大学病院 にては学生 に臨床 医学を教える以 外にイソタ ーy生 を指導 し,医 師を養 成 し,特 に大 き

な仕事 として患者診療 に当ってい る.こ れ らは大学卒業以後 の事柄であ り,文 部省の仕 事 と云 う

よ りもむ しろ医師の問題,即 ち厚生省 に密接 な関係のあ ることと思 われる.実 際 にイyタ ーy生

の事 は厚生省の所管 であっ て大学はその指導を委託 されている実状 であ り,国 家試 験は厚生省の

行 うところである,医 師免許証 を得た後 の臨床 医学研究 は,学 術研究 と云 う点か らは文部省にも

関係があ るが,医 療 と云 う点か らは厚生省 とも関係が深い。今後専門 医を養成す るこ とにでもな

れば これも厚生省の所管であ る.近 頃の様に大学病院 にても健保診療が重 大な聞題 とな り,殊 に

国民皆保険の日も遠 くない とすれば大学病院 と厚生省 との関係 は更 に密接 になる.健 保 の問題 と
コ 　 コ ヤ

な る と厚生省 には保険局,医 務局の他に多 くの関係部局がず ら りと並んでい るの に対 し,文 部省

にはこれ らの部局 のみか病院課さえ もな く,た だ僅か に大学学術局 の中の大学課 に於 て多少の関 『

連があ るに過 ぎない.大 学病院 に附属す る看護 学校の業務 でも同様 であ る,つ ま り大学病院は文

部省の管轄下 にあ るが内容 的には厚生省 と深い関係を有 してお り,こ こに種 々の問題が起 る原因

があ るのではなかろ うか.仮 りに大学病院が文部省か ら厚生省へ移管 せ られる ことを考 えると種

々の問題 が起 るであろ う.し か しそれ が合理的 なこ とであれば不可能ではなかろ う。ただその場

合で も医師の育成 と臨床 医学の研究を使 命 とす る特殊 の病院であ るこ とがあ くまで認め られねば

な らぬ,そ れに よっ て医学の進歩,健 保内容の改善,従 って国民医療の向上が期 待せ られ るので

あ る.
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