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編 集 後 記

佐谷有吉先生の御逝去を深悼致します

◇

厚 生省 においては本年度の国立病院共同研究班の一っ として疾病毎 の診療標準 を作成す ること

を 目的 として 「診療基準班」 を新設 し,そ の研究班員 として九病院 を指定 した 。これはいわゆ る

国立病院であっ て大学病 院或 は他 の大病院は含 まれていない.そ の研究方法は とりあえず 各診療

科 目につ 蓼1～2種 類の疾病を とりあげてその診療基準 を研究せん とす るもので,対 象疾病名は

内科は肝炎 と腎炎,外 科 は虫垂炎,泌 尿器科は腎結核 な どであ り,そ の研究費 も配分せ られてい

る.今 後 は対象疾病は漸 次拡大せ られてゆ き,そ れが 各疾病の診療基準 となるであ ろ う.っ ま り

今後 の健康保険の治療指針は国立病院 のこの研究班 にて決定せ られ るこ とになるのであ ろ う,従

来か ら研究施設は大学病院 が最 も充実 してい るのでその研究成果は一股に最 も高 く評価せ られ,

治療指針に取 り入れ られ た り或はその改訂 に役立っ ところが大 きかった と思 う.と ころが先般 の

健保法の改変 によって大学病院 といえ ども一般 医療機関 と同様 に原則的には厚生 大臣の定める以

外 の新 しい療法や検査 を行ってはな らぬ ことにな り,今 回の国立病院診療基準班 の新設 に よって

治療指針作成 にも全 く関係がない ことになった.即 ち厳密に言えば大学病院 は新 しい臨床研究が

出来な くな り,国 立病院で定め られた指針に よって診療す るより他 に道 がないわけ であ るる.こ

れは近い将来に国民皆保険 の実施が予想せ られ るか ら尚更であ る.こ の よ うな大学病院を臨床研

究や,従 つて国民医療 の向上か ら棚上げに して しま うよ うな ことが一般 か ら納得 され るであ ろ う

か.こ れ は明かに不合理 であ るし,国 家的に考 えても不経済な ことであ る.こ んな ことが何故に

行われるのであろ うか.官 庁制度 の誤 り或は役所 のセ クシヨナリズムに由来す るのではなかろ う

か.も し左様な ことであ るな らば黙つてい られ ない ことであ る.い ずれにせ よ官公私を問わず全

国の医育,研 究機関は我国 の医療制度がいか にあ るべ きかを熱意を以 て検討す るべ きであ ろ う.

購 読 要 項

1.発 行は毎月(年12回)と す る,年 間購読者を以 て会員 とす る.
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泌尿器科紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店.
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金方法を御記入の上編集部宛.
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2,原 稿の長さは制限 しないが簡 潔にす る.

3.原 稿 は横書 き,当 用漢字,平 仮名,新 仮名使いを用い,片 仮 名には括孤 を要 しない .400

字詰原稿用紙を用いるこ と,附 表,附 図は なるべ く欧文にす るこ と.

4.文 献 の書式は次の如 くす る.著 者名 二誌 名,巻 数:頁 数,年 次.
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