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編 集 後 記

現行の健康保険制度 には種 々の欠点があ り それ を是正す る一方法 として 療養費払いの併用

が 近頃 一部に於て 主張せ られてい る・これは 医育 や研穽を 目的 としていない医療機関 に

於ては 現行法だけであ るよ りも よ り良い事であろ うと思われ る・然 し 医育 研 究機関であ

る大学病 院に於ては 果 して 妥 当な方法であ ろ うか ・先ず 本法は 富め る患者には適用出来

るが 貧 しい患者には適 用出来な いのである・斯か る事は 大学 病院の如 き機 関に於 ては適当で

はない.大 学病院に於ては貧富に拘 らず 必要 な診療 が行われ るべ きである・次に療 養費払 いに

於て も 審査を受けて 健保基準の範 囲内だ けの払戻 しを受け るが それ以外の分は患老の負担

にな る.そ こには明かに枠 即ち制限が存在 している・即 ち療養費払い とい う観念の中には制限

が厳存 しているのである.自 由診療の ように見 えるが 実は厳然 として枠 が存在 し 然 もその枠

は従来 よりも厳 しく守 られ るであろ う.制 限診療 の緩和を要求す るな らば あ くまで も それ を

要求するべ きであつ て 療養費払 いの方 向に行 くぺ きではない・次に現在 で も大学病院 の第一線

の医師に とつては 事務 的に甚だ煩雑 であるが これ が二 本立てになる と更に面倒 になる.診 療

の開始に当つて 現物給付制を とるか 或は医療 費給付 制(療 養費 払い)を とるか を 患者 と折

衝せねぽな らぬ.そ れに よつて診潭の方法を牽えてゆかねば な らぬ.こ んな嘉は極めて煩わ しく

医育や研究のために 何の役に も立たない.犬 学病院に於ては 医育 に於て も研究に於て も 必

要 にして最良な る検査と治療を行わねばな らず 然 もそれは患者の貧富に よつて区別を付 けるこ

とは出来 ないであろ う.貧 老は現行法で 富者は療養費払で ・とい うわけにはゆかぬであろ う.

本来な らば大学病院は健保か ら離れ るべ きであるが それが出来ね ば健保制 限の緩和は勿 論の事

その他㌍ 別奉に研究費を要求す るのが本筋であろう ・国家には当然それだけの義務はある.尚

健保 としては研究に要す る費用は絶対に負担出来 ない との考えが多いが 然 し研究 によつ て健保

診療 の内容 も向上 してゆ く⑳で あるか ら 研究を委託 している と考 えたな らば 健保は研究費に

は全 く,関係がない と云 うの も やや虫が良過 ぎないであろ うか(昭 和36年9丹).
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