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社団法人日本病院会

『祝無理

・騨冴】職

会長諸橋芳夫

太平洋戦争により国土は荒廃し，戦後，医療機関，特に病院は廃虚と化
したものが多かった。戦後の復興をめざした病院は，マンパワーをはじめ

施設，機器，衛生材料，食料，燃料に至るまで，その整備，確保に困難を
極めた。アメリカ進駐軍による専門家を「日本の病院に管理なし」ど慨嘆
させ，厚生省病院管理研修所（現，厚生省病院管理研究所）が創設された

のも，戦後間もない昭和24年であった。このような'情勢に対処するため，
東京周辺の病院長の有志が集い荒廃した病院機能向上のため，日本病院
協会が昭和26年６月24日設立された。初代会長に昭和医大病院長の上條秀
介氏が選出され，翌25日に第１回の病院学会が開催された。これが日本に

おける日本病院協会の設立，病院学会の開催の嗜矢である。
その後，会長は，橋本寛敏，神崎三益，東陽一，阿久津’慎，左奈田
幸夫，内藤景岳の６先生を経て，昨年４月私へと引き継がれた。

昭和49年に，日本病院協会は日本病院会となった。日本病院会のめざす
ものは，日本の全病院の協力を得て，国民に信頼されるよう医の倫理を守
り，医療評価を高め，病院の向上発展とその使命の遂行により社会福祉の
増進に寄与することである。

日本病院会はこのために医療制度，病院制度の調査研究，病院管理運営

の向上，病院人の教育・養成，病院の公衆衛生・地域活動，社会・医療保

障制度の調査研究，税制・財政の研究，病院の国際的活動，政府・関係諸

機関団体との連携，病院学会・人間ドック学会・診療録管理学会・病院大
会の開催，機関誌(紙）・刊行物の発行，広報の活動などを行なっている。
一方，日本病院会が国際的な活動を本格的に始めたのは昭和31年(1956）

で，この年国際病院連盟に加盟し日本を代表する病院団体（Ａ会員）とし
て認められた。昭和52年５月（1977）には常任理事国として第20回国際病
院学会（隔年開催）を東京で開催し，史上最高の参加者を集めた。また，
アジアにおける病院医療向上，情報交換，親善のため昭和46年アジア病院

連盟の設置を主導し，アジア諸国の病院の発展に寄与している。
この30年間に我が国民の平均寿命は，男60.8歳・女64.9歳から，男73.8

歳・女79.2歳へと伸び，国民の健康水準は世界のトップレベルに達した。

また，病院会は，100名の会員から正会員2,000名に達する我が国最大の
病院団体へと発展した。この間昭和37年，甲表・乙表問題による全日病の
派生，昭和49年の日本病院協会と全日病の合同など激しく揺れ動いたが，
これらの困難を克服しての記録である。

この三十年史は戦後の日本の病院のあゆゑを示すものであり，これによ

り，我が国の病院の質的量的の発展，管理の向上を目のあたりに見ること
ができる。

おわりに，この膨大なる30年間の記録をまとめられた小野田敏郎編集委
員長をはじめ委員，執筆者各位に深甚なる感謝の意を表する。

昭和５９年３月
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１創設時代

１倉凹設時代
昭和24～25年

設立の経緯

昭和23年，わが国はなお敗戦後

協議会は事業を行うための事務所をもとめ,

の窮乏混乱の状態にあり，アメ

東京都文京区湯島一丁目の鉄筋２階建ピルを確

リカ占領軍の軍政下に苦しんでいたｄ

全国3,048の病院がこの虚脱の状態から立ち

直ろうと努力をしていた。陸海軍病院が国立病
院となり，また都道府県市町村その他の公立病

保してこれを病院会館と名付けた。昭和25年，
その開館式にあたり，東京都病院管理者協議会
を東京病院協会と改めた。

昭和25年は依然アメリカ占領軍の軍政下にあ

院も復興の途にあったが，日本赤十字社病院，

り，総司令部公衆衛生福祉部の病院に対する指

済生会病院をはじめ，日本全国病院の72％を占

示は各般にわたって行われ，この対策のうえか

める私立病院はいずれも経済的に後楯をもたな

らも病院相互の連絡は緊密に保たれなければな

い病院でその再建に苦悩をしていた。

らなかった。

昭和23年７月30日医療法が制定せられ，「病

病院の団結は東京のみならず，新潟県におい

院は傷病者が科学的で且つ適正な診療を受ける

ては中山英之助氏，富山県においては豊田文一

ことができる便宜を与えることを主たる目的と

氏，長野県においては佐藤元一郎氏，栃木県に

して組織され，且つ運営されるものでなければ

おいては高橋昇氏，宮城県においては一見趣夫

ならない」と定義され，病院長には病院管理の

氏がそれぞれ中心になり，その後全国各地にお

権限と責任とが課せられるに至った。医療法の

いて，病院協会，病院会または院長会等の名称

規定する病院基準は高く，これに則って病院を

のもとに病院管理者の結集が行われた。

復興することは困難であった。これがために昭

このとき日本の各地にはなお病院協会未設の

和24年９月，東京都下の病院管理者の有志が慶

府県もあったが，彰涛として起こっているこれ

応義塾大学の北里講堂に集まって，「東京都病

ら病院団結の力を結集し，欧米諸国の病院団体

院管理者協議会」を設置した。その発起人は上

機構にならって，わが国にも全国的病院の代表

條秀介（昭和医科大学附属病院長)，大森憲太

的機関を結成し，病院の機能強化を促進すべき

（慶応義塾大学医学部附属病院長)，塩沢總－

であるとの意見が台頭するに至った。

（東京警察病院長）等の諸氏であった。

Ｉ

１創設時代

昭和２６年
力､ずかずの準備を経て６月，日本病院協会が
設立された。病院の助成金，医療金融，入院

料是正の運動が早速開始された。日本病院学
会が創設された。

設立の準備

昭和26年４月，第13回日本医学

山口県病院給食協会会長代理大井常一

会総会が東京に開催されるの

三重県亀谷敬三

で，東京病院協会の提唱によってこの機会を利

東京病院協会守屋博(国立東京第一）島内

用し各地の有力者より全国的結成に対する意見

武文(研修所）羽生秀吉(慶応病院）神宮徳太

を徴することになった。４月３日，順天堂大学

郎(東京警察病院）上條秀介理事長伊藤恭次

会議室において，東京，地方の協会代表者およ

郎(国立東京第二）原素行(都立広尾病院）金

び医師会の代表者らが会合し，日本病院協会

子準二(慈雲堂）熊谷千代九(京浜病院）吉田

（仮称）設立準備委員会を設置した。ここに東

幸雄(厚生省技官）寺田秀男(東京都医務課長）

京病院協会を中心にして福岡，愛媛，宮城，島

ここで上條秀介氏が座長に推され，つぎのこ

根，新潟，佐賀，山梨，福島，愛知兵庫，群

とを議決した。

馬山口，三重の病院協会が参集して，大同団

名称

結について意見の交換を行った。

日本病院協会JapanHospitalAssociation

その出席者はつぎの諸氏であった。

(J､Ｈ､Ａ､）とすること。

福岡県病院協会会長赤岩八郎

事務所

常務理事田代英太郎

東京都文京区湯島３ノ１病院会館に置く

愛媛県(協会未設）西村泰

目的及び事業

宮城県病院協会常務理事一見赴夫

定款作成に際し定める。

栃木県病院協会荒井清一郎高橋昇

組織

大阪府病院協会会長代理辻村清孝

各地方の協会を単位として連合会の形体をと

島根県病院協会林藤丸

る。

新潟県病院協会寺尾清吾

定款の作成

佐賀県病院協会築地美暢

東京を中心とした近県の協会に立案を一任す

山梨県病院協会進藤守

る。

福島県病院協会菊地源造

日本病院協会は，統合された－本建の強力な協

愛知県(協会未設）藤本順

会設立にあたって官公私立各特有の問題につい

兵庫県病院協会小俣武

ては部会制として部会内において極力検討し協

群馬県病院協会高橋清

会の事業としてとり上げ最善の方策をたてる。

２

１創設時代

日本病院協会設立にあたり作成された設立趣

意書はつぎのとおりである。
設立趣意書

国民の健康確保に重要な使命を持つ病院

を尽くしてきた上條秀介氏が推された。

上條会長は日本病院協会の設立の経緯とその
目的について述べた。すなわち日本病院協会設

立の目的は「日本全国の病院が一致協力によっ

は今や民主時代の進展に応じてその管理経

て，病院の向上発展とその使命遂行とを図り，

営面の合理化を計り最高の技術をもって完

社会の福祉増進に寄与すろをもって目的とす

全な治療を施して国民の幸福と社会の福祉

る」というのである。

増進に努力しなければならない。ことに改
正医療法はさらに一段と病床の改装，施設
の改善等を要求しているのであるから，病

院は旧殻を脱してこの時代の要求に応ずろ
と同時に法の完全実施に協力するため相携
えて共同の問題を審議実行することが最も

これを達成するための事業としてつぎの項目
がとりあげられた。

１．病院の管理運営及び施設の改善向上に関
する事項

２．病院関係者の教育，指導，待遇改善及び
表彰に関する事項

適切であると確信し，さきに東京都をはじ

３．病院の公衆衛生活動に関する事項

めとして全国道府県に30余の病院協会が設

４．病院の規格及び医師実地習練施設の調査

立されたのである。

研究に関する事項

さらに本年にいたり国際情勢に鑑みて全

５．社会保険，医療法人，医療金融，医業課

国都道府県病院協会が連合してここに日本

税その他の関係諸制度の調査研究に関す

病院協会を設立して病院の向上発展を期す

る事項

ると同時に広く国際活動に協力し人類の幸
福に寄与せんとするものである。

社団法人日本病院協会
設立代表者上條秀介

定款の起草委員長には熊谷千代丸氏（京浜病

６．薬品及び食品等病院用品の調査研究に関

する事項

７．病院事業の国際的活動に関する事項
８．病院事業に関して政府その他の関係機関
並びに団体との連絡協議に関する事項

院長）が推され，委員には守屋博（国立東京第

９．病院学会及び病院大会主催に関する事項

一病院)，川島震一（胃腸病院)，金子準二（慈

１０．機関紙その他の刊行物発行に関する事項

雲堂病院)，神宮徳太郎（東京警察病院)，高橋

１１．病院の弘報活動に関する事項

昇（宇都宮済生会病院）等の諸氏が委嘱され

１２．その他この会の目的達成のため必要な事

た。

５月21日，定款起草委員会および創立準備委
員会を開催した。

日本病院協日本病院協会の設立総会は，昭
会設立総会和26年６月24日，東京文京区の
湯島聖堂において開かれた。会長には設立に力

業
とした。

ついで定款の起草委員長をつとめた熊谷千代

丸氏より草案作成の経緯とその内容について説

明があり，日本病院協会の目的とその事業を盛
ったこの定款を全員－致これを承認した。
３
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役員として，会長には上條秀介，副会長には

そもそもわが国における病院の起源は，

西村泰，熊谷千代九，常務理事には金子準二，

千三百有余年前聖賢聖徳太子が四天王寺に

荘寛，長岐佐武郎，菊地真一郎の諸氏が推され

療病院等の難民救済施設を創立せられたこ

た。

とに発しているといわれていますが，爾来

また顧問として，黒川厚生大臣，東医務局

幾多の変遷を経た今日，病院は社会保障の

長，久下次長，安井都知事，小山都衛生局長，

中核的機関の一つとしてその近代的使命を

谷口日医会長，中山参議院議員，佐藤日歯会

要望せられるようになったのであります。

長，刈米日薬会長，島津日赤社長，柿沼東大部

終戦後我が国は民主化，近代化のため各

長，坂口国立第一病院長，藤森参議院議員，田

方面に改革が加えられましたが，病院につ

沢結核予防会会長，黒沢都医務部長の諸氏が，

きましても，まず医療法により近代社会に

さらに参与として，厚生省より，河野課長，吉

おける病院の`性格が明確にされたのであり

田技官，中村事務官が，また都より寺田課長，

ます。

二階堂係長，山崎事務官，その他に，伊藤国立

思うに近代病院の使命の第１はいうまで

第二病院副院長，石井東大病院事務長，羽生慶

もなく傷病者を収容してそれを看護し治療

大事務長，神宮東京警察病院事務長，斎藤昭和

することであります。第２には医師，看護

医大事務長が委嘱された。

婦その他医療に従事する人々が修練すると

なお協会事務局長には野沢武雄氏が任命され

ころであり，第３には保健活動であり，
さらに医学の進歩に寄与することにありま

た。

日本病院協会の設立総会にあたり，厚生大臣

黒川武雄，東京都知事安井誠一郎，日本医師会
長谷口弥三郎等の諸氏より祝辞があった。

黒川厚生大臣はつぎのように述べている。
祝辞

す。

このためには高き道義のもとに病院の有
する組織を生かし患者のため，さらに社会

のために有効適切に運営されなければなり
ません。

日本病院協会創立総会に臨み，所'懐の一

たしかに従来の日本の病院には幾多の欠

端を述ぶるの機会を得ましたことは私の光

陥がありました。それは一つは病院自身の

栄且つ欣快に存ずるところであります。

病院の意義に対する認識が不十分であった

さて，本日ここに全国の病院の代表者が

と同時に，国民自身が病院を活用すること

集まり日本病院協会を創立されまして，一

に比較的無関心であったためであると思い

致協力して病院の向上発展にひいては社会

ます。

の福祉増進に寄与せられるよう活動を開始

政府におきましても近代社会に適応し，

されることになりましたことは国民保健の

社会保障の中核的施設として存在せしむべ

確保に必ずや絶大の推進力となって行くこ

き病院のあり方について大いに研究し，か

とと信じ，諸賢に対し満腔の敬意を捧げる

つ国の経済の許す限りその普及改善に努力

次第であります。

を致したいと思います。

４
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幸い本協会ができましたについては本協

川記者，共同通信社難波記者を招き，各団体代

会が直ちに国民のための機関として，日本

表よりその立場に応じて医療金融の緊急を要し

の病院が文化的かつ有効的な病院に改善進

かつその道の困難である現状を述べて報道機関

歩せられるよう格段の御尽力をお願いいた

の支援をもとめた。

，0月５日，厚生省河野医務課長を招いて会同

します。

病院自身が改善されるならば，必ずや国
民もまたこれを支援し病院事業は円満に発
展するものと信じて疑いません。

終りにあたり本協会の今後の活動に絶大

を行い，政党ならびに関係官庁に対して分担し
て陳'肩を行った。

社会保険医療強１０月29日，東京神田教育会
化国民大会開催館において社会保険医療強

の期待をかけてその発展を祈り創立のお祝

化国民大会を開催した。日本病院協会は発起人

いの言葉といたします。

として，日本医師会および日本歯科医師会，な

昭和26年６月24日

らびに各関係団体とともに大会準備を担当し

厚生大臣黒川武雄

た。

発起人団体は日本病院協会のほかに，日本労

病院整備の助成金日本病院協会は，発足と
の陳情書を提出同時に「健康保険入院料

働組合総評議会，日本労働組合総同盟，労働組

の値上げ」を取り上げ実行運動を開始すること

合福祉対策中央協議会，全国労働組合生活対策

を決定した。さらに，医療法完全実施に伴う病

協議会，全日本国立医療労働組合，非現業共済

院整備に対する助成金獲得の運動方針を確立し

組合員代表協議会，農業復興会議，日本農民組

て，７月17日，大蔵大臣および厚生大臣に陳`清

合，全国厚生農業協同組合連合会，全国農民連

書を提出した。

盟，日本生活協同組合連合会，日本歯科医師

医療機関融資期私的医療機関が病院設備の

会，日本医師会，日本私立結核療養所協会，全

るため，昭和26年８月８日，「医療機関融資期

この大会において，①社会保険診療内容の向

成連盟を結成うえでとくに立ち遅れてい

国公立病院長会であった。

成連盟」を結成した。参加団体は日本病院協会

上，②社会保険医療費に対する課税大幅軽減，

のほか日本医師会，日本歯科医師会，財団法人

③保険料率引上げ絶対反対，④国庫負担による

済生会，全国厚生農業協同組合連合会，日本赤

適正な社会保険医療費確立，⑤国民健康保険制

十字社の合計６団体であった。対象病院２６４，

度の拡充強化，⑥健康保険等医療給付費に対す

件数388,要望金額62億1.212万691円を決定し

る大幅国庫負担，⑦結核療養費全額国庫負担，

て，運動目標を定めた

③社会保障制度実施促進を決議した。

８月14日，６団体代表が橋本厚生大臣に面会

し，医療機関の現状を訴え，融資の援助方を要
請した。

９月19日，さらに日本医師会館において「医
療機関融資期成連盟大会」を開き毎日新聞社犬

参会者約’’000名，その半数は各地方各団体
代表者であった。

翌,0月30日，各団体代表者は参議院会館に集

結，衆，参両議院および関係官庁に対して陳'肩
し決議文を手交した。
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入院料是正協議会昭和26年７月17日の理事

'よ，病院管理学会という名称が挙げられたが，

会において，日本病院協

橋本寛敏氏は管理に絞らずすべて病院に関する

会は入院料の値上げをとりあげて主務官庁に改

問題を掘り下げる意味から病院学会と名付ける

訂の運動をおこすことを決定した。

ほうがよいとの意見を述べ，発議者はこれに賛

入院料是正のために11月27日病院会館におい

て，日本病院協会主催のもとに,国立病院長

同した。

第１回日本病院学会は昭和26年６月24日の日

会，公立病院長協議会，日本赤十字社，済生

本病院協会設立総会にひきつづき，６月25日，

会，全国厚生連，大学病院長会，日本医療法人

病院管理研修所（国立東京第一病院４階）にお

協会，私立結核療養所協会，日本精神病院協会

いて上條秀介氏が学会長となり開催された。

の参加のもとに「入院料是正協議会」を開い

上條学会長のあいさつのあと，午前は一般演

て，最低１日の入院料200円を414円90銭に是正

題９題，特別講演「オープンスタフ病院につい

するよう要望することを決定した。厚生省に対

て」守屋博氏の発表がなされた。

して陳情の結果，１２月27日，中央社会保険医療

ついで日本病院学会創立総会に移り，東陽一

協議会が開催され，食事の給与ある場合１日に

氏（日本赤十字社中央病院長）が座長となり，

付き24点，食事の給与なき場合１日に付き１２

次期学会長橋本寛敏氏，常任幹事は東陽一，守

点，ただし完全看護または完全給食をなしたる

屋博，菊地真一郎の３氏，評議員は各都道府県

場合は１日に付きそれぞれ３点を加算すると決

より１名ずつ，会員は病院協会々員とすること

定，１２月29日告示，昭和27年１月１日より実施

を決めた。午後は一般演題９題の発表があっ

されることになった。

た。

日本病院学会創立日本病院学会の設定にあ
と学会規定の制定たっては，米国において
マッケカンのもとで病院管理を研修して帰国し

た守屋博氏（国立東京第一病院管理部長)，同

この学会において，昭和26年６月25日施行の
病院学会の規定が定められた。

私設病院部会私立病院の有志間で私立病院

協会全国結成の意見が強く起

じく米国に研修した東陽一氏（日本赤十字社中

こったため，上條会長と岩手県佐藤隆房氏，京

央病院長)，このほかすでに設定された病院管

都府鈴木仙次郎氏らが懇談の結果，協会内に

理研修所において研修を終えたひとびとは，学

「私設病院部会」を設置することに決定した。

会は日本病院協会より独立して運営すべきであ

部会の取扱事項として，この部会は私設病院に

るとの論であった。しかしながらこの学会は日

特有な事項を取り扱うことになった。

本病院協会のはたらきの背骨をなすべきものと
して，その事業のひとつとして進むべきである

との論がとられ，定款設定にあたり日本病院協

会が日本病院学会を開催するよう定められた。

医療費の低単価と昭和23年10月，診療報酬
医師租税特別措置の’点単価が甲地'1点，
乙地10点と定められた。

昭和26年12月，診療報酬の新単価が甲地12円

学会設立の提案者には上記のほか橋本寛敏，吉

50銭，乙地11円50銭に改められたが，これは保

田幸雄等の諸氏があった。学会の名称について

険経済の逼迫の実'肩からその引上げが低い点数

６
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に抑えられたものであった。このための見返り

盟への加入について照会を行ったが，１２月１４

として，租税の面で優遇すべきであるとの考え

日，ストーン氏より入会を歓迎する旨の返書が

から閣議決定による行政措置として昭和26年お

届き，１２月25日の常務理事会は次回総会で承認

よび27年分の課税については医療の必要経費を

を得たうえで入会手続きをとることを決めた。

所得税法第10条第２項の規定にかかわらず，支
払いを受ける金額の100分の72にすることがで

広報病院の新しい管理をわが国の病院に

具現するためには，管理者である病

きるように決定された。このとき厚生大臣は橋

院長に病院管理の要綱を伝えなければならな

本龍伍氏であった。

い。このために昭和24年に病院管理研修所が設

この優遇措置は個人開業医に適用されきわめ

立され，それに呼応して医学書院より雑誌「病

て有利な措置となったが，病院はその優遇を受

院」が発刊された。橋本寛敏氏が編集顧問であ

けることとならなかった。この措置は，行政措

り，吉田幸雄氏が編集主幹であった。

置のみで行ってゆくことに法律上の疑義があ

昭和25年，東京病院協会の設立とともに雑誌

り，昭和29年に至り，租税特別法の一部改正と

「病院」は「東京病院協会だより」欄を設け，

いうことで12月４日，衆参両院の可決を経て法

日本病院協会設立の経緯を伝えた。さらに日本

律として制定をみるに至るのである。

病院協会の設立とともに雑誌「病院」は「日本

日本病院協会は日本医療法人協会とともに１２

病院協会だより」欄をおいて理事会，委員会そ

月17日，橋本龍伍厚生大臣，池田勇人大蔵大臣

の他の行事を詳細に掲載をした。また日本病院

に対し，医療法人に対しても一般医療担当者同

学会の開催については発表演題の全抄録を掲

様に軽減の道を講ずるよう陳'肩を行った。

げ，学会関連の記事をも掲載をした。

医療審議会（中委昭和26年12月12日，橋本
脇）への委員参加厚生大臣に対し医療審議

病院会館東京病院協会の設立にあたり,東

会（中医協）への病院委員の参加についてつぎ

ピルを病院会館とし，ここを事務所と定めた

の陳情を行った。

が，日本病院協会はこの病院会館を東京病院協

－日本病院協会は全国の官公私立病院を

京都文京区湯島３－１にある２階

会とともに事務局として使用することとした。

包含し病院の管理向上を目的とする唯一の団

事務局長は東京病院協会事務局長の野沢武雄

体でありますから医療審議会に本会の結集さ

氏が併任することとなった。２階ピルの階下事

れた意見開陳の機会を与えられるため本会よ

務室の正面に事務局長，右に日本病院協会事務

りも委員を参加せしめられるよう会員のつよ

局員２名，左に東京病院協会事務局員が位置し

い要望によりお願い申しあげます。－

た。会議室には階上の室が充てられた。

従来の診療担当者側の委員は日本医師会がそ
の指名にあたっていたものである。

国際病院連盟昭和26年11月５日付で，上條

への加入決定会長より国際病院連盟事務総
長ストーン氏に宛て日本病院協会の国際病院連

昭和26年９月７日の日本病院協会常務理事，

東京病院協会理事合同会議で，日本私立結核療
養所協会事務所を日本病院協会内におくことを

決め，１２月７日の理事会で日本医療法人協会事
務所をも病院会館内におくことを承認した。
７
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昭和２７年
看護婦確保，医療費，医療金融，課税等の対
策の委員会が設立されそれぞれのはたらきが

始められた。インターンについて，また給食
についての委員会が設けられた。

常務理事会

日本病院協会常務理事会は昭和
２７年１月９日病院会館において

委員会の設置総会の議決により,看護婦確

保専門委員会，健康保険専門

開かれ，中医協に病院代表を送る件の協議，入

委員会，病院融資専門委員会，病院課税専門委

院費引上げ決定の経過報告，病院管理同好会を

員会，会館維持専門委員会が設けられた。

日本病院学会東京地方会として発足せしめるこ
との決定などを行った。

看護婦確保専門委員会は昭和27年７月７日橋
本寛敏氏が委員長となり，①中学卒業生を看護

常務理事会は１か月に１回，２回，ときに３

婦に養成する学校教育法による３年制高等学校

回と不定期に開催されて，日本病院協会の事業

をつくる，②中学校卒業生が２か年の看護教育

の企画と運営にあたった。

をうけ県の免許を得た場合，その県内のみに免

常務理事会の出席者は上條秀介会長，西村

許が有効なものとし大都会への移動を防ぐ，③

泰，熊谷千代九両副会長，金子準二，荘寛，長

中学校卒業生を看護婦に養成する教育機関を多

岐佐武郎，守屋博，菊地真一郎の各常務理事，

数設定し，設立指定を厳重にしない，④看護婦

三沢敬義，大森憲太両監事であった。

の定員を省令で定めず病院管理者が病院の'性格

総会昭和27年度の総会は，６月７日湯島
聖堂において開かれた。

ここで，昭和26年度事業報告，同年度決算が
承認され，昭和27年度予算が修正可決された。

に応じて決める案を作定した。７月25日の委員
会では県外移動禁止には不賛成の意見があり，

さらに９月24日委員会を開いた。

健康保険専門委員会は７月７日熊谷千代丸氏

さらに病院融資および国庫補助に関し専門委員

が委員長となり，①２９点切捨て是正，②国保

会を設置すること，健康保険対策のための専門

単価を健保単価と同格とする，③完全看護２点

委員会を設置すること，病院課税に関する専門

増額，④暖房料設置，⑤社会保険医療協議会に

委員会を設置すること，病院看護婦確保に関す

日本病院協会代表を加入させることなどを決め

る専門委員会を設置すること，会館の維持に関

た。

する専門委員会を設置することが議決された。
また，国際病院連盟に加入することを決定し
た。

病院融資専門委員会は７月10日，熊谷千代丸

氏が委員長となり，資料集計をいそぐ，既設促
進団体と協調することをきめた。つづいて７月
14日，さらに10月18日に委員会を開いた。

８
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病院課税専門委員会は７月10日片山弘氏（東

費を金額で決定することは不合理であり２，４００

京・片山病院長）を委員長とし，①青色申告を

カロリーを標準として施行するよう陳'肩し趣旨

尊重する，②病院所得税は17％以下にすべきで

のとおり実現した。

ある，③完全看護・給食は収入より除外する，

④図書，研究費を経費として認める，⑤病院改

私設病院部会７月'0日,常務理事会を開い
て私設病院部会の規定を定め

築，施設の改善は支出として認める，⑥病院よ

役員として，部会委員長に熊谷千代丸氏，副委

り固定資産税を徴収する国は少ない，免除すべ

員長に佐藤隆房氏（岩手)，荘寛氏（東京)，そ

きである，⑦電気，ガスの間接税は免除すべき

の他の委員を決定した。

である，と決めた。つづいて７月１４日，１０月１４

日に委員会を開いた。
会館維持専門委員会は上條会長が委員長とな

り７月14日開催，病院会館の買収については理
事会，代議員会に提議して決定することを決め

部会は９月16日勘定科目，融資について，１０
月９日再び融資について，１１月20日病院の課

税，看護婦問題について協議を行った。

第２回曰本病院学第２回日本病院学会は昭
会学会長に橋本氏和27年６月７日，東京文
京区湯島聖堂において開催された。学会長橋本

た。

入院料是正専門委員会は12月５日の理事会
で，完全看護の定義を明確にするため厚生省に

寛敏氏（聖路加国際病院長）はつぎのように挨
拶した。

対し質問書を提出することを決定。あわせて入

－終戦後，新しい日本の建設を標語とし

院料是正を再びとりあげるため至急各団体を招

ていろいろの改革が行われましたが，医業お

集して具体的対策をたてることになり，とりあ

よび医学教育の体制にも画期的の変革があり

えず基本を１日37点（500円以上）とすること

ました。７年の占領が終りをつげ，曲りなり

を決定した。引きつづいて入院料是正専門委員

にも独立国家として独歩することとなりまし

会を開いて，日赤中央，武蔵野赤十字病院のデ

たが，この機に際して，これまで強いられて

ータに基づき研究を行った。

改めた制度のうち理念においてはすぐれてい

インターン調査委インターンの教育に関す
員会と給食委員会る調査をするために昭和
27年12月17日，インターン調査委員会を設置し
た。

るが，わが国状に適しないものは修正，調整
しようとする企てがいずれの方向にも多くあ
ります。

これはまことに当然のことではあります

委員長は東陽一氏，委員は橋本寛敏，守屋

が，この機に乗じて，すべての新しきものを

博，原素行，野坂三枝（国立横浜病院長)，河

戻して，戦前あるいはさらに昔の状態に復活

北'直太郎（河北病院長)，厚生省橋本，中尾技

しようとする反動的の逆コースを志す企ても

官の諸氏である。

ないではありません。すべて昔の思い出は楽

また，給食材料費の問題が全国的に波及する

しく感ぜられますが，必ずしも良いものが実

傾向が生じ，日本病院協会は給食委員会を設置

在したとは限りません。時代が変れば，昔を

して12月１日，８日，１３日と委員会を開き材料

今に再現することは不可能であります。それ
９
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を無視して，ただ昔に帰ろうとすれば，それ

は時とともに成長発達する自然の大法則を否
定する老人的頽廃思想であります。
少なくとも私どもが直接関係しております

開ｆすることになりました。

ｵﾑﾉずかにこの１年の間にも，すでに学会員
諸君はいろいろの会合を企て，意見を交換

し，多くの創意工夫を発表して病院の進歩に

医業については，かくのごとき退行がなく，

貢献せられており，また実際方面では，新し

過去十数年の苦難を越えて変化して来たもの

い構想による病院の新築，改造，運営改善も

を生かして，有意義なる発達の階梯としたい

所々に行われたのを見ました。

ものであります。この機を利用し画期的の進

国立の病院管理研修所も専門雑誌「病院」

歩発達を遂げることは，この難関の時代を引

も発足以来すでに３年をけみし，もはや試み

き受けた私どもが次の時代の人びとに対する

の域を脱して，内容は充実し着々その効果を

義務であると思われます。

挙げ病院管理学の権威となりつつあります。

わが国の医学は長足の進歩をなし，国状の

そして早くも東北大学には病院管理学講座が

如何をとわず休むことなく前進を続けており

開設せられる気運も熟しているかIこうかがわ

ますが，不思義なことには，その医学を実地

れます。

に応用する方面では欠けるところがはなはだ

かくして，古い院長ばかりでなく，若い人

多いのであります。ことに近代医学の精華を

々の間にもこの方面に興味をもって研究し，

実際医療に発揮するには欠くべからざる機関

将来病院管理に参与する希望を抱く人為も輩

として今日明らかに認められている病院の機

出するに至りました。

構，運営が過去数十年の年月にほとんど発達

かくのごとぎ情勢のもとに，今日，本学会

のあとがなく，全く原始的形態に今なお止ま

の開催せられることはきわめて意義深いこと

っていたのであります。

であります。

かく発達が阻まれた理由にはいろいろのこ

今日は，これより十数題の演題をかかげて

とがあげられますが，これを要するに，これ

会員諸君の御報告討議があり，また特別講演

まで私どもはあまりに学術的研究にのみ専念

もあるのでありますが，私ども志を同じくし

して，これを実地に応用して医業の目的を遂

て国の進歩のために貢献せんとするものは，

げる実際活動に知恵を搾らなかった結果であ

胸襟を開いてなごやかに意見を交換しつつ，

ります。

この会をとどこおりなく進めたいものであり

これまで学術研究に傾けたと同じ程度の熱

ます｡－

意と知性をこの方面にも向けて研究し，それ

学会では，厚生省保険局内野仙一郎氏の特別

を活発に実行にうつすとすれば，これからわ

講演につづいて一般演題11題が発表された。出

れわれの病院も国状に適した独創的の発達を

席者は150名であった。

遂げることは必至であります。

日本病院学会東昭和27年１月９日開催の理

このような趣旨をもって昨年病院学会が創

京地方会の設置事会において原素行理事

立せられまして，今日はその第２回の大会を

（都立広尾病院長）より，病院管理同好会を開

ZＯ
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催して院長，事務長のほか，一般病院職員も病

陳‘盾書

院管理研究の機会に接しうるようにいたしたい

生活保護法による入院患者の一部負担金は

との提案があった。

福祉事務所において決定し医療機関がこれ

その名称は日本病院学会東京地方会とするこ
ととした。

を徴集することになっておりますが，実際
においては一部負担金の徴集については各

規約をつぎのように定めた。
日本病院学会地方会規約

病院ともに種々困難なる事'肩があって大半

は未納の状態にあります。

本会は日本病院学会東京地方会と称す。

これが徴集には非常な手数と経費を要し，

会員は病院管理の基礎的問題に関心を有す

しかもはなはだしい滞納額に達し病院の運

るものは誰でもよい。

営上重大な支障を来たしております。こと

本会は会長１名幹事若干名をおく。

に長期入院患者を取扱う病院においてはさ

本会は月１回例会を開く。例会は６時開始

らに著しいものがあります。

会食後，特別講演１題（１時間）雑誌抄読

元来一部負担金は福祉事務所が一方的に決

３題（30分）及び自由討論（１時間）９時

定し徴集については病院が全責任を負い，

終会とする。

その結果生ずる損害は病院が甘んじて受け

会費は年会費150円（例会の通信費）例会

ねばならぬ現状にはなはだ矛盾を感ぜざる

出席者は実費２００円とする。

を得ません。

この会の世話人を守屋博氏（国立東京第一病

かかる現状のまま推移せんか生活保護法に

院管理部長）とした。

よる医療の低下を来たし遂には病院の経営

その第１回例会は２月15日，茨城大学教授木

を危胎に瀕せしめるものでありますから一

村俊夫氏の講演「病院の色彩について」を得

部負担金は福祉事務所において責任をもっ

た。

て徴集してこれを医療機関に支払うように

第２回例会は３月14日，「病棟及び外来の研

せられたい。

究」について東大工学部吉武泰水助教授の講演

また，生活保護法による入院患者の医療費

が行われ日本病院協会役員有志，その他病院管

は各福祉事務所より支払を受けているが，

理に興味をもつ病院長22名が参会した。

各所よりの支払は煩に堪えざるものであり

この例会はその後，村田三千彦氏（大蔵省印

非能率的であるからでき得ることなら一括

刷局病院長）が世話人となりつづけられたが，

して地方庁より支払を受けられるよう改訂

この地方会はその名称の示すように東京病院協

せられたい。

会の事業に移行していった。

医療機関融資会議前年昭和26年８月，医療

生保入院患者一部昭和27年３月，日本病院

負担金に関し陳情協会は吉武恵市厚生大臣

機関融資期成連盟が結成

されたが，昭和27年４月15日，済生会本部に，

に対し，生保入院`患者の一部負担金についてつ

日本病院協会ほか５団体が集まり医療機関融資

ぎのごとき陳Ｉ情を行った。

会議を開いた。
２２
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社団法人日本病院前年昭和26年12月25日付

厚生省より期成連盟に，金融自主規制委員会

協会設立の許可で提出した社団法人設立

に提出するための具体的資料を提出することを

認可申請害に対し，厚生大臣吉武恵市氏より昭

示唆された。

６団体の会合は十数次にわたったが，１０月２２

日の会議において「医療金融公庫」を設立する

和27年５月６日「社団法人日本病院協会設立の
件を許可する」との許可がなされた。

医療要員の斡旋所東京病院協会の事業とし

ことに決定し，その立法は厚生省に一任するこ

て医療要員とくに看護婦

ととなった。

すなわち政府出資７億円，民間出資３億円の

の職業斡旋のために医療職員斡旋所が有料で設

特殊法人として長期低利の融資を確保するもの

置されていたが，昭和27年12月１日より，これ

である。

を日本病院協会の全国的事業として行うことと

厚生省は予算として５億円を確保したが，議

した。これは公式に職業紹介所としての許可を
得たものである。

会解散のため流産となった。

昭和２８年
インターンの実地修練基準をまとめ，医療費
問題についての原価計算の委員会が設けられ

入院料是正の運動は12月にその成果を得た。

常務理事会昭和28年３月16日，病院会館に

はたらいた。

おいて開催された常務理事会で

健康保険対策専門委員会は１月26日，３月３１

は，会館運営について，入院料の問題，インタ

日に委員会を開き，①２９点以下切捨てをやめ

ーン制度について，および総会についての協議

る，②国民保険を健保並にする，③暖房料，被

が行われた。以後，５月に２回，６月，９月，

服寝具料を別途徴集する，④保険制度の簡易

11月，１２月にそれぞれ１回の常務理事会を開

化，⑤中央医療審議会へ病院代表者を加入せし

き，医療法改正，融資，入院料，協会強化等の

める等につき審議検討し，関係官庁方面へ運動

問題について協議を行った。

を行った。

代議員会，総会代議員会および総会は’第

税制対策専門委員会は片山弘氏（東京・片山

３回日本病院学会につづく

病院長）が委員長となり，９月17日病院無税に

昭和28年６月８日上野精養軒において開催され

ついての協議を行い，税制調査会小暮武太夫氏

た。それぞれ，入院料是正に関する経過の報告

につぎの要望書を送った。

がなされ，またその対策について協議された。

委員会委員会は前年昭和27年度に設けら

れ，諸委員会はそれぞれ次のように

１２

病院経理と病院経営者の所得を別にし，
経営者の所得には課税するのが当然である
から，十分監視されて病院経理と混同せぬ
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よう注意されるのは一向差し支えないが，

とられていない。

病院に一般営利事業と同様に課税されるの

日本病院協会は病院診療報酬の合理化の要求

は世界に類例のないことであり，気の毒な

のために，これらの資料を得べ<，原価計算委

病人に転嫁されたり，医療内容の低下を来

員会を設け，神崎三益氏がその委員長をつとめ

たすことだからやめていただきたいこと。

た。その第１回委員会は昭和28年11月27日に行

たとえ私立であっても社会福祉施設であ

われ，つづいて第２回が12月３日に行われた。

ることに変わりはないから，相続税，地方

神崎三益氏は秋田赤十字病院の再建を終え，

税等やめてもらいたいこと。その代わり，

昭和24年武蔵野赤十字病院新設のために東京に

病院を売るとか，病院をやめてアパートに

復帰したが，日本病院協会設立当時より協会活

するときには遠慮なくいかなる税でも取ら

動に参画してきた守屋博氏が，六高の先輩であ

れて差し支えないこと。

り，岡山藩学生寮の精義寮にともに起居した神

その他，病院融資委員会は８月28日委員会を

崎氏を病院協会の同志として推薦した。

開き，私設病院税専門委員会は９月26日相続税
について協議した。看護婦専門委員会は９月３０
日看護婦の名称について検討を加えた。

インターン調インターン調査専門委員会は

査専門委員会前年の昭和27年12月に設置さ
れた。

昭和28年１月13日，同18日，２月12日と専門

会員制度確立協昭和28年にはさらに，会員
会強化委員会制度確立病院強化委員会が

委員会を開いて，国家試験，経済問題，実地訓

設けられて，１０月22日に委員会を開催した。従

練期間，身分および資格等，インターン制度全

来会費は一律1,200円として２期に分けて納入

般にわたる結論をまとめて日本病院協会実地修

することとなっており，会費納入は地方の病院

練基準を作成した。これを各方面に提出して説

協会を通じて行われている。病床数に差がある

明を加えた。

のに会費が同等であるのは不合理である，よっ
て地方協会の会費に階級をつけ，その中から施

第３回日本第３回日本病院学会は，昭和

病院学会

２８年６月７日，日本病院協会

設数に応じて日本病院協会の会費を納入する。

総会の前日，東京都新宿区の病院管理研修所を

地方協会のほかに，特殊病院団体の縦の線から

会場に原素行氏（都立広尾病院長）を学会長と

の加入を認める，特殊病院団体は部会として日

して開催された。

本病院協会の傘下に入ることができる。縦から
の加入の場合，会費はどちらか一方を通じて納

開会にあたり原学会長はつぎのように挨拶し
た。

－この学会は申すまでもなく病院管理に

入する。

委員会は以上のように意見をまとめこれを具
申した。

関する幾多の方面を研究いたしまして，わが
国における病院活動の近代化を計って，そし

昭和24年の単価の改正は，

て病院の向上をもって人類または社会に寄与

３３０の私立診療所の実績を

せんとする研究会であります。ことに病院の

基礎として行われた。病院を単位とした資料は

近代社会における在り方の筋を通すために管

原価計算委員会
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理学の発達を目的として今日に至ったもので

本国民のため，また医学の真の受入れ態勢の

あります。はじめ厚生省病院管理研修所とい

ための病院としての正しいゆき方のため努力

うポストグラジュエートのコースができまし

いたしたいと思うのであります。一

て，さらに東北大学医学部に病院管理学講座

特別講演として「血液銀行」東陽一氏，「病

というアンダーグラジュエートコースが開設

院における合理性と人間性」島内武文氏（東北

され本学会のゆき方を世に問うことになった

大学教授）の２題があり，一般講演は17題であ

のであります。そしてわが国の病院業務の進

った。

あります。この学会は非常に珍らしいもので

入院料是正協議昭和28年２月５日，３月１１
会と医療費問題日，同25日，関係11団体の

ありますし，従来の医学方面の学会からみま

参加による入院料是正協議会を開催して，全国

すと型破りのものでありますが，このような

の病院に対して，入院料の是正推進に関する声

学会が生まれましたこと白体が，日本の諸病

明書を配布して趣旨を徹底させることになっ

院の犯した多年の過失，および病院に対する

た。この入院料是正について日本医師会が反対

世人の常識を訂正せんとする一つの運動と思

を声明したため，これの対策を協議するととも

われます。

に日本医師会との折衝は副会長熊谷千代丸氏が

歩のために黎明期を迎えたことになったので

この問題は他の社会が経験した社会合理化

もっぱら担当した。

あるいは社会革命をも経験しないで，幾十年

関係11団体はつぎの諸団体である。

そのままの病院思想がわが国にはとうとうと

日本医療法人協会医育機関附属病院長会

して流れていたのであります。かくして日本

全国厚生農業協同組合連合会済生会日本赤

の病院は国民生活の近代化の流れに目を閉じ

十字社公立病院長会国立病院長協議会日

まして，国民もまた病院に全く諦めをもって

本精神病院協会日本私立結核療養所協会全

おったように思われるのであります。

本学会の研究する領域はきわめて広く，そ

日本都道府県立病院協議会日本母性保護医協
△－

＝◎

の進歩は時代とともに極まるところ知らずと

４月15日，日本医師会を含めた入院料是正協

いうことができるのであります。しかも病院

議会を開き，資料として昭和26年の厚生省案を

というところは民衆の福祉のため存すること

修正してスライドする日本病院協会案を日本医

を思いますと，本学会の研究題目において

師会当局に説明，意見を聴いた。

も，いろいろ論議研究については社会ととも

７月７日には入院料是正協議会を開いて,日

に進歩いたすべきものと想像しておるのであ

本医師会との調整をいろいろの角度から検討し

ります。

たが，これに関し全国病院の連帯署名を７月末

本学会の発起人諸氏は一つの夢を抱いてお

日までに取りまとめることを決定した。

りました。それは本会充実の日こそ日本医学

この日,上條会長,荘理事は日本医師会武見副

会の一分科会として仲間入りをしたいという

会長と会見して,「日本医師会では入院料是正協

のであります。この夢を実現させ本学会が日

議会に参加していないといまになっていわれる
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が,その理由如何,入院料問題についての方針如

る健保当局者すら，その後数度のベースアッ

何」と質問したが何ら明確な回答はなかった。

プによる収入増を加え責任者の口から保険経

７月28日，日本医師会との調整は￣応別にし

済は黒字であると発表している。

て，国会および関係各省に３班にわかれて陳I盾

低廉に低廉にと医療を圧迫してついに医療

を行った。１２団体が国会，厚生大臣，その他に

を窒息させたなら，卵を獲るに急にして難の

提出した要望害は次のとおりである。

腹を割いた愚を廟笑し得ないであろう。われ

「医療活動も一定の経済的基盤を必要とす

われ12団体が入院料の改正を叫んで起った所

ることは勿論である。しかるに現在の医療費

以は，そこにあるのである。医療活動が窒息

はすなわち昭和10年当時に比べて約80倍で一

してからではすでに遅い。単価その他の諸点

般物価中最も騰貴率の低いものである。

数が不合理であることは前述の通りである

公共事業である鉄道，通信ですら200倍に
なっている。

すなわち医療費の騰貴率は一般物価のそれ

が，これはすでに臨時医療保険審議会につい
て検討中なので，その早期是正を期待すると

ともに，現在入院診療を主とするわれわれ団

ぞれの約４分１で，したがってわれわれは平

体としては入院料の即時是正を要望する｡」

常時の４分の１経済的基盤の上に働くことを

８月１日の理事会では，入院料是正の問題は

余儀なくされているわけである。かかる乏し

別にして「中央医療協議会へ委員を送るよう取

い経済力をもって，このまま進んだなら遂に

り計られたき旨」の陳'肩書を衆参両厚生委員会

わが国医療の破滅を招くことは火を見るより

に提出を行うことを決定した。

明らかであろう。かような窮地に追い込まれ

８月27日，入院料是正協議会を開いて末高中

たのは大正11年健保の発足に当り，当時の医

央医療協議会々長に陳'清の結果，’情勢が有利に

師が半施療的の考えの下にこれを引き受け，

展開しているとの言質を得たと，神崎委員長の

その後の医療費の決定診療条件がほとんど一

報告があった。

方的に医師側におしつけられたからである。

１０月５日，入院料是正協議会を開き日本医師

昭和26年末大きな世論の反響を呼び，全国保

会に対し医師決起大会開催を要望することにな

険医の辞表をまとめ日医は１点単価18円50銭

った。入院料是正運動に関する署名は短時日で

を要求して起ち上ったが，この要求は厚生

あったが，全国の1,021病院が協力して15,000

省，保険者，被保険者，中立の集団の力によ

名の署名を得て，９月５日厚生大臣ならびに中

って，ようやく大都市において12円50銭とい

央社会保険医療協議会末高会長に提出した。

う名目的の値上げで押切られ，入院料は１日

１０月27日中医協が開かれたが，前日26日に急

（完全看護完全給食）３７５円というきわめて

邊公立病院長をはじめ12団体代表が衆議院厚生

低廉なものに決定された。これは暫定的であ

常任委員室に集合して入院料問題に関し参衆両

るといわれたにもかかわらず，すでに１年９

院議長に陳'清書および署名簿を提出，さらに医

か月を経過してなんら改善の徴もない。

療協議会会長末高信氏と会見し善処方を要望し

常に医療経済を論ずる前に保険経済を論ず

た。
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医療機関融資会昭和26年８月に結成された
議の陳情24回医療機関融資会議は，参加

中央社会保険医療協議会は11月７日開催され
た。その結果入院料の部では，食事の給与ある
場合１日につき27点，食事の給与なき場合１日

団体は日本病院協会，日本赤十字社，済生会，

につき14点，ただし，完全看護をなしたる場合

全国厚生農業協同組合連合会，日本医師会，日

は１日につき４点，完全給食または完全寝具を

本歯科医師会が，７月23日より１２月５日まで１１

なしたる場合は１日につきそれぞれ３点を加算

回会合し以後陳'清団を以て12月10日より翌年１

すると決定し，１２月１日より実施された。

月10日までに24回62件以上の陳情を行った。

昭和２９年
病院原価計算はその講習が行われ調査資料が

増加してきた。医療費改訂の全国運動をつよ

く打ちだした。技術と物を分離する医療費支
払の考えが厚生省に出はじめた。会の強化の
ため，地方協会とともに特定病院団体をも構
成のなかに加えるよう定款を改めた。

常務理事会昭和29年の第１回常務理事会
は，１月22日病院会館において

開かれ，入院料問題についての経過報告，定款
改訂，原価計算，委員会について協議を行っ
た。常務理事会は年間８回開催された。
９月29日の役員改選により,常務理事会の出

６月20日虎の門会館において開催された。

理事会は９月10日病院会館において開き，役
員改選について協議を行った。

代議員会は９月27日，上野精養軒において開
かれ，昭和29年度予算の承認と役員の改選が行
われた。

席者は会長上條秀介，副会長藤森真治(兵庫.藤

また臨時総会は同日上野精養軒において開か

森病院長)，神崎三益，一見赴夫（仙台市立病

れた。ここで①診療報酬の改訂，②中医協の再

院長)，常務理事荘寛（東京・荘病院長)，小山

編成，③中医協委員に日本病院協会代表を加え

武夫（済生会中央病院長)，金子準二,長岐佐

ることを決議した。

武郎，守屋博，片山弘（東京・片山病院長),

１１月10日緊急理事会が病院会館で開催され，

高橋敏行（新潟県立高田中央病院長)，敷波義

日本医師会より水越副会長が出席し，日本医師

雄（国立盛岡病院長)，監事伊藤恭次郎（国立

会が医薬分業の実施，新医療費体系実施の場合

東京第二病院副院長)，石川正臣（日医大第二

には保険医総辞退をも辞せず，ついては日本病

病院長）の諸氏となった。

院協会も協力ありたき旨申し入れた。この申入

理事会，代議昭和29年度の定期総会は，第
員会，総会４回日本病院学会開会の翌日
１６

れについては，別項記述のごとき決議がなされ
た。
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上條会長再選さる

昭和29年６月27日の理事

(よ，万年講師・万年助手が多数にいる。この

会において理事，常任理

両者を結合して，場所も震災後の新開地，東

事，会長，副会長の改選が行われ，会長には上

急沿線を選んだところに氏の経営法がある。

條秀介氏が再選された。副会長には藤森真治，

一流をねらわぬところに特長がある。学校で

神崎三益，一見赴夫の３氏，常務理事には荘

もうけ，病院でもうけ，着をとして地盤をき

寛,小山武夫,金子準二,長岐佐武郎,守屋博，片

ずいていた。戦争中の病院経営は楽ではなか

山弘，高橋敏行，敷波義雄の諸氏が推された。

った。薬の入手，食料の確保，いずれも生や

雑誌「病院」は人物列伝を掲げて上條会長を
つぎのように紹介した。

さしい仕事ではない。統制時代には政治的手
腕を必要とする。私立病院が集まって配給組

「上條秀介という名を聞けば昭和医大創設

織を作ったのは，必要にせまられてであっ

者として，北里，吉岡級の大御所を想像する

た。その組織の頭に坐って牛耳っていた氏が

であろうが，小がらで猪首の若々しい精力的

そのまま東京病院協会長となり，日本病院協

な実業家タイプの本人に出会って，何となく

会運動がおこると，地元協会としてそのまま

戸まどわぬ人は少ないであろう。それという

会長となり，さらに再選されたのである。氏

のが,氏が学校を開設したのは,３０歳前の年代

のこの実質主義は本来病院の水準をあげるべ

であるからである。氏はその’性格が示すごと

く，合理化運動をやらねばならぬ病院協会に

く，定型的な信州人である。東京帝国大学を

あって，病院水準の引下げに努力している

卒業後三浦内科に籍をおき，他の同僚が悠々

と，－部理想主義者や厚生当局が批判する

と基礎廻りをやっている間に，手廻しょく２

が，しかし一方では人気のある理由にもなっ

年間で博士論文を物にしたのである。その最

ている。会議等でも決して自説でリードする

年少博士はそのまま医局で教授コースをたど

ことはない。一定の取り巻きを造り，しかも

るかといえぱさにあらず，岡田名誉教授をか

それに左右されるところは旧式の親分の型を

ついで－学校を開いたのである。当時慶応を

脱しない。元来無色であるから名副会長を得

はじめとして，慈恵，日医大は全国の医専が

れば名会長になるかもわからぬ。しかし病院

大学昇格ブームで－拳大学になり，手軽な医

協会は公的団体であるから，あまり長く一個

専のあとが絶えた時代であるが，社会はやは

人の色がつくよりも，米国のごとく逐次交代

り医専出を要求したのである。そこをねらっ

することも意味があろう｡」

たのが氏の穴師としての名をなした所以であ

委員会昭和29年度新しく３つの委員会が設

る。すこし先輩であるが，日医大，帝国女医
専の創設者，額田豊氏とともに東大出身とし
ては稀な名企業家の双壁である。
氏の経営方針は，あくまで合理主義であり

けられた。

労働基準法改正専門委員会は昭和29年１月２５

日委員会を開催し，日本病院協会の改正意見を
まとめた。

実質主義である。医学コース入学希望者はい

完全寝具委員会は長岐佐武郎氏が委員長とな

つの世でも無限である。一方大学の医局に

り，１０月４日，同12日に会同し，完全寝具の規
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格原案を作成した。これを各方面に配布しての
意見をもとめることとした。

新医療費体系調査委員会は神崎三益氏が委員

長となり，１０月25日第１回の会同を行い，午後
３回の協議を行いこれを行動に移した。細部は
別項に述べるとおりである。

原価計算委員会原価計算委員会は１月'９
日，２月３日と開かれ，７

月19日病院原価計算の最終的決定を行い，これ
に基づいて診療報酬改訂の促進運動を展開すべ
しとの決議を行った。

原価計算の実施のために，８月23日，日本赤

②特定団体を加入させる。ただし特定団体の

施設は地方協会にも入会する。

③個人会員制度を設け，適格者の入会を認め
る。ただし選挙権，被選挙権はない。

第４回日本第４回日本病院学会は昭和29年
病院学会６月19日，東京本郷の東京大学
医学部第１号館講堂において，東陽一氏（日本

赤十字中央病院長）が学会長となって開催され
た。一般演題20,参加者は300名に近かった。

入院サービスの標入院サービスの標準化に
準化に関する研究関する研究のために，昭
和29年８月10日，厚生省より日本病院協会に対

十字社本社の講堂において講習会を開催し，

し，厚生科学研究費補助金290,000円が下附さ

115施設より173名が出席した。翌８月24日，武

れた。

蔵野赤十字病院および国立東京第一病院におい
てその実習が行われた。

さらに，９月17日の委員会ののち，１２月９日

この研究に対し，厚生科学研究委員会が設け

られ，７月20日，基本方針の決定がなされ，８

月11日，小委員会を設けて小西宏，滝野賢一，

には，病院複式簡易簿記および病院勘定科目の

荒木威の諸氏が原案を作製することとし，その

研究を行った。このことは後年，勘定科目の制

調査期間10か月，対象1,000病院とした。８月

定につながってゆく。

17日，２４日，２５日と小委員会を開いて調査原案

原価計算委員会は設置以来，厚生省その他専

を決定し，これを発送した。

原価計算要綱」としてまとめた。この要綱はそ

診療報酬改正全国病院診療報酬改訂のため
病院実行委員会日本病院協会は多数の同

の後実施される病院原価計算の講習会の教本と

志と諮りこの運動を実行した。これはさきの原

して用いられるとともに，会員病院に実費頒布

価計算委員会の検討と具申にその基をおくもの

された。

である。

門権威者の協力を得て検討した結果を，「病院

委員会はまた診療費改訂の資料を得るため

昭和29年７月29日，診療報酬改正全国病院実

に，全国１，０００病院を対象として11月末日まで

行委員会を開催，病院会館会議室にはつぎの諸

に調査を行った。

団体より代表者１ないし３名，計40余名が参加

会費制度確立強化委員会は，前年にひきつづ
き昭和29年１月，団体強化のために定款改訂に

つき次の案を具申した。
①副会長旧２名を３名とする。常務理事旧５
名を７名とする。
1８

した。

日本赤十字病院長連盟全国公立病院連盟

国立病院長協議会全国都道府県立病院協議会
済生会結核予防会日本母'性保護医協会全
国厚生農業協同組合連合会日本結核療養所協

１創設時代

会日本医療法人協会私立医育機関附属病院

<なることを述べて，資料を挙げ単価50％増の

長会。ほかに，地方病院協会として，東京，大

補正を要することを要求した。

阪，岐阜，奈良，山梨，山口，埼玉，群馬，愛
知三重の各協会より代表者が参集した。
この会議に日本医師会水越副会長，東京都医

師会小畑会長が来賓として参加した。

つづいて自由党医療保障制度調査特別委員会
（委員長山崎厳氏）が９月２日開かれて，支払
基金より清水玄前理事長，宮崎太一理事長，中

央医療協議会今井一男会長代理，日医より近藤

この結果，実行委員会の委員を選び，さらに

宏二代議士および日本病院協会より神崎三益委

上記10団体に日本精神病院協会を加え，日本病

員長が呼ばれた。神崎委員長はこの委員会にお

院協会が代表となって医療費の暫定単価を速や

いてもさきに述べた主旨について陳述した。

かに改めるとともに，はなはだしく不合理な点

９月29日，上野精養軒で開かれた日本病院協

数を即刻改訂して当面の急を救うべきこと，か

会臨時総会において，①診療報酬の改訂，②中

ねて中医協の保険者代表，被保険者代表12名に

医協の構成の再編成，③中医協委員に日本病院

対し医療担当者代表６名を同数の12名に改むく

協会代表者の参加等について決議され，９月３０

<，またその中に病院代表を加うべきことを決

日，代表は参議院厚生小委員長中山寿彦氏その

議した。

他に陳'盾を行った。

７月８日，在京幹部は日本医師会黒沢会長，

また，１０月４日，中医協会長湯沢三千男氏を

水越副会長とこの運動方針について懇談した。

神崎三益副会長が訪問懇談し，さらに10月８

７月30日，草葉厚生大臣，衆参両院厚生委員

日，参議院厚生委員会において神崎三益副会長

長，自由党総務会長，同政調会長に以上の件に

は参考人として呼ばれ，新医療費体系について

つき陳情を行った。

意見を述べた。

国会および自民党日本病院協会が主導者と

へのはたらきかけなった診療報酬全国病院

１０月20日，さきの臨時総会の決議を，さらに
厚生大臣，衆議院厚生委員長に陳Ｉ盾した。

その委員長をつとめる参議院厚生小委員会が８

医療の技術と物の日本病院協会は診療報酬
分離新医療費体系の病院診療への支払いの

月31日その委員会を開き，参考人の意見を求め

評価は医療の技術と物との評価を分離して行う

た。参考人には健保連宮尾武男会長，非現業共

べきであるとして，その実施についての運動を

済組合今井一男理事長および日本病院協会神崎

広げていたのであるが，厚生省は昭和30年１月

委員長が招かれた。

に実施される予定の医薬分業に合わせて，昭和

実行委員会の陳`肩に応じて，中山寿彦代議士が

神崎委員長は，診療報酬の点数を決めるため
には診療所を基とするだけでは不可で，病院代

２９年９月，うえの趣旨を盛ったいわゆる新医療

体系第一次原案を発表した。

表者を加えてその実情に合致した点数を決める

１０月19日，病院会館において厚生省医務局長

べきこと，低単価のしわよせにより病院の人件

曽田長宗氏は日本病院協会に対して２時間余に

費は圧迫され，病院整備に不備を生ずることを

わたり新医療費体系についての説明を行った。

あげ，このままでは国民医療の責が果たし得な

この会には，地方病院団体からも多数聴講を
１９
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し，質疑応答がなされた。これに対して，日本

病院協会は翌女'0月2'日新医療費調査委員会を
設置し，神崎三益（委員長)，塩沢總一，原素

医薬分業に関して医薬分業の実施に関して
の実施延期の公布は，昭和26年６月公布さ
れた。

行，片山弘，守屋博，金子準二，瀬川功，川島

昭和25年８月から臨時医薬制度調査会，臨時

震一，平塚義一，尾口平吉，滝野賢一の諸氏が

診療報酬調査会が具体的に検討を加えていた医

委員に任命された。

薬分業法案は，

新医療費調査委員会は10月25日，各委員の意

見開陳ののち，日本医師会，各地区医師会，外
国等より資料を蒐集することを決めた。
１０月26日，日本医師会水越副会長が神崎副会

長に会見し，日本病院協会が新医療体係をのん
だとの報せが事実かどうかにつき糺したが，協

会発行の通達どおり誤報である旨表明した。
さらに'１月４日，日本医師会と新医療費体系
に対する問題点，適正な科学的技術に対する評
価等についての意見の交換を行った。
日本医師会の申入れに対し，’１月'0日，緊急
理事会が開かれ，審議の結果，つぎのように決

議した。すなわち，物の対価と診療技術に対す

①医師および歯科医師の処方菱発行を義務づ
ける

②医師，歯科医師の調剤できるのは診療上必
要ある場合，または薬局の普及が十分でな
い地域に限られる
③実施を昭和28年からとする

などの内容であったが，日本医師会等の運動に

よって，国会審議の段階で，
①処方菱の交付が患者の治療上とくに支障が
ある場合，処方菱発行の義務を免れる
②`患者またはその看護に当っているものがと

くに希望する場合調剤してよい
③施行を昭和30年１月とする

る報酬を支払うよう考慮する思想には賛成であ

との修正が行われたのであった。②の修正は医

るが，新体系の内容には矛盾撞着が多く認めら

薬分業をほとんど骨抜きにするものである。

れるので反対をする。しかし不当箇所の指摘改

骨抜き医薬分業ではあってもその実施の日が

訂の考究のために新医療費調査委員会の調査は

迫ると，日本医師会および日本薬剤師会と保険

続行すると決議した。

者側とは阻止，推進と２つに分かれて，それぞ

１１月16日に開かれた第17回中医協において新

医療費体系が提案されたが，日本医師会代表委

れ大会を開き，デモ行進が行われた。

日本医師会は医薬分業と新医療費体系とが実

員４名が全員欠席し，流会同様となった。日本

施された場合には保険医総辞退も辞せずとし，

医師会の欠席理由は，臨時医療保障審議会がそ

ついては日本病院協会にもこれに協力ありたし

の原則についての審議結論を得ないうちに具体

と水越日医副会長より申し入れがあり，前述の

的案を討議することは筋違いであるというもの

ごとくその態度決定のため11月10日緊急理事会

であった。

を開き，総辞退については日本病院協会は官公

このようにしてこの新医療費体系第一次案は

立病院等性格の異なるものを包含しているので

後述のごとく医薬分業の実施延期が国会におい

地方協会の事'情に則してなしうる範囲で目的達

て議決されるとともに見送りとなった。

成に協力すると回答した。

２０

１創設時代

分業の実施についてはついに社会党右派の６

か月延期論，緑風会の２か年延期論が出，民主

党も延期を主張し，自由党は最高幹部一任とな

け昭和29年７月１日附，定款改正が認可される
こととなった。

それらの団体を特定団体と呼び，日本病院協

ってついに１年３か月の実施延期となったが，

会の強化の度を加えるのである。すなわち８月

とくに医系議員の活躍によるところが大きかっ

１日に至り，赤十字病院８，都道府県立病院
23,医療法人協会病院２の会員が新しく加入し

た。

寒冷地の暖房料政府は冬期寒冷のはなはだ

た。いずれも地方病院協会の会員外のものであ

冷地手当を支給している。また社会保険におい

病院協会強化は地方病院団体にも及んで，昭

ても北海道地区には冬期暖房料として入院１人

和29年８月24日，千葉県民営病院協会設立によ

７点，外来１件５点が支給されている。しかる

り35病院入会，８月29日，岩手県病院協会29病

に寒冷と降雪量が北海道とほとんど差のない青

院入会，９月15日，秋田県病院協会設立により

森，秋田，岩手等の諸県に対して支給されない

12病院入会，１１月１日，香川県病院協会20病院

のは不合理であるとして，日本病院協会は，昭

が入会した。

しい地域の公務員に対し寒

和29年２月11日大蔵大臣，厚生大臣に対しこの

支給についての陳‘盾を行った。

病院協会の体質強日本病院協会は創立以
化定款の改訂来，会員は都道府県を区

る。

国立病院で日本病院協会に加入するものが少

なかった。その理由は，病院協会の会費が予算
として出すことが難しいということであった。

しかし国立病院のなかで能力のある病院長はこ

域とする病院の団体を構成する病院の代表者と

れを適宜克服して加入し，日本病院協会の役員

いうように規定されてきた。つまり，地方病院

として活躍した。

協会を通じて入会をするというたてまえであ

る。しかしながら，昭和28年５月31日の現在に

広報委員会一日本病院協会創立とともに,
病院連合通信その広報活動については雑誌

おいて，なお県の病院協会が結成されないとこ

「病院」の「日本病院協会だより」に委ねられ

ろは多く，福島，茨城，埼玉，神奈川，岡山，

ていたが，昭和29年４月号をもってこれを終了

広島，香川，徳島高知，大分，熊本，宮崎，

し，それ以後は「医海公論」に同様「日本病院

鹿児島の諸県では未結成であった。このため

協会通信」として掲載することとなった。医海

に，この未結成の県に対しては，県衛生部長に

公論は，東京都中野区鶯宮１の８医海公論社，

その結成を援助されるよう要請をした。

編集発行人は近藤鼎氏で，昭和25年に月刊紙と

前述のとおり団体強化のために検討が行われ

して発行されたものである。このなかで，「日

た結果，日本病院協会が承認する全国または国

本病院協会通信」の欄は４ないし８頁を占めて

の大部分を区域とする病院団体を構成する病院

いた。

の代表者が会員として加入しうることとした。

昭和29年11月，日本病院協会通信は医海公論

すなわち，このための定款改定の議案は昭和２８

の臨時増刊として扱われ，同時に「日本病院連

年度の総会で議決され，屡次当局と折衝をつづ

合月報」が東京都文京区湯島２の１日本病院連
２１

￣
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合会，編集発行人野沢武雄として第１巻第１号

設置が決められ，日本病院協会，日本医療法人

が発行された。発行所は病院会館であり，野沢

協会，および日本精神病院協会と連合して毎月

氏は日本病院協会および東京病院協会の事務局

「病院連合通信」を刊行することとし，その委

長である。この編集には近藤鼎氏が当った。

員として，金子準二，片山弘，守屋博，尾口平

１１月27日の常務理事会において，広報委員会

吉，小山武夫の諸氏が任ぜられた゜

昭和３０年
病院税制の改正についての要望が行われた。
医療費は原価計算に基づいて早急に改正すべ
〈，また物と技術を分離した根本的改革を行
うべしとの意見を厚生省およびその諮問委員

会に述べた。９月の医療費改定は病院に対し
て著しく不利であり中医協への病院代表の推

薦をつよく要望した。厚生省のもつ新医療費

体系についての委員会を設けて検討の結果，

趣旨賛成ではあるが，各論不十分で厚生省案
に同調できないことを決めた。

常務理事会昭和30年１月14日病院会館にお

いて常務理事会が開かれ，入退

院の基準設定，看護婦数准看護婦数の基準につ
いて検討すべきことを決めた。

以後，年間15回の常任理事会が開かれ，日本
病院協会の事業の企画と運営とに当った。

理事会，代議昭和30年６月19日，理事会，

員会，総会および代議員会，総会が高輪

望がつぎのように可決された。
①社会保険等の監督庁がみずから保険者を兼
ねることができない。

②保険者は医療担当者とそれぞれ対等の立場
において合意に基づき診療契約を締結する。
③診療報酬の支払いは請求書を受理した日か
ら３０日とする。

④中央医療協議会の構成は保険者代表，医療

プリンスホテルにおいて開催され，昭和29年度

担当者代表，公益代表それぞれ６人ずつとし，

決算の承認と，昭和30年度の予算の認定がなさ

医療者代表には病院代表３人を入れる。

れた。昭和29年度の決算においては80％の会費
が未納であることが報告され，会費２，０００円に
改訂する案は1,800円に修正された。
９月28日高輪プリンスホテルにおいて理事会

が開かれ健康保険等社会保険法に対する改正要
２２

委員会昭和30年日本病院協会に設置された
委員会はつぎのとおりである。

原価計算委員会
税制対策専門委員会

広報委員会

１創設時代

新医療費体系調査委員会
健康保険法改正研究委員会５月新設

健康保険対策委員会は，新医療費体系調査委

第５回日本第５回日本病院学会は，昭和３０
病院学会年６月18日（土）国立公衆衛生
院大講堂で，長岐佐武郎氏（都立荏原病院長）

員会と，５月設置の健康保険法改正研究委員会

が学会長となり開かれた。これにさきだつ６月

を併合して，’１月30日，これを健康保険法対策

17日，銀座宝来ピルにおいて学会評議員会が行

委員会と改称した。１２月10日，委員長守屋博氏

われた。学会は一般演題が19題，宿題報告は厚

ほか25名の多数の委員が委嘱された。

生科学研究「病院サービスの標準化に関する研

税制対策専門委員会は，１月28日医療法人．
個人病院の意見を求めることとし，年間２回会
同をもって情報の蒐集にあたった。委員会は６

究」で，別項に記載のごとく７人の分担演者に
よりなされた。来会者300人であった。

月19日，臨時税制調査会に対し，現行税制に対

入院サービスの標前年８月以来，この研究
準化に関する研究に従った厚生科学研究会

する病院としての要望書を提出した。７月28日

は昭和30年１月14日，1,000病院に依頼した調

には病院の税に関する根本対策樹立のために，

査を，フロント業務，給食，ハウスキーピング

全会員に対して意見を求めていたものの聴取を

および看護に分類し，フロント業務を小西宏

完了した。８月29日には，病院の税制問題につ

（病院管理研修所)，給食業務を滝野賢一（聖

いて，中山寿彦参議院議員および厚生省関係者

路加国際病院)，ハウスキーピングを原素行(都

と懇談し税の軽減について要請をした。また'０

立広尾病院長)，看護業務を荒木威（武蔵野赤

月26日，厚生大臣，事務次官および関係局課長

十字病院）の各委員が担当することとし，２月

に対し，現行病院税制に対する要望害を提出

10日，１２日，２５日と集計についての検討を行

し，改善の協力を要請した。

い，４月16日各論の報告がなされ，５月14日，

原価計算委員会は，昭和28年に設けられて以

来，昭和29年には「病院原価計算要綱」を作成

各委員より抄録が，５月31日，研究報告が厚生
大臣に提出された。

し，一部にその講習を行うなどの活動をつづけ

この研究は第５回日本病院学会に宿題報告と

てきたが，年が明けて昭和30年１月18日，千葉

して発表された。すなわち神崎三益氏が総説

県民営病院協会が主催し千葉市において原価計

し，上記４業務についてはその担当者が発表，

算の講習会が開催された。さらに１月28日，日

さらに精神病院におけるサービスについて菅

本病院協会，大阪府病院協会等共催して大阪市

修，伝染病院におけるサービスについて長岐佐

において原価計算講習会が開かれ，200余名が

武郎の諸氏が発表を行った。

参加した。この機会を利用して，翌29日，病院
管理・病院税務についての講習会が開かれた。
原価計算委員会は日赤，県立，厚生連および
済生会の各病院よりの報告をまとめ，３月26日

その集計報告を終えた。

病院管理の講習会昭和30年後半に至り,各
地において病院管理の講

習がさかんに行われた。

すなわち，昭和30年９月17～19日秋田病院協

会主催の病院管理講習会が秋田赤十字病院にお
いて行われ神崎三益副会長が出講をした。昭和
２３

１創設時代

30年10月１～３日，新潟病院協会主催の同講習
会が開かれ，同じ10月１～３日に石川県におい
ても石川県病院協会主催の講習会が開催され
て，その双方に神崎副会長が出講をした。１０月

に推薦をされることとなった。

医療費問題政昭和26年12月に健康保険の単
管健保の赤字価が改定され，甲地12円５０
銭，乙地11円50銭とされた。

28～30日には群馬県において群馬県病院協会主

しかしこのときすでにこの単価は低きにすぎ

催の病院管理講習会が開催された。また11月１５

るとして，保険医に対する税制優遇の特別措置

日には福岡県病院協会主催の講習会が九州大学

がとられたことはすでに述べたとおりである。

医学部附属病院において開かれ，一見赴夫副会

しかしながら，健康保険を利用する患者の増

長が出向をした｡さらに11月19～20日,兵庫県病

加によって保険料の支払いが増加し，昭和28年

院協会主催の講習会が神戸医科大学附属病院に

度に政府管掌健康保険は２億円の赤字を生み，

おいて開かれ，守屋博常務理事が出講をした。

ついで昭和29年には39億円の赤字となった。昭

地方病院協会と昭和30年３月９日，神奈川
の連繋を強化県病院協会が設立されて，

和30年はこのままでゆけば赤字見込72億円と推
定された。

神奈川県医師会館における式典に神崎三益副会

昭和30年４月，厚生省は健康保険の赤字は，

長が出席，さらに３月20日，埼玉県病院協会設

適用事業所の多くは中小企業であり，その一般

立準備会に神崎副会長が出席した。

給与は低く標準報酬の上昇にも限度があり，保

１２月６日には大阪府病院協会が設立された月

険料収入率を上げることが困難なことであると

３月23日には山形県立中央病院において開かれ

発表し，また，保険医と保険を用いる患者の側

た山形県病院協会の講演会に神崎副会長が講師

に不当行為によるむだがあることを挙げてい

として招かれた。

る。

３月11日，日本医師会館において開かれた医

以上のことから，昭和30年には医療費支払の

療審議会には，上條秀介会長，荘寛常務理事が

遅延を生じ，２月５日には大阪府病院協会が厚

審議会委員として出席し，３月22日の同審議会

生省に対して遅滞なきよう要望を申し入れてい

には両委員のほか金子準二，長岐佐武郎両常務

る。

理事も出席した。

日本医師会と協同

日本病院協会は２月９日，金子準二常務理事
１０月20日，日本医師会に

が支払基金川上理事長に対し遅払状況の説明を

おいて役員の改選が行わ

求め，今後の見通しを聴取するとともにその解

れ，小畑!唯清氏が会長に当選するとともに日本

病院協会創立に尽力した塩沢總一氏が日医副会

長に，また神崎三益副会長が日医常務理事に推

決を要請した。

健保改正への運動昭和29年７月に設けられ
た診療報酬改正全国病院

薦をされた。神崎日医常務理事は日本医師会に

実行委員会は前年度数次に亘る協議を行ってき

おいて社会保険，調査統計を担当することとな

たが，昭和30年２月４日，その結論を書面と

り，臨時医療保険審議会，基金理事，結核予防

し，曽田厚生省医務局長，保険局長にこれを手

審議会等の委員に任命され，さらに中医協委員

交した。その内容はつぎのとおりである。

２４
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１)政府管掌保険50億円の赤字に対する措置は
いかにされるか。

２)診療報酬を適正化すべきである。

る院長が医療担当者となる。中医協の医療担当
者代表の推薦は日本病院協会も行う。

４)各種保険を統合し，拡大して国民皆保険を

原価計算を基とした最小限の改定は焦眉の

実現する。大幅の国庫補助を実施する。各単位

急を要する。

ごとの管理状態の良否に応じて保険料の割戻し

早急に初診料，再診料を改める。

制を設ける。

３)保険医療を根本的に改革すべきである。

５)受診時の負担を無料とすることは相互の責

理想的医療費体系を確立する。

任をおろそかにする，一部負担を実施すべきで

規格診療に対する差額徴収と一部負担が必

ある。

要である。

翌２月５日，神崎三益，一見越夫両副会長は
参議院緑風会政調会長広瀬久忠氏を訪問して上
記を要請し，２月６日同じく中医協会長湯沢三
千男氏を訪問し同様要請した。

７人委員会発足と健康保険の赤字に対し，
曰病の健保改`草案政府および与党は広く民
間関係者の意見をきいて対策をたてることと
し，厚生大臣のプレインとして「健康保険およ

６)差額徴収が行えるようにし，制限の枠を超
えうるようにする。

７)物と技術とを分離した新医療費体系を実施
する。
８)査定を民主的に行う。

９)医薬品もまた統制のなかにおき利潤を制限
する。

１０)現物給付制と現金給付制（療養費払い）の
二本建とする。

び船員保険の財政対策に関し審議するため臨時

７人委員会は昭和30年10月に答申を行ってい

に委員を委嘱する件」を閣議で決定し，昭和３０

るが，その中には物と技術の分離，政府管掌と

年５月10日，いわゆる７人委員会が発足した。

保険組合との調整等上記意見のいくつかを採用

日本病院協会は５月18日健康保険改正研究委
員会を設置し，６月１日，７月５日，中医協の
構成，査定，支払い等につき協議を行った。

日本病院協会はこの７人委員会の諮問にこた
えてつぎのごとく意見を提出した。

した。

９月１日診療報酬昭和30年７月29日開会さ
－部改訂の影響れた中医協の９月，日点
数改訂の決定は，保険医の収入を一挙に10％前
後減少せしめるものであるとの見通しから，各

１)厚生省が保険者であると同時に診療条件，

方面より厚生省に対して実施延期を申し入れる

診療報酬の決定権者であることを改めなければ

よう強硬な意志表示があり，日本医師会は厚生

ならない。健康保険事業は組合または公社がそ

省に対して再三にわたり交渉を重ねたが，厚生

の経営に当り，厚生省は中立的立場にあって指

省は８月29日の告示をもって９月１日実施を強

導監督すべきである。

行した。

２)中医協の保険者，被保険者代表と医療担当
者の代表の数を同数にすべきである。

３)病院体系の医療機関にあっては，管理者た

９月１日の診療報酬の一部改訂は，新潟県に

おけるあてはめ作業の結果，病院は全体として
2.4％の減収になることがわかった。
２５
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９月28日,赤坂プリンスホテルにおいて,理事

７月29日，日赤，済生会，県立，厚生連の４団

会，地方病院協会長合同会議ならびに総会が開

体に対し，現行と新医療費体系の診療報酬の比

かれた。

較調査を依頼し，８月１日にはその分析表を検

さきの中医協において結核の２点加算が突如

討した。８月30日には，分析表の検討から①技

削除されたことで全国の結核療養所および結核

術料の増点，②入院料は再診料をふくめて増

病棟をもつ一般病院に重大な打撃を与えたが，

点，③完全看護はサービスに応じて増点するこ

この中医協の会議において医療担当者代表が２

とに一致した。９月５日は新医療費体系に基づ

点削除に対して１人として反対をしなかったこ

く診療点数の検討，増減比率の検討を行い，こ

とは遺憾であり，中医協に病院の利益を代表す

の修正資料作製のために９月16日地方協会長，

る者が参加していないことがその根本原因であ

12団体長あてに在院`患者の調査を依頼した。

るとして，中医協委員獲得のため署名運動を展
開することとなった。

厚生大臣の委嘱した７人委員会はその答申の
策定をいそぎ，１０月膨大な答申を提出した。

病院代表を中社会保険中央医療協議会に病
医協委員に院代表を送る運動は日本病院

新医療費体系の中間報告を行った。日本病院協

協会設立以来の念願である。８月２日上條会

会はその中間報告の速記録を地方協会長および

長，神崎副会長は厚生省に木村次官，高田保険

12団体長に通知をした。

局長，館林医療課長を訪ね川崎秀二厚生大臣に

１２月10日，厚生省は日本医師会ほか２団体に

１２月21日，厚生省より「新医療費体系に基づ

対し，中医協の医療担当者代表のなかに日本病

く健康保険及び船員保険の新点数表について」

院協会の推薦する者を加えられたきことを要請

の公表があった。１２月22日，健康保険法対策委

した。

員会は第１委員会(資料担当)，第２委員会（合

１１月１日，地方病院協会長，特定病院団体長

理的点数担当)，第３委員会（健保法改正担当）

（12団体長）会議において，署名獲得の全国運

の各部門を設け，各部門別によって検討するこ

動をおこすこととなり，１１月１日地方病院協会

とを定めた。１２月27日，委員会は公表されたも

長および特定病院団体長に署名とりまとめを要

のについて検討を行った結果，①厚生省案は物

請し，全国より15,000人の署名を得，これをま

と技術とを分離しない単なる点数改正にすぎな

とめて12月５日厚生大臣および日本医師会長ら

い，②初診料，再診料，注射料，処置料が原則

に対して陳情を行った。

より外れている，③精神科の初診料と再診料は

新医療費体’年３か月の実施延期をみた医
系の検討薬分業は昭和31年４月より実施
されることとなり，それに対応する新医療費体
系の確定がいそがれた。
前年10月設置された新医療費体系調査委員会

は，昭和30年７月５日，病院会館において開か
れ，公正建設的な意見を公表することを決め，
２６

不適正，④処方菱の日数制限は不当である，等
についての意見をまとめた。
暖房料の要求

昭和30年11月９日，新潟県病
院協会長河野左宙氏より日本

病院協会長に宛て緊急の問題提起がなされた。
東北，北陸，信越地方の病院協会長および全
国病院団体長ならびに日本病院協会常務理事会

１創設時代

の合同会議を開催し，厚生省に暖房料を要求さ

月15日より刊行され，発行所および編集発行人

れたい旨の要請があった。

は前と同じく，また号数も日本病院連合月報を

１２月22日病院会館において，上記合同会議が
開かれた。各地方病院協会長ならびに団体長は

継ぎ，第10号から始まる総頁数も日本病院連合
月報よりの通算の頁数としている。

資料を持ち寄って協議の結果，「暖房料に関す

「病院綜合通信」に改題されてよりの次の

る陳I清書」を出席者全員によって厚生大臣に提

号，すなわち通巻第６号昭和30年４月15日発行

出し，保険局長ならびに医療課長に具申した。

号より活字が横組みとなった。

広報

日本病院協会の広報誌「日本病院連

「病院綜合通信」は広報委員会によって編集

合月報」は昭和30年２月，第１巻第

されるが，編集の実務は医海公論の編集発行者

４号をもって終り，「病院綜合通信」は同年３

である近藤鼎氏により行われていった。

２７

２橋本会長時代

２橋本会長時代
昭和３１年
上條秀介会長が逝去し，橋本寛敏氏が会長に

推された。高看進学課程に対し，また税制に

対し要望を行った。公表された新医療費体系
に対しては本来の趣旨にそわぬところが多
く，これを阻止することとした。国際病院連

盟に加盟をした。

常務理事会

昭和31年の第１回常務理事会は

会議が開催され，新医療費体系についての対策

１月25日病院会館において開か

を協議し，これに反対することを決議，声明を

れ，新医療費体系，日本医師会の保険医総辞退

発した。

問題，定款一部改正，専門医制度，ＷＨＯ顧問

６月16日，定期総会，代議員会は日本病院学

マッケカン氏来日の諸問題について協議を行っ

会にさきんじて午前８時より大阪大学医学部附

た。以後年間13回の常務理事会が開催された。

属病院大講堂において開催された。壁頭上條会

５月19日上條会長の急逝に伴い，常務理事会

長の逝去を悼んで黙祷を捧げたのち，会長逝去

の議長は会長代理神崎副会長が代行した。６月

による補欠選挙を行い,選考委員が選ばれ,全員

16日の理事会，代議員会，総会において橋本寛

一致して聖路加国際病院長橋本寛敏氏を次期会

敏氏が会長に推され，１０月６日の役員の定期改

長に推薦した。さらに昭和30年度決算の承認，

選に当り橋本寛敏氏が会長に重任され，常務理

昭和31年度予算の承認がなされ，定款の一部改

事会の出席者は副会長神崎三益，同藤森真治，

訂，医療費制度の確立，中医協委員選出方法の

佐谷有吉（国立大阪病院長)，常務理事は一見

確定，病院課税の改善，低利融資等について決

赴夫，荘寛，守屋博，片山弘，塩沢總￣（東京

議がなされた。

警察病院長)，敷波義雄，田中義邦(南知多療養

１０月６日臨時理事会，臨時代議員会が山の上

所長)，監事は石川正臣，伊藤吉孝(国立名古屋

ホテルにおいて開かれ，理事改選，会長，副会

病院長）の諸氏となった。

長，常務理事の選出が行われ，橋本会長は重任

理事会，代議昭和31年２月15日赤坂プリン
員会，総会スホテルにおいて理事会，地
方病院協会長会，特定病院団体長会の合同緊急
２８

された。同日臨時総会が開催され，新医療費体
系，低利融資についての報告と決議がなされ
た。

２橋本会長時代
１０月26日山の上ホテルにおいて代議員会が開

橋本新会長は明治23年宮城県白石に生まれ大

かれ，理事61名定員に対し61名の立候補で全員

正３年東大医学部卒業三浦内科入局，大正10年

の当選が確認された。理事のなかより役員の選

札幌病院医長，大正12年ロックフェラー財団研

考委員が選ばれ，本年６月補欠選挙において会

究員としてメイヨークリニク，ジョンスホプキ

長に選ばれた橋本寛敏氏が会長として重任する

ンス大学内科専攻，大正14年聖路加国際病院勤

こととなった。

務，昭和16年病院長となった。昭和27年，第２

副会長としては神崎三益氏，藤森真治氏が重
任となり，一見趣夫氏が退き，佐谷有吉氏が副
会長に新任された。

回日本病院学会の学会長をつとめ，昭和29年日
本病院協会の理事に推薦をされていた。

委員会昭和31年,日本病院協会には次の委

上條秀介会日本病院協会会長上條秀介氏
長の急逝，ま，宿洞の心臓病のために昭和

健康保険対策委員会

医科大学病院に入院していたが，５月19日逝去

税制対策専門委員会

した。

広報委員会

上條会長は，信州の人，東大医学部卒業後，

員会が設置されていた。

看護制度委員会

若くして昭和医学専門学校を創設し，経営の実

定款改定起草委員会（２月新設）

衝に当って，のちの昭和医科大学を育成した。

定款改訂起草委員会は日本病院協会定款改訂

すでに述べたように終戦以前より東京病院協会

のために設けられ，昭和３１年２月８日，同２０

の前身たる東京都病院協同会および東京都病院

日，３月７日，同26日および４月19日に委員会

連合会を設立して，戦禍のはげしいなかに病院

が開かれた。改訂の主たる目的は会費に関する

の薬品，給食材料の確保に貢献した。昭和２７

件であった。

年，全国の地方病院協会に呼びかけて日本病院

協会を設立することに成功し，爾後５年間にわ
たって会長の職にあった。

葬儀は昭和医科大学葬として５月23日大学講

堂で行われ，とくに天皇陛下より祭礼料を賜っ
た。一見赴夫副会長は日本病院協会を代表して
弔辞を述べた。

橋本寛敏氏昭和31年５月19日，上條秀介会
会長に就任長の急逝により，副会長の神崎
三益氏が会長代行をつとめていたが，６月16日

その他の委員会のはたらきは後述のとおりで
ある。

第６回日本第６回日本病院学会は昭和31年
病院学会６月17日，大阪大学医学部附属
病院４階大講堂において開かれた。

学会長は，国立大阪病院長佐谷有吉氏がつと
めた。一般演題は29題で前年度の演題数をはる
かに上回り，講演内容も向上をみた。日本の病
院の事始めとして，天王寺執事塚原徳応氏が聖
徳太子の建立した療養院の歴史を語った。

開催の定期代議員会，総会に当り，橋本寛敏氏

学会は創始以来つねに東京において開かれて

が会長に推され，さらに前述のごとく１０月６日

いたが，第６回学会は東京を離れて行われた第

の理事会，代議員会における役員改選に当り会

１回の学会となった。

長に重任された。

大阪府の病院は昭和13年４月大阪病院事務長
２９

２橋本会長時代

懇談会が設置されたが，爾後病院として全国的

が議決され，同年12月８日第１回の委員会が開

なうごきに関心を示すことが少なかったが，日

かれ，昭和31年２月23日には准看護婦進学コー

本病院学会の開催を契機として前年昭和30年１２

スについて協議し，５月９日厚生省金子参事官

月大阪病院協会が発足し，日本病院協会の活動

より進学コース設置についての厚生省の方針を

と歩をともにすることになり，佐谷有吉学会長

聴取した。准看護婦の第１回卒業生が昭和32年

は日本病院協会の副会長に推されることとなっ

４月よりこのコースに入るために省令の改正を

た。また大阪病院協会の呼びかけにより昭和３１

いそぎ，その教育内容は准看護婦に足りない一

年２月近畿病院協会，東海病院協会が結成され

般教養と看護の理論の方面を補足する，施設は

た。

設立しやすいものとしたいが，看護婦養成所と

地方病院協会の設昭和31年２月11日，山梨
立，加盟，入会県病院協会が設立され，
14会員が入会した。

８月30日，病院協会の未結成の県の衛生部長

に対し，病院協会設立についての協力依頼を出
した。

しての程度は下げたくないと説明した。

看護制度委員会は，７月６日，同17日，同２５
日，進学コースについての協議を行い，８月１

日日本病院協会の意見を策定して厚生省に陳'清
書を提出した。
このようにして准看護婦の進学コースについ

９月５日，高知県病院協会より会員42名が入

て検討陳'肩を行ってきたが，公布された保健婦

会した。また10月12日，国立病院長協議会が加

助産婦看護婦養成所指定規則の一部改正の省令

盟し，会員72名が入会した。

の内容には陳情趣旨に添わないところがあるの

ただ青森県病院協会が９月４日，日本病院協
会を退会した。

各地病院協会にお前年９月以来，病院管理
ける学会，講習会に関する講習会が各地で

開かれているが，昭和31年２月22日23日福岡県

病院協会が主催し福岡赤十字病院において病院

管理講習会が行われ，神崎副会長および守屋常
務理事が講師として出向をした。

７月22日，宮城県病院協会において原価計算
講習会が開かれ神崎副会長が出向した。

１０月27日，三重県病院協会が地方学会を開催
し，守屋常務理事が出向した。また11月20日，

神奈川県病院学会が学会を開催し，神崎副会長
が出向した。

看護制度委員会進昭和30年度の総会におい

学コースの検討て看護制度委員会の設置

３０

で，１１月14日，委員会は再び陳'清書を作案し，
12月25日再度陳'肩を行った。その内容は，進学

コースが准看護婦養成所に併置されることの多
い実'肩をふまえて設立を容易ならしめるように

処理することを希望したものであった。

税制に対する要望昭和31年６月17日，大阪
で開催された総会におい

て病院に対する税制対策につき決議されたが，
その後税制委員会（片山弘委員長）は８月２８
日，つぎの成文を得て，大蔵省の臨時税制調査

会，国税庁，厚生省医務局に要望害を提出し，
片山委員長が次の趣旨の説明を行った。
「法人税および所得税について，病院が医

療用に供する施設および器械を特別償却の対
象とする処置を講ぜられたい゜その理由は，
病院は官公私立の別なく，診療内容も診療報

２橋本会長時代

酬も同じである。

ろもあるが，全体として総医療費の枠内で点数

病院医療は医療器械，医療設備によるとこ

を操作したものに過ぎないものとなり，赤字対

ろが多く，その発達は日進月歩である。公的

策がその主眼となった改悪案であるという評価

病院においては，その施設器械を国費に負う

を，日本病院協会はもった。

が，私的病院ではこの施設器械は経費として

昭和31年２月15日，赤坂プリンスホテルにお

認められず課税の対象となる。病院の施設器

いて地方協会長ならびに12団体長会議が開か

械は所得を増すためのものではなく，患者の

れ，上記主旨を盛った声明が採決され発表され

診療に欠くべからざるものであり，資本的支

た。２月16日，神崎副会長は参議院社会労働委

出として課税されることは病人の負担を増

員会に参考人として出席し，上記日本病院協会

し，病院施設の改善を妨げることとなる。よ

の新医療費体系に対する意見を述べてその阻止

って病院が医療の用に供する施設および器械

をはかった。

はこれを特別償却の対象とする措置を講ずべ

これと呼応して，地方病院協会もまた声明書

きである｡」

を出して，新医療費体系の実施に反対を表明し

医療費問題医薬分業に伴う新医療費体系と

た。すなわち，東京病院協会，近畿病院協会連

その実施に反対のまま経過して

年を越した。
前年12月に公表された新医療費体系について
は，厚生省においてさらに検討中であるが，こ

合会，愛媛県病院協会，兵庫県病院協会，島根
県病院協会，山口県病院協会，高知県病院協会
などが反対声明を行い，厚生連もまた反対を表
明した。

れに反対する日本医師会に保険医総辞退のうご

新医療費体系は昭和31年４月の実施を目途に

きがおこった。日本病院協会においてもこれを

審議がつづけられたが,以上のような`情勢から，

検討し，前年11月改編された健康保険法対策委

厚生省は本案の審議は一応中止すると提案し，

員会は昭和31年１月17日，病院会館において会

ついにこれは中止され，医薬分業実施に必要な

議を開き，点数の比較調査を急ぎ実施するため

薬治料と文書料の部分的改正のみにとどまっ

に，調査要領，調査対象，地域差の検討などに

た。

ついて成案をまとめた。

中医協において新医療費体系の審議は本格化

しつつあり，また健保法の一部改正案も審議が

昭和31年４月２日，神崎三益副会長の中医協

委員は任期満了したが，さらに委員に再任をさ
れた。中医協の会長は児玉政介氏が選ばれた。

進行中の情勢にかんがみ，２月７日，委員会は

新医療費体系の審議は，再び動きはじめる

精密調査の資料より結論を出し，日本病院協会

が，新医療費体系の総論賛成各論反対により昭

の声明書案を作成した。すなわち，厚生省が全

和31年３月審議が中止されていたが，中医協は

精力を集中して成った新医療費体系は，物と技

４月に入って｢審議経過整理メモ｣により,８月に

術とを分離し，技術を高く評価し，投薬注射に

入って｢その２」が出されて審議が再開された。

は所要の費用のみ支払うことを理想としたが，
公示されたものにはその趣旨の実現をみたとこ

日本病院協会はこれに対処して，守屋博常務
理事を委員長とする委員会を組織して検討を行
３Ｚ

２橋本会長時代

うこととなった。

委員は10月10日病院会館において格差に関す
る事項を審議した。

完全看護完全昭和31年６月22日，厚生省保
給食の基準案険局は病院の入院料のなかで

資による国費の濫費であり，国民医療費を間
接的に増嵩せしめるものである。政府は少な
くとも官公立病院（職域病院をふくむ）社会
保険団体病院設立運営の担当機関を一元化
し，計画的能率的配置運営を行うべきであ

問題となっている完全看護および完全給食の承

る。

認基準が適確でないことから，その基準案を示

この決議は８月28日，厚生省に陳情された。

し，決定のうえ実施したい旨を明らかにした。

国際病院連国際病院協会International
盟への加盟HospitalAssociationは１９２８

看護についての案はつぎのものである。

①24時間常時必要な看護を行い得る体勢がと
とのっていること。なるべく交代制であるこ

年パリにおいて設立された。
1929年，米国アトランティック市で第１回会

と。

議が開かれ爾後２年ごとに開催されていたが，

②看護婦またはその補助者の協力を得て一切

第二次大戦のために中絶していた。1949年，ス

の看護を行うものであること。

イスの提唱により，国際病院連盟Ｉnternational

③`患者の個人附添がないこと。

HospitalFederationとして再設され多数の国

④看護記録がつけられていること。

ぐにの病院協会が参加してその会員となってい

⑤看護に必要な器具器材が備えつけられてい

る。国際病院連盟は２年ごとに会議Congress

ること。

を開いて病院管理に関する発表と協議を行い，

これらの案に対して日本病院協会は７月９日

その間の年に，これも２年ごとに病院視察旅行

つぎのような意見を陳'肩した。

Studyｔｏｕｒを実施する。

このたび発表された完全看護および完全給

日本病院協会は昭和27年国際病院連盟加入を

食の案は，入院サービスの向上と平均化のう

議決していたが，日本代表として，昭和30年８

えに結構なものと認めるが，同案に要求され

月19日の常務理事会においてはじめてＩＨＦの

る事項を満足させるためには，看護料のそれ

行事に参加するため多賀一郎理事（富山県病院

ぞれ４点および３点の附加点数ではきわめて

協会長，富山県立中央病院長）を派遣すること

困難である。その実施に要する原価を明細に

を決定した。

分析し基準を制定すべきである。

多賀理事は，昭和31年４月12日日本を発ち，
アイルランドにおいて行われる視察旅行に参

病院行政の＿元化昭和31年６月16日，日本
公的病院の規制病院協会の定期総会が大

加し５月21日より同31日まで，ダブリンから始

阪において開かれたが，ここで病院行政の一元

まってアイルランド各地の病院を見学した。参

化の議決がなされた。

加国は14か国，参加人員150名で，東洋からの

その決議はつぎのようなものである。

最近官公庁病院が地域条件を無視し，既存

病院と競合設立されつつあることは，二重投
３２

参加は多賀理事１名で，日本代表としての歓迎
を受けた。

日本病院協会はいよいよ国際病院連盟に加入

２橋本会長時代

するため，荘寛常務理事が昭和31年７月20日ロ

いるか。

ンドンの国際病院連盟本部を訪れ，その手続を

答日本では管理についての訓練のない医

行った。本部において荘特使は歓迎を受け，い

師，とりわけ高名の医界の大家が院長として

ままで東洋の灯台ともいうべき日本の参加がな

病院管理に任ずる風がある。米国ではそのた

かったことはもの足りないことであったが，今

めの教育と訓練とを経たものが掌る。これは

回の入会は感謝に堪えないとのあいさつを受け

アマとプロの優劣を論ずるがごときもので，

た。

比較を試みることは困難である。

ひきつづき国際病院連盟事務局長ストーン氏

より橋本会長あて７月24日附書簡が届けられ，

問日本では入院料格差について可否の論
があるが，これに対する意見は－．

日本病院協会の入会を感謝するとともに，翌昭

答米国病院協会がなしてきたことは，良

和32年（1957年）６月ポルトガル国リスボンに

い病院と然らざる病院とを審査して格差づけ

おける第10回国際病院会議へ参加するよう望ん

をすることにあった。この尺度からみてこの

できた。

国で適格な病院はただ一つ見ただけである。

Ｄｒ・Crosbyの来日世界保健機構ＷＨＯは，
公開講演会開催日本政府への病院管理に
対する顧問として，既にＤｒ・McEachanの派

問日本では病院の医療内容を高めると赤
字となる。これが対策は－．
答設備がよく医療内容のすぐれた病院の

遣が予定されていたが，その急逝に伴いアメリ

入院料は高くすべきである。それによって病

カ病院協会理事長であり，前ジョンス・ホプキ

院の赤字はなくなる。（満座供笑）諸君は私

ンス大学病院長であるＤｒ、Crosbyが来日する

のことばを笑うが，これはきわめて重要なこ

こととなった。

とである。入院料に対するいまのままの日本

昭和31年10月28日より１１月29日まで多数の病
院を視察し，東京・大阪・札幌において公開講

演会が開かれた。
日本病院協会は10月31日歓迎懇談会を銀座夕
ぎりにおいて開き，さらに11月16日，大規模な
歓迎レセプションを開いた。

数次にわたる接触から，参与平賀稔氏はつぎ
のような問答を発表している。
問日本の病院管理は米国に比して遅れて

人の考えが進めば，日本の医療はやがて中世
紀にまで引き戻されるときがくる。

問日本における看護制度は，占領軍によ
り不当に高められ，補充に困難を来たしてい
る。これは若干低める要はないか。

答この質問にはっきり否と答える。病院

医療の遂行にはいまの程度の教育訓練のある
看護婦は必須である。看護婦を要しない業務

は看護補助者をしてなさしむべきである。
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昭和３２年
医療単価適正化運動が武見太郎氏の日本医師
会長就任とともに頓座し，一点単価即時引上
げ要求にかわった。堀木厚生大臣は物と技術

を分離する甲表と従来の一点単価を守る乙表
とを公示し，日本病院協会は甲表に賛成し
た。これに対し日本医師会は日本病院協会を

不当とした。看護婦の不足が顕著になってき

た。国際病院連盟の会議にはじめて橋本会長
以下が出席した。

常務理事会昭和32年１月11日，病院会館に

公庫等について審議した。

おいて常務理事会が開かれ，病

９月16日，臨時理事会が地方病院協会長，特

院格付分類と医療法一部改正案について，一点

定病院団体長会議の合同会議として山の上ホテ

単価問題について，国際病院会議出席につい

ルで開かれ甲表乙表に関する件が協議された。

て，積雪地寒冷手当について，さらに雑誌「病
院」の機関誌化について協議がなされた。
常務理事会はlか月概ね２回開かれ年間24回
開催された。６月以降は，原則として毎月第２・

第４木曜日に開かれることが慣例となった。
昭和30年の改選で副会長に就任した佐谷有吉
氏は昭和32年９月23日逝去した。後任には小沢

凱夫理事（大阪病院協会副理事長，大阪府立病
院長）が推された。

理事会，代議臨時理事会，臨時代議員会，
員会，総会臨時総会は，昭和32年３月２３

１０月５日は，臨時理事会，臨時代議員会，臨

時総会が開かれ，診療報酬についての協議が行
われた。

このほか特定病院団体長会議が２月６日病院

会館で開かれ，一点単価引上げについて協議を
行った。その細部は別項記載のとおりである。
病院の進むべき道

前年日本病院協会長に就
任，重任した橋本寛敏氏

は，昭和32年を迎えるに当りつぎのように述べ
ている。

－`患者がひとりの医師の人物と技能とを強く

日，神田の学士会館において開かれ，一点単価

信頼しておしよせ離れないために２～３の室

引上げに関することと，昭和32年度予算案につ

を提供しそれが増して病院になった個人経営

いて審議された。

の病院はわが国の特色のひとつで，規模は小

昭和32年７月９日，有楽町第一生命相互館に

さいから病床数では13％にすぎないが病院数

おいて理事会，代議員会，総会が開かれ，中医

からは32％を占める。代診を喜ばないから規

協委員の獲得，医療費引上げ，税制，医療金融

模は大きくならず，施設も個人経済負担に耐
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える範囲に限られる。
国立公立の大学病院は予算さえ獲得すれば

か゜さらに憂慮にたえないのは統制者と医師
との対立である。医師は自由業であるからい

大きい建築ができ高級の設備も整えられる。

ちいち統制者の命令に服さない。それを不正

東京大学の病院を元祖として多くの大学病院

を行うものとして罪人扱いにする。全国の医

があらわれた。ここは医学教育，医学研究を

師と病院を敵として果たして医療の普及が可

第一義とする。ただし，専門科はそろってい

能であろうか。医療保障の制度をいそぐ人び

るが近代病院の基本形態である共同作業の機

とは，保障医療の赤字の源は病院医療だから

能は必ずしも具備するとは限らない。

これを抑圧しようとする。医療の濫用はもち

第３の類型は，住民に良い医療を施すこと

ろん慎むべきであるが，病院医療の軽視圧迫

を第一の目的とする国立，県立，市立の病院

は医療の停止，逆行を招く。そのようなこと

で，その規模は大学病院に準ずるものであ

をあらしめてはならない｡－

る。大学病院に範をとり，医師の施す診療に

委員会昭和32年日本病院協会にはつぎの委

重点がかかり，衣食住をコントロールして体

力を強化し，健康回復を早めるという近代病
院の原則を実現する努力は少ない。

赤十字社病院が発達したのもわが国の特色

員会が設置されていた。

社会保険対策委員会（10月実行委員会，専門
委員会とする）

一点単価引上実行委員会（２月設置）

のひとつであるが，赤十字精神を掲げて看護

看護制度委員会

を尊重する点では近代病院の基本型にかなり

広報委員会

近い。

医療制度委員会（８月設置）

このようにわが国の病院は多種多様であっ
て，性格内容がまちまちであり，経営の難易

医療制度委員会

日本病院協会は，将来おこ
りうる健保指定権の問題な

にも差があり，利害は必ずしも一致しない。

らびに多年要望の中医協委員獲得の具体策その

しかし，「医療の根幹をなす病院医療を向上

他病院の医療制度全般について検討をするため

発展させることによって国民の福祉増進に寄

に，昭和32年医療制度委員会を設置した。委員

与する」という大目的については，すべての

長は塩沢總￣常務理事，第１回の会議は昭和３２

病院の代表者は大同団結することができる。

年８月26日に行われた。

われわれのこれから直面する問題は，医療

保障の制度が病院医療の進歩を阻む蔓を排除
して病院医療の進歩に努力する。しかしこれ

第７回日本第７回日本病院学会は，昭和３２
病院学会年７月,0日,１日の両日，東京日
比谷の第一生命ホールにおいて開催された。

を実施するために警戒しなければならないこ

学会長は副会長の神崎三益氏，準備委員長は

とが多々ある。第一に医療保障の手段として

吉田幸雄氏である。学会は病院管理研修所を第

医療を統制する危険があることである。国民

二会場として展示場を設け，大型観光バスが会

は配給される医療を強いられ，国民が自らの

場から牛込（現在の新宿戸山町）の第二会場に

健康を守る自由を失う結果となりはしない

会員を運んだ。
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特別講演として，神崎学会長は国際病院連盟

点法により採点される。これに基づく各都道府

会議の内容について話し，また橋本寛敏協会長

県知事の具申により，原生大臣よりＡＢＣＤの

はＷＨＯの専門討論会について述べた。

４段階に判定格付けされるというものであっ

本学会評議員会において創立時制定された病
院学会規定を改め，新たに日本病院学会会則を

制定して昭和32年７月20日より実施した。

健康保険法の改正昭和28年に始まった政府
管掌健保の赤字対策のた

めに，足かけ３年，４回の国会審議のすえ，昭
和32年３月31日，健保法が改正された。その主
なものは，

た。

昭和32年度の改訂は従来のものを根本的に再
検討して内容を改めた。

医療費問題健康保険一点単価の合理化促進
運動を展開するために,２月６

日，団体長会議が病院会館で開かれた。

この会議において，この運動のために日本医
師会と協力する旨決定し，２月18日，日本病院

①従来の事務費に対する国庫負担のほかに，

協会，日本医師会，日本歯科医師会，厚生連の

政府の管掌する健康保険事業の執行に要する費

４団体で医療単価適正化協議会を日本医師会館

用（給付費）の一部を，予算の範囲内で補助す

において開いた。神崎三益副会長，一見赴夫，

ることとなった。

荘寛等の諸氏がこれに出席した。この協議会に

②保険医の指定は，個人の指定と，病院の指

ひきつづき２月26日，３月４日，同１２日，同２２

定の二重指定となった。これは，不正があった

日と日本医師会館において開かれた。しかし，

場合，病院全部の指定を取り消し得る道を開い

保険医の監査強化などの健保法改正の責任を負

たものである。

って，３月22日，日本医師会の小畑会長以下役

③保険医療機関の監査，指定および指定取消
の規定を整備した。

この全面施行は昭和33年５月である。

員の総辞退が行われたために，この協議会は一
応休会となった。

一方，日本病院協会内においては一点単価引

医療法の改正昭和'7年に制定された国民医
病院分類業務療法は，昭和23年７月30日法

上実行委員会が設置され，２月26日，３月11日

律第205号により，現行の医療法となってい

を基として，物価をスライドした案の審議を行

る。

っていた。

と昭和27年３月の医療経済実態調査による資料

この医療法の第26条にあらたに監視員の制度

３月23日，学士会館において日本病院協会臨

を設け，医療監視員をして病院その他の医療機

時総会が開かれ，一点単価の即時引上げの決議

関の構造設備の改善ならびに運営管理等につい

を行いその陳I盾がなされた。すなわち陳Ｉ肩要

て指導監督させることとした。

旨をただちに衆参両院議長，両院社労委員長な

昭和24年度より年１回厚生省の定めた「病院

らびに関係閣僚，厚生当局に送付した。橋本会

分類要綱」に基づく病院の採点が実施されてい

長は岸総理，石田官房長官，三木幹事長と直接

た。医療監視員は１県10人内外である。採点は

懇談して，病院経営の実情と単価改訂の必要を

診療，入院，給食および管理の４部門ごとに減

力説しその善処をつよく要望した。一方，神崎
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副会長，塩沢總一，片山弘常務理事，平賀稔参

衆議院の社会労働委員会の急速な審議により

与は中山寿彦議員と数回にわたって懇談し，４

厚生省も８月中旬の単価値上げを具体化しなけ

月10日，中山議員の案内のもとに砂田自民党総

ればならない状勢にある。

務会長，小沢同組織部長，益谷衆議院議長，松
野参議院議長等に面会しそれぞれ正式の陳情を
行った。

単価陳'盾の焦点

７月11日，岸内閣の改造によって参議院議員

の堀木謙三氏が厚生大臣に就任した。
これにさきだつ７月４日，第一生命会館にお

いて日本病院協会定期理事会および総会が開か

１)病院健全経営の姿は人件費40％，材料費

れた。この会議において，３月の臨時総会にお

３５％,経費25％となっているが,人件費は高騰

ける一点単価即時引上げの決議を再確認し，既

して多くの病院では50％を超え，６０％を超え

定方針どおりこれを強硬に要求することを決定

るところもあらわれている。このために,病院

した。

の設備の更新,補修も困難となってきている。

８月の臨時医療保険審議会において健保組合

２)人件費は昭和24年には政府給与ベースに

連合会等保険者代表が一点単価値上げの不当を

比し同額であった日赤従業員のベースはいま

述べたのに対し日本医師会の代表が引揚げを行

やその80％となり，さらに今回は75％におち

った。

こんでいる。

堀木厚生大臣は，一点単価と点数表の両方を

３)現在の一点単価は昭和26年に決められた

改めること，甲地乙地の地域差を廃し，点数は

甲地12.5円，乙地11.5円であがるが，諸税を

端数のないものとする，との改訂方針をもって

免除された公的病院においてすら一点17円を

いた。

くだることはできない。改訂は急を要する，

日本病院協会は８月９日，さらに一点単価の

ということである。

速やかな改訂について，橋本会長，塩沢常務理

日本医師会では４月の役員の改選により武見

事，平賀参与が堀木厚生大臣に面接のうえ申し

太郎氏が新しく会長に選出され，理事会の陣容
が一新した。

入れを行った。

中医協は新医療費体系について４つの専門委

武見新会長就任以後４団体の医療単価適正化

員会をもって検討をつづけその進展をみてい

協議会が中断され，開催されなかった。日本病

た。しかし８月24日の中医協において日本医師

院協会は口頭をもってたびたび再開を要望した

会代表が単価値上げの検討を求める緊急動議を

が日本医師会は動かず，６月10日橋本会長，神

行い，ここで保険者代表との激しい応酬が行わ

崎副会長リスボン会議出席不在のため，協会長

れた。

太郎氏に対し文書をもって再開を要請した。こ

甲表乙表の二種に９月に入り堀木厚生大臣
より改定案を発表は一点単価引上げの声の

れに対し武見医師会長より６月12日「意向があ

なかで，診療報酬の総枠を８．５％程度引上げる

ったこと承りました」と回答してきた。橋本会

点数および単価改定の改正案を発表した。すな

長，神崎副会長は６月26日帰国した。

わち日本病院協会が一点単価17円余，日本医師

臨時代行塩沢總一名をもって日本医師会長武見
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会が18円余の値上げを要求するのに対し，一点

て，速やかにやらねばならぬ診療報酬改善の

単価を10円とし，現行点数の不合理を是正して

問題をさしおいてことを複雑にして診療担当

その総合により問題を処理するというものであ

者をいじめているという感じをもたれたこと

る。これは医療技術を評価するとともに，請求

と思う。厚生省としてはそういう状態になら

の事務的負担を軽減しようとするものである。

ないよう案を公表して態度を明らかにするこ

さらに診療報酬点数の改訂方法として，算定

ととなった。１月１日の実施は難かしぐなり

表を甲乙２種とし，甲表は技術評価を高くして

４月１日に延期しなければならない。診療所

医療費の合理化に近づこうとするものであり，

を中心にして考えれば特に大きな引上げをし

乙表は現行点数の一部を約１割程度引上げ現行

なければならない理由は乏しいが，立派な機

をあまりくずさぬものである。

構を持つ医療機関は困っている。甲乙２表を

９月13日，日本医師会は新医療費体系反対の

選択させることは無定見だという批判もある

ポスターを全国に流し，またつぎのようなビラ

が，病院と開業医のあいだに質的な相違があ

を飛行機で散布した。

り，存在形態に即して分配を考慮することは

１．いまの診療単価では国民の生命は守れな
い。

２．病人と医師は直接手をつなごう，邪魔を
する保険官僚と保険ボスを除こう。

３．ジャマモノ保険官僚と保険ボスや経営者

必要と考えたのである。今後日本医師会，歯
科医師会から十分な協力を得られない事態が
あってもやりとげる方針である。中医協で論

議があった場合，改むくき点は改めるが，混

乱を理由にしてこの案を引下げることはしな

団体は新しい治療や良い設備を拒んでい

い｡」

る。

日本病院協会は，この厚生省説明会のあと緊

４．破局に瀕した健康保険を救うものは国民
大衆と医師しかない。

５．よい医療のために必要な単価値上げに協
力せよ。
とした。

９月16日，山の上ホテルにおいて甲表乙表案

急理事会を開き特別委員を推薦して速やかに政

府案のあてはめ作業を行うこととした。
９月25日，１０月２日に開かれた中医協では，

日本医師会が全国に流した宣伝ポスター，ビラ
の内容について保険者側は医師会側に対し釈明
を求めた。

に対する説明会を開き，厚生省小山保険局次

１０月４日，日本病院協会臨時総会をまえにし

長，大村，加倉井両技官が出席しその説明を行

て山の上ホテルにおいて厚生省保険局の第２次

った。小山次長の説明はつぎのとおりである。

の説明会を開いた。すなわち各地においてあて

「ここ２，３年，医薬分業問題以来，医療

はめ作業の結果，甲表は必ずしも８．５％のプラ

担当者と厚生省とのあいだがとかく摩擦が多

スとならず，マイナスの病院すらあったことが

かった。新医療費体系も医薬分業とからんだ

報告された。小山保険局次長は，この案は昭和

ために政治的に扱われた。その後，政府管掌

30年の頻度の計算表を基として作ったのである

保険の赤字対策のための目前の問題に迫われ

が，８．５％の増加の見られないのはこの２年間
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に投薬・注射が増えたためではないかと考えら

に枠を拡大しこれを自由選択に托すること

れると述べた。高田保険局長は，将来は技術的

については異議をさしはさまない。

なものは賃金ベースにスライドし，物は物価に

総会は以上のごとく条件づきではあるが厚

スライドして，資料が揃えば自動的に改正でき
る姿にしたいと述べた。

生省案に賛意を表した。

１０月７日，神崎，荘両副会長，塩沢常務理

つづいて開かれた理事会において，１)厚生省

事，平賀参与が日本医師会を訪問して武見会

案を原則として承認しさらに検討を加える，２）

長，太田副会長に，決議声明書を手交して経過

総枠を拡大し大幅な修正を要求する，３)これを

を説明し，協力を要請した。

基礎として日本医師会と提携する，ことを決議

翌８日，日本医師会常任理事会において，神

崎常任理事が発言を求めて日本病院協会の説明

した。

さらに，臨時総会を開いてつぎの声明害を発
表した。

をしようとしたが，武見会長より「当日の案件
としていない」と説明を阻まれた。

声明書

このあと，武見日本医師会長は神崎三益氏に

従来の健康保険診療報酬は国民医療の根

対し，日本病院協会の決議は日本医師会の方針

幹をなす病院の実状を無視して，その維持

と相容れないことを理由として，日本医師会常

運営を危殆に瀕せしめるがごとき低額であ

任理事および中央医療協議会委員の辞表提出を

ったので，日本病院協会はその適正なる増

要求したため10月18日同氏は辞表を提出した。

額を要求してきた。このたび厚生省は診療

日本医師会は翌19日神崎氏の辞表と後任者の

報酬改正案を発表したが当該案は日本病院

推薦を厚生省に提出したが，堀木厚生大臣はこ

協会のかねての主張を取り入れて合理化を

の辞表を受理せず神崎氏に返却した。これにつ

試み同時に診療報酬の総額を引上げる意図

いて厚生省は10月23日つぎの公表を行った。

を明らかにした。

その甲表は原則として病院の組織と機能

神崎委員辞表撤回の経緯について
昭和32年10月21日午後６時から約40分間，

とを尊重する趣旨に則って作成に努めたこ

堀木厚生大臣は，田辺事務次官，太宰官房

とを認め，その点には賛意を表する。

長，牛丸官房総務課長，高田保険局長，小山

しかしながら厚生省の示した枠の拡大は

保険局次長および館林保険局医療課長を同席

はなはだしく僅少であってこれによって医

させた上，橋本日本病院協会会長，神崎，荘

療の合理化は到底望み得ない。よってこれ

両同副会長および平賀同参与と会見した。

が大幅の増額を要求する。

その顛末つぎのとおり

なお，点数構成にも適正でないものが多

堀木厚生大臣は，神崎三益氏および同席し

々あるからわれわれの協力によってこれを

ていた日本病院協会会長橋本寛敏，同副会長

補正し速やかに実施することを当局に対し

荘寛，同参与平賀稔の三氏に対し，まず10月

て要望する。

１９日（士）に神崎委員の辞任願が日本医師会

乙表についても以上の趣旨に沿って大幅

長（武見太郎）を通じ書面によって当局に提
３９
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出されてからこのときに至るまでの間の経緯

ださい。橋本さんも私の考えを御了解くださ

を小山保険局次長に説明させた後，大要次の

るなら，神崎氏に翻意を奨めてください｣。

ように述べた。

次いで神崎氏は辞表提出の顛末を語った

「神崎氏に中央社会保険医療協議会の委員

後，同席の日本病院協会の諸氏と相談のう

になってもらっていたのは協議会の審議に病

え，概略次のように答えた。「大臣の話は協

院の立場が十分に反映されるようにするため

議会には日本病院協会の代表者がいるのはそ

であったと思っている。その意味において日

の本質上当然だということを認めたうえでの

本医師会がその推薦する委員のなかに日本病

ことであることがはっきりわかったのでお言

院協会の主要な役員の１人であり病院の立場

葉に従う｡」

を十分に代表し得る神崎氏をいれていたこと

これに対し，堀木厚生大臣は概略次のよう

は誠に適切な処置であったと考えている。そ

に述べた。「早速，私の頼みをきいてくれて

もそも協議会の委員は，その推薦をうけた経

有難い。今日私がここで述べたことは厚生省

緯はいかようであれ，ひとたび任命されて委

のこの問題に関する今後の方針として記録に

員となった以上は協議会の使命達成に正しく

残して置く。」

貢献するということのほかに委員としての行

次いで橋本氏は概略次のように述べた。

動になんら制約の加えられるべき筋合のもの

「大臣の考えはよくわかった。今回は任期

ではない。したがって，もし武見日本医師会

中途であるということでこの措置を採られた

長が神崎氏の協議会において主張しようとし

こともわかる。今後は新しい道を開くという

ている意見が日本医師会の決めた意見と違う

考え方で日本病院協会を見てほしい｡」

から委員を辞めよというのであれば，これは
委員の職分についての正当な理解を欠くもの
といわなければならない。

これに対し堀木厚生大臣は，概略次のよう
に答えた。

「私どもの考え方はよくわかってもらえた

私は，今日武見氏と会ってこの点について

と思う。私は日本医師会が正常な状態にあれ

懇談し，その再考を求めた後でき得れば同氏

ばこんなことはもっと円滑に行くはずだと思

とともに神崎氏の翻意を求めるつもりでいた

う。しかし，そのやり方があまりに狭量であ

が，さきほど報告させたような状況で同氏と

ったり間違っていたりすればそれを認めるわ

会うことができなかった。そこで私が直接申

けにはいかない。日本病院協会の立場は，将

しあげる次第だが，「神崎さん，再考してくれ

来とも十分尊重する｡」

ませんか。協議会の委員には日本病院協会の

次いで高田保険局長から辞表を神崎氏に返

１人である貴下が入るのは当然なんです。む

却した。

しろ協議会の任務からみて日本病院協会を代

なお，当日の発言の要旨は，当日列席した日

表する貴下が欠けることはおかしいんです。

本病院協会の人々の希望により覚え害として手

貴下の委員としての任期はまだ残っています

交することになった。

から，任期中に辞めることは思い止まってく
４０
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病院機構に対して，「保険官僚の走狗となった

制度に対する意見を得るために，アンケートを

日本病院協会より脱退せよ」と奨通した。

求めていたが，昭和32年２月15日，塩沢總－委

１０月29日，日本病院協会は10団体協議会を開

員長がその結果を次のように発表した。

催し，神崎副会長は中央医療協議会における主

看護婦の必要数を一応医療法に規定する数

張点の打合わせを行い，日本病院協会の団結を

をもってみると，必要数以上を有する病院は

訴えた。

１/５，必要数を有する病院は1/５，不足してい

日本医師会代表委員は10月30日神崎委員の資
格に疑義ありと発言，１２月４日の中医協では３

るものは3/5である。不足する病院は100床以
下のもの，大都会以外にあるものに多い。

人の代表委員が引揚げて１週間の空白を招い

不足している100床以上病院の80％は看護

た。日本病院協会では健康保険対策専門委員会

婦養成所を有するので，４月以降は充足され

（委員長落合勝一郎氏）が設置され，１０月25日

る見込みがあるが，100床以下では准看養成

26日，１１月６日１３日２１日２２日２５日２８日，

所をもつもの１か所で，多くは不足の補充が

12月６日とあてはめ作業を実施し，中医協にお

むずかしい。

ける神崎委員の発言の資料とした。

医療法の規定以上に看護婦を有してなおか

中医協は神崎委員の問題で難航し，さらに１２

つ看護婦不足を訴える病院がある。これはい

月４日の中医協は３人の医師会代表委員が引揚

わゆる完全看護を実施するには規定の数をも

げ１週間の空白をつくったが，１２月12日児玉政

ってしても不十分であることを示す。

介委員長より堀木厚生大臣に答申がなされた。

委員の多数は，医療費体系の合理化に賛成し
たが,枠の拡大については公益代表は8.3％を妥

小中学生の修学旅行の宿賃にも及ばぬ入院

料の支払いを受けていては，十分な数の看護
婦を揃えることはむずかしい。

当とした。旧来の点数の引上げを主張する日本

なお，養成所の正・准の学生生徒の応募数

医師会・歯科医師会の案には支持が得られなか

は数倍から20数倍に及んでいることを考えな

った。

ければならない。

採暖料および積雪昭和30年１２月，「暖房料
寒冷地手当の要求に関する陳情書」を小林

公益法人病院の大蔵省は臨時税制調査会の
課税に対し陳情答申に基づいて，法人税の

厚生大臣に提出していたが未だこれが実現をみ

改正を国会に提出し通過したので，昭和32年３

ず，昭和32年１月17日，さらに寒冷地における

月31日よりこれを公布した。

病院の採暖料および積雪寒冷地手当支給につい
て資料を作成したものを添え，診療報酬点数表
のなかに該点数を新設されるよう神田厚生大臣
にあてて日本病院協会より陳情をした。
看護婦の不足

日本病院協会看護制度委員会

は昭和31年12月，全国の病院

の看護婦の実働数，補充の現況を調査し，看護

これにより公益法人病院は新たに30％の法人
課税を受けることとなった。

日本病院協会では大蔵省との折衝の結果，こ
れの除外となる病院は全国で10か所くらいとな
ることが明らかとなった。

これに対して，４月１日まず京都府公益法人

医療機関協会より陳'清書が出され，６月10日，
４Ｚ
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病院会館において全国公益法人医療機関代表者

会議に出席した。

会議を開催し，代表者日本病院協会会長臨時代

橋本会長は５月４日出発，ジュネーヴにおけ

理塩沢總一名により陳'清書を作成，大蔵・厚生

るＷＨＯ年次大会に日本政府代表顧問として出

両省に陳'肩を行った。

席，公衆衛生計画における病院の役割について

厚生省は７月末現在で公益法人病院の事業の

講演を行い，また第７グループの議長となって

概要，患者および医療収入の内訳，経理内容の

会議をすすめた。６月１日ロンドンに４氏集合，

調査を行った。

これを基として大蔵省と厚生省は法人税課税
除外の公益法人の指定基準案を作り公表した。

１)従来は，都道府県知事であったが，告示後
は厚生大臣の認可とする

２)財産提供者および特殊関係者である役員は
役員の半数以下であること

リスボンの会議に出席した。日本病院協会が国
際病院連盟へ加盟最初のこの大会において橋本
会長は副会頭に推挙され，日本の医学・病院史

におけるポルトガル国の貢献について講演を行
った。

日本病院協会の機前年ＷＨＯより差遣され
関誌について勧告たＤｒ・Crosbyはわが国

３)自由診療の報酬は社会保険並みであること

の病院に対し多くの勧告を行ったが，そのなか

４)次の条件の２つ以上を満たすこと

で，米国病院協会が機関誌として「Hospitals」

①総合病院と同等以上の設備をもつこと

を持つように，日本病院協会もまた病院管理に

②インターン教育施設であること

関する学問的発表と啓蒙の機関誌を有すべきで

③医療関係者の養成または医師・歯科医師

あるとし，それには医学書院が刊行する雑誌

の再教育施設であること

④第二種社会福祉事業の届出の基準に合致
すること

⑤患者の１割以上が無料または低額診療で
あること

５)財産提供者および特殊関係者に対して経済
上特別の利益を与えないこと

これに対し，患者の１割以上とあるのを入院

`患者の１割以上とされたいことを11月27日陳'肩
した。

「病院」が最適であるとの勧告がなされた。こ
の勧告により，昭和32年１月11日，日本病院協
会と医学書院が契約を結び，この雑誌がそのま

ま日本病院協会機関誌とし，表題の下にJour‐
nalofJapaneseHospitalAssociatiｏｎと英文
が書き加えられた。

「病院綜合通信」はこのとき，第27号を発行

しているが，これは日本病院協会の'情報を伝え
るものとして併刊された。
広報

広報委員会は塩沢總一委員長をたす

橋本会長ら国際病さきにＩＨＦ事務局長ス
院連盟会議に出席トーン氏より招きを受け

めの委員会を開き，広く資料を集めて会員に肩

ていたＩＨＦ第10回会議には橋本会長，神崎副

報を伝えているが，本年度はマスコミに対する

会長が出席することとなり，さらに永沢滋（日

広報が行われ，平賀稔参与が担当して８月13日

大駿河台病院長)，段野博（専売公社東京病院

厚生省の第１記者クラブ（日刊紙)，第２記者

長）の２氏が加わってポルトガル国リスボンの

クラブ（医事関係紙）に対し会見を行った。つ

４２
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づいて10月８日，１５日と第２記者クラブ，また

館において医療費をめぐる日本病院協会の態度

11月１日，８日，１５日，２５日，１２月３日病院会

について広報を行った。

昭和３３年
診療管理の研究が始められ短期人間ドックが

開始された｡甲表,乙表について武見日本医師
会長の工作により乙表は修正実施された。報
道機関に対して広報会見が頻回に行われた。

常務理事会昭和33年１月11日，病院会館に

委員会健康保険対策委員会は神崎三益副会

会保障医療報酬に関すること，会館設立に関す

看護制度委員会はしばらく休会したが新しい病

ることにつき協議を行った。以後年間24回の常

院基準に対する要員の獲得，養成の対策および

務理事会が開かれた。とくに６月には６回の常

看護制度の基本問題についての検討のために１２

務理事会が開かれた。

月５日病院会館において開かれ，上記の問題に

おいて常務理事会が開かれ，社

理事会，代議昭和33年３月27日，臨時理事
員会，総会会が東京山の上ホテルにおい
て開かれ，さらにひきつづいて翌28日，臨時理

長が委員長となり年間10回開かれ，

ついて看護婦・准看護婦養成所を有する機関に
対し，新基準その他に関するアンケートを求め
ることが決められた。

事会，臨時代議員会，臨時総会が山の上ホテル

広報委員会は年間９回の委員会を開いて，

において開催され，昭和33年度予算の承認，医

「病院綜合通信」の編集を行い，また報道記者

療費引上げ実施期日，中医協委員獲得について
議決を行った。

会見を頻回に実施した。

医療器械耐用年数委員会は３月に設置され，

５月20日理事会，代議員会，総会が第８回日

片山弘常務理事が委員長となり，年間３回委員

本病院学会の時機に接して福岡市九州大学医学

会を開いて，医療器械課税についての不合理な

部附属病院において行われ，昭和32年度事業報

点について検討を行った。

告，同年度決算の承認が行われた。また診療管

昭和33年11月，あらたに臨床予防医学委員会

理部会，事務長部会，病院医師部会の設置が承

が設けられ，橋本会長みずから委員長となり，

認された。医療費の問題について質疑が行われ

短期人間ドックの運営を行った。

この他地方病院協会長，特定病院団体長会議

第８回曰本昭和33年５月21日22日の両日開
病院学会催の第８回日本病院学会は，九

が６月１５日山の上ホテルにおいて，また11月２５

州大学医学部附属病院の講堂において開かれ

日東条会館において開かれた。この会議の内容

た。学会長は九州大学医学部附属病院長三宅博

については別項に述べるとおりである。

氏，幹事長は済生会福岡病院長田代英太郎氏で

たが，これは別項に述べるとおりである。
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ある。このたびの学会は創立以来の最大の盛況

実態につき話し，診療管理とは診療面における

を呈し,第１日の参会者700名,第２日には1,000

人員と設備との掌握であると定義した。

名の座席を埋めつくした。

本学会では，九州大学法学部菊地勇夫教授の

短期人間ドック

診療管理部会は昭和33年５
月に設立せられたが，その

特別講演｢病院における労働問題について｣，シ

第２回の部会は７月10日東京警察病院において

ンポジウムは日本看護協会林塩会長の司会によ

開かれた。この部会において，人間ドックにつ

る「病院における看護業務のあり方について｣，

いての協議がなされた。

さらに共同研究として九州厚生年金病院東陽一

健保連参与の氷野近博士が，かねて被保険者

院長の司会による共同研究「病院の公衆衛生面

の疾病予防のために人間ドックを採用したいこ

における活動」が発表された。また一般講演は

とを健保連のなかで提案し，その実施の可能性

41題に達した。

について直接聖路加国際病院長としての橋本寛

本学会では第１日，福岡市岩田屋デパートに

敏氏に折衝があった。病院の予防医学への参加

おいて懇談会が行われ，陸上自衛隊の音楽隊の

を願いかつそれを実行している橋本会長は，こ

演奏が会衆を悦ばせた。

れは全国病院の事業として行うべきものとし

診療管理部会設置米国の病院管理学には診
診療部門の研讃療に関する検討はなされ

て，診療管理部会の第１の課題として提供した

ていない。米国における病院の医師は病院外の

従来の人間ドックは１週間の入院であり費用

のであった。

者であるからであろう。橋本会長は病院のはた

も高額であったが，これを２日間の入院とし，

らきの中核をなす診療部門の管理について研究

費用も５分の１程度にできないものであろうか

をなすべきであるとの考えから，昭和33年４月

との実験が聖路加国際病院において行われ，橘

17日，聖路加国際病院に東京警察病院小野田敏

敏也内科医幹がこれを担当し，三井健康保険組

郎内科医長を招致してこの研究部会の設置を委

合の被保険者を被験者として開始せられたのは

嘱した。このとき橋本会長は診療管理部会は病

８月であった。

院協会の本来の目的である診療管理の面につい

第３回の診療管理部会は９月18日済生会中央

て研讃し，協会の諮問に応えまた進言を行う機

病院において開かれ，この会議には橋本会長，

関として発足する。部会は全国的規模をもつこ

神崎副会長，小山武夫（済生会中央病院長)，

とを理想とするが，第一段階として協会膝下よ

日野原重明（聖路加国際病院内科医長)，堀内

り始めるべく，また特別な内規ははじめのうち

光（済生会中央病院内科医長)，小野田敏郎そ

は存しないと述べた。診療管理部会は１か月１

の他の諸氏が出席し，人間ドックの検討を行っ

回東京を中心とした病院の院長，幹部医長が主

た。この検討により，人間ドックの実施を扱う

となって順次特色のある病院を廻り，主題を定

ために別途に委員会を設けることが提案され

めて見学ののち討議をする形がとられた。

た。

第１回は５月14日，聖路加国際病院において

１０月16日，橋本会長は健保連の要請によっ

開かれ，橋本会長は米国における病院管理学の

て，東京を中心とする約100の健保組合の役員
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に対し，「診療だけでなく予防を」という題で

療費問題についての経過報告がなされた。

講演を行った。これに反応して読売新聞は三面

この会議において，つぎの決議を行った。

トップ記事として「サラリーマンドック」の実

決議

施を報道し，毎日新聞は社説で勤労者に対する

社会保険医療費の引上げは予想に反し，

ドックの重要'性を謡い，朝日新聞は学芸欄でこ
の問題を詳報した。

昭和33年11月４日，前述のごとく臨床予防医

１０月１日より実施とのことである。

本協会が，今日までしばしば声明，決議
したごとく，現行の報酬ではわが国の病院

学委員会が設置され，その会合が聖路加国際病

経営は当に危機に瀕し崩壊の寸前にあり，

院において開かれた。

といっても過言ではない。

１２月に至って聖路加国際病院における２日間

われわれは，従来から医療費の枠の大幅

人間ドックは50例に達し，これの成績を分析し

の拡大を要求しつつあり，今日もなお強く

た結果，１週間入院ドックの成績に比べて異常

これを主張するものであるが，さし迫って

の発見率に差のないことを確認した。

いる焦眉の急を救うためには，とりあえず

１２月６日７日の両日，２日人間ドック講習会

今回の改正案の実施時期を繰り上げ，４月

が日本病院協会および健保連共催のもとに聖路

１日より直ちに実行されんことを要望す

加国際病院で開かれた。この会には橋本会長が

る。

開会の挨拶を述べ，安田彦四郎健保連会長も出

席して挨拶をした。この会には，健保連直営病

右決議する

昭和33年２月７日

院，事業主病院その他，全国各地約30病院より

日本病院協会地方病院協会長

院長，副院長，医長等約40名が受講者として参

特定病院団体長合同会議

加した。ここでは，人間ドック総論日野原重明

この声明に対して，近畿病院協会は２月７日

医長，術式追及橘敏也医幹，看護内田卿子の諸

これを支持する決議を行った。近畿病院協会に

氏が講じた。

は滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，

医療費問題に昭和33年２月７日，病院団体
関するうごき長会議で議決のため日本病院

和歌山県の各病院協会が属している。
前年来診療報酬問題妥結のために，加藤録五

協会は，山の上ホテルにおいて地方病院協会

郎，谷口弥三郎等医系議員は奔走をしてきた

長，特定団体長会議を開いた。

が，前年来の医療審議会，中医協における日本

前年12月末，加藤鏡五郎，谷口弥三郎両代議
士と堀木厚生大臣との話し合いで，医療費の枠

医師会の態度に対して同じく２月７日，日本医
師会武見会長につぎの通告を発した。

の拡大は単価に直して２円の額，合理化を前提

このたびの社会保険診療報酬問題に対する

とした点数改訂の時期は４月１日とするという

日医執行部の言動がいたずらに各方面に無用

調停案に達したが，武見日本医師会長はこれを

の摩擦と反感を与え，ついに問題を最悪の事

拒絶し，単価で解決しないならばそのままほっ

態に追いこんだことは，医界のためまことに

ておいてほしいと述べた旨，神崎副会長より医

遣'感にたえない次第である。
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ことにわが自民党医系議員は，この間にあ

３月27日，山の上ホテルにおいて臨時理事会

って全国医師会員のため，公正妥当な立場に

が，翌３月28日，同ホテルにおいて臨時代議員

おいて最善の努力を続けたにもかかわらずそ

会および総会が開かれた。

の片言隻語をとらえてこれを非難し，かえっ

この会議において神崎副会長より医療費問題

て問題の解決を困難に陥らしめたことは真に

についての経過の説明があり，４月１日医療費

不本意とするところである。

改訂の実施が実現せず，１０月１日実施となった

もしこのままに推移せんか問題はいよいよ

経緯について述べた。

紛糾し，収拾不能の事態に陥るとも考えられ

日本医師会との提携の問題については，橋本

るので，この際日医執行部は医界のため速や

会長はいろいろの斡旋もあるが日本医師会執行

かに－大反省されんことを要望するものであ

部はこれに応ぜず，日本病院協会は病院管理者

る。

の線を守って提携に努力すると述べた。
昭和33年２月７日

日本医師会長武見太郎殿
自由民主党医系議員一同
日本病院医療関係団体連合会議設立の由来は

この総会においてさらに改めて中医協委員の

医療担当者側と被保険者・保険者側を同数とす
ること，病院を代表する委員の日本病院協会に
よる推薦を要望する決議がなされた。

病院は，院長だけで成り立つものではなく，医

福岡の定期理事会，代議員会，総会の開催は

師だけでもなく，看護婦，臨床検査技師，エッ

昭和33年５月20日，第９回日本病院学会を前に

クス線技師，栄養士等専門職員ならびに一般職

して，理事会，代議員会，総会が，九州大学医

員より成り立っている。

学部附属病院内の会場において開かれた。

したがって病院代表者たる病院長はすべてこ

理事会においては，医療費改訂問題について

れらのひとびとを代表するものである。このよ

の促進運動，日本医師会との提携の円満に進ま

うな意味から日本病院医療関係者団体連合会議

ぬ情況について報告がなされた。

が開かれた。このなかには日本看護協会，日本

代議員会においては代議員より近畿病院協会

臨床検査技師会，日本エックス線技師会，日本

に所属する大阪の日本病院協会および日本医師

栄養士会等の専門職会が参加した。

会の幹部が速やかに意見の統一を図り医療費の

その第１回会議が昭和33年２月６日病院会館

適正化に努力をいたすべく，このままに推移す

において開催され，その機構について諮り，つ

れば近畿病院協会は重大なる決意を有する旨の

づいて第２回は２月20日同館において開催，第

決議文を配布した。

３回は３月８日日本看護協会において，この連

総会において神崎副会長はさらにつぎのよう

合会議の活動方針に関して協議をした。第４回

に述べた。「さきの総会は医療費の合理化に賛

は４月30日，第５回は５月10日，社会保険医療

成を決議した。この合理化は医界の革命ともい

費について協議し，第６回は６月21日，第７回

うべきものである，厚生省はさきに示した案に

は７月21日，医療費と中医協について，いずれ

修正を加え，中医協における意見の大勢ならび

も病院会館において協議した。

に世論は物と技術を分離した合理化案を支持し
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ており，国会においては合理化の国家予算がす

乙表については日本医師会の修正案を一方的に

てに議決されている，従来医療費引上げに反対

採用して６月30日新点数を告示，１０月１日より

であった経営者団体，保険者，労働者団体もこ

実施されることとなった。

の合理化に賛成をしている，せっかく医師，病

院の待遇改善を行わんとするものを阻んだ場
合，わがまえはまさに暗黒である」と。
これに関連して小沢凱夫副会長より日本病院
協会と日本医師会との関係調整についての意見

を述べたが，この意見に対する反論があり，つ
いに小沢副会長は副会長の胸飾りを投げ捨てて
会場を退場した。

新点数の実施７月17日18日の両日，日本病
院協会が主催して，東京女子

医科大学講堂において保険局大村潤四郎技官に
よる新点数表の説明会が行われた。
厚生省は新点数表の内示としてつぎのように
示している。

すなわち，新点数は甲乙２種類になってお

り，医療機関は今年10月１日から原則として

堀木厚生大臣は医療費値上げのための新点数

甲表により診療報酬を算定することとなる

の告示を新内閣の誕生前に実施するために準備

が，特に申し出れば乙表を選ぶことができ

を行ってきた。しかし日本医師会の自民党幹部

る。乙表を選ぶ場合には，今年の９月１日か

へのはたらきかけにより，自民党６役は堀木案

ら10日までの間に申し出ることとなってい

を原則的に確認のうえ修正を行い，関係団体の

る。甲表は医療技術に重点をおいて点数が定

話し合いがまとまらなくとも６月中に告示し，

められており，この点数表によると現行より

10月１日より実施を強行することを決め，堀木

医療機関の収入は平均して8.5％の収入増と

厚生大臣はこの調停案をのんだ。

なっている。乙表の現行点数の組み立ては現

以上の裁定に当って，すでに法律によって定

行点数と全く変わりがなく，これによればど

められた正規の機関の中医協の審議を経，予算

の医療機関も大体8.5％の増収になるように

も確定した厚生省案を，告示の段階において政

なっている。単価は事務簡素化のため10円と

府与党自らが，－部団体の意を迎えるために変

した。甲地乙地の地域差は現行より少なく

更したことは，厚生大臣の行政権に対する政治

し，甲地は乙地で算出したものの５％を地域

力の不当な介入となるとし，言論機関はこぞっ

手当として加算する。

て日本医師会を非難した。

新点数の告示により，県立病院協議会あるい

また日本病院協会，日本薬剤師協会，健保

は日赤病院の甲表の厳密なあてはめ作業の結

連，国民健康保険団体中央会，日本経営者団体

果，いずれも総合的に８．５％以上の値上げが実

連盟は，以上の経過を公正に伝えた言論機関に

証された。一方乙表では４％程度の値上がりで

対し敬意を表した。

あることがわかった。

６月６日，堀木厚生大臣は橋本会長に書翰を

日本病院協会は８月号機関誌に論説を掲げ

送り，在任中に告示問題を解決し得なかったこ

て，病院は合理化を主張して成り立った甲表の

とを詑ぴ，かつ協力を感謝した。

採用に踏み切るべきであると懲逼した。

６月12日，厚生大臣に橋本龍伍氏が就任し，

以上に基づいて，技術を重んずる病院はあて
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はめ作業の結果甲表を採用し，投薬・注射にた

図ったのであります。これが端なくも政治問

よる診療所は乙表を採った。

題となり，私どもの対応活動も自然政治運動

病院における甲表の採用は国立医療機関では

に巻き込まれましたが，終始一貫目的も行動

100％，公的機関では都道府県立病院は８８％，

も合理主義を貫き幸いにして私どもの主張が

市町村立病院が53％，赤十字病院は90％，済生

通りました。しかし今もなおそれを崩そうと

会病院が54％，厚生年金病院は100％であり，

いう策動は絶えません。それに対しては相変

私的医療機関は法人25％，個人12％であった。

わらず強力な抗争を続けることはやむを得ま

日本医師会は全国医療機関にポスターを配布

して｢甲表は重い病人に嫌われる」と広報した。

支払基金理事に甲表乙表の新点数が，’0月
病院代表を要請1日より実施されるに先立

せん。

ここで考うべきことは，このような政治抗

争にのみことを奪われて，日本病院協会の活
動が一方に偏して歪められることを警戒すべ

って社会保険診療報酬支払基金理事に日本病院

きであります。日本病院協会本来の使命は，

協会を代表するものとして，８月26日常務理事

日本の病院医療を向上発展させることにあり

塩沢總一氏が就任した。従来は日本医師会一本

ます。経済問題はもちろんそれを裏づける立

により推薦せられたのであるが，厚生省は今回

地でありますが，経済問題のみ安定しても病

は日本病院協会に基金理事の推薦を正式に要請

院医療そのものが進歩を止め後退しては無意

したのである。

味であります。私どもが注意すべきは病院医

甲表，乙表の新点数が行われる場合，甲表を

療の内容が急速な進歩と古い習｣慣の維持との

推す日本病院協会の代表が理事として推薦され

混乱のため均衡を失って総合能率をあげ得な

ることは理にかなったことであった。

いことであります。これを矯正するには病院

地方病院協会長特地方病院協会長，特定病
定病院団体長会議院団体長会議は11月25日

機構，職員業務内容などの改革も必要なこと
であります。また，世界の大勢である予防医

東条会館において開催された。この会に新しく

学を病院活動のなかに採りこむことも注意を

顧問に就任した栗山重信（国立東京第一病院

払わなければなりません。

長)，大槻菊男（虎の門病院長）の両氏が出席

このあと，平賀稔参与より人間ドックについ

ての発表があり，神崎三益副会長より診療報酬

した。

この席上，橋本会長はつぎのように挨拶をし

点数の問題点の説明があり，塩沢總－常務理事
より基金審査の実態についての説明があり，最

た。

「医療保障が国の医療保障の手段として採

用されて以来，保険医療は漸次拡大普及した
ので，その支払方式の変化は病院医療に及ぼ

後に荘寛副会長より中医協委員問題につき発言
があった。

医界の三長老と中医協委員に神崎副会長が

す影響が大きく，不合理化されれば国民医療

橋本会長が会談留任し，社会保険診療報酬

の内容までゆがめる結果となります。日本病

支払基金の理事に日本病院協会代表が推薦され

院協会は必死の努力を尽くしてその合理化を

た問題が表面化し，厚生省と日本医師会との間
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が対立状態に陥っている。

建となっておりますが，甲表にこそ新医療

橋本厚生大臣はこの状態を改善したい意向か

費制度の基本があることは，厚生省管下の

ら，１２月１日医界の長老である元日本医師会長

医療機関が甲表によっていることでも明ら

高橋明氏，同田宮猛氏，関東逓信病院長佐々貫

かであり，さらに貴大臣が新点数告示後将

之氏の三氏の出座を要請して，日本病院協会対

来は甲表を基本に一本化してゆく旨しば

日本医師会の問題，とくに中医協委員推薦の円

しば言明されている点から一層明白であり

満な人選についての調停を依頼した。

ます。この点からいっても中央医療協議会

橋本会長は三氏と会談したが，橋本会長は日

委員に甲表を支持しこれを採用した医療機

本病院協会の存在理由と甲表の新たな意義を強

関の団体の代表を参加せしむべきは貴大臣

調して，筋の通らない話には乗らないという決

として当然とるべき態度というべきであり

意を明らかにした。

ます。

この懇談の内容は日本医師会臨時代議員会の
秘密会において説明された。

中医協委員１こつ中央医療協議会委員を,日

いての申入れ本病院協会が推薦する問題

について，橋本龍伍厚生大臣が日本医師会一本

したがって，かかる見地からも甲表を支

持する医療機関の代表として，日本病院協
会の代表を医療協議会に参加せしむること

は絶対に不可欠の要件と考えるものであり
ます。

にする意向を示したために，７団体はそれぞれ

以上のような見地から，われわれは中央

の機関にそれを強行すれば全委員の辞退を辞さ

社会保険医療協議会委員に日本病院協会の

ないことを橋本厚生大臣に文書および口頭をも

代表を加えることは，まことに当然であ

って申し入れた。７団体は健保連，全国国民健

り，かつ医療費問題の公正な審議を行うう

康保険団体中央会,日本病院協会,日本薬剤師協

えに絶対に必要と考えるものであります。

会，全日本労働組合会議，全国産業別労働組合
連合，日本経営者団体連盟の７つである。
申入書はつぎのとおりである。
申入書

中央社会保険医療協議会の委員に日本病

しかるに，もし中央社会保険医療協議会

の構成について，かかる当然な措置すらと
ることができないならばわれわれとしては

同協議会の今後の運営について造腓憾ながら
重大な決意をあえてせざるを得ません。

院協会代表者を加えることについては，数

この際すみやかに日本病院協会を同協議

次にわたってわれわれの主張してきたとこ

会委員の正式な推薦母体としその代表を医

ろであります。このことは，今日国民医療

療協議会に参加せしむるよう重ねて貴職の

の６割以上が病院医療によって占められて

果断な措置を要望するものであります。

いる現実から考えてまことに当然の措置と
いうべくこれに異議をさしはさむ余地は全
くないものといわねばなりません。またさ

右申し入れます。
昭和33年12月１９日

健康保険組合連合会

きに行われた新医療費点数は甲，乙の２本
4９
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全国国民健康保険団体中央会

広報

日本病院協会

報道機関と会見して，日本病院協会
の意見を広く報道することは必要な

日木薬剤師協会

ことであるとし，前年より平賀稔参与が主とな

全日本労働組合会議

って広報を行ってきたが，昭和33年１月より日

全国産業別労働組合連合会

刊新聞に対しては厚生省第１記者クラブにおい

日本経営者団体連盟

て会見を始め，１月３０日，２月８日，６月３０
日，９月17日，１１月10日，１２月19日と６回にわ

厚生大臣橋本龍伍殿

基本看護新点数表実施に伴う入院の基準着

３：５：２護の取扱いについて，日本病院協

たって行い，医療関係報道機関に対しては１月
17日病院会館において，１月30日，２月８日，

会は実'肩に立脚してこの比率を緩和するよう厚

４月21日，５月24日厚生省第２記者クラブにお

生省と数次にわたり折衝の結果，９月１日厚生

いて，６月３日，５日病院会館において，以下

省保険局医療課長より１０月１日の実施を目途に

８月５日，２８日，９月１７日，２７日，１１月２１日，

従来の４：４：２に代わり３：５：２にてさし

25日，１２月10日と14回にわたり会見を行った。

政治問題となった医療費改訂の経緯について

つかえない旨通知があった。

報道機関は，日本病院協会の立場を支持した。

昭和３４年
第４期の理事選挙が行われ，この選挙結果に
不満をもつ地区の協会が日本病院協会を脱会
した。医療機械耐用年数の研究とその報告が

なされた。病院緑化の運動が具体化した。短

期人間ドックが全国的に実施された。坂田厚
生大臣より念願の中医協委員推薦の要請があ

り，多賀一郎氏が委員に任命された。日本医

師会はこのために委員を送らなかった。

常務理事会昭和34年第１回の常務理事会は

}よ塩沢總一氏ほか新たに多賀一郎（富山県立中

１月13日病院会館において開か

央病院長)，野崎道郎（大阪・野崎病院長)，近

れ，短期人間ドックについて，本年度の国際病

藤六郎（有隣病院長)，高橋昇（済生会宇都宮

院会議について，「病院綜合通信」について，

病院長)，村田三千彦（印刷局東京病院長)，神

さらに医療費問題について協議が行われた。

尾友彦（東京・神尾病院長）の諸氏，参与に守

５月の役員改選により常務理事会の出席者は
橋本会長，神崎，荘，一見各副会長，常務理事
５０

屋博，平賀稔，小野田敏郎の三氏が加わった。
６月以降原則として第２・第４火曜日午後２
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時より開かれることとしたが，昭和34年は年間
28回の常任理事会が開かれた。

午後1時半，代議員会を再開し，石田凱夫氏
（愛知）はこのたびの選挙は不明朗であり，新

理事会，代議昭和34年は役員改選の年に当
員会，総会たる。

執行部に対しては愛知県は同調してゆけないと

５月25日，代議員会が東京山の上ホテルにお

会長が理事に落選した以上，大阪として重大な

いて開かれた。議長には御園生圭輔氏（結核予

考えをもつと発言，野瀬善三郎氏（兵庫）は日

防会）が選ばれた。

本病院協会が日本医師会と別個のゆき方をすべ

発言し，大野良雄氏（大阪）は小沢大阪病院協

昭和33年度の事業報告と決算報告の議題にお

きだという現幹部のもとでは，近畿東海数府県

いて佐々木重夫氏（愛知）は，甲表のみを讃え

の病院協会は重大なる決意を有することを表明

ることでは日本病院協会についてゆけないと発

すると発言して，愛知県・三重県．岐阜県．滋

言，また野瀬善三郎氏（兵庫）は日本病院協会

賀県・大阪府・兵庫県．奈良県各病院協会の名

は日本医師会のもとにあるべきだと発言し，新

における同趣の旨声明書を配布した。御園生議

海輝一氏（大阪）は近畿ブロックにおけるアン

長は，治療を受ける人たちの利益を守ることを

ケートでは90％が日本病院協会は日本医師会と

出発点として物事を考える場合，右とか左とか

手を握れといっていると発言した。

に割り切れるものではない意見が合わないか

理事選挙については議長より今回の理事の立

ら別れてしまうということではなく，その中に

候補者数は60名を超えていることから選挙方法

あって少しずつ物をよくする努力をしてはどう

につき諮り，５０名連記式をとることになった。

かと発言したが，近畿ブロックの代議員は一斉

午後５時半再開された選挙の開票は午後９時
になって19の誤差を生じ，選挙管理人立会のう

えさらに計算をつづけることとして第１日を終
了した。計算は続行され，深更１時半になりな
お２票の誤差が出た。

翌５月26日，代議員会を再開し，開票の結果

に退場した。

代議員会はひきつづき昭和36年度事業計画，
同予算を承認した。

午後３時半より開いた総会において，内藤景
岳氏（大阪）は，橋本会長は日本医師会と調整
すべきであると発言した。小沢凱夫氏（大阪）

を率直に報告し，この２票が当落に影響のない

は甲表乙表一本化について橋本会長の考えを質

ことを報告して50名の当選者が承認された。

し，さらに日本医師会は診療担当者の集まりで

これによりひきつづき新理事会を開き，会長

あり,日本病院協会は病院管理運営に任ずる者

橋本寛敏，副会長神崎三益，荘寛，一見赴夫，

の集まりと定義したいと発言した。これに対し

常務理事塩沢總－，多賀一郎，野崎道郎，近藤

ては異議がさしはさまれた。

六郎，高橋昇，村田三千彦，神尾友彦の諸氏は
選ばれた。創立以来役員を歴任した片山弘氏が
退いた。

ここで前年度事業計画，同決算の承認，昭和
34年度事業計画案と同予算案が承認された。

委員会昭和34年は前年度の，広報委員会

（委員長塩沢總一常務理事)，健康保

険対策委員会（委員長神崎三益副会長)，看護

制度委員会（委員長塩沢總一常務理事)，医療
器械耐用年数委員会(委員長片山弘常務理事)，
５１
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臨床予防医学委員会（委員長橋本寛敏会長）の

創立十年記念式典準備委員会は，日本病院協

ほか創立十年記念式典準備委員会（委員長荘副

会が昭和26年に創立せられてより，来年昭和３５

会長)，病院緑化推進運動に関する委員会（委

年は10年を数えることになる。その記念式典準

員長荘副会長）がそれぞれ５月，１１月に設置さ

備のために創立十年記念式典準備委員会が設置

れた。

され，荘寛副会長が委員長となり，９月２日ま

看護制度委員会は塩沢總一常務理事が委員長

ず東京警察病院において第１回の委員会が開か

となり，その協議がつづけられているが,昭和３４

れ，以降９月29日，１０月５日，１２月22日と病院

年１月20日委員会を開き，１月27日の委員会よ

会館においてその準備事項が議せられた。

り保健婦，助産婦も含めて研究することとし，

病院緑化推進運動に関する委員会は，常務理

また前年10月実施の基準看護の実態，看護婦准

事会において，吉田幸雄参与より病院緑化の必

看護婦の職務内容，看護技術，助産婦の現状と

要性について提案がなされ，昭和34年11月１２

今後の養成等について協議することを定めた。

日，病院緑化推進運動に関する委員会が設けら

１月27日，２月13日，病院会館で開かれた委

れ，荘寛副会長が委員長となって第１回の会議

員会では看護制度について，また基準看護に関

が病院管理研修所で開かれ，以降11月17日，２８

する事項について検討し，３月５日，１０日の会

日，１２月22日と病院会館で，１２月28日病院管理

議では基準看護の人員構成に関する事項につい

研修所において会合が開かれた。

て検討がなされた。さらに８月５日，９月９日

の会議においても同様の問題が討議された。１０

研究部会診療管理部会は前年設置された。

診療管理部会は，昭和34年度もひ

月15日の委員会では進学コースに関する事項が

きつづき定例研究会を行った。１月10日都立広

検討せられた。

尾病院を会場とし主題を「インターン教育」と

医療器械耐用年数委員会は前年に設けられて
検討を行ってきたが，昭和34年６月１日委員長
片山弘常務理事のもとに会同をもち，帳簿価格

して行われ，以後毎月１回，開催病院を巡り見
学し討議して，年間10回の部会が行われた。

第９回日本第９回日本病院学会は塩沢總一

に関すること，構造等の具体的事項に関するこ

病院学会氏が学会長となり，東京におい

と，耐用年数算定に関する事項を検討し，さら

て開催することが福岡における学会評議員会で

に６月８日，レントゲンの耐用年数についての

決定されていたが，昭和35年が日本病院-協会の

検討を行った。検討には製造の時期，使用条件

創立十周年にあたり，学会もそれを記念して東

等を勘案してつぎのとおり定めた。レントゲン

京で開催してはどうかとの希望が出て第９回は

の診断用として据置型（断層撮影装置を含む）

新潟において中山栄之進氏（新潟大学医学部附

は５年，携帯用（ポータブル）２年，移動式３

属病院長）が学会長となって行われることに変

年とし，治療用は６年，管球類は１年とした。

更された。

これは昭和34年５月大蔵省の全産業の設備器

このようにして第９回日本病院学会は６月９

械の耐用年数調査に応えるものであり，この結

日10日の２日間，新潟市公会堂において開催さ

果は厚生省を通じ大蔵省に報告された。

れた。
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特別講演として「新潟県病院局の経営実態に

ついて」新潟県病院局長木村英雄氏，シンポジ
ウムとして「中小病院の経営実態について」が
行われた。

短期人間ド前年12月２日，短期人間ドック
ツクの開始の実施に参加することを，関東
中央病院，東京警察病院，武蔵野赤十字病院，

約として費用は毎年標準報酬にスライドして値
上げをすることとした。

この契約に基づく委員会は，既設の臨床予防

医学委員会がこれに当り，４月16日，２４日聖路
加国際病院において開かれ，６月25日，７月１８

日，同30日と病院会館において開かれた。
５月１日山の上ホテルにおいて，ドック実施

済生会中央病院の４病院が決した。昭和33年１

病院の担当者のために短期人間ドック実施に関

月，そのうちの２病院，済生会中央病院が第一

する講習会を開いた。

生命健保組合と組み，東京警察病院が日本石油

５月１日，前記契約に基づき日本病院協会は

健保組合と組んでさらに２日間のドックの試験

東京で済生会中央病院，日本赤十字社中央病

的実施を始めた。

院，関東中央病院，社保中央総合病院，聖路加

人間ドック実施に対する臨床予防医学委員会

国際病院，東京警察病院，武蔵野赤十字病院の

は１月17日，２月26日と開かれ，ドックは２入

７病院を，大阪では大阪赤十字病院，大阪厚生

室とし，費用は9,500円が至当であることが決

年金病院，健保大阪中央病院，大阪松下電気附

められた。実施病院は指定制をとることとし，

属病院の４病院を，京都で京都第一赤十字病院

指定基準は米国の病院のAccreditationの精神

をドック実施病院に指定した。

に範り病院の施設機能を高めることを考慮する

ドックの認定のためには，人間ドック運営委

こととし，３月14日の委員会において起草者吉

員がその衡に当っていたが，全国各地の希望に

田幸雄，岩佐潔（病院管理研修所),小野田敏郎

応えるために短期人間ドック地方認定委員を設

の３委員の案を検討し決定された。このとき，

けることとし，７月30日，北陸・多賀一郎氏，

東京警察病院と済生会中央病院は聖路加国際病

桜井盛二氏，中国・武藤多作氏，棟久一夫氏，

院とともに200例を得て分析検討の結果，全面

近畿・松永周三郎氏，清水源一郎氏，四国・玉

的実施の基を固めた。

置'倍三氏，大場英雄氏，九州・田代英太郎氏，

４月１日，健康保険組合連合会会長安田彦四

郎氏と日本病院協会長橋本寛敏氏の間に契約書
が交わされた。

その内容は，①ドックの期間は２日とし，総

合機能検査項目の基準は別紙のものとする，②
実施希望組合の名称・所在地と，人間ドック実

東陽一氏，赤星一郎氏を委嘱した。

７月18日，聖路加国際病院にすでに実施して

いる病院関係者約20名が集まり短期人間ドック
研究会を行った。
これがのちの人間ドック学会に発展する母体
となるのである。

施病院の名称・所在地・ドック病床数を互いに

８月22日23日の両日短期人間ドック実施病院

通知する，病院は甲表採用の病院とする，③費

講習会および実績発表会を聖路加国際病院にお

用は１人当り9,500円とする，④人間ドック運

いて開催した。

営のための委員会を設ける，というもので，内

９月28日，東京に３病院，北海道１病院，青
５３
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森１病院，三重１病院，岐阜２病院，大阪１病

たら，これによって甲表を放棄するものが

院，中国３病院，四国３病院，九州２病院が指

多数となり，現在の乙表病院で甲表にかわ

定され，１０月７日さらに新潟に４病院，富山２

ろうと努力しつつあるものも，その大部分

病院，その他９病院が，１０月31日７病院，１１月

が落伍してしまうことは必至であります。

25日６病院，１２月９日４病院が人間ドックの指

以上の事`盾を御賢察のうえ，当分の間４

：４：２の比率を据置くとともに看護婦養

定を受けた。
１２月26日東北地方認定委員に一見趣夫氏が委

成施設の増強に力を尽くし早急に看護婦補
充の措置を講じられますことが，わが国病

嘱された。

看護基準の変更

前年10月１日新点数の実施

院医療の向上のため必須の要件と考えられ

に当り，厚生省保険局は甲

ますので，この段陳'盾に及びます。

表採用病院の看護基準について３：５：２の緩
和を指示した。

翌年昭和35年２月11日，厚生省は本陳'肩どお
り４：４：２の比率を公示した。

昭和35年３月この緩和が除かれれば５：３：

２の比率に復帰するおそれがあり，１１月４日，

中医協病院代昭和34年１月12日，橋本龍伍
表委員の推薦氏に代って坂田道太氏が厚生

日本病院協会はつぎの陳情を渡辺良夫厚生大臣

大臣に就任した。その後中医協委員推薦の問題

に行った。

に関して参議院社会労働委員会の自民党議員が
陳‘盾書

基準看護４：４：２の比率を当分の間据
置きとされたい。
理由

これを採り上げ，７団体代表の意向を打診して

斡旋の労をとった。その大勢は甲表の代表とし
て日病推薦を認むくきであるとした。
坂田厚生大臣は６月２日太宰保険局長を通じ

病院看護確立の上からは基準看護５：３

日本病院協会長橋本寛敏氏あてに日本病院協会

：２の比率は，日本病院協会の賛意を表す

より中医協委員１名を推薦する依頼をした。橋

るところでありますが現状においては全国

本会長は６月３日常務理事の富山県立中央病院

諸病院において４：４：２に対してすら看

長多賀一郎氏を委員に推薦した。

護婦の補充に困難しつつあることは，本協

６月６日厚生大臣は多賀常務理事ほか６名の

会が行った実態調査によって明らかであり

新委員を任命した。委員の半数12名の任期の切

ます。

れたのはすでに前年６月15日のことであった。

したがって各地における病院で甲表を採
用しようとするとき最大の難点となるのは

看護基準の問題であって，これがために甲

日本医師会はこれを不服として委員の推薦を行
わなかった。

６月11日中医協は１年半ぶりに開催された。

表を採用し得ないでいる病院の実例は多数

中立委員の児玉政介氏が会長に選ばれ，坂田厚

あります。

生大臣は医師の利益を代表する委員の任命につ

しかるに現在４：４：２の比率が来年３

いて関係団体の了解が得られず，やむを得ず今

月さらに５：３：２に切り替えられるとし

日の状態になった，当面の問題として結核治療

５４
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指針について諮問いたしたい旨挨拶があった。
坂田厚生大臣は文部大臣に転じ，６月18日渡

辺良夫氏が厚生大臣に就任した。

11月４日まで前後７回厚生省第１記者クラブに

おいて行われた。医事関係報道機関に対しては

厚生省第２記者クラブにおいて年間８回，病院

国際病院連盟会議第''回国際病院連盟会議

会館において２回，会見が行われた。

は昭和34年６月１日より

日本病院協会々報

英国のエディンバラにおいて行われた。

「病院綜合通信」は昭和
３０年３月15日以来日本病

この会議には中島克三氏（関東中央病院副院

院協会，日本医療法人協会，日本精神病院協会

長)，大鈴弘文氏(東京警察病院内科医長)，酒井

の連合機関紙として発刊されてきた。昭和32年

威氏（明石病院長)，森方寿夫氏（九電病院長）

３月15日発行通巻第29号より日本病院協会々報

が出席した。

の副題をつけて発行をつづけてきたが，昭和３４

広報日本病院協会の意見とはたらきにつ

年８月以後これを「日本病院協会々報」と改題

いての報道機関への広報は，前年にひきつづき

し，いままでの無表紙８～10頁の形のものを，

昭和34年も平賀稔参与により頻回に行われた。

表紙，裏表紙をつけ記事内容も豊富にして，広

日刊新聞に対しては，昭和34年４月３日以降

報の効果を高からしめるものとした。

昭和３５年
日本病院学会が第10回を迎え，このとき日本
病院協会は創立十年を祝った。健保連との提
携による妊婦ドックが試験的に開始され，乳

幼児保健指導も始められた。日本医師会のボ
イコットにより中医協が開催されない。要望

をつづけてきた医療金融公庫の新設が認めら

れた。前年蟇に始まった病院争議は他の病院
に広がった。橋本会長らがＩＨＦのStudy
Tourに参加した。

常務理事会

昭和35年１月12日常務理事会は

２．第４火曜日に定例に開かれ，臨時の会を合

病院会館で開かれ，医療経済調

して年間26回開催せられた。

火建築について，差額徴収，基準看護，第２薬

理事会，代議昭和35年１月30日理事会が東
員会，総会条会館において開かれ，昭和

局，臨床予防医学活動，病院会館建設等につい

34年度の事業中間報告のほか，医療費，病院不

ての協議が行われた。

燃化，緑化等について審議された。

査について，医療金融公庫について，病院の耐

常務理事会は橋本会長が議長となり，毎月第

昭和35年の年頭に当り，橋本会長はつぎのよ
５５
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うに挨拶をした。

昨年は日本産業の著しい発展興隆によって
生産が増加しことに鉱工業生産は２７％増加

これを解決するにはまず病院経済の現況を
明らかにつかまなければならないのでござい
ます。

し，国民所得は前年に比して14.6％増加した

また医療制度の上にも旧態依然として時代

といわれております。しかるに医業はそれと

の変遷に伴わないものがあればそれを改革し

は不釣合いの萎縮状態にあるのは嘆かわしい

なければならないのであります。すなわち健

ことだと思います。国民の健康なくしては生

康保険法，医療法にも改めなければならない

産力の上昇はないのであります。このままに

点が少なくないと思うのであります。

放置すればやがては生産活力も衰えることは
当然であります。
なぜにこのような不釣合が生じたか，これ

は全国に普及する健康保険制度が，適正を欠

これについて病院協会は特に委員会を設け
て研究する。そしてこれを政治問題として取

り扱って活動するに際しては次のような方策
で行きたいと思うのであります。

くことに由来することは明らかなことである

第１，法治国にある者として常に法律の規

と思うのでございます。保険医療は規格制限

定したる場において論議し，法を無視した政

医療でありますが，その制限が不適当である

治的闇取引きはしないことであります。ま

のに医療保険と称して無制限に普及しておる

た，関係団体から孤立独走をしないで常に他

医療統制の結果になっていることに由来する

の団体，政府当局者と隔意なく談合し，志を

と思うのであります。その欠点をすべて医療

同じうする団体とは手をつないで，共同の陣

担当者にかぶせているところに医療の衰退が

を張る。同業者といえども，不合理時代逆行

あります。

の方針を頑固に固持する団体とは無意味に原

この好景気の機会に，是正すべき点は是正
すべきであると思います。

則を無視して妥協することはできない。

第２，病院医療の特色を尊重し合理化によ

日本の医療を萎縮せしめ，将来の進歩を阻

る改善向上発達を期するのであって一時凌ぎ

害するのを防ぐには差額徴収を公然と認める

にこの原則に反する方策に廿んずることはし

ことも打開の道として忘れてはならない。貧

ない。

困者に健康生活の最低限度を保障するための

第３，保険医療を合理化医療とすることに

制度が，経済的余裕ある人の高級医療を求め

は努力するが，これのみが唯一の医療となっ

る自由を束縛することがあってはいけないと

て国の医療を統制する結果となり，日本の医

思うのであります。差額徴収を求めることは

療の合理的発達を阻害することを警戒し，病

保険医療の向上を阻害するという説もござい

院医療の自由を保持する道を開く。

ますが，国費を多額に投入しない保険医療

病院経済についての改善を図ると同時に病

は，何年待つとも誰もが満足する基準に達す

院業務内容の合理化改善についても病院協会

ることはできない。いつまでも三等鈍行列車

は常に努力しなければならない。そのために

の域を脱し得ないことは明らかであります。

現在取り上げている問題は病院機能のうち，

５６
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最も重要である診療業務の管理を合理化する

病院経済委員会

ことと，診療対象選抜の範囲を拡大して診療

前年来，健康保険対策委員会（委員長神崎副

の効果をあげることであります。前者は診療

会長）として活躍していた委員会は，昭和35年

管理部会で病院の診療幹部の研究を促すこと

１月30日の定期理事会において改められ病院経

であり，後者は人間ドックと乳幼児健診を病

済委員会（委員長神崎副会長）としていままで

院業務のうちに取り上げる運動であります。

の業務を引き継ぐこととなった。

病院が重症瀕死の患者を主として取り扱って

最後の委員会は１月29日開かれて，診療報酬

ばかりおれば治療効果をあげることは到底望

点数中改訂すべきもの，地域差撤廃と寒冷地加

み得ないのであります。病院の特色である科

算,差額徴収,医業経済調査について協議した。

学的な診療によって勝を得るためには「うけ

新しい病院経済委員会はその第１回が４月２５

て起つ」ことにのみ終始しないで，早期発

日に開かれ健保対策とともに医療制度に関する

見，早期治療へと一歩前進しなければなりま

事項をも議した。つづいて５日12日，７月１２

せん。

日，８月５日，１１月26日と開催された。のちに

５月26日より28日の第10回日本病院学会より

述べる医療制度に関するアンケート調査はこの

遅れて６月30日，東条会館において理事会，代

委員会により行われた。

議員会，総会が開かれ，昭和34年度事業報告と

病院制度委員会

同年度決算が承認され，昭和35年度事業計画と

かねて看護制度委員会（委員長塩沢總一常務

予算とが議決された。

理事）として看護制度について検討を重ねてき

このほか，７月12日東条会館において特定病

たこの委員会は，昭和35年１月30日の定期理事

院団体長会議を開き，医療制度改革，経済実態

会で改められて病院制度委員会（委員長塩沢常

調査，労務対策について審議した。また12月８

務理事）に吸収されることとなった。

日，山の上ホテルにおいて地方病院協会長，特

看護制度委員会は１月28日，進学コースに関

定病院団体長会議を開き，医療費問題について

する事項，基準看護の人員構成について検討し

協議した。

てその幕を閉じ，新たな病院制度委員会は６月

委員会昭和35年の委員会はつぎのとおりで
あった。

臨床予防医学委員会
広報委員会

健康保険対策委員会は１月病院経済委員会と
なる。

看護制度委員会は１月病院制度委員会に編入
される。

十年記念式典準備委員会
病院緑化推進委員会

８日開催され，ひきつづき看護制度について検
討した。つづいて７月12日，１０月26日と開かれ

医療制度，看護制度について検討を行った。
広報委員会は毎月委員会を開いて日本病院協

会々報の編集に当るとともに，別項に述べる広
報のはたらきを行った。

臨床予防医学委員会，病院緑化促進委員会は
別項に述べる活動を行った。

診療管理部会昭和33年に創設された診療管
理部会は，昭和35年の第１回
５７
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部会を聖路加国際病院において開催，主題は

科大学病院管理学教室，さらに病院建築の学

「地域における病院間の協力Regionalization」

をすすめられた東京大学吉武建築学教室に深

とした。診療管理部会は前年と同様月１回の開

甚なる敬意を表する。そして第１回以降本学

催とし，病院見学を１時間行ったのち２時間の

会に至るまで真蟄な研究結果を発表せられた

協議に入ることを'恒例とした。

全国病院の同学の諸氏を称えたいと思う。

第'0回日本第'0回日本病院学会は，日本病
病院学会院協会創立十年記念式典と並行

由来学会の姿には，一般演題を主軸として

淡々とすすめてゆくヨーロッパ流の学会と，

して開催されることとなり，前年の学会長に指

シンポジウムやパネルディスカッションを加

名された塩沢總一氏は，その第９回学会長を中

えてさかんに討論をする米国流のそれとがあ

山栄之進氏に譲り，今回改めて学会長をつとめ

る。第10回本学会は後者に近い様式をとり，

ることとなっていた。

多数の同学にシンポジウムの参加を委嘱いた

第10回学会は，従来２日間の学会期間をはじ

し，講演目録にみられるごとき壮観をみるに

めて３日間とした。学会は昭和35年５月26日よ

至ったことは諸兄姉とともによろこびにたえ

り28日にわたり，東京社会事業会館ホールにお

ない。この骨組に肉をつけるのは，活発な追

いて開催された。

加討論である。みなさまのご発言を望んでや

この学会は日本病院協会とともに第10回を迎

える記念すべき学会であり，塩沢總_学会長は
開会に当りつぎのように述べている。

まない。

この機会に，学会の将来について付言した
い。

「10年という年月は，日本のながい歴史の

病院管理の学は，診療管理，看護管理，事

なかではきわめて短い期間にしかあたらない

務管理に三大別せられる。そのおのおのはい

が，日本の医療の歴史のなかでこの10年はき

ずれのひとつをもゆるがせにすることはでき

わめて意味のふかい年月であった。医療の中

ない。本学会における発表もまた，そのひと

心をなす病院についての学問がおこり，その

つをも欠くことはできない。その部門部門の

学が,この学会を通じてこのように発展し，日

研究発表が，それぞれの部門においてなされ

本の病院が真の意味における病院としての姿

ているにしても，これらのものは単独に，あ

を具現してきたからである。私はこの記念す

るいは総合された形において本学会にもちこ

べき第10回の日本病院学会会長におされ，諸

まれるべきである。そして，病院全般の広い

兄姉とともども一堂に会して，病院の学をお

視野のもとに多数の同学によって討議せられ

さめることに光栄とよろこびを感ずる。

ることを希望する。

まず私はわが国に病院の学を興し，この学

病院管理の学はまた観念の学ではない。実

をさかんならしめた病院管理研修所の方々に

証的な根拠，統計的な根拠に基づく諸研究が

ふかく感謝するとともに，この学を大学の中

集大成せられてなされる科学である。学問に

に移し植えてますます研蹟にいそしまれる東

はもちろん国境はないが，病院が存在する個

北大学島内教室，日本大学永沢教室，神戸医

々の場所には社会的，経済的な特殊性があり

５８
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国境があり得る。病院学の日本についての各

橘敏也副医長，仲田良夫健保連部長，富岡陽子

論は，１０回にわたる本学会の発表成績その他

聖路加婦長，病院協会小野田敏郎参与がそれぞ

によって，すでにその基礎工事は終わったも

れの講義を担当した。

のとみてよいであろう。このうえにうちたて

るべきもののために，これらの基礎の集積を
いそぎたいものである。

最後に病院の学は，病院管理を越えて，医

昭和35年末における指定病院数133病院，さ
らに申請中のものが12病院であった。

妊婦ドック妊婦の検診がすでに一般の病院
において行われているが，これ

療の制度のなかにおける病院の姿と，病院の

を成人予防医学の一環としてこの－部あるいは

任務とを見いだすべきものではないかと考え

全部を保険の給付に組み入れたいという希望

る。本学会はこれらの問題の一部について手

が，健保連氷野近参与を通じて日本病院協会に

を染めたのであるが，将来ますますこの方面

申し入れがあり，これをどのような機構により

の研究が必要となるであろう。

実施するかという協議が始まったのは，昭和３５

第10回日本病院学会総会に当り，過ぎし苦

年２月６日のことであった。

難の道と将来の栄光とを思い，ここに参会の

病院における妊婦検診指導については聖路加

諸兄姉ならびに全国の同学とともども，現在

国際病院においては公衆衛生看護部を主体とし

ここにあろを寿ぎたいと思う｡」

てさかんに行われていたので，聖路加国際病院

日本病院協会と健保連合会

村国茂産婦人科部長，公衆衛生看護部松下和子

との契約による短期人間ド

婦長が指導要領案をつくり,昭和35年２月10日，

ックは，前年５月，東京，大阪，京都の３都市

18日と同病院において臨床予防医学委員と協議

において開始されて以来，その後全国的に拡大

を行った。２月６日第１案が，２月18日に第２

されて，昭和35年５月，日本病院協会の指定を

案が作定。その案は，①早期総合検診には内科

受けた病院は99病院に達した。また，短期人間

がこれに協力し，中期は産科がこれを担当し，

ドック実施に加盟する健康保険組合も全国的に

後期には内科検診を行うこと，②さらに分娩１

短期人間ドック

拡がり，247組合に達した。

か月後の検診を行う，というものである。

短期人間ドックの第２回研究会は８月14日全

３月12日，武蔵野赤十字病院塩見勉三，東京

国町村会館において開催された。このときドッ

警察病院竹内正七，関東中央病院坂元正一，済

ク実施病院120病院，実施組合数380組合に及ん

生会中央病院正木駿一の４産婦人科部長が参集

だ。研究会の参加会員は100名に達した。研究

して，試験的実施と妊婦の教育テキストの作製

会の発表は16題であった。

について協議し，４月16日聖路加国際病院に集

研究会に先立つ８月１３日，短期人間ドック講
習会が聖路加国際病院において開催され全国よ

合して，試験的実施は聖路加国際病院を含む５
病院が行うことを決定した。

り多数の院長と内科医長が参加した。橋本会長

５月７日，聖路加国際病院において，健保連

が「臨床予防医学活動と病院機能の運営」につ

仲田良夫業務部長,水野参与が加わり,妊婦検診

いて述べ平賀稔院長補佐,日野原重明内科医長，

指導事業試験実施要綱を定めてその開始を昭和
５９
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35年７月，その期間は１か年とし，費用は前期

において，東京８病院，横浜３病院，名古屋１

第１回1,000円，以下各回100円，後期(最終回）

病院，大阪１病院，神戸１病院の６大都市病院

260円とし，テキストの作成は塩見部長とし，

の小児科医長が参集して，さきに送付した病院

村国部長が担当した指導要領も検討した。

における「乳幼児保健指導実施の要領案」につ

６月16日，健保連会館において以上の委員の

いて協議した。さらに３月29日都道府県会館に

ほかに，内科医として聖路加国際病院日野原重

おいて，さらに５月４日羽沢ガーデンにおいて

明，橘敏也，武蔵野赤十字病院荒木威，済生会

臨床予防委員は健保連とともに事業実施要項な

中央病院堀内光，東京警察病院小野田敏郎の諸

らびに実施病院規定内規，病院における乳幼児

内科部長が加わり，試験実施に関する検討事項

保健指導の要領を最終的に決定した。

このときすでに乳幼児指導の実施を希望する

の協議を行った。

このようにして，１か年の期間をもって上に

組合は東京24組合，横浜１，名古屋１，京都

述べた５病院において妊婦保健指導等の試験実

１，大阪３，神戸２汁合計34組合，この前年度

施が７月中旬より開始された。

出産件数8,720件であると発表された。

乳幼児保健指導昭和34年現在進歩的な病院

以上に基づいて乳幼児保健指導を実施する病

のいくつかは乳幼児の健診

院の認定が開始され，昭和35年６月18日，聖路

を行い，疾病の予防と健康の増進，健全な発育

加国際病院に実施病院の小児科部長，医長が参

に資していたが，さらにこの事業を推しすすめ

集し，打合わせを行った。東京10病院，大阪４

たいという健康保険組合連合会の希望が，人間

病院，愛知４病院，神奈川３病院，京都・兵庫

ドックの場合と同様，健保連参与氷野近博士よ

各１病院，合計23病院であった。この実施組合

り日本病院協会に伝えられた。

は，大阪２組合，福岡１組合が増加している。

乳幼児保健指導については，すでに発足して

このような経過を経て，日本病院協会と健保

いた臨床予防医学委員会とは別途に，昭和34年

連との契約による乳幼児保健指導は昭和35年７

９月17日小野田参与が山本高治郎聖路加国際病

月より開始された。

院小児科医長，丹羽直久武蔵野赤十字病院小児

この実施に当り，わが国で乳幼児保健指導に

科医長とはかりその実施方について検討し，さ

対して指導料を徴していた病院は聖路加国際病

らに健保連水野参加も加わって，１２月26日，乳

院がただ１つであった。ある病院はいままで無

幼児保健指導事業実施要項案を作製した。その

料で行っていたものをいかにするかと質問をし

内容は①生後１年以内の乳児を対象とする，②

た。日本病院協会は技術に対してこそ対価を支

指定病院において行う，③指導は生後２月，４

払うべきであるということを実践した重要なひ

月，７月，１２月の４回を標準とする。④１回の

とつの事業であった。

費用は３００円とする，⑤開始の目途を昭和35年
６月とするというものであった。

昭和35年２月18日，この案は臨床予防医学委
員会において取上げ，３月５日聖路加国際病院
６０

なお７月10日には東京の日刊紙８紙にＮＨＫ

を加えて，いっせいに日本病院協会と健保連が
手を携えて乳幼児の保健指導を組織的に実施す
ることを伝えた。
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日本病院協会創日本病院協会は創立十年を
立十年記念式典祝うための式典準備委員会
を前年９月に設立し,その準備をいそいできた。
その表彰要綱は選考基準として，①日病役職

久保園善次郎

黒崎伊一郎

向畑十四郎

小松好郎

小山武夫

小山正直

坂井兼清

坂本’疸雄

佐川誠一

桜井盛二

佐々木盛

佐藤元一郎

椎名泰三

塩沢總一

篠田甚吉

員，特定病院団体役職員および地方病院協会役

柴田秀夫

清水政視

荘寛

員で創立以来勤続した者，②日病に対し功労の

関忠英

高橋哲郎

高橋昇

あった者，③病院学会で特に優秀な発表を行っ

高橋与市

多賀一郎

竹内栄次郎

た者，④日病設立に功労のあった者，⑤事業に
対する有益な発見，考案をした者，その研究を

している者，あるいは重要事項を献策報告した
者とし，各団体，学会に該当者名，表彰事由を
４月15日までに報告するよう求めた。

式典は第10回日本病院学会会期の第２日昭和

35年５月27日午後３時より東京・日本工業倶楽
部２階大講堂において開催された。
厚生大臣渡辺良夫代理内藤隆政務次官，参議

竹内信蔵

田沢鎮二

田代英大郎

棚橋三郎

玉置'浩三

永瀬巌雄

成田敬大郎

野沢武雄

古玉太郎

本間五郎

松井正作

松浦秀明

間島良二

三友義雄

三宅博

武藤多作

山田鉄三郎

谷口喬

藤掛敏

また感謝状を受けた者および施設はつぎのと
おりである。

東京大学工学部吉武建築学教室

院議員堀木謙二，同谷口弥三郎，同勝俣稔，厚

東北大学医学部島内病院管理学教室

生省安田厳事務次官，日経連前田一専務理事な

病院管理研修所

ど関係各界代表の諸氏ならびに会員３００余名が

大渡順二

出席，武蔵野音楽大学コーラスグループの混声

原素行

合唱により幕が開かれた。

守屋博

まず副会長荘寛氏が開会の辞として，日本病

吉田幸雄

院協会設立の経緯と記念事業とについて述べ

祝辞は厚生大臣（内藤政務次官代読)，東京

た。ついで会長橋本寛敏氏は日本病院協会10年

都知事（小林衛生局長代読)，健保連合会安田

の歴史と歴史観とを述べ，将来への進むべき道

彦四郎会長，東京病院協会小山武夫理事長より

を表明した。

述べられた。

ついで先に表彰規定により選考された日本病

答辞および閉会の辞が終わって式典は終了

院協会に対する貢献の多い諸氏に表彰状または

し，祝賀パーティーは午後４時半より警視庁音

感謝状が贈呈された。

楽隊の演奏のなか６時まで行われた。

表彰を受けた氏はつぎのとおりである。
青木亮賞赤岩八郎赤星一郎
秋山勝東陽一天児民和

天野寿一見赴夫伊藤実

宇野鬼一郎大岡義秋大田武
大羽鹿次郎尾口平吉神崎三益

日本病院協会橋本寛敏会長は創立十年記念
１０年の史観式においてつぎの式辞を述べ
たが，これはまたすなわち日本病院協会10年の
史観である。

「わが病院協会が発足してから早や10年，過
６Ｚ
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ぎ越した道を顧みて，これから進むべき道を見

られ，全国病院数は昭和25年に比べて50％増，

定める機会である。協会発足の頃は日本はまだ

病床数は86％増を示した。これは主として公共

終戦後窮乏混乱の状態にあり，占領軍の軍政下

的性格の病院であって，私立自営の病院は依然

に苦しんでいた時代であった。

として増加拡充されないので，その全国病院に

しかるに昭和23年発布される医療法の規定す

対する比率は病院協会発足当時の昭和25年に比

る病院基準は高く，これら多数の私立病院がこ

べて著しく下がり病院数では47.7％，病床数は

れに則って復興することは困難であった。これ

わずかに22％となった。自然，病院協会会員構

に対してレジスタンスを試みようとする病院経

成も変化し，日赤，都道府県立，市町村公立，

営者が期せずして集団をなした。これが病院協

国立その他10団体として加入する会員が増加

会発足の動機でなかったろうか。

し，これが病院協会の縦の支柱として重きをな

しかるに病院協会のその後の歩みに著しい影

すことになった。

響を及ぼし，病院協会の性格を変化させたもの

したがって病院協会の意向もまた変化し，国

は，自らが企てた病院学会である。これを企て

民医療の根幹とする病院医療を合理化によって

た動機は単に新しい医師会の形成にならったの

改善向上せしめ，病院存在の意義を明らかにす

か，それとも真に，病院経営の学理を探究し

るために努力することを協会活動の基調とする

て，復興の助けとする意志があったのか,明ら

ようになった。

かでないが，会員にはこの方面の識見を有っ者

昭和31年夏大阪大学に開かれた学会に際して

がないから，病院管理研修所の援助を得た。と

病院協会総会で役員が改選され，その秋米国病

ころが研修所とそれに関係ある人々はすべて新

院協会の理事長を迎えて日米の交流を図るに及

医療法実施効果を促進するのを目標として病院

んで，病院協会の歩みもまた発足当時とは全く

の組織運営の合理化に徹している。したがって

別の方向に進むようになった。

学会の説くところは皆高い水準を目指すもの

さらに昭和32年協会会長はジェネバの国際連

で，基準の引下げを試みる人びとの意向とは油

合保健会議に参加し，また世界病院連盟の大会

と水である。そして学会は協会の動きに囚われ

には協会正副会長が出席して，世界の諸国の識

ないでグングン前進を続けた。

者と親しく接触し意見を交換する機会を得た結

学会に新しい興味をもち積極的に動いたのは

果として，日本の東洋における地位についての

主として公共的性格を有つ，基礎の比較的堅い

意識を新たにし，国民の健康福祉を支持する病

大型病院の院長と職員であったが，診療施設機

院医療を改善強化する責任の重大なるを再認識

能の中央化，看護，給食，寝具その他入院患者

し，それが病院協会の活動にも反映した。

取扱の合理化による能率向上を唱道し，また着
女実現した。

また病院は重症`患者の診療ばかりでなく，一

見健康者と見える者を取扱い，潜在病変の発見

かくして５年を過ごすうち，占領政策を離れ

による早期治療によって発病防止を積極的に行

た日本自力の復興が目覚し<発展し，景気は上

うべきこと，さらに健康者に対する保健指導を

昇するに伴って，新しい公共的病院が続々建て

も教育的に行うことの重要性が強調せられる世

6２
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界の大勢にあることを知った。人間ドックは昭

れは日本病院協会10年の歴史のひとこまを語る

和29年以来わが国に発達しつつあったが，これ

ものである。

は全くその理念と合致するものであるから，病

「近頃また，新聞記事を賑わしているのに日

院協会はこれを一般社会に普及する方策を昭和

本医師会と厚生省との関係がある。私が就任し

33年より取り上げることになった。また乳児と

た時分にはもっと両者の関係が悪かったと思

妊婦の保健指導も病院の組織を活用して，新し

う。その一つに診療報酬問題があった。当時診

い協力作業の型式をとって実施する運びとなっ

療報酬が６年間も据置となっていたことは私を

た。この企てについては健保連の理解ある協力

驚かせた。その間に医術の進歩は実に日進月歩

が実現を可能ならしめた。

といっていいほどであったし，医薬品にも同様

「医療の社会化」によって良き医療を普及せ

の進歩があったことは素人の私にも明らかであ

しめることおよび国が「医療保障」の政策をと

るし，一時騒がれた政府管掌の健保も黒字にな

ることについて真剣であることも世界の大勢で

っていたし，もちろん健保組合は黒字のため従

ある。わが国は医療保障の手段として健康保険

業員の福祉施設に格段の改善がみられた。この

制度を採用している現状に鑑み，これを正しく

間にあって診療報酬の問題が等閑にふされて公

発達せしめることが国民健康福祉を増進せしめ

私の診療機関が財政難から荒廃せざるを得ない

るもので，これに対して病院協会は積極的に協

ということは何としても解し難い問題であった

力すべしとする意識を新たにした。これが昭和

が，それが厚生省と日本医師会との対立の結果

33年実現された健康保険支払方式の改正に当っ

と聞いてますます驚きを増した。結局国民の幸

て協会が単なる増額でなく合理化の原則を堅持

福のための施設，政策がかえって不幸を招く結

した理由である。病院が科学的適正なる診療を

果を来しているのは，何としても政治家として

行うに適する支払方式の原則が打ち出されるこ

放置するのを許さない，あえて火中の栗を拾お

とを望んだのである。ただし医療保険の制度が

うと思ったのであった。当時一つの難関は政府

国民医療を統制して医学の進歩に伴う病院医療

にもあった。それは朝鮮事変で神武以来の景気

の発達を阻害する危険にあることについてはき

は反動で岩戸以来の不景気と変って経済の建直

わめて鋭敏であって警戒を怠らない。

しをしなければならないため，物価の抑制とい

病院協会はまだ若年ではあるが，自己中心の

うことが最大の課題であり，新聞も電気料金も

同業組合の姿から国民の健康福祉の増進を第一

その他あらゆる物価を抑制している最中であっ

目標とする病院管理者の集団として育ってきた

た。

のであるが，さらにわが国の病院医療をして存

しかし私としては，経済の見透しは，すでに

在の意義あらしめるために健闘せねばならな

希望をもてる状況であったのと，本来，診療報

い。行く手の道は険しい，勇気を鼓して前進し

酬の問題はときどき手直しすべきものと考えた

ようではないか｡」

ので，あえて手をつけたのであったが，ここで

参議院議員，元厚生大臣堀木謙二氏が同式典

ぜひ考えてもらいたいことは，６年の期間中に

において祝辞を述べ，のちに一文を寄せた。こ

２，３回の改善を加えていたならもっとよいも
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のができたであろうということである。いたず

と一息ついた。

らに空論をたたかわして空しく６年を過すより，

一息つくと病院原価計算，入院サービスの基

客観的，科学的検討の上に立って改善進歩を重

準化，病院事務管理の研究と少ない人手で厚生

ねていたならば，どんなに医術の進歩に貢献し

省，病院管理研究所の援助のもとに勉強を始め

国民の幸福を守ることができたであろう｡もう

た。勉強の結果を実地に応用しようとしている

私が厚生省を去ってから２年近くになる。この

うちに始まったのが例の甲表乙表，医療協議会

頃またまたこの問題で医師会との対立が伝えら

委員の推薦問題など，まるで戦場の騒ぎ,しか

れるのは誠に遣'朧である。ともかくむつかしい

し上條会長亡き後を受け継がれた十分バックボ

診療報酬の問題を幾多の迂余曲折を経て一応当

ーンの通っている橋本会長統率のもとに，全幹

時解決できたのは日本病院協会が勇気を以て建

部の完壁のチームワークはご承知のような成果

設的に合理的公正妥当な意見を主張されたから

を挙げた。

である。

医療の主力が個人医療から病院医療，組織医

私はこの意味において日本病院協会に常に感

療へと移行するのは世界の大勢,したがって医

謝するとともにその存在の意義を忘れることは

界の発言権が組織医療の代表者すなわち病院代

できない｡」

表にも与えられるのは理の当然なのだが,世の

さらに神崎三益副会長は'0年を振り返りつぎ
のように述べている。

「私が病院協会に関係をもちはじめたのは昭
和27年頃だと思う。

顧みると足かけ９年，まあ当初から関係した
１人と言っていいだろう。

いろいろ記,億をたどってみると，上條会長の

動きが直ちに理論通りにはいかないのが世のな
らわしであり，ここ数年はまたその波風で一苦
労，しかし道理がひっこむわけもあるまいから
しばらくでこの波風も静まろう。

その波風の間に健保連の理解のもとに，人間

ドック以下の予防的活動が健保の中に取り入れ

られてきたことは，、医療は予防`からを観念で

ゆうゆうたる風貌，せきこんで熱のこもった話

なく，現実で示した真に特筆すべき点である。

しぶりの熊谷副会長，ともに忘れられない人

今後病院協会のなすべき任務は山ほどある。

だ。ご健在で今回の記念式典席上で表彰を受け

会員一同の協力によって国家，国民,否人類か

られる姿を見たかったと思うのは私１人ではな

ら感謝される業績を残したい。これが協会設立

かろう。

10年に当っての強い念願である｡」

２８年頃といえば，いまに劣らず低単価で苦ん

だ時であった。特に入院料が低いので病院関係

医療費問題中医協の休業つづく

前年６月坂田厚生大臣により日

者の難渋はひとしおであった。しかし単価は２６

本病院協会推薦の中医協委員委嘱以来，日本医

年の暫定単価以来上がる気配はなく,これでは

師会は委員の推薦を拒否したままである。健保

病院はつぶれてしまうと会長を先頭に国会，厚

連等７団体は速やかにこの欠員を補充して中医

生省と走り回ってようやく入院料の改定，完全

協を開催し懸案の解決を行うよう要望している

看護以下のいわゆる完全ものを取りつけてlまつ

が，橋本会長は１月23日厚生大臣と会見し甲表
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乙表一本化，国民皆保険を前にした点数改訂，

り診療報酬の適正な引上げを考慮してい

甲地乙地の地域差撤廃等の山積した諸問題を解

ただきたい。

決するために速やかに中医協を開催するよう要

3．

望をした。

わが国医療機関の経営実態を明らかに
し医業の進展に資するため，医業経済実

重ねて２月19日厚生大臣に対し，甲表中改正

態調査を早急に実施していただきたい。

すべき諸点，地域差撤廃，差額徴収の必要性に

昭和35年８月29日

ついて要望を行った。これに対し厚生大臣より

改正諸点は機会あらば善処する，地域差撤廃に

解！説
1．

医療制度改革の重点

は努力する，差額徴収は'慎重に検討したい旨の

1)予防医学を重視されたい。

回答があった。

2)国民皆保険においてまず老うべきは診療

昭和35年４月12日，衆議院社会労働委員会に

機関の適正配置と各種診療機関の特長を生

おいて，中医協についての質問に対して坂田厚

かした有機的相互連絡，連繋。

生大臣に替わった渡辺厚生大臣は，「中医協委

3)皆保険という国の仕事を行うにもかかわ

員の診療担当代表は将来は日本医師会一本にし

らず，現在わが国の大半の診療機関は自己

たい」と答弁し，保険関係代表はいっせいにい

資本を持って建設を行っている。この建設

ろをなした。

費の大部分は診療収入によって賄われてい

昭和35年６月30日東条会館において定期理事

る。

会，代議員会および総会が開かれ，この総会に

これはとりもなおさず民有国営，かつ病

おいて，甲地乙地地域差の撤廃，医療費改善合

人に診療機関を建設せしめている姿にほか

理化のために速やかに中医協を開催されたい旨

ならない。速やかに公有民営の姿に改める

の要望を議決し，さらにカナマイシン使用促進

べきである。

の要望とともにこれを厚生大臣に陳'盾した。

4)国家はその生涯を国の皆保険に捧げた保

病院経済について厚生大臣へ要望

険医の老後に配慮しなければならない。保

７月19日，中山マサ氏が厚生大臣に就任し，

険医の養老年金,功労年金を考慮されたい。

日本病院協会の病院経済の改善について神崎副

5)医療は自由が原則である。しかし予算を

会長は８月29日中山厚生大臣に会見してつぎの

もって運営する保険診療がある程度規格診

要望書を提出した。

療に陥ることもまたやむを得ない。

この両者間のギャップの調整には十分意

要望書

を用いるべきで，‘患者の納得のもとに差額

過般来機会あるごとに要望してまいりま

徴収もやむを得ないのではないか。

した事柄を重ねて具申いたします。

一方保険は差額徴収をなくするよう努力

１．わが国の医療制度を速やかに合理的に

を続けるべきである。

改善整備して，国民医療保障の完壁を期
していただきたい。

２．緊急に合理的な医療費体系の確立を計

2．

診療報酬の引上げ
診療報酬の引上げと同時に，請求事務の簡
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素化には格段の配意が肝要である。漸次件数

については，現在の諸指針や基準の改正を

概算払いの方向に進むほか途がないのではな

行うことによって要望の趣旨は充たされる

いか。

ことと考えておりますが，健康保険の性質

３医業経済実態調査

われわれ診療担当者は多年保険の低診療報

酬下に抑圧されてわが国医療の危機到来を痛

上，拠るべき基準を全廃することはできが
たいということも了知していただきたいと

思います。

なお責会より答申建議のありました各種

感している。

しかしながら医療報酬の適正化にはまず支
払の側の国民の納得を得なければならない。
故に速やかに医業経済の実態を調査して国
民に周知せしめるべきである。

の治療指針案使用基準案やその他の諸問題
がありますが，いずれも今後処理してまい
る所存であります。

これらの諸問題は，中央医療協議会にお

また将来全国に亘って，ある数の医療原価

いて，その方法や限度について慎重に審議

調査診療機関を指定し，そのデータに基づい

し，広く国民全体が納得するものとなるこ

て診療報酬を自動的に更新するよう配慮され

とが必要であります。

わたくしとしては，協議会が関係者の協

たい。

なお，医業経済実態調査は医療制度の改善

力により，円滑に開催の運びに至ることを

にも大いに役立つものと確信している。

心から希望し，かつ期待するものでありま

これに対し中山厚生大臣よりつぎのとおりの

す。

このような厚生大臣の答弁にもかかわらず日

回答があった。
厚相の答弁要旨

本医師会の中医協委員推薦拒否により前年６月

最近，社会保険診療について各方面から

来，中医協は開けないままである。さきに結核

諸種の要望が寄せられております。これら

予防審議会が５万人の重症の肺結核耐性患者を

の要望について，この際，率直にわたくし

救うためカナマイシンの採用を答申したがその

の考え方を明らかにしておきたいと思いま

使用は中医協が開会されないため見送られてい

す。

る。人道的な意味においても，速やかに中医協

まず，甲乙二表の一本化ないし点数表の

は再開されなければならない。日本病院協会は

改正合理化については，速やかにこれを実

10月12日，さらに12月16日，中医協の開催につ

行に移すべく直ちに具体的準備にとりかか

いて厚生大臣に要請をした。

ります。また医療費の改訂と地域差の撤廃

支払基金理社会保険診療報酬支払基金の理

については諸般の事'肩を勘案しててきうる

事の推薦事改選について，前回昭和33年

限りその方向で今後検討してまいりたいと

の役員改選に当り，日本病院協会は厚生省の要

思います。保険診療に関する事務の簡素化

請により塩沢總一氏（常務理事・東京警察病院

についても，同様努力をしてゆきます。次

長）を単独に推薦したのであるが，日本医師会

に制限診療を撤廃すべきであるという要望

は同時に氏を推薦したため，共同推薦の形とな
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った゜今回も日本病院協会ならびに日本医師会

この運動の実際的事項については，ポスター

にそれぞれ推薦方の申入れがあり，日本病院協

の作成配布，病院緑化のシール発行，広報活動

会は推薦に当り前理事塩沢總一氏と古賀良彦氏

等が議せられ，また東京都内その他の実際的な

（東北大学医学部附属病院長・宮城県病院協会

例についての報告がなされた。

副会長）の両氏を推薦し，厚生大臣の調整によ

４月，オリーブ色地５色刷り「緑と花を」と

り８月26日古賀氏が理事に任命された。しかし

印刷し花束をもった看護婦の立像が添えられた

日本医師会は今回もまた古賀氏を同時に推薦し

ポスタ-8,000枚が完成した。

た。因みに東北大学附属病院は甲表採用病院で
ある。

甲表の採用前年実施された診療報酬点数の
甲表乙表について，昭和35年４

月１日その申入れが更新されたが，甲表採用の

病院の不燃化運動

昭和35年１月12日の常務
理事会において，横須賀

市の衣笠病院の火災の惨事に関係して病院の耐

火建築の促進につき，神崎副会長より提案がな
された。

病院は10.2％増加して41.2％となっている。こ

東京23区において，耐火建築の病院は24％，

れは甲表は理論的に採用すべきものであるとし

有床診療所は13％に過ぎない。これらの事実か

て採用するもののほかに，実際のあてはめ作業

ら昭和34年中に新設される医療金融公庫の融資

の結果採用するものが増加したものと考えられ

を活用して木造病院の追放に努力したいと述べ

た。甲表採用の実績は都道府県により区々で，

た。

和歌山県81.1％，岩手県８０．０％，大分県78.5

％，山梨県70.8％，奈良県７０．０％と高率であ

その後日本病院協会が調査した火災等による
全国病院事故は次のとおりと発表された。

る。

火災台風倒壊

病院の緑化の促進病院緑化推進運動に関す

昭和33年１５件

る委員会は前年に引きつ

昭和3４２０件死者３名４１件死者21名

づき昭和35年１月11日，病院緑化を創立十年記

昭和35(７月）１５件死者29名５件死者１名

念事業として実施する計画案を，地方病院協会

基準看護の基準看護の人員構成は５：３：

長，特定病院団体長に送り意見を求めることと
した。

２月15日は，病院管理研修所において委員会

人員構成２の比率と定められているが，

甲表実施に当り暫定的に３：５：２で支障なし
とされていたが，それの解除とともに５：３：

を開き，さらに３月11日，病院管理研修所にお

２の比率が復活することとなるので，日本病院

いて第１回の病院緑化推進中央協議会が開かれ

協会は厚生省に対し昭和34年11月４日，４：４

た。この会において，会長に橋本会長，顧問に

：２の比率に緩和されるよう陳I盾していたが，

国士緑化推進委員会常任委員長村上竜太郎氏，

昭和35年２月11日付で，昭和36年９月まで緩和

東京農業大学造園学部教授江山正美氏等が推薦

が認められた。

され，協議員には神崎，荘副会長，吉田参与等
が推薦された。
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医療金融公庫厚日本病院協会は医療機関の
生年金還元融資建築設備の資金のために，

に関する意見を求めるために3,000部の調査票

医療金融公庫を設けられるよう昭和26年８月以

１１月末までにその回答を得たもの23％であっ

来努力をつづけ，昭和32年７月20日，厚生省お
よび大蔵省に対し数次にわたり陳情を続けてき

をつくり送付した。

た。

その結果についてはこれを集計，分析して，
その第一次報告書を日本病院協会々報第79号に

た。

前年昭和34年においても荘寛副会長が中心と

なり１０月１日，大蔵省，厚生省および自民党に

発表した。それぞれの項目で比較的多い意見は
次のとおりである。

対して第１回の陳情を行い，つづいて１２月３

１)国民医療は現物給付制支持34％，償還制支

日，２２日と陳情を実施し，さらに昭和35年１月

持12％

14日，４月27日と陳Ｉ盾を行ってきている。

２)病院は公的中心支持40.1％，公私平等支持

昭和33年以来その設置は難航の状態であった

３２％

が，ついに昭和35年度国家予算案に新設が認め

３)整備資金は公的は公的資金，私的は低利資

られた。昭和35年度の貸付資金は30億円で，う

金融資とすべしとするもの31％

ち政府出資10億円，財政投融資20億円である。

４)病院配置は公的を系統的に整備，ついで私

しかしこれは私的医療機関に対するものであ

的に及ぶべしとするもの46％

り，病院の大半が木造建築で火災の事故が憂え

５)公費補助は公私ともに行うべしとするもの

られる現状に鑑み，公的病院に対しては厚生年

３５％，公的のみとするもの24％

金還元融資による病院建築資金の融資割当を拡

６)病院外来は現行のままでよしとするもの５３

大されるよう，３月16日および４月１日附，会

％，入院主体とすべきとするもの41％

長名をもって渡辺厚生大臣，大蔵大臣に陳情し

７)病院の経営主体は現行のままでよしとする

た。

もの42％，特別法人がよいとするもの12％

これに対して，大蔵省は昭和35年度の厚生年

８)病院医師は現行でよい49％，米国式がよい

金融資の枠を50億円と決定した。すなわち金融

３９％

公庫の法案は昭和35年６月８日可決，１１日公布

９)看護学校の経費は公費負担がよいとするも

施行された。ただし公的病院の病床の新設また

の58％

は増設については公的病院の規制の枠に絞られ
る。日本病院協会の折衝により－基３００万円以

上のＸ線装置およびコバルト装置は新設・増設
に伴って必要となる場合に限り融資の対象とな
ることとなった。

医療制度に関日本病院協会は昭和35年７月
する意見調査２８日，３４の地方病院協会長お
よび特定病院団体長にあてて，会員の医療制度
６８

１０)看護学生教育費負担一部自弁がよいとする
もの26％

１１)健康保険に予防給付を設けるべしとするも
の66％

１２)甲乙表一本化すべしとするもの40％

１３)診療費の差額徴収を認めるべしとするもの
２３％

１４)医薬分業は現状がよいとするもの88％

２橋本会長時代

公立病院長の前年来，公立病院の開設者と
長たる権限病院長との間に病院の赤字の
問題が顕在化してきた。

一政府をはじめ従業員側まで，口をそろえ

て言っているのは，労務管理の不十分なこiと
が，争議の原因をなしているという説である。

開設者は病院経営の赤字は管理者の能力なき

こうした所説に対して，具体的に，何を指し

による，労働組合のさわぎは管理者の人事管理

て，管理のまずさというのか，つきつめて訳い

の拙劣によると病院長を非難している。

てみると，あまりはっきりしないまま何となく

神崎三益副会長は昭和35年４月会報の論説欄

そんな気がするといった返事である。

に筆をとって「赤字原因の最大のものは病院建

ところで非常にはっきり指摘しうる病院管理

設資金の借入金返済を病院収入で賄うために生

の不合理をあげてみよう。ただし，これは病院

じた赤字である。これは自己資金なくして事業

管理者の責任とはいえない。

を営むに等しい。現在の健保の診療報酬では職

日本病院協会は，現下の社会保険による国民

員の給与さえも満足に与えることはできぬ。開

医療を確保するために，医療費の改訂を数次に

設者はまず病院に自己資金を与えなければなら

わたって申し入れてきた。過去１年間を振り返

ぬ。第２に合理的経営を行うために，管理者た

っても，昭和35年２月，８月，１０月，１１月，い

る院長に人と物と金とを運用する権限を与えな

ずれも，中央社会保険医療協議会を開催して，

ければならぬ｡」

診療報酬適正化の措置をとられたい旨の要請を

このように病院経営管理についての警告を与
えた。

繰り返した。

しかるに，昭和34年６月以降今日に至るま

病院の争議東京における病院の争議は結核

で，梨のつぶてで何の御返事もない。規則によ

予防会においては昭和34年11月

ると，協議会は半年にいちどは開かれる規定に

に始まり，昭和35年１月には愛育会病院，久我

なっているのであるが，いまだに開催のめども

山病院，２月には東京労災病院，至誠会第２病

はっきりつかない。このことは，広い意味の病

院，３月には順天堂大学病院，神谷病院，東京

院管理放棄であって，しかもその最たるもので

厚生年金病院，４月には篠田病院，慶応大学病

ある。

院，５月には西新井病院，厚生荘療養所，救世

ひるがえって，わが国の実状を見渡すと世界

軍清心療養園，６月東京女子医大病院，慈恵医

の他の文明国と大変ちがうことがある。国立病

大病院，日赤中央病院，厚生会病院，７月には

院は例外であるが，どこの病院でも，病院の増

東邦大学病院，８月には竹口病院，９月には武

築，設備の改善，看護婦の養成等その費用は，

蔵野赤十字病院において発生した。そのほとん

ことごとく保険医療費に依存する以外には方法

どは給与引上げ，あるいは夏期手当の要求をし

がないのが現状である。教育および研究の基幹

たもので，しかもその多くの病院でストライキ

病院では，研究費や教育費までも同様な有様で

が行われた。

ある。すなわち医療費で何でも支弁しなければ

昭和35年11月15日日本病院協会々報に次の論
説が掲げられた。

ならないのであるが，そのような財政の立て方

で，病院が運営されているかぎり，従業員の侍
６９
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遇が他にくらべて不十分になることはどうして

三越において講習会を開催した。

も避けられない。ところがこれが日本の現状で

１１月１日，橋本会長は中山厚生大臣に対して

ある。国や社会がいかに病院に対する責任を果

申入れを行った。すなわち，目下頻発しつつあ

たしていないかがこの事実でよくわかる。病院

る病院争議は国民医療を危殆に陥れるものであ

管理が悪いというその第１は，まずこのことで

り，その原因として現行医療費が適正を欠き病

はないか。

院財政が未曽有の困難に逢着していることが最

世上よくいわれる病院管理の不徹底が争議を
おこすに至ったというのは下級労務者の待遇を
軽視してきたという意味であるらしい。およそ

大のものである。

速やかに診療費改正実施の措置をとられたい
というものである。

上級下級を問わず，その待遇を改善するために

さらに11月10日，石田博英労働大臣および，

はそれに応ずる財源を必要とすることは明白で

中山マサ厚生大臣にあててつぎの要請書を送っ

あるが，その財源を得るためには，前に述べた

た。

要請書

病院の運営費を削減する二大支出を別個に取り
扱うことを考えなければならない。

こういうふうに，日本の病院の実情を分析し
てみると，結局，病院管理の不徹底が，どこか
らきているかということが，非常にはっきりし
てくる。

われわれは医療費の合理的改訂によって，診

最近頻発する病院における労働争議の実
’肩は，病院運営の任に当るものの憂慮に堪
えないところであります。

病院業務は他のいかなる企業とも異な

り，直ちに患者の生命・身体に影響を及ぼ

すものであることは言を俟ちません。

療報酬が適正に支払われるように，しかもその

よって争議発生に際しては，重症入院患

ことが早急に実現するように努力している。し

者及び救急患者に直接関与する従業員即ち

かし，同時に，上に述べたような，わが国特有

医師，看護婦等については，医療法に定め

の病院財政の不合理を是正するため，抜本的な

られた基準を下らない数を保安要員として

措置を講じなければならない。このことを怠る

確保し得るよう特別の措置を講ぜられたく

ならば，国民医療の将来は，いつまでも不安定

要請に及びます。

な状態を脱することができないのである｡－

病院における争議は東京においては多くは東

争議をおこしている病院はいずれも労組が結

京医労連が病院労働組合の上位団体となり，１１

成されて半年ないし１年のところである。病院

月現在第５波の争議を行い，これに参加するも

の労務管理の不備は蔽えない，しかしながら，

のl3病院組合である。また全日赤が指導するも

その源となるものは医療費の低廉によるもので

の同じく東京において２病院が争議をつづけて

あると多くの新聞は報じた。

いる。

昭和35年９月14日，東京病院協会において労

このような情勢のなかで，１２月８日山の上ホ

務管理部会が設立され，就労規則準則の制定と

テルにおいて地方病院協会長・特定病院団体長

団体交渉の要項を確立するために10月12日池袋

会議が開催された。厚生省医務局渥美総務課長

７０
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}よ東京を中心とした病院争議の実態と，保安上

病院の労使双方に課せられた社会的使命で

の問題を主とした11月18日付発の医務局長通牒

もあります。

について述べた。また労働省中宮労働法規課長

本回全国地区の病院代表者は，病院争議

補佐は11月11日に発した労働者労政局長通牒に

の事態悪化を憂慮し，’慎重協議を重ねたと

ついて述べた。いずれも，その要旨は団体交渉

ころ，将来社会保険医療制度の改正等の問

ルールの確立，争議の平和的調整，第三者の斡

題が残されるにしても，現在の時点におい

旋調停による解決，保安要員の確立ということ

ては，あくまで労，使，公益三者構成によ

であった。

る労働委員会へ，あっせん，調停を依頼す

この会議の総意によって，日本病院協会はつ

る態度を変えず，病院側は，経営実態をあ

りのままに労働委員会へ披れきするガラス

ぎのような声明を発した。

病院争議に関する声明書

病院の労使紛争に対しては，医療事業の
社会的責任にかんがみ，早期解決の方針を

張りの態度で調整を受けることが，事態早
期解決への途でもあり，公正な方法でもあ
るとの結論に達しました。

堅持し団体交渉による話し合いのなかに，

組合側は，われわれのこの態度を理解さ

円満解決の方向を見出すべく努力を重ねて

れ，患者の不安を取り除くよう協力される

きましたが，事態は争議にまで発展し，国

ことを強く要望するものであります。

民の皆さんに迷惑をかけていることはまこ

右声明いたします。

とに遺憾にたえません。

昭和35年12月16日

社団法人日本病院協会

病院側は，不幸にして争議が発生した場

合は，医療，看護，給食等の面で患者の生
命身体に影響を与えないよう，保安要員の

国際病院連盟国際病院連盟のバーケンス事
務総長より，同連盟の財政の

確保につき組合側に協力を要請する等措置

現状にかんがみ，会費以外になんらかの援助を

していますが，今日のごとく争議行為が頻

受けたい旨申入れがあり，これに対して20ポン

発して継続すると，よしんぱ患者に，急激

ド（２万円）の寄附をいたしたところ，連盟運

な影響が見受けられないにしても，措置す

営評議会を代表して同事務総長より６月３日附

べき必要な治療が遅れ，継続治療を中断さ

謝意が寄せられた。

せられる場合も生じ，診療看護に円滑を欠

国際病院連盟視察旅行

き，さらに入院患者の給食等に支障をきた

国際病院連盟の１年おきの視察旅行は昭和３５

す場合の起こることは，否めない事実であ

年９月５日より18日まで米国東海岸で行われ

りますし，また患者に与える精神的不安

た。

ははかり知れないものがあり，まことに憂

慮すべき事態に当面しています。
争議による犠牲者の発生は，人道的立場
からも絶対防止しなければなりませんし，

日本病院協会からは，会長橋本寛敏，常務理
事村田三千彦，参与平賀稔，都立荏原病院長高
橋末雄，都立墨田病院長前田武雄，上市厚生病
院長越山健二の６氏が参加した。
７Ｚ
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視察はボストンより始まり，ニューヘブン，

ニューヨーク，フィラデルフィア，ボルチモア，

し，この敷地は都の中心より遠いという理由で
併設が見送られた。

爾後，都医健保会館はこの地に建設され，こ

ワシントンの諸都市の22病院中，各自が選んだ

こがのちに首都高速４号線の路線計画に入るた

８～９病院を見学した。

１０日間，３４か国212名の院長，管理者，総婦

めに代替地として国電信濃町駅に近い新宿区南
元町の一等地に移転新築して現在に至ってい

長，病院建築技師等が参加した。

病院会館の日本病院協会は創立以来東京病
建設計画院協会とともに東京湯島の病院

る。

報道機関会見

会館を事務所として使用しているが，建物は狭

昭和35年の年間の報道機関の
会見は平賀稔参与が担当し，

く老朽がはなはだしいので，新たに日本病院協

日刊紙との会見は厚生省第１記者クラブにおい

会会館の建築が望まれていた。

て６回，医事関係報道機関との会見は６回，厚

東京都の医業健康保険組合の理事長は東京警

生省第２記者クラブにおいてなされた。

察病院長の塩沢總一常務理事であり，荘副会長

日本病院協会の事業については前述のごとく

がその理事をつとめていることから，都医健保

乳幼児保健指導，妊婦ドックなど予防医学活動

会館の設立と同調して病院会館を設立するの議

について詳細に報ぜられた。また中医協をめぐ

が昭和35年１月12日の常務理事会に提出された。

る諸問題については，日本病院協会の公正な立

都医健保会館の建設予定地は渋谷区代を木１

場がつねに世論の支持を受けた。また病院の労

丁目の明治神宮に近接する地であった。しか

昭和３６

働問題に対しても広報を行った。

年

病院視察研究旅行が始められ東京・神奈川・
静岡の病院を見学した。休業の中医協は日本
医師会推薦委員のないまま適正な単価改訂に

より７月と12月の２回医療費の引上げを行っ
た。病院争議はひきつづきくり返された。

常務理事会昭和36年１月10日，年頭の常務
理事会が開催され，医療費の問

題，病院制度についての協議がなされた。

６月役員の改選が行われ常務理事会の出席者

は会長橋本寛敏，副会長神崎三益，荘寛，多賀

一郎，常務理事塩沢總－，間島良二（済生会中

常務理事会は前年にしたがって毎月第２．第

津病院長),宮尾啓，岡田敏男，内藤比天夫（茨

４火曜日に定例的に開かれ，さらに臨時の開催

城県立中央病院長),近藤六郎，村田三千彦，監

を加え年間27回開催されて，日本病院協会のは

事矢田城太郎(東京共済病院長)，神尾友彦，参

たらきの企画と運営とに当った。

与守屋博，宮崎達，平賀稔，小野田敏郎の諸氏

７２
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となった。

理事会，代議昭和36年１月16日，東條会館
員会，総会において理事会，地方病院協
会長，特定病院団体長会議の合同会議が開か
れ，医療費の問題について協議が行われた。
６月６日，山の上ホテルにおいて地方病院協

会長，特定病院団体長合同会議が行われ，医療

費値上げについての協議がなされた。
理事会は６月27日東條会館において開かれ，

賀一郎氏，神崎三益氏が推され常務理事に塩沢

總－，間島良二，宮尾啓，岡田敏男，内藤比天
夫，近藤六郎，村田三千彦の諸氏が推された。
さらに前回の参与３氏のほか宮崎達氏への委
嘱が代議員会で承認された。

委員会昭和36年の委員会はつぎのとおりで
あった。

臨床予防医学委員会（委員長橋本寛敏会長）
広報委員会（委員長塩沢總一常務理事）

昭和35年事業報告，同決算を承認した。つづい

病院経済委員会（委員長神崎三益副会長）

て代議員会が開かれ，理事選挙，監事選挙，顧

病院制度委員会（委員長塩沢總－常務理事）

問・参与の委嘱を行った。

病院経済委員会はひきつづき神崎三益副会長

新理事による理事会がひきつづき開かれて，

が委員長となり，昭和36年５月13日，医療費改

会長，副会長，常務理事の互選が行われた。再

訂に関する事項につき協議を行い，１０月５日に

開した理事会で昭和36年度事業計画案，同予算

至るまで９次の委員会を開催した。ここに集積

案が承認された。

した経済の資料は中医協における多賀一郎中医

さらに新代議員による代議員会，総会が開か

れ,前年度決算，同じく予算の承認がなされた。

協委員の中医協における説明のために用いられ
た。

８月10日，東條会館において理事会，代議員

厚生大臣が主催する医療懇談会における了解

会，地方病院協会長，特定病院団体長合同会議

事項として適正な診療報酬は医業経済実態調査

が開催され，医療費問題，協会の組織拡大，医

を経たうえで決定することが全員で確認され

療制度改善，経済実態調査について協議した。

た。

それぞれの会議の内容は別項に述べるとおり
である。

日本医師会は厚生省の行わんとする実態調査
を過去２，３年来拒否しつづけてきた。そのた

役員の改選で昭和36年６月27日，前述のと
橋本会長重任おり東條会館において定期代

め，診療報酬に対する厚生省の資料は古いもの

議員会が開催され，任期満了による役員改選が

このような状態のもとで病院経済委員会は９

行われた。

となり実態にそぐわなくなった。

月27日山の上ホテルで開催され，病院の経済実

代議員会議長には御園生圭輔氏が推され，理

態調査を行うための調査集計表をつくった。ま

事定員は前年まで50名であったが，今回は51名

た委員会の発議により10月３日橋本会長より病

の立候補である旨説明あり，全員をそのまま当

院人件費等に関する調査が会員病院に要請され

選としてはと諮り承認された。

た。

新理事会において橋本寛敏氏が会長に選ば

病院制度委員会は塩沢常務理事が委員長とな

れ，ついで選考委員により副会長に荘寛氏，多

り前年昭和35年よりひきつづき看護問題を取り
７３
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上げ，昭和36年２月８日看護制度につき，３月

込として実施予定組合はすでに58組合に達し，

13日基準看護における要員数につき協議を行っ

その妊婦数は6,460名と推定された。

た。委員会は４月20日，５月10日，７月19日，

以後，妊婦ドックについての検討会は８月８

８月23日，９月７日と看護制度に関する事項に

日，１０月１０日，１７日，２４日，１１月１４日，２８日と

つき協議した。

６次にわたり実施された。

臨床予防医学委員会・広報委員会は別項に述
べるはたらきを行った。

昭和36年12月９日，東京大手町ピル３階日通
会議室において，妊婦ドック実施の説明打合わ

診療管理部会診療管理部会は前年にひきつ

せが行われた。現に短期人間ドックの実施病院

づき小野田参与が世話人とな

は妊婦ドック実施の諸要件を具備しているとの

り，毎月都内，近郊の病院を会場とし，主題を

建前から，これら実施病院を対象としてそれら

もとめて病院の見学を行ったのち討議を行っ

の病院長または産科医長を招いた。説明の内容

た。昭和36年は１月17日虎の門病院を会場とし

は，事務取扱い，産科の指導指針，内科の指導

てレジデントの問題について討議を行い，以後

指針，母親学級テキストについてであった。約

年間８回の研究会を開催した。

80名の多数が参会した。

臨床予防医学活動短期人間ドック

昭和34年４月に開始され

た短期人間ドックは，昭和36年３月31日現在で

実施病院150病院，ほかに申請中８病院を数え
るようになった。

昭和36年の短期人間ドックの講習会は９月２９

１２月14日，妊婦ドック実施の正式の手続きに

関する通牒が会長より希望会員病院に発せられ
た。

１２月20日，東京都母性保護医協会は池袋三越
７階会場における総会において日本病院協会の

実施する妊婦ドックについての質問会を開き，

日，東京・都道府県会館において開かれ，また

荘副会長，小野田参与が出席した。妊婦の指導

第３回の短期人間ドック研究会は翌９月30日同

は産科医が行うべきもので，内科医がこれに加

会館において開催された｡受講者は全国の院長，

わることは不当であるという保護医協会の意見

内科医長，医員47名であった。また研究会の研

に対し，小野田参与が病院診療は組織診療であ

究発表は15題で，２つの自由討議が行われた。

る所以を説明した。

これらの活動の運営，指定病院の認定のた
め，臨床予防医学委員会は年間16回の合同を行
った。

妊婦ドック

前年昭和35年７月より５組合５病院により実

乳幼児保健指導
前年昭和35年７月に始められた乳幼児保健指
導の実施病院は同じく昭和36年３月末現在28病

院を数えている。

験的に開始された妊婦ドックは，昭和36年４月

第'１回日本第’’回日本病院学会は，５月
病院学会１８日19日の両日，東北大学医学

には80例の分娩を終わり，多くの実施上必要な

部教授島内武文氏が会長となり，仙台市におい

教訓が得られたので，４月21日会議を行って実

て開かれた。本学会長には，はじめ国立仙台病

施に必要な事項をまとめた。４月現在，８月見

院長加藤豊治郎氏が指名されたが同氏より島内

７４
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教授に委譲された。会場は東北大学川内分校
の講堂があてられた。出席者は１，０００名を超え
た。

医療費問題厚生省事務当局は昭和36年１月

１３日医療費合理化の推進を打出

し，７月１日より10％の値上げ実施を目指して

日本国内の病院視前年の昭和35年，橋本会
察研究旅行始まる長，村田常務理事，平賀
参与らが国際病院連盟の主催する病院研究旅行

予算案にくり入れた。その内容は病院14％，診

療所６％の引上げ甲表乙表の一本化というもの
であった。

に参加し，病院管理のために多くを学んだと報

１月16日，東條会館において地方病院協会

告をされた。これに範をとり，日本病院協会に

長，特定病院団体長会議が開催され医療費値上

おいても国内の病院研究旅行を行う件につき，

げの決議がなされた。一見赴夫副会長以下日本

昭和36年８月22日の常務理事会に提案された。

病院協会役員６名が古井厚生大臣を訪ね，２７％

国際病院連盟のそれは２週間の日程であるの

以上の医療費の値上げと４月１日実施を要請

で，日本病院協会は５日間との案が出されたが

し，１７日自民党三役を党本部に訪れて決議文を

３日間が適当と決まり，その実施が計画され

提出するとともに大橋副幹事長に面接した。診

た。

療報酬の改正は規定に基づき中央医療協議会に

昭和36年10月，第１回の病院研究旅行が行わ
れ，２６日９時，橋本会長が統率する聖路加国際

諮問しその答申により決定してゆくことを確認
した。

病院に集会した。見学病院においてはまず病院

日本医師会は中医協の構成の改革の行われな

全般の事情の説明を受けたのち病院を隈なく見

いことと委員推薦の一本化を崩したことを不満

学し，さらに見学した事項についての質疑がな

として中医協委員の推薦を拒んでいるが，武見

されるという方法がとられた。参加者は病院

太郎医師会長は，保健医総辞退の辞表とりまと

長，副院長，病院管理に参与する医長とした

めて２月末，３月19日の一斉休診を宣言した。

が，さらに事務長，総婦長をもこれに加えるこ

このことを背景として３月３日武見医師会長は

ととなった。

自民党三役と話し合い，中医協・厚生大臣の手

この日聖路加国際病院につづいて虎の門病院

を見学して大森のほどよきホテルに投じ，第２

続きを経ることなく１０％一律値上げを約束し
た。

日は川崎市立病院，小田原市立小田原病院を見

これよりさき，厚生省は中医協の改組を決意

学して箱根環翠楼に泊り，第３日は箱根を越し

して社会保障審議会（会長大内兵衛氏）にこれ

て沼津市立病院を見学した。

を諮問し，３月１日審議会よりつぎの答申を受

国民皆保険始まる

昭和33年12月27日国民健

けた。

康保険法が公布され，そ

すなわち，中医協は保険者・被保険者，医療

の保険料の徴収は昭和36年４月１日と定められ

担当者，学識経験者の三者構成とすることとし

た。

た。従来は保険者，被保険者，医療担当者，学

昭和36年４月１日，いよいよ国民健康保険が
始められ，国民皆保険の体制が開始された。

識経験者の四者構成であったものである。

以上に基づいて古井厚生大臣は中央医療協議
７５
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会改組の法案をつくり，閣議決定のあと政府案

行う，入院料，往診料の引上げは別枠で実施す

として国会へ提出した。

る，②中医協は現行法により開催し，値上げは

４月４日，日本医師会は，①医療関係団体名

これを通して行う旨発表した。

を，日医，日歯，日薬の３団体に限定し明記せ

６月27日，東條会館において開かれた代議員

よ，②中立公益代表の任命には関係団体の承認

会，理事会，総会においても，中医協に日本病

を得ることを明記せよ，の２点を強調してこの

院協会代表を送ることと入院料の改正を行うこ

案に反対意見を述べた。

とを決議し，ただちに橋本会長，神崎副会長は

これに対し日本病院協会幹部は，４月５日大

平官房長官を訪れ，日本病院協会を無視するこ
とは医療の発展を阻止する旨警告を行った。

古井厚生大臣に陳I盾した。

医療費７月’長く休業のつづいた中央医療
曰より引上げ協議会は，昭和36年６月28日

自民党幹部は政府案の修正を古井厚生大臣に

より７月７日まで市町村会館において開かれ

迫ったが厚生大臣はこれを拒否した。このため

た。保険者の利益代表６名，被保険者事業主等

にこの法律案は廃案となる公算が強くなった。

代表６名，医療担当者代表は多賀一郎委員ただ

中医協改組の法案が流れ。医療費の値上げが

１名鄙公益代表は５名ということであった。

延期の情勢に陥ることを考えて，日本病院協会

中医協の答申は一点単価を一律に上げること

は６月６日山の上ホテルにおいて地方病院協会

ではなく，基本入院料の基準看護加算18～２０

長，特定病院団体長合同打合わせ会を開いた。

％，往診料を１８～２０％引上げを行う，各点数

神崎副会長は中医協改組とその難航の経過につ

には１．１２を乗じて引上げるものである。これ

いて報告し，その対策について協議を行った。

には，日本病院協会の精細な資料が後楯となっ

中医協は開かれず，さし迫っている医療費値上

た。

げの道はカナマイシン採用時の持回り方式か，
あるいは大臣の職権告示，この二途しかない。
いずれにしてもこのまま推移すれば病院は崩壊
する，会議はつぎの決議をなした。

われわれはすでに７月１日値上げ実施を見

越してベースアップを行い辛うじて労働攻勢

を防いでいる。もし値上げ実施が延期になれ
ば多くの病院の経営は不能になる。７月１日

よりの実施を望む。

各代表はただちに国会，厚生省，健保連等に
陳I肩を行った。

法案は廃案となった。
６月10日，古井厚生大臣は，①早急に10％を

上回る医療費の値上げを単価一律引上げにより
7６

この答申は７月７日に提出され，改定は７月
１日に遡って適用されることとなった。
日本医師会はこの値上げを不当とし，この告
示のとり消しを要求して８月１日より総辞退に
突入する指令を発した。言論界はいっせいに日

本医師会を非難した。
日本病院協会橋本寛敏会長は７月22日，全会
員に対してつぎの所信を発した。

所信

このたび日本医師会および日本歯科医師会
は社会保険診療報酬改定の告示ならびにその
経緯について，これをすべて不当として８月

１日を期して，保険医総辞退を敢行する旨声
明した。

２橋本会長時代

われわれ日本病院協会会員は，今回の医療
費是正について，さらに一段の合理化を要す

として，日本医師会の８月１日より実施の保険

医総辞退は急にとりやめられた。

ることを認めるものであるが，一応日本病院

灘尾大臣の要請により中医協は９月15日より

協会代表参加のもとに議せられたものでもあ

６日間開催された。厚生事務当局試案，乳幼児

り，現段階としては概ね諒承しおるものであ

初診料加算，特殊疾患療養担当料，特別給食加

る。したがって今後において，さらにわれわ

算などを含み実質２．３％の値上げとなるものが

れの希望に到達し得るようわが国医療制度お

諮問され，中医協は全面的にこれを承認した。

よび社会保険全般の改善について，広く関係

しかしこの会議においても医療担当者代表は多

者とあいはかって討議検討をつづける努力を

賀委員１名であった。

いたす覚'盾であるが，国民をして不安におと

この承認に基づいて，医療費の緊急是正は１１

しいらしめるがごとき不用意な行動には賛成

月18日附告示され，１２月１日より実施されるこ

いたし難い。日本病院協会の会員病院は常に

ととなった。

平静にして良識ある態度をとってきたが，こ

中医協三者構成となる

のたびも従来のごとく相互に，良識ある判断

中央医療協議会の改組についての法案は，１０

をもって事態に対処することをここに確認す

月27日自民，社会両党幹部会談で，「公益代表

るものである。

４名の委員の任命は両院の同意を必要とする」

医療懇談会

旨政府案を修正し，同法案は両院を通過成立し

灘尾厚生大臣は事態の改善のため医療懇談会

た。

を設けて医師歯科医師，薬剤師関係より10名，

これに対して，保険者側，被保険者側６団体

保険者・被保険者関係より９名，病院関係は１

は，委員の三者構成を８：８：４と基本線を崩

名，厚生省関係６名のメンバーを委嘱した。荘

し，公益委員の任命に両院の同意を必要とした

寛副会長が病院代表として参加した。

ことに対して不満を示し，中医協には協力し得

昭和36年７月15日，１６日，１７日，２４日，２５
日，２９日，３０日という日程で懇談が行われた。

この懇談会のなかでは医療費問題が主として

取り上げられたが，この結論として，①医療費

ないとの態度を示した。

中医協の開催がなければ医療費の値上げは行
われない。それがなされなければ病院はつねに
困るのである。

べきものは政府部内で検討し中医協で協議して

多賀一郎副会長再２年前，昭和34年６月，
び中医協委員にはじめて厚生省より日本

措置する，③地域差は解消する，④甲乙２表の

病院協会に対して中央社会保険医療協議会の委

一本化は賛成であるが学界の意見を求めて十分

員の推薦を依頼された。昭和36年６月その任期

検討するというものであった。

が終わるに当り，灘尾厚生大臣は６月27日再び

改訂のために実態調査を行う，②緊急に是正す

７月31日自民党田中政調会長，厚生大臣，日

委員の推薦を日本病院協会に依頼した。日本病

本医師会長が医療保険制度の抜本的改正，自由

院協会は即刻多賀一郎副会長を委員に推薦し即

経済社会における診療報酬制度の確立等を条件

日委員を委嘱された。
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病院協会の組昭和36年１月28日，福岡県病
織を強化せよ院協会長天児民和氏より「病
院協会の組織強化」について照会があった。

会があった。岐阜は80余の病院が加入し，知ら
ないあいだに私も役員に入れられている。総会

に出席したところ，日本病院協会は厚生省の御

病院の団結は強固とはいい難い。たとえば九

用会であるから岐阜県は脱退してほしいと要望

州においては福岡県のほか佐賀県に病院協会が

をされた。会費は１００円で日本医師会の第２会

あるのみである。日本病院協会に多数の病院が

のようにとれる。京都府はこれに加入していな

加入して個々の病院の自らの意志により団結し

いが，和歌山県と奈良県とが加入している。今

集約されたものが日本病院協会に反映すること

度は社団法人として全日本病院協会に名称変更

が名実ともに強力になるのではないかとの照会

することを決議した。この会には４１９病院が参

である。

加している。－

日本病院協会の回答は，昭和26年６月設立趣

基準寝具の基準寝具の制が敷かれるととも

意書に，いま全国都道府県に30余の病院協会が

拡大適用に，これを生活保護法医療扶助

設立され，この病院協会が連合して日本病院協

患者にも拡大適用すべきであることを，日本病

会を設立するとある。この会は日本全病院の一

院協会が厚生省に陳情要請を行ったのは昭和３４

致協力により病院の発展と使命遂行を図ること

年11月４日のことである。その後，翌昭和35年

を目的としている。また，このためには病院協

６月21日，７月５日の２回にわたり同様の陳Ｉ盾

会の未設置県が皆無とならなければならない。

を行い，さらに昭和36年４月５日にもこの陳'盾

さらにすべての病院協会が加入しなければなら

を行った。

ない。病院団体は個々の利益のみによって結ば

これに応えて，厚生省社会局長より昭和36年

れるのでなく，全病院の向上発展の大乗見地に

７月17日付，８月１日よりこれを認めることと

立って結ばれなければならないということであ

なった旨通達があった。

った。

全理事会，地方病院協会長，特定病院団体長

基準看護の前年昭和35年に基準看護の看護
緩和措置婦の人員構成の４：４：２の比

合同会議

率が認められたが，その期間が昭和36年９月ま

昭和36年８月10日東條会館において全理事

でとされており，この緩和措置の期日延長につ

会，地方病院協会長，特定病院団体長合同会議

いて，昭和36年４月21日厚生省に対して陳情を

が開かれた。

行っていたが，８月12日付厚生省保険局医療課

神崎会長より，７月１日の医療費改訂に至る

経過につき報告があり，中医協委員である多賀

副会長の努力を称えた。日本病院協会の拡充強
化の件の議題に関連して岐阜の谷口喬理事はつ
ぎのように述べた。
－近畿・東海病院連絡会議は大阪の小沢凱

夫博士を会長として結成され，７月18日その総
7８

長より「追って指示のあるまでこの例外的措置

を存続する」旨通知された。

病院の労働争議病院におけるストライキは

昭和36年に入っても波状的

にくり返され，ストライキは３月になってさら

に強化され，全日赤その他では無期限ストに入
った。

２橋本会長時代

病院の労働争議について，衆議院社会労働委

ラブと同じように前会長，会長，次期会長の３

員会は２月23日，橋本寛敏会長を招致して意見

名となり，次期会長には先年来日して多くの助

を聴取した。橋本会長は争議の主原因は病院職

言を残したＤｒ・Crosbyが選ばれた。

員に報いるための病院収入が不足している，つ
まり健康保険の支払いが不当に低いことにある
と述べた。

病院経営管理厚生省のなかに，前年昭和３５
改善懇談会年,２月病院経営管理改善懇談

会が設けられ，昭和36年４月までに12回にわた
って会合が開かれた。

ヨーロッパの諸国と米国の病院協会を訪ねた

小野田参与はつぎのように報告をした。
－ミシガンの湖畔，シカゴのLakeShore
Driveの眺めのよいところにアメリカ病院協
会(ＡＨＡ)の12層の淡青色の近代ビルディン
グが建つ。

ドイツ病院協会はドイツ病院研究所と共同

この懇談会は病院争議の直接的解決策をたて

のビルにあって，事務局は10人ばかりであっ

るよりも，その背景となる病院の経営管理上の

た。またスイス病院協会は民家の２階を借り

諸問題についての協議が行われた。ここでまと

て事務局５人。イタリア病院協会はローマの

められた要点はつぎのとおりである。

ヴァチカンにほど近く地区医務部の一室を借

①最高経営組織について，開設者と管理者の

りて３人が事務をとっていた。欧州のそれら

権限と責任を明確にする。可能な管理者に権限

を見て来た眼にうつる米国病院協会の姿はい

を委譲する。法人立病院の理事機構には院長を

たく私の心を打った。

加える。

②医師たる管理者は管理者たる自覚と経営管
理技術の修練が必要である。

イリノイ州とシカゴの病院協会が一層を，

AmericanCollegeofHospitalAdminist‐
ratorが一層を，そしてＢｌｕｅCrossが一層を

③労務管理のうえで労働条件を改善し，労使

とり，他の９層をＡＨＡが使い，その従業者

関係のルールの確立が必要である。就業規則の

は１９０人ということである。各階を見学して

制定は申すに及ばず。

ＡＨＡの仕事の内容をみる私の目に，前会長

④労働争議については，労働条約の締結によ

Ｄｒ・Crosbyの部屋にかかる旧ＡＨＡの煉瓦

り団体交渉の常軌を確立し，平和条項を設定す

建の油絵がうつる。それは３層の小さな建物

ることが必要である。

である。その建物がこの新しい巨大なものに

⑤財務管理には企業会計の方式を採用する。

変わったのは，つい数年前のことである。

この結果は３月30日三好重夫座長より厚生大

1899年創立されたＡＨＡが現在7,423の病院

臣に報告された。

（米国病院の82％）を会員としてもつのであ

ベニス第12回国第１２回国際病院連盟会議は
際病院連盟会議イタリアのペニスにおいて

９８，創立30年後の1929年にやっと１，３１４病院

昭和36年６月４日から９日まで開催された。日

という発展の足跡がこの絵を見る私の眼に二

本病院協会よりは小野田敏郎参与が参加した。

重写しになる。

この会議で国際病院連盟の会長はロータリーク

るが，創立20年後の1918年には会員病院数

米国病院協会の発展はブルー・シールドの
７９

２橋本会長時代

事業もさりながら，多数の講堂と教室とをも

沢總－常務理事）が行い，平賀参与がこれを担

ってする教育活動と，そのリストに掲載され

当した。会報は日本病院協会の医療費について

る多数の病院管理に関する図書の刊行にあ

の政治的活動の報道を主とし，また理事会，代

る。－

議員会，総会の内容，協会の行事の事務的な報

報道機関に対する会見は，昭和36年

広報も平賀稔参与が担当して行った。

道がなされている。

雑誌「病院」JournalofJapaneseHospital

日刊新聞に対しては昭和36年１月12日以降厚

Associationはその編集委員に平賀参与，小野

生省第１記者クラブにおいて９回，また医事関

田参与が加わり，昭和36年は前年行われた国際

係報道機関に対しては厚生省第２記者クラブに

病院連盟視察旅行参加報告，第11回日本病院学

おいて10回行われた。

会の講演抄録，第２回短期人間ドック研究会抄

機関紙のはたらき

録，診療管理部会研究抄録，第１２回国際病院学

「日本病院協会々報」は月刊として年間12回
刊行された。その編集は広報委員会（委員長塩

会参加報告等，日本病院協会に関する学術的報
道がなされた。

昭和３７年
日本医師会の不当をなじって支払側が中医協

に出席せず医療費の改訂が行われず病院は困
った。妊婦ドックが全国的に開始され，主婦
ドックも始動した。看護婦不足に対する人員

構成の研究が大きく行われた。病院争議行為

の逸脱をとどめる通牒が出される一方，病院
監視が強められることなった。全日本病院協
会が設立された。協会雑誌は本格的に形を整
えた。

常務理事会昭和37年１月９日病院会館にお

いて年頭の常務理事会が橋本寛

回開催され，日本病院協会の運営に当った。

理事会，代議昭和37年２月９日，東條会館

敏会長が議長となって開催され，昭和37年度事

員会,総会において臨時理事会，代議員

業計画の全般について協議がなされ，教育出版

会，総会が開かれ，昭和37年度の事業計画と同

について，またアジア病院連盟についての協議

年度予算についての承認が行われた。

が行われた。

常務理事会は前年と同じく毎月第２・第４火

曜日に定例的に開かれ，臨時の１回を加えて2５
８０

同日，地方病院協会長，特定病院団体長会議
が理事会と合同して東條会館において行われ医

療費問題について協議がなされた。

２橋本会長時代

６月23日，東條会館において理事会，地方病

３月３日には茨城県の県立友部病院におい

院協会長，特定病院団体長合同会議が開かれ，

て，広大な病院施設を見学したのち，「診療と

医療費問題について，病院争議の正当性の限界

看護」について討議した。以後９回にわたり，

について協議が行われた。

会場を替えて討議研究が行われた。

７月20日，東條会館において理事会，代議員

会，総会が開かれ，前年昭和36年度の事業報告
と同年度決算が承認された。

臨床予防医学活動短期人間ドック

短期人間ドック・セミナ

ーは，第１回は６月２日，第２回は６月23日，

９月28日，湯島.そのだにおいて地方病院協

いずれも聖路加国際病院を会場として実施され

会長，特定病院団体長合同会議が開かれて，地

た。セミナーの内容は人間ドック検査項目につ

域差撤廃，医療費問題，病院勘定科目，診療報

いて逐条的に講義検討を行うものである。

酬請求事務簡素化などについての協議がなされ
た。

昭和37年の短期人間ドック講習会・第４回短
期人間ドック研究会は，９月８日９日，京都第

委員会昭和37年の委員会は前年と同じくつ
ぎのとおりである。

病院経済委員会

二赤十字病院において古王太郎院長の主催によ
り行われた。演題14,参加者90名であった。

１２月20日，私立学校教職員組合が健保連に準

臨床予防医学委員会

じて日本病院協会の指定病院において短期人間

病院制度委員会

ドックを行いたき旨申入れがあり，実施につい

広報委員会

ての契約に調印し，同24日その利用について実

病院経済委員会は神崎副会長が委員長とな

施病院に通知が出された。

り，病院協会委員のほかに全国自治体病院協議

妊婦ドック

会，厚生連，済生会，日赤，医療法人協会，労

前年昭和36年12月，日本病院協会は妊婦ドッ

働福祉事業団，結核予防会，共済組合よりも参

クの実施についての希望病院の申込みについて

加し，オブザーバーとして厚生省国立病院課，

通牒を出したが，昭和37年１月の会報に妊婦ド

病院指導課，病院管理研修所からも出席を得て

ックの意義と成立の経緯，事務手続，指導等に

いる。ここで得られる資料は経営主体別病院の

ついて広報した。また妊婦の指導のためのテキ

８～９割に当り新しくかつ有力なものである。

スト「母親学級テキスト」は武蔵野赤十字病院

委員会は昭和37年２月21日，つづいて５月２３
日以降毎月１回開催をした。
９月19日の委員会では，病院勘定科目の統一
をはかるよう検討が始められた。

産婦人科塩見勉三部長により完成された。

昭和37年１月26日，日本産婦人科学会在京評
議員樋口一成慈恵医大学長，真柄正直日本医大
教授等が，臨床予防医学委員村国聖路加国際病

診療管理部会診療管理部会は前年にひきつ

院産婦人科部長を慈恵医大学長室に招致して日

づき昭和37年１月30日都立墨

本病院協会の行う妊婦検診指導につき質したき

本病院において「外来診療」について討議がな

ことありと申し入れがあったので，これを担当

された。

する小野田参与は代って出向き再び妊婦指導に
８１

２橋本会長時代

内科医が参与する問題につき病院医療が組織医

報道され９月初旬をピークとして各病院に殺到

療である所以を説明した。

したので，この実施を無期限に延長することと

妊婦ドックの実施普及のために，健保連は説

なった。

病院産婦人科村国茂部長，小野田参与が健保連

第１２回曰本第12回日本病院学会は国立東京
病院学会第一病院長栗山重信氏が前年,２

仲田良夫部長，氷野近参与に同行し，昭和37年

月病院長を辞したが学会長として学会を主宰し

３月18日名古屋市において，２０日大阪市におい

た。また幹事長として準備に当っていた守屋博

て，２２日福岡市において，妊婦ドック実施を希

副院長が順天堂大学教授に転じたので準備委員

望する健康保険組合と同じく実施希望の病院担

長として病院管理研究所長吉田幸雄氏が事務一

当者に対しそれぞれ午前と午後とに分けて講

般を担当し，病院管理研究所が学会の運営を応

演を行った。

援した。従来，日本病院学会の運営資金はすべ

明会を主催した。臨床予防医学委員聖路加国際

昭和37年３月15日，日本病院協会は妊婦ドッ

て学会長がこれを負担していたのであるが，第

ク実施に関する協定について，健康保険組合連

１２回学会においてはじめて日本病院協会より補

合会と調印を行った。

助金が出されることになった。このときの補助

妊婦ドックはいよいよ昭和37年７月１日より

実施されたが，この日現在，妊婦ドックの指定
を受けた病院は全国で54病院となった。

主婦の健康相談健保組合の本人は職域を通
（主婦ドック）じて行う定期健診の機会に

金は５万円であった。

第１２回学会は守屋博前国立東一副院長の意見
を容れ学会第１日を専門集会として公衆衛生活

動，診療，看護，給食，病院事務，建築，設備
の６部門に分け，３会場において午前，午後，

恵まれ，また家族のうち子供には乳幼児健診，

それぞれ－部門ずつ実施した。第２日第３日は

学校身体検査が行われているが，家庭の主婦の

従来どおり，一般演題その他の発表が行われた

健診はなおざりにされている。このような意味

が，この中で第１日の総括報告がなされた。

から健保連参与氷野近氏は昭和36年よりみずか
らの三井健康保険組合に属する主婦を聖路加国

際病院に送って１年１回健診を行い好評を得て

会期は７月18～20日，会場は千代田区平河町
日本都市センター大ホールであった。

きた。健保連はこの実績を基として日本病院協

第２回病院管前年はじめて病院研究旅行が
理視察研究会実施されたが，第２回は,1月

会に全国的な主婦の健康相談の実施につき諮っ

８～10日の３日間，京都，大阪，神戸の３都市

てきた。

の病院をめぐることとなった。

日本病院協会臨床予防委員会はこの問題を取

StudyＴｏｕｒ「病院研究旅行」の名称は，と

り上げ，昭和37年５月11日その実施要領を定め

くに公的病院における出張旅費支出の名目に差

７月12日より東京における12病院60組合でこれ

し障りがあるとの意見があり，これを「病院管

を試験的に実施することとした。

理視察研究会」と改められることとなった。

実験の企画ははじめ８月９月10月の３か月と
したが，ママさんドックとしてマスコミからも
8２

医療費問題前年昭和36年11月改組された中
央社会保険医療協議会の法律が

２橋本会長時代

実施されたが，昭和37年に入ってもなお発足が
できない。その原因は保険者，被保険者の団体

が，中医協改組の法案とともに上積みされるべ

した。

病院の看護対策病院の看護要員の不足に対
処するために，昭和37年２

き臨時医療報酬調査会の設置法案が葬られたこ

月10日，東京都医業健康保険組合会館において

と，新しい中医協に日本病院協会代表の参加が

日本看護協会と共催して病院看護対策会議が開

確認されぬこと，医師に対する行政的指導監査

催された。村田三千彦常務理事が司会者となり

が認められぬことを不当としこれが認められ

橋本会長，林塩日本看護協会長のあいさつのあ

なければ中医協に参加できないとしているから

と，１)わが国の看護事情（厚生省看護参事官永

である。

野貞氏)，２)諸外国の看護事`盾（日本看護協会

昭和37年２月９日東條会館において日本病院

千野静香氏)，３)看護不足の理由（東大衛生看

協会理事会，代議員会，地方病院協会長・特定

護学部金子光助教授等の講演があり，これに続

病院団体長合同会議が開催された。

いて看護要員の不足対策を主題とし，神崎三

医療費関係の実'盾について神崎副会長より報
告がなされ，議題については本間五郎理事（東
京）より甲表乙表の一本化，また，棚橋三郎理
事（山形）より日本病院協会と日本医師会との

関係についての質問がなされた。
この会議において，①甲表の平均薬価の適正
化，②地域差の撤廃について決議され，灘尾厚
生大臣に対し要望書が提出された。

昭和37年６月23日，定期理事会，地方病院協

益，石本茂，守屋博，園部梅，本間五郎の諸氏
によりパネル討議がなされた。
この公開討議で得られた結論はつぎのごとき
ものであった。

１）看護婦の尊厳をまもりまた看護要員の不
足を補うために看護助手を増さなければな
らない。

２）夜勤を合理化して看護業務の荷を軽くし
なければならない。

会長，特定病院団体長合同会議が東條会館にお

３）病院外来の看護業務は事実上軽減されて

いて開かれ，その決議事項として，医療費の緊

いるが職員の配置の重点を病棟に移されな

急是正について厚生大臣に陳'盾がなされた。

ければならない。

また７月20日，代議員会，総会が東條会館に
おいて開かれ，ふたたび医療費是正につき陳'肩
がなされた。

支払基金理昭和37年８月26日，任期満了と
事の推薦なる社会保険診療報酬支払基金
の理事任命に関し，日本医師会の反対から日本
病院協会の代表を入れるかどうか問題となって

いたが，従来どおり病院関係の代表は日本病院

４）看護婦は物質的にさらに優遇されなけれ
ばならない。

５）看護婦は系統的な教育が行われて卒業後
の訓練を十分にされるべく，したがってそ

の人柄と深い専門的な能力のゆえに精神的
にも待遇されなければならない。

６）無資格のものが看護婦と同様の服装をし
ていることに考慮する必要がある。

協会と日本医師会の共同推薦とし、古賀良彦氏

７）看護教育が病院の収入によってまかなわ

（東北大学医学部附属病院長）を８月27日重任

れることは問題である。これは一般の技術
８３
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教育と同様に国立，県立,都,市立，等一般

この呼びかけに対して20の病院が名乗りをあ

税金により教育すべきである。あるいは大

げ，５月19日東京渋谷の日本看護協会講堂にお

規模な公的補助が行わなければならない。

いて神崎三益副会長，石本茂看護協会副会長の

８）看護の社会に対するＰＲが正しく行われ

挨拶のあと研究要綱につき検討を行い，その細

なければならない。

部を決定した。

この内容は「病院看護の諸問題」としてまと

この研究に参加した病院は，武蔵野赤十字病

められ，昭和37年３月27日日本病院協会より出

院，聖路加国際病院，虎の門病院，本間外科病

版された。

院，都立豊島病院，愛育病院，昭和医大病院，

病院制度委員会は２月22日，さきに行った病

国立東京第一病院，東京女子医大病院，東京警

院看護対策会議において得られた事項について

察病院，新潟県立新発田病院，北海道市立江別

さらに具体的な討議を行い，日本病院協会のと

病院，足利赤十字病院であった。

るべき具体的対策としてつぎのごときものを得

看護業務研究実施要綱は次のとおりである。

た。

１．研究の目的

１）看護業務実験病院を定めて看護管理の具
体的方策を見出す。

２）看護婦の物質的待遇につき，均衡のとれ
たものとするよう協会も努力をする。

３）看護婦の卒後教育を重視し，看護の尊厳
を高める。

４）看護婦・准看護婦の有資格者にはこれを
示す徽章を定めるよう日本看護協会に呼びかけ
る。

５）看護教育には公的機関と公的補助により
大規模に行うべしとの説がある。

６）看護のＰＲについて，看護は貧しく苦し
いという呼びかけは逆効果である。

以上の対策に基づいて，４月26日，看護業務

病院における看護業務体制の改善を図ろ
ため，看護婦に，看護婦本来の仕事にのみ
もっぱら従事することを実地に試み、その
実験資料を得ることを目的とする。
２．研究の内容

（１）研究を実施する病院（以下実験病院と

いう）の１看護単位（病棟）をもって実
地研究する。

（２）病棟の規模は３０～100床前後とする。

（３）看護単位（病棟）は，内科，外科，小
児病棟，産婦人科，結核科，精神科また
は混合病棟の単一病棟とする。

（４）１看護単位の構成比率は次による。

有資格者７（看護婦及び准看護婦)，

についての実験病院が日本病院協会より会員病

無資格者５（看護助手）の比率

院に求められた。

ただし，病院の事情によっては，７：

実験の内容は，４０～50床の規模をもつ病棟に
おいて，看護婦７人（または正看３人，准看４
人)，看護助手５人をもって２週間ないし１か
月の看護業務を行い，その結果を報告し検討を
するというものである。
８４

５の比率を，６：４または８：６のごと

く変更することもできる。
（５）実施期間は，実験病院の事情による
が，１週間ないし２週間とする。

この尼大な研究の結論は，
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１）看護有資格者と看護助手との業務の区分
は別表（日本病院協会会報９８：２９，昭和３７

病院の争議行為病院争議における保安要員

の正当性の限界の確保について昭和35年１１

年11月）のごとくすることが妥当である。

月，労働省・厚生省の局長通牒が出されている

２）看護チームにおける看護有資格者対看護

が，なおその趣旨が徹底を欠くので，昭和37年

助手の比率は８：４（２：１）として病棟

５月18日さらに労働省労政局長，厚生省医務局

看護が遂行できる。

長連名の通牒が出された。病院の争議行為にお

ということであった。

昭和37年11月20日の総会において，看護婦の
不足について，またその対策について検討され
ていることが報告された。

厚生省は昭和37年度予算として，新たに看護

いて，そのはたらきの停廃を許されない施設を
次のものとした。

’・救急診療施設（救急患者に対する診療，
検査，看護の用に供する施設）
２．入院診療施設（継続的，定期的に診療を

婦等養成所貸費制度を設けて，新規1,800万円

必要とする入院患者に対する診療，検査，

を拠出した。都道府県を通じて貸与するもので

看護のための施設）

補助率は２分の１，看護学生3,000円，准看護

３．外来診療施設（診療の継続を必要とする

生徒1,500円，貸与生は卒業後同県内で看護業

外来患者の診療，検査，看護の用に供する

務に従事すれば貸与金の返還が免除されろとい

施設）

うものである。

公的病院の公的病院の病床を規制する医療
病床規制法の一部改正は，昭和37年５月

の国会において社会党が提案を強行し，自民党
も方針を変更して議員提出となったが，衆議院

４.手術施設（緊急処置を要する患者に対す

る手術室，準備室，術後室等手術の用に供
する施設）

５.放射線診療施設（エックス線装置使用室
等放射線診療の用に供する施設）

で継続審議となった。小沢辰男議員は医療機関

６.収容施設（病室，新生児室，陣痛室，分

の適正処置のため，まず需要が満たされている

娩室,沐浴室等患者収容の用に供する施設）

地区に公費をもってする病床を増さないことと

７．消毒施設（診療，手術に必要な消毒の用

する。

私的医療機関の規制は必ずしも必要でないと
してこれを提案したのであった。

医療金融公昭和37年度の医療金融公庫の予

庫の枠拡大算は90億円と増加され，これに

伴って貸付基準も個人開設３，０００万円，法人開
設5,000万円と貸付の限度額が拡大された。ま

た貸付の範囲も私立の大学附属病院にまで広げ
られた。

に供する施設）

８．調剤施設（調剤室等調剤の用に供する施
設）

９.給食施設（調理室，食器洗糠消毒室，調
乳室，配膳室等,患者給食の用に供する施
設）

１０・空気調整施設（空気調整設備等空気調整
のための施設）

１１.蒸気供給施設（ボイラー設備等蒸気供給
のための施設）
8５
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１２．給排水施設（貯水設備，揚水設備等給排
水のための施設）

１３．電気供給施設（発電，変電等電気供給の
ための施設）

近畿地区，東海地区の病院協会は近畿東海病院

協会連合会を結成していたが，さらに全国的に
この脱退の趣旨に賛同する病院を糾合して昭和

37年７月小沢凱夫氏を会長に推し，全日本病院

６月23日東條会館に開かれた理事会，地方病

協会を設立し，昭和37年９月社団法人の認可を

院協会長，特定病院団体長合同会議は病院争議

得た。そして昭和37年11月には第１回全日本病

に関し厚生省指導課長江間時彦氏，労働省労働

院管理学会を開催した。

法規官森英良氏より病院争議の正当性の限界に
関する説明が行われた。

日本病院協会々報

昭和29年11月，「日本病
院連合月報」として日本

病院協会の広報誌が発刊され，翌年３月「病院

病院分類から国内が混乱期にあった昭和２４
医療監視へ年に，病院の内容を充実し医

綜合通信」と改題し，さらに昭和34年８月「日

療内容の向上を図るために「病院分類要綱」が

本病院協会々報」と改めてきたが，昭和37年４

定められた。これは病院の診療，入院，給食，

月より従来の通信紙の体裁を雑誌体に改装し

管理の４部門をそれぞれ減点方式により採点

た。表紙のデザインは金色の円に深みどりの枠

し，その比率により，各部門ごとにＡＢＣＤの

をあしらったもので，事務局長大角忠春氏の案

４段階に分けて採点して病院のレベルを認識さ

に成るものである。

せ病院の自主によりその内容の向上を図ろうと

会報はその後，理事会，代議員会，総会，合

するものであった。これは米国病院協会が主と

同会議の記事，医療費をめぐる政治的経緯等の

なって行うAccreditation病院評価と同じ意図

情報のほかに争議に関する学問的記事，人間ド

から出たものと考えられた。

ックについての医学的記事，その研究会におけ

昭和37年，うえのものを廃止して新たに「医

る抄録等をも掲載するようになった。

療監視要綱」を制定した。これは各部門の検査

雑誌「病院」JournalofJapaneseHospital

項目ごとに適合○，不適合×とし，×の項目に

Associationは病歴管理，病院給食等の記事を

ついて指導，場合によっては指示を行うとする

掲げ，第12回日本病院学会の学術記事を詳細に

もので監査の意味が強くなったものである。

掲載をした。

また「病院経営管理指導要領」が作成され，
これは原則として公的病院に限られ，希望によ

報道機関会見昭和37年２月10日平賀参与は

厚生省第１記者クラブにおい

ってはその他の病院も対象となるというもので

て日刊新聞に対して記者会見を行い，以後年間

ある。

８回の会見を行った。また同じく第２記者クラ

全日本病院昭和34年５月の代議員会および
協会の設立総会で，日本病院協会と行をと
もにできないと述べ，日本病院協会を脱退した

８６

ブにおいて医事関係報道機関に対し会見を合計
９回行った。
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昭和３８年
日本病院協会への入会は団体を通ぜず個々に

入会するよう定款を改めた。中医協は改組さ

れ，日本病院協会よりの委員推薦はなくなっ
た。

日本医師会は，再診料設定一本を主張，医
療費の改訂は行えなかった。医療制度基本方

策の意見をまとめ，また健康保険制度の抜本
改訂への研究を開始した。病院勘定科目を定
めた。

常務理事会昭和38年の第１回常務理事会は

１月８日病院会館において橋本

寛敏会長が議長となり開催され昭和38年度の事
業の大綱について協議した。

常務理事会は毎月第２，第４火曜日の開催が
恒例となり，年間22回開催され，日本病院協会
のはたらきの企画と実施に当った。

８月29日，東條会館において臨時代議員会が

開かれ役員改選が行われて，理事44名が選出さ
れた。

理事会，代議員会，総会において定款の一部
が改訂された。改訂の内容は後述のとおりであ
る。

１１月28日臨時理事会を病院会館で開き三枝勇

８月29日役員改選により，常務理事会の出席

雄氏（山梨療養所長）を常務理事に推した。ま

者は会長橋本寛敏，副会長神崎三益，問島良

た医療費問題，病院勘定科目成案等について協

二，内藤比天夫，常務理事塩沢總－，佐藤元一

議した。

郎(諏訪赤十字病院長)，村田三千彦，宮尾啓，

根元儀一(浦和市立療養所長)，石川洋平，監事

矢田城太郎，村田嘉彦(都立大塚病院長)，顧問
荘寛，参与宮崎達，平賀稔，氷野近，小野田敏
郎の諸氏となった。

理事会，代議理事会，代議員会，総会は昭

橋本寛敏会前述のごとく８月29日，東條会
長の重任館において理事会，代議員会，
総会が開かれた。

新代議員会により定員数の理事当選が確認さ
れ，新理事により会長には橋本寛敏氏が再選さ
れた。

員会,総会和38年４月27日山の上ホテル

副会長以下の役員の互選は選考委員会で行う

において開催され，前年昭和37年度事業報告と

こととなり，選考の結果，副会長に神崎三益

同年度決算の承認とが行われた。

氏，間島良二氏，内藤比天夫氏が，常務理事に

また昭和38年度事業計画と同予算が承認され
た。

は塩沢總一氏，佐藤元一郎氏，宮尾啓氏，石川

洋平氏，村田三千彦氏，根元儀一氏が選ばれ
８７
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た。

橋本会長より参与には守屋博氏，宮崎達氏，

診療管理部会．日本病院協会診療管理部会
インターン教育は前年にひきつづき研究会

平賀稔氏，氷野近氏，小野田敏郎氏が推薦され

を行い，年間第１回の研究は日本赤十字社中央

た。

血液銀行において輸血管理の問題について討議

前副会長の荘寛氏は顧問に推薦された。

し，３月２日には浜松市医師会中央病院を訪れ

日本病院協会設立のときに定め

て，いわゆるオープン病院についての見学討議

られた定款は，病院医療の進展

を行った。同行の朝日新聞記者はオープン病院

に伴って，協会の組織・機構の面において幾多

についての詳細な学術記事を報道した。以後年

改訂すべき点が現れることは当然である。

間７回の研究会を行った。

定款の改訂

昭和38年２月12日の常務理事会において，定

病院におけるインターン教育はその成果があ

款中一部改正に関する意見が出され，爾来これ

がっていない。病院はインターン教育に熱意を

について検討を加えてきた。

燃やすべきである。

その第１は，従来会員は地方病院協会，特定

昭和38年９月17日，診療管理部会は聖路加国

病院団体を通じて入会し，日本病院協会はいわ

際病院を会場として「インターン教育の改善」

ば連盟，団体連合という形であったが，会員は

について討議を行った。この部会には橋本会

日本病院協会の設立の趣旨に賛同する直接の同

長，清水銭太郎厚生省医事課課員，その他イン

志であるべきであるとの意見が出され，常務理

ターン教育に関心をもつ多くの諸氏が加わっ

事会はこの意見を採った。

て，長時間の討議が行われた。

その第２は，会費納入は従来協会連合のたて
まえから地方病院協会あるいは特定病院団体よ

臨床予防医学活動短期人間ドック

短期人間ドック講習会は

り納入されていた。会費納入というもっとも厄

昭和38年８月22日名古屋市中区興和新薬講堂に

介な仕事を他に委ねることは協会の本旨にもと

おいて開かれ聖路加国際病院内科医長日野原重

る，直接納入とすべきであるという意見が出さ

明，同副医長橘敏也，同放射線科医長野辺地篤

れ，常務理事会はこの２つの意見を是とした。

郎，東大講師高橋善弥太，済生会中央病院内科

第３は従来年１回の理事会を年６回とし，理

医長堀内光の諸氏より，それぞれ心電図，検査

事会のはたらきを十分に発揮しうるように改め

術式，肝機能検査，糖尿病についての講演が行

るというものである。

われた。

以上の趣旨で定款改訂の案を練り，昭和38年

第５回短期人間ドック研究会は名鉄病院阿久

８月29日の代議員会および総会に諮りこの定款

津'直院長が主催し，８月23日同病院講堂で行わ

改訂を決定した。

れた。一般演題13題が発表され全国実施統計の

委員会昭和38年の委員会は前年と同じく病

発表，自由討論が行われた。

院経済委員会，臨床予防医学委員

短期人間ドックを実施して，実施病院相互の

会，病院制度委員会，広報委員会の４つで，委

成績認定に格差のあることがわかり，これには

員長も前年と変わりはない。

臨床検査の技術に問題があるものと臨床予防医
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学委員会は考えた。

このために，昭和38年12月７日，聖路加国際
病院を会場として臨床検査セミナーを開催し
た。講師には阿部正和氏（慈恵医大教授)，林

つとめる島松ゴルフ場で神崎三益，守屋博，佐

野忠正（大田原赤十字病院長）等の諸氏が参加
して行われた。

第３回病院管第３回病院管理視察研究会は

康之氏（順天堂大学助教授）等の専門家を招い

理視察研究会５月16～18日の３日間，岡山

た。このセミナーは午前中に講義が行われ，午

県，広島県の病院を視察して研究会が行われ

後は実地に検査手技の実習を行った。

た。

主婦健康相談

このたびの研究旅行は橋本会長，神崎副会長

前年昭和37年７月より試験的に東京地区で開

ほか35名が参加し，国立岡山病院，倉敷中央病

始した主婦健康相談は，その結果より全国実施

院を見学して雨の鷲羽山に泊り，厚生連尾道総

の見通しがつき，臨床予防医学委員小野田参与

合病院を見学して宮島の見える宿に泊り，最後

は健保連水野参与，仲田業務部長とともに前年

に広島赤十字病院，県立広島病院，東洋工業附

の妊婦ドック普及の例にならい昭和38年５月１０

属病院を見学した。

日福岡市，２２日大阪市，２３日名古屋市と巡っ

て，それぞれ参加の意志をもつ病院および健保
組合に対して説明会を行った。

医療費問題

昭和38年２月，神崎副会長は日
本病院協会々報第101号に論説

を掲げ，わが国の病院が診療報酬の不適正によ

主婦ドックの昭和35年４月より12月までの成

って赤字を累積し，従業員の低賃金は病院医師

績は利用者数2,041名で要治療者11％に達した。

を開業に走らせ看護婦志願者を減じてその不足

第13回日本昭和37年７月17日日本病院学会
病院学会評議員会において前以て相談の

を来たしている。病院医療費は，人件費，材料

費，経費より成るが，級密な勘定科目を制定し

ないままに次期開催地として札幌市をあげた。

て病院の経営分析を行い，この要素をスライド

北海道ただ－人の評議員である佐川誠一氏（市

すれば医療費問題は解決する。この医療費を議

立江別病院長）はこの役を引き受けた。佐川氏

すろ場の中医協には病院代表をぜひ加えなけれ

は師である奥田義正氏（北大名誉教授・斗南病

ばならないと論じている。

院長）を学会長に推し，自らは幹事のひとりと
して学会を準備した。

前々年10月，中医協の改組に当って日本医師
会の阻止により適正医療費構成の母体となる臨

学会は昭和38年10月１日より３日間，札幌市

時医療報酬調査会の法案が流れ，また中医協委

において開かれた。学会長は奥田義正氏，副会

員の任命の方法に適正を欠くということから保

長には三宅漬(旭川赤十字病院長)，石井主器夫

険者側の諸団体が中医協の協力を拒否しつづけ

（札幌鉄道病院長)，中川順一（市立札幌病院

ている。

長)，幹事に佐川誠一，顧問に有末四郎（北海

昭和38年４月27日，理事会，代議員会，総会

道地方医務局長）の諸氏が名を連ねた。会場は

が山の上ホテルにおいて開かれ，その議決によ

北海道大学クラーク講堂である。

り４月30日，西村厚生大臣に入院料改正を中心

学会ゴルフは学会の前日奥田学会長が理事を

とした医療費改訂を要望した。
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５月２日，再び西村厚生大臣に宛て，中医協

た。

医療担当者代表を日本医師会一本にしぼると灰

水野参与は10月15日，日本病院協会々報109号

問するが，日本病院協会従来の主張どおり，病

に「再診料設定要求に対する病院の認識」と題

院代表は日本病院協会の推薦によるべきである

し，再診料の設定は入院外３８８％の上昇，入院

と要望した。

は10.2％の上昇となり，診療所にとりきわめて

６月７日，改組後はじめての中央社会保険医

有利であるが病院は然らず，この値上げの後に

療協議会が始まった。これは実に１年８か月ぶ

改めて入院料の値上げを要求しても保険者の原

りの開会である。医療担当者の代表としては勝

資はすでに個渇していると警告した。

沼晴雄氏（日本医師会常任理事・東大教授）と

日本病院協会は1,973病院の署名を携えて，

小沢凱夫氏（日本医師会病院委員会副委員長・

入院料引上げを中心とする医療費の緊急是正を

全日本病院協会長）が新任された。度重ねての

厚生大臣ならびに有沢中医協会長に陳情した。

要望にかかわらず日本病院協会に対しては厚生

医療費是正についての陳情は11月６日，７日，

大臣より委員推薦の依頼がなかった。

20日，２１日、２７日と五次に豆って行われた。

日本医師会は７月29日小林厚生大臣に対し再
診料10点の即時実行を要望した。

８月26日，中医協は医療費の甲地乙地地域差

撤廃を諮問どおり答申をした。
８月28日，日本医師会の医療担当者代表は，
中医協有沢会長に対し，再診料10点の新設をす
べてに優先して審議するよう要望した。

中医協は12月６日，医療費緊急是正につき審
議を開始した。１２月13日，医療担当者代表は再
診料についての意見を改めず，小林厚生大臣は
答申ができないうちは予算の請求を行わないと

述べ，昭和39年度よりの緊急是正の実現は困難
となった。

厚生省保険庁は，医療費の増加により政府管

９月４日，日本病院協会は入院料，診療料，

掌保険は前年昭和37年度は165億円の赤字を出

手術料，看護料等の値上げを小林厚生大臣に要

し，昭和38年度は80億円の赤字見込みと発表し

望し，その後９月23日にも同様の要望を行っ

た。

た。

この間に中医協は日本医師会代表の要求によ
り，正式開催の前に懇談会を開き，９月10日よ
り１１月２日にわたり５回に及び日本医師会代表
より再診料設定の要求のみがくり返された。

診療報酬請求事社会保険の診療報酬の請求
務簡素化の要望事務はまことに複雑であ
り，労務管理の面において重圧となっている。

ここで日本病院協会は２月21日，西村厚生大
臣に要望書を送り，会計カード（日計表）の複

全日本病院協会の会員は入院料の値上げにつ

写方式による請求方式の併用が最も適当であ

いての決議をしていたが，その会長たる小沢凱

り，また各種保険の明細書様式が区々であるこ

夫中医協委員はこの懇談会において病院が切望

とは誤りで，様式の統一の必要があることを要

する入院料，手術料，看護料等について一言の

望した。

主張も行わなかった。これに不満をいだく会員
に対し小沢氏は，「莫妄想」とこれをたしなめ
９０
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全般についての改善に関する基本方策」につい

業化する傾向が増大し，医倫理は低下の一

て厚生大臣に答申をした。

途をたどっているし，一方患者を非常に我

この答申に関し，日本病院協会病院制度委員

儘にしている。，患者の我儘を通さない医師

会（塩沢總一委員長）は４月12日よりこれを逐

を不親切という向きもあるが，それは真の

条検討することを始め，４月18日，５月２日，

親切ではない。‘患者に医師を選ぶ自由があ

９日，２９日，６月５日と検討を行いこの基本

るように，医師に患者を選ぶ権利があって

方策に対して，さらに積極的な意見をまとめる

よい。

こととした。

その結果については，医倫理の昂揚，保険医
療，病院，教育，医薬分業と項を分けて結論を

出しこれを発表答申した。その内容はつぎのと
おりである。

医療制度改善に関する意見
Ｌ医倫理の昂揚

医倫理とは医療を行うにあたって、患者
のため」ということに徹した姿をいうので

医倫理昂揚の立場から給付のあり方や支
払方式の改正が検討されなくてはならな
い。

2．保険医療

医療の現物給付に徹底すればナショナル
ヘルスサーピスにならざるを得ないし，医

療保険の形式をとれば医療に経済的制約を

生じいわゆる規格診療とならざるを得な
い。

ある。金銭，名利，研究欲にとらわれるこ

診療の規格化は治療指針の設定によるの

となく一途に患者の幸せを願うところに真

であるが，治療指針が権威者によってつく

の医療がある。

られ，医学医術の進歩に応じて随時訂正さ

学術研究は，よい医療の裏付けとなる必

れれば，そうしたもののあることは，勉強

要なことではあるが，これさえ医倫理に優

のおくれた医師には大いに役立つであろ

先するものではない。

う。医療の主体性確保が問題とされている

今日医療機関の機能分化が問題とされ，

が，保険医療では償還方式を採用しない限

病院と開業医師との競合が論議されている

り，医師のほしいままな判断による医療を

が，これは医倫理低下の証左である。開業

認めてこれを出来高払方式で支払うような

医師はその設備，技能で取扱える患者の限

ことはできない。しかし償還方式の全面実

界がある。医倫理が昂揚されれば病院医療

施は今日行われうることではない。

を必要とする患者が不必要に長く開業医に

医療保険への強制加入制度は，保険を育

とめおかれたために不幸をみることもなく

成するための処置であって，今日ではその

なるであろうし，一方病院も病院医療を必

必要はない。高額所得者まで保険に強制加

要としないような`患者の診療のために真に

入させ，医療担当者に低医療費を押しつ

病院医療を必要とする患者の場をふさぐこ

け，本人には自由な医療を受けた場合に，

ともなくなるであろう。

保険の権利放棄を強要することは酷であ

医療が拡充されるにしたがって医療が商

る。一定収入以上の高額所得者は医療保険
９Ｚ
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からはずすとか，自由加入とするとか，療

開放型病院は専門医制度が確立し，医師

養費払いを適用するとか，差額徴収を認め

不足に困った米国で発達したものである

る等の処置をとり国民皆保険と自由開業制

が，病院の使用を許可された医師にはきび

との調和を図ろ必要がある。同時に自由加

しい条件をつけている。近時米国において

入の私保険制度を助成すべきである。

も医師をフルタイムにする傾向があらわれ

要するに低所得者には安い保険医療費で

ていることは注目すべきことである。

協力するが，十分な支払能力のある人から

病院は原則として開放型とし外来診療を

は正当な医療費を払わせる制度を考慮すべ

しないことを期待する向きがあるが開放型

きである。

にしても病院の外来は必要である。入院し

3．病院

ないでも病院の設備，技術(組織化された）

現在病院と診療所の具体的な差は病床の

を必要とした医療の対象となる患者がある

数によっているが，病院であるかどうか

からである。病院は外来者をとらず開業医

は，一定の基準を設けて，その機能の点か

から送られた`患者だけに限るべきであると

ら認定されるべきである。組織化された医

いう考え方は病院の働きを理解していない

療が実施されるような組織とその組織的活

人の考え方である。，患者の早期発見と早期

動の状況，研究会，集談会の実施状況，臨

治療は病院によってのみ可能なことが多い

床予防活動，解剖率等，機能の点から定義

からである。

づけられるもので，病床数の多寡は問題で

はない。現在の有床診療所でも組織医療の
機能があれば病院とすべきである。
開放型病院が論議されているが，病院の

機能そのもののためには非開放型がよい。

４教育

医師の教育は基礎教育は大学で行うが卒
業後の教育は教育組織を備えた学外病院が
適している。

大学４か年の課程に病院の実習を加えれ

どちらの型式がよいかは地域の状況によっ

ば卒業後のインターン修練は行わなくもよ

て選択される問題である。

いという説があるが，この実習は徹底しな

病院を開放型にした場合に，病院を利用

い。卒業後少なくも１か年は病院勤務に専

できる医師は組織医療に参与する能力のあ

念して修練する必要がある。そしてこの場

る医師のみであって，その資格は審査され

合各科を廻る制度でなくてはならない。専

なくてはならない。病院はその資格を審査

門医教育は大学病院で実施してもよいが，

して病院使用を許可すると同時に一度許可

大学病院は医学研究の場であるので学外病

しても病院運営に不適となれば失格させる

院を利用して強化する必要がある。この場

だけの力のある審査制をもたなくてはなら

合その学外病院は教育組織をもたなければ

ない。したがって臨床医の教育修練方式が

ならずまたその教育組織は大学，研究所と

確立せず専門医制度もないわが国では資格

密接な接触を保ち互いに人事を交流するこ

審査を何によって実施するか問題がある。

とが望ましい。

9２

２橋本会長時代

第３には休日，夜間の急患は病院が取り

博士制度は学者の検定の制度で，進歩し

扱うような態勢の整備が必要である。

た高度の医学を医療に応用実施する医師を
検定する制度が専門医制度である。これが

ついで医師の投薬を認めない地域を指定

制度化するには養成方法をどうするか，次

して逐次これを拡大する。病院も入院は別

いでその検定の方法をきめる必要がある。

としても外来患者については処方菱発行と

わが国ではまだ専門医制度は制度化されて

するのがよい。

いないが養成の道はすでに開始されてい

る。数病院で行われている病棟医制度がそ

健康保険の研究社会保険の抜本的改訂につ

いては病院経済委員会は多

れである。一般に専門医制度は素人が医師

年研究を重ねてきたが，この研究の結論を得る

の評価をするときの便宜を与えるというこ

ことについては客観的にも機が熟しつつあるの

とと，医師の技術差を診療報酬に取り入れ

で，昭和38年８月30日，公開討論の形をとって

ることを可能にするために必要なことと理

東京青山・健保会館を会場として健康保険研究

解されているようであるが，専門医制度の

会議を行った。

目的はよい臨床医をどんどん養成すること

にある。現行医療保険の欠点の一つは技術

神崎三益副会長挨拶のあと，「政府管掌の健

康保険について」厚生省保険庁大和田潔氏，

差のない点とされているが専門医制度をつ

「組合管掌の健康保険について」健保連業務部

くることは公の制度として技術差をつける

長仲田良夫氏，「国民健康保険について」国保

ことになると考えられることが専門医制度

中央会総務部長篠原治平氏，「諸外国の医療保

確立の一つの障害になっている。この意味

障事情について」厚生省保険庁内野仙一郎氏が

からも医師の技術料は各医師の標傍方式を

講演した。さらに「医療保険か医療保障か」に

採用するのがよい。公的医療機関の技術料

ついて早稲田大学教授末高信氏が講演を行っ

を一定に据え置きすれば，一般の技術料を

た。

無制限に高くすることにはならないし，医

つづいてパネル討議は小野田参与司会のもと

師の少なくない地域では標傍方式を禁ずる

に，療養費払いについて近藤芳朗氏（東大医学

代りに僻地手当を支給し，医療機関の適正

部講師)，上石一郎氏（開業)，保険者の立場か

配置の一助とすればよい。

ら氷野近氏（日本病院協会参与)，「医療の自

5．医薬分業

医薬分業のためにはまず医療費を物と技
術に分離する必要がある。

次に保険使用薬品を整理し，主要な薬品
は錠剤化して配給するとか，標準処方によ

る錠剤配布等により薬剤師の調剤業務を減

由」について神崎三益氏が述べ，あと保険の統
合，低所得者・中間所得者・高額所得者の問

題，現物給付か療養費払いかについて討議が行
われた。

看護婦不足の対策前年昭和37年，日本病院
協会は日本看護協会とと

少するとともに薬局の整備を容易ならしめ

もに看護婦不足の対策について多くの研究を行

る必要がある。

ったが，昭和38年２月１日参議院社会労働委員
９３

２橋本会長時代

会において林塩参議院議員（日本看護協会長）

定となる倶れがある。病院経済委員会は神崎副

は，看護学校における貸費制度，養成機関への

会長が委員長となり，前述のごとく昭和38年１

助成の問題について，厚生省当局に対しその確

月18日，第１回の委員会開催以来，２月20日，

立を要望した。

３月28日，５月７日，２４日，２９日，６月28日，

４月15日，病院制度委員会の看護小委員会は

病院勘定科目について協議し，広く関係方面の

村田常務理事を委員長として，基準看護に関す

専門家を集めて研究し，昭和38年６月28日その

る問題を討議した。

案を策定した。
この案は厚生省に提出された。

看護につい昭和38年９月26日，東京新宿・
ての研究東京厚生年金会館において，日

厚生省はこの案をもととして，昭和38年９月

本病院協会が主催して「患者の世話」について

23日より１１月25日まで委員会５回，小委員会４

のパネル討議を行った。発表者は東京都の看護

回を開催して討議し，病院勘定科目を定めた。

婦有志による「患者の世話」研究グループであ

座長は古川栄一氏（一橋大学教授)，委員15名，

る。

日本病院協会よりは石原信吾，一條勝夫，井上

発表は①呼吸についてを竹内和泉（聖路加国

際病院)，②食事についてを沢井美智子（同)，
③排泄についてを鵜野愛子（東京逓信高等看護

昌彦，尾口平吉，多賀一郎の諸氏が加わった。

広報日本病院協会々報

昭和38年の日本病院協会々報は医療

学院)，④衣についてを沢井美智子，⑤睡眠に

費問題についての情報のほか，医療制度調査会

ついて渡辺'淳子（東京逓信病院)，⑥住（環境，

の医療制度改善について答申の全文を掲げ，病

病床）について同，⑦身体の清潔について遠田

院管理視察研究会の視察と研究の内容を詳細に

貴美子（都立広尾病院)，⑧休息運動について

伝え，また病院労務の具体的事項を掲載し，さ

渡辺'淳子，⑨安楽について竹内和泉，⑩与薬に

らに診療管理部会の研究内容をも具体的に伝え

ついて沢井美智子，⑪検査処置について木野下

た。また「病院医療のあり方」について各方面

克子，⑫性について鵜野愛子，⑬臨終看護につ

の参加を得た座談会記事を載録した。

いて同，⑭看護の教育活動について木野下克子

の諸氏が発表した。

ついで11月19日，診療管理部会は「看護の諸
問題」を取り上げ，厚生省看護課長永野貞氏の

日本病院協会々報発行のための広報委員会は
昭和38年１月５日，第１回委員会以後毎月１回

塩沢總一常務理事を委員長として年間12回開か
れた。

講演のあと，病院管理研究所荒井蝶子氏，聖路

報道機関会見

加国際病院教育主任佐々木ノブ氏を招き，橋本

日本病院協会についての広報は，平賀参与が

会長，神崎副会長も加わって討議を行った。

担当し，日刊新聞に対しては10月１日，１月７

病院の標準病院の勘定科目はそれぞれの病
勘定科目院がこれを策定して不統一であ

関係報道機関には２月８日，５月１日，１１月７

り，相互に照合する場合にそれが正確に対照さ

日に厚生省第２記者クラブにおいて記者会見が

れず，また全国的な統計をつくる場合にも不確

なされた。

９４

日と２回厚生省第１記者クラブにおいて，医事

２橋本会長時代

昭和３９年
インターン教育をいかによ〈するかの研究を

行いその案を発表した。事務管理部会，医事
研究会，栄養管理部会を設置し，その研究と

教育とに当ることとした。中医協では再診料
に固執する日本医師会委員と入院料その他の
引上げを主張する側との紛糾がつづいて医療

費は上がらず。全国公私病院連盟が結成さ
れ，政治面を委ねることとした。健康保険抜
本改訂の研究はさらに進んだ。看護制度の会

議を開きその結論をまとめた。出版事業が緒
についた。

常務理事会昭和39年１月14日，年頭の常務
理事会が病院会館において橋本

寛敏会長を議長として開かれ，医療費に関する

院会館において，８月25日，１０月27日聖路加国

際病院において開催された。

代議員会は評議員会と名称が変わり，評議員

こと，健康保険制度改正に関すること，医療制

会，総会は４月24日東條会館において開かれ，

度の改善に関することについて協議された。

前年昭和38年度の事業報告と同決算の承認，昭

常務理事会は毎月第２，第４火曜日に開催さ
れ，日本病院協会のはたらきの企画と運営に当
った。

理事会，評議昭和39年１月24日，病院会館

和39年度事業計画と同予算の承認がなされた。

委員会昭和39年の委員会はつぎのとおりで
ある。

病院経済委員会，臨床予防医学委員会，広報

員会，総会において臨時理事会が開か

委員会，病院制度委員会で，それぞれの委員会

れ，昭和39年度の事業計画案につき協議が行わ

のはたらきについては別項に述べるとおりであ

れた。事業は前年にひきつづき行われるが，新

る。

しい事業としては出版活動をおこすこと，この
ために人員を強化すること，国際病院連盟の会

議には海外視察団を派遣すること，医療制度，

診療管理部会

インターン教育をいかによく
するか

インターン教育は病院において行われるが，

保険制度改革案を出して世論に問うことなどが

制度の発足以来この教育をよくするための努力

あげられた。

は忘れられてきた。日本病院協会診療管理部会

理事会は新定款により開催を増して年６回実

は前年もこの問題を取り上げたが，昭和39年３

施することとなり，３月１５日山の上ホテルにお

月28日，聖路加国際病院において全国のインタ

いて，４月24日東條会館において，６月23日病

ーン実施病院に呼びかけて担当者の参集を得，
９５

２橋本会長時代

インターン教育研究会議を行った。

知識をもととして，その判断と活用とを修

出席者は90名であった。

練させる。Theoryの教育からFieldにお

講演は厚生省医事課長上村一氏，橋本寛敏

いて自発的に勉強するよう指導する。

氏，順天堂大学教授守屋博氏が行い，討議特別

６．国民医療の根幹といわれる病院の組織と

発言は牧野永城（聖路加国際病院医長)，浅井

うごきとを，インターンにみせておく必要

一太郎（虎の門病院診療部長)，田中敏晴（東

がある。

京警察病院医長）の諸氏が行った。
その会議における結論はつぎのとおりであっ

７．インターンは朝早くから夜おそくまで勉

強する，そのために病院は宿舎や食事を給
することは当然だが，勉強する者に俸給を

た。

１．厚生省はインターン教育改善のためにイ
ンターン委員会の答申に基づいてインター

支払うことは正しくない。

８．インターン教育のために「修練の手引」

ン教育病院を厳選し，－教育病院のインタ

といったものをつくって統一ある指導が必

ーン生の数をしぼり，教育病院に対する国

要である。

からの謝金を増やした。しかしインターン

宿舎の整備補助や，インターン生への奨学
貸与金は大蔵省にみとめられなかった。

９．保健所における公衆衛生の修練について
は大いに検討の要がある。
１０．インターン教育は大学におけるベッドサ

２．インターン教育の目標は国としては医師

イド教育とレジデント教育の間において考

免許につながり，そのレベルは時代ととも

えるべきもので，インターン以前の教育が

に高くなる。

漸次考慮されていることはよろこばしい。

３．インターン委員会は従来のこま切れ教育

１１．インターン制度そのものに対する批判は

をやめる。内科，外科，産婦人科，小児科

いろいろといわれるがその多くは当らない

の４つの病棟をロテイトして配属すること

ものである。りつばに行われたインターン

が正しい。

教育の成果はりつばにあらわれている。

聖路加国際病院と東京警察病院は新しい

１２．インターン教育の成否は制度の外的措置

カリキュラムをつくりインターンを上記４

ももちろん大切であるが，教育に当るもの

科に配属し，その他の科は早朝病棟回診後

の熱意が最後の決をとる。それはわれわれ

午前中に外来で勉強させ，午後は病棟に帰

病院人の責である。

す。

厚生省も従来の規定にかかわらずカリキ
ュラムの自主的な改善を望んでいる。
４インターン教育病院の指定は将来教育の
実質実績によって行われることが望まし
い。

５．インターン教育は大学において修得した
９６

１３．病院の使命からいってインターン教育は

二義的なものだが，よい病院でなければイ
ンターン教育はできないし，またよいイン

ターン教育がなければよい病院にはなれな
い。

医学生の卒後の実地修練制度すなわちインタ

ーン制度につき，その改廃についていろいろの

２橋本会長時代

議論がなされているが，日本病院協会は現行方

くことを決めた。

式の是正と内容の充実向上をはかって，さらに

９月16日，第２回の医事研究会は順天堂大学

これを存続発展せしむべきであるとの要望を５

５号館講堂を会場とし，研究課題を「請求事務

月16日厚生大臣に提出した。

の簡素化」として開催された。出席は46病院７４

診療管理部会は年間10回開催され，この問題
をはじめその研究内容はすべて日本病院協会々

名であった。

さらに第３回は11月15日，佼成病院を会場と

して「外来受付業務の分析｣，１２月10日は武蔵

報に掲載された。

事務管理部診療管理についての研究部会は
会始まる昭和33年に設立されて，爾後毎

野赤十字病院において「基準看護，給食，寝具
に伴う問題」について研究をした。

事務管理についても同様の研究がなさるべき

栄養管理部事務管理部会が設けられ，さら
会始まるにその傘下に医事研究会が始ま

であるとして事務管理部会が設立された。部会

って，それぞれに研究の成果をあげていること

の世話人は落合勝一郎氏（聖路加国際病院事務

から，病院の各部門の研究部会を設けるべきで

長）とし，その第１回の研究会は昭和39年４月

あるとされ，昭和39年12月８日，病院会館にお

９日病院会館において開かれ，運営方法につい

いて栄養管理研究会が第１回の会合を開いた。

て協議するとともに医療費問題について研究を

世話人は宮川哲子氏(虎の門病院栄養部長)，原

行った。

沢美智氏（順天堂大学病院栄養課長）等であっ

月１回の部会を開いて研究をつづけている。

爾後概ね毎月１回年間７回にわたり，会場は
都内，都外の病院として研究会を行った。
医事研究会始まる

従来医事業務についての

研究のため，昭和38年２

た。研究会は医事研究会と同様隔月に開催する
こととした。

臨床予防医学活動短期人間ドック

短期人間ドックの受診費

月以来東京都内の病院の医事課長の有志が集ま

用は標準報酬の上昇にスライドすることになっ

り研究会を行っていた。

ており，昭和39年３月５日，その費用を10,600

昭和39年４月より日本病院協会に事務管理部

円から11,600円に契約を更改した。

会が設けられることとなり，この医事業務の研

短期人間ドック講習会は新潟市において行わ

究会を事務管理部会の傘下研究会とするとの議

れる予定のところ，新潟地震のため会場を東京

がおこった。

に変更し，昭和39年８月27日社会文化会館にお

この医事業務研究会としてはすでに第９回に

いて開催された。

あたる研究会を日本病院協会内の第１回の医事

第６回短期人間ドック研究会は翌８月28日同

研究会とし，開催通知の範囲を広げて７月１５

会場において開かれ，１８題の演題が発表され

日，日本大学駿河台病院において都近県31病院

た。また東京女子医大中山教授を中心に糖尿病

より参加を得て研究会を開催した。

に関する討議が行われた。

神崎副会長の挨拶についで，順天堂大学守屋

第２回臨床検査セミナーは，前年と同様中央

博教授の講演があり，研究会は以後隔月１回開

検査室主任あるいは臨床検査技師を対象として
９７

２橋本会長時代

12月５日，聖路加国際病院を会場として行われ

間，山口県，福岡県の７病院を訪れた。まず山

た。小酒井望（順天堂大学教授)，松橋直(東大

口県防府市の山口県立中央病院を訪れて棟久一

助教授）等の諸氏が講演した。

夫院長の病院管理を見学し，下関厚生病院見学

短期人間ドックについては短期人間ドック研

後，日清戦争談判の春潮楼に宿泊，第２日は九

究会，臨床セミナーの開催等経費を必要とする

州労災病院，八幡製鉄所病院，九州厚生年金病

ので，昭和39年度より短期人間ドック事業援助

院を見学後，津屋崎の鄙びた宿に分宿し，第３

費１口３，０００円を実施病院より拠出を願うこと

日は九州中央病院と国立福岡病院を見学した。

になった。

昭和39年末の指定病院数は91病院であった。

第14回日本第14回日本病院学会は昭和39年
病院学会７月８日より３日間開催され
た。学会長は虎の門病院長大槻菊男氏である。

第１日は前年にならい専門集会とし，「病歴
の中央化」について古田幸雄氏（病院管理研究

医療費問題中央医療協議会は’月'7日緊急

是正で意見の一致を見たが，再

診料新設問題で結論を得ず，１月25日には再診

料問題で紛糾し医療担当者代表は総退場した。
このような状況から，日本病院協会は厚生大臣

ならびに中医協会長に対し１月20日医療費即刻
是正に関する陳情を行った。

所長)，「病院のリハビリテーション」近藤駿四

こののちに全国公私病院大会が始まる。

郎氏（東京労災病院長）が東大医学部本館小講

中医協は４月18日，医療費是正についての答

堂で，「病院のハウスキーピング」原素行氏(元

申を行った。答申の内容は，公益代表は物価，

都立広尾病院長)，「ＰＰＣ計画」牧野永城氏

人件費の値上りに伴う入院料，初診料，往診料

（聖路加国際病院医長）が同大講堂で，「選択

などの引上げと調剤技術料の新設とをあげ，そ

献立」について長井盛至氏（浩風園長)，「病院

の引上げ幅は８％とするとし，支払側代表はこ

の購買管理」落合勝一郎氏（聖路加国際病院事

れに賛成，少数意見として医療代表は単に再診

務長）が同総合中央館３３３号室でそれぞれ講演

料の新設を主張すると付記された。

した。

第２日，第３日は一般演題および専門集会報
告，特別講演が上野の東京文化会館において開
かれた。

日本病院学会への日本病院協会よりの助成金
は本年度10万円に増額された。

５月19日，全国公私病院連盟は小林厚生大臣

に宛てて，中医協委員に公私病連の推薦する病

院代表を加えるよう要請した。

７月18日，内閣改造により小林厚生大臣が辞

任し，新たに神田博氏が厚生大臣に就任した。
９月18日，神田厚生大臣は８％に多少の上積

学会ゴルフは学会前日，茨城県士浦の常陽カ

みをする案を発表すると，今度は支払側がこれ

ントリークラブで行われ，神崎三益，太田清

に反駁し，また日本医師会側もふたたび再診料

一，河北恵文，佐野忠正の諸氏ら18名が参加し

新設を主張した。１２月20日，厚生省は９．５％値

た。

上げ配分案について中医協に諮問したが，１２月

第４回病院管第４回病院管理視察研究会は

理視察研究会昭和39年11月１７日より３日
９８

29日紛糾をつづける中医協に対し公益委員４名
はこれ以上審議はつづけられないと厚生大臣に

２橋本会長時代

辞表を提出した。

全国公私病院昭和39年２月22日，日本病院
連盟の結成協会と全国自治体病院協議会
が主催した医療費緊急是正促進懇談会において
重要事項が相談された。

われわれは，近代医療の根幹をなすものは

組織医療を行う病院にあり，病院事業の健全
な運営なくしては，国民医療福祉の確保は期
し得ないものと確信する。
病院経営の現況を見ると，収入の基盤をな

１)公的病院の経営は苦しく，公的援助を期待

す医療費は昭和36年に改訂されたまま今日に

し得ない民営病院はさらに苦しい。日本医師会

至っているが，この間消費者物価指数は21.8

執行部は病院に対し無理解である。

％の上昇を示し，また病院原価の大宗を占め

民営病院は民営病院で団結し，すでに組織化

る人件費は40％以上の高騰を示す等日本経済

されている公的病院との結合をはかる。これに

の構造変化のあおりを受けいまや病院の経営

より全国公私病院連盟を結成する。

は，崩壊の危機に直面していろ。

２)３月16日，医療費引上げ要求全国公私病院

医療費緊急是正の必要性は，政府もこれを

大会を開催する。中医協に病院代表の意見開陳

認め，また世論ともなっている。われわれは

の機会を与えるよう要請する。

中央社会保険医療協議会の民主的運営に最大

３)中医協に対し公私病院代表を推薦しうるよ

う要求をする。

の期待をよせ，医療費緊急是正についての結
論を鶴首待望をしてきたが，同協議会におけ

２月25日の常務理事会において，全国公私病

る紛糾がわざわいして，今日に至るもその実

院連盟結成案について神崎副会長より報告がな

現をみないことは，誠に遣'憾であるとともに

された。これに対して日本の病院を代表するも

'債りさえ感ずるものである。

のは日本病院協会であり，これを強固にするこ

ここにおいて本大会は全国公誕立病院15団

とが第一義であり，屋上屋を重ねることは避け

体傘下４，０００病院の総意に基づき次の要求を

るべきであるとの意見が出されたが，常務理事

確認し，総力を結集してその実現を期するこ

会の大勢はこの経過を承認した。

とを決議した。

３月15日，山の上ホテルにおいて定期理事会

さらに本会は，右統一目標の実現を図ると

が開かれた。この理事会においても，全国公私

ともに，今後起こり得る病院共通の事案を民

病院連盟の結成に関することが承認をされた。

主的に処理していくために，全日本の公私立

３月16日，東京の九段会館において全国公私

病院が大乗的見地から大同団結する必要が確

立病院大会が開催された。医育機関附属病院長

認され，ただちに全国公私立病院連盟を結成

協議会ほか14の病院団体が参加団体に名を連ね

することをあわせて決議した。

次の大会宣言を行った。

医療機関の民主的組織化の道は嶮しく，ま

本日全国公私病院15団体の代表者一千余名

た苦しいものがあるであろう。けれども本日

が，東京の九段会館に会同し，病院経営の危

ここに結集した全国公私立病院は，診療所と

機を突破するために，医療費緊急､是正要求全

も協力してあらゆる苦難を克服し，その目的

国公私立病院大会を開催した。

へ前進することを誓うものである。
９９
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記

１．病院医療の重要`陸を認めてその危機を救
済する措置をとること。

２．医療費30％の引上改訂を行うこと。
３．医療費の緊急是正は４月１日より実施す

会は４月15日，「日本病院協会と全国公私病院
大会」と題し，つぎのとおり会誌に巻頭言を掲
げた。

「３月16日東京九段会館において全国公私病院
大会が盛大に行われ，病院の経済危機突破に対
する全国病院人の意志の結集が行われた。病院

ること。

４．中央社会保険医療協議会は即時公聴会を

の理想がいかに高くかかげられても，医師が低

開き全国公私立病院団体の意見を聞く措置

い報酬で逃げだし，看護婦が足りず，技術員の

を採ること。

なり手がなく，医学の進歩に応じた医療器械が

5．中央社会保険医療協議会は全国病院団体
代表者を委員に加えること。
6．全国公私立病院団体は大同団結し，全国
公私立病院連盟の組織化を進めること。

7．病院と診療所の協力態勢を高めるよう措

入らなければ，病院は餓死して，国民のための

医療を放棄しなければならなくなる。人は生来
の理想を実現するためには飢えてはこれを果た

し得ない。全国公私病院大会は，いわば終戦時
の米よこせ運動に相通ずるものがある。米は史

置すること。

上最高の豊作をつづけ，国民の生産は世界の奇

右宣言する。

蹟といわれるほどに伸び，国民所得もまた著し

昭和39年３月16日

い増加をみている。その中で，何故に医療部門

医療費緊急是正全国公私立病院大会

が，そしてとくに病院部門が飢えなければなら

医育機関附属病院長協議会

ないのであるか。日本病院協会はつねに病院経

日本精神病院協会有志

済を是正すべき運動の中核になって働きつづけ

日本結核療養所協会

てきた。いま，この運動に多数の同志を得て国

日本病院協会

民のために病院のためにおし進めるのである。

結核子防会

しかし，人はパンのみによって生きるのでは

全国自治体病院協議会

ない。日本病院協会の使命は経済問題をも含め

全国公立病院連盟

て，日本の病院のはたらきをよくするためにあ

全国私立病院連合会

る。病院のはたらきによき組織医療と，よき看

労働福祉事業団

護と，それをまかなう能率的な事務的はたらき

日本赤十字社病院長連盟

と，さらにそれらを抱含するよき病院管理であ

医療法人協会有志

る。病院は医師卒業後教育の訓練場である。そ

東京病院協会

の訓練の場をりっぱにすることである。総合医

済生会

学とくに臨床予防医学活動は病院においてさら

全国厚生農業協同組合連合会

に盛んに行われなければならない。日本の医療

全日本病院協会有志

の制度は，その医療保障の制度を含めて，つね

全国公私病院連盟の結成に対し，日本病院協

に時代とともに進まなければならない。病院は

ＺＯＯ
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その制度のなかに重要な位置を占める。日本病

の解決は日本病院協会とうらはらをなす新しい

院協会はこの進歩に貢献しなければならない。

連盟によって行われ，協会はここに両刃のはた

日本病院協会は全国病院の集合体である。そ

らきをなしてゆくことであろう｡」

の故に米国病院協会の病院年次大会にあたる日

４月24日，定款改訂後の理事会，評議員会

本病院学会においては，院長も婦長も事務長

(旧代議員会)，総会が東條会館において開かれ

も，医師も看護婦も技術員も事務員も，そして

た。公私病院連盟の設立については，公私が協

ポイラーマンすらもその業績を発表するのであ

同して入院料値上げに立ち上がらなければなら

る。それらの病院を代表するものとして病院長

ぬ。対外的に公的代表は神崎副会長，私的代表

が会員となってはいるが，日本病院協会は病院

は荘顧問（日本医療法人病院協会長）の２人が

人の集合体である。４月７日第１回事務管理部

運営委員の代表であると説明され，その設立は

会が発足したこともその意味はきわめて深いの

理事会，評議員会，総会で承認された。この改

である。

定により日本病院協会はその対外活動を公私病

日本病院協会は全国病院の集合体であるが故

院連盟に譲ることとなった。

にその会務執行が民主的基盤のうえにたたなけ

全国公私病院連盟は７月11日第一生命ホール

ればならない。新定款が年１回の全国理事会を

で設立総会を開き，会長に荘寛氏，副会長に神

年６回に増加して，理事会のはたらきを十分に

崎三益，戸田文司，金子準二，五十嵐正治の４

期待し得るように改められたこともよろこばし

氏が推された。

いことといわねばならない。

日本病院協会は全国病院の集合体であって，

健康保険制国民医療費は高騰をつづけ政府
度研究会議管掌保険は来年は450億の赤字

特殊の目的をもって集まった各種病院団体のう

になる。このままでは保険は崩壊する。一部負

えにたつ連盟ではない。米国においても，カト

担金の増加，保険料率の値上，５２万円の頭うち

リック病院協会等いろいろのものはあるが，世

の撤廃などの姑息案は考えられる。しかし，大

界に対して米国を代表するものは米国病院協会

正の時代に源を発しその時代の知恵のもとから

である。西独においてもその例外ではない。１日

成長した健康保険の制度は現時代となって数多

定款においてはこの点に徹底を欠いていたが，

い不具合が露呈される。医療保障と医療保険の

新しい定款の発足によってその支障が排除せら

概念の混乱保険それ自体の意味するものへの

れた。しかしながら地域における病院団体はい

反省，そして医の本質に対する現保険制度の矛

わば日本病院協会の地方的はたらきであって，

盾一制度もまた進化しなければならない。そ

実質的な意味を尊重した基盤として残されるよ

れを進化させるのはわれわれの知恵である。

うになっている。

健康保険法改正のうごきがあるこのときに，

病院のはたらきをよくするための日本病院協

日本病院協会は保険者，被保険者，医療担当者

会の使命は重い。日本病院協会は，病院のはた

のひとびとの会合を願って，昭和39年９月11日

らきをよくしようという病院人に支えられてま

健保連会議室において健康保険制度研究会議が

すます前進する。制度のなかに苦しむ経済問題

行われた。
ZＯＺ
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まず講演会が午前中に行われ，「健康保険制

費による完全な医療保障を行う。米国では

度改正の問題点」について健保連業務部長仲田

月収200ドル以下のものは郡立病院County

良夫氏，同じ主題で国保中央会専務理事小島徳

Hospitalで無料で診療を受けるが，わが国

雄氏，同じく日本労働組合総同盟厚生部長河野

でもこれに準じた病院がそれを行う。

徳三氏，日本病院協会副会長神崎三益氏の講演
があった。

午後は討論会とし，参会者多数が諸問題につ
いて質疑・追加討論がなされた。
そのまとめは次のとおりである。

1．医療保障，健康保険の制度をりっぱにやる
ためには医療制度をさらに正しい姿にしなけ
ればならない。

ロ）中間所得層に対しては健康保険を行う。
政府管掌の方法は大正の時代に即した日

本に独自な方法であるがその運営尼大にす

ぎて妙味にとぼしい。職域による健康保険
組合と，地域による国民保険組合に委ねる
べきである。

国民健康保険組合は低所得者をイ）の医

療保障に委ねて相互に保険の資格あるもの

国民が均しくよい医療を受けられるために

のみによって地域の組合として運営せらる

医療機関の配置が適正である必要がある。私

べきである。保険の給付は本人家族を区別

費をもってしては育たない地域に対して公費

せず均等に行われるべきである。

による医療機関を配しなければならない。医
師の配置についてもまた同様である。

保険給付の方法としては現行の現物給付
の方法と併行して療養費払の方法を設け，

病院は私費，患者によって建てるべきもの

受診者あるいは医療機関の欲するところに

ではない。病院は公的，社会資本によって建

従わせる。現物給付の方法のみでは医療の

てられるべきものであり，徐々ではあるがそ

自由，自主性がおかされるし，フランスの

の方向に進んでいるのはよろこばしい。専門

ごとくすべてを療養費払にすることも弊害

医の制度は，昭和17年に一度法律によってで

が伴うからである。医師選択が限定される

きたのであるが実施に至らなかった。しかし

辺地では現物給付，辺地手当などの方法に

これは民間，学会の手によって，できうるも

よる。

のからつくってゆかなければならない。

医師の生活は保障されなければならない。
老後年金の制度は必要である。

ハ）高額所得者は強制加入の保険からはず
し，自由診療あるいは自由加入商業保険と

する。強制加入保険は社会保障としての意

看護教育もまた`患者の負担により行われる

味をもつが，西独の例（月収６５０マルク以

のでなく，社会の負担により育てるべきもの

上ははずす）にならい高額所得者はこの枠

である。

からはなれるべきである。医師，病院は古

2．社会保障の観点からみた制度のありかたか

今東西にわたって貧しきにほどこし，富め

ら考えると所得の較差に応じてつぎの方向が

るものからの篤志によって成り立ってきた

正しいと考えられる。

ものである。

イ）低所得者に対しては納税者の負担一公
１０２

二）ロ）の保険医療費に関する契約は政府管

２橋本会長時代

掌を廃することによってすべて保険者と医

会議では問題を２つに絞り，第１は保健婦，

療機関の経済的とりきめによって行う。国

助産婦，看護婦の三者の総合教育の問題，第２

家権力，政治がこのなかに介入することの

は准看護婦を看護婦に進める方途について検討

混乱は現在でもうたくさんである。

をした。

3．現在の保険医療費の高騰に対する方策

午前は講演とし，「看護婦の立場から」伊佐

医療の内容がたかくなれば医療費もまた高

マル（国立東京第一病院内科婦長)，「准看護婦

くなるが，医療のむだを省き，医療を合理化

の立場から」矢沢要子（済生会中央病院内科病

し，能率化することをはかるべきである。よ

棟)，「助産婦の立場から」村岡八千代（神奈川

い医療，安い医療費というのはこのことをい

県立母子センター総婦長)，「米国のＲＮとＰ

うので，そのことによって個々の医療に対す

Ｎ」牧野永城（聖路加国際病院医長)，「保健婦

る報酬を引き上げ得るのである。濫受診，濫

・助産婦学校教育の現状」渡辺モトエ（都立保

受療，濫入院あり，とすればこれは防止すべ

健婦助産婦学校長)，「三者総合教育を実施し

きである。

て」前田アヤ（聖路加看護大学教授)，「病院の

イ）濫受診，濫受療を防ぐためには材料費主

立場から」根元儀一(浦和市立結核療養所長)，

として医薬品の一部までは全額の患者負担

「看護婦・保健婦・助産婦制度について」永野

（都市においては医薬分業）を行う。これ

貞（厚生省看護課長）の諸氏より講演がなされ

に呼応して診察料，技術料を適正として医
療の姿を正しくする。
ロ）入院，在宅`患者のバランスをはかるため

に入院患者に給食材料費の一部または全額

た。

午後は討論がなされ，講演者および一般参加
者より多くの意見が出された。

この会議より得られた結論はつぎのとおりで

を負担させる。退院についての医師の指示

ある。

権を強め要すれば指示に従わない患者の給

1．准看護婦を看護婦にすすめる道をもつこと

付を停止する。病院治療を必要としない要

は日本の実情に照らして当然のことである。

保護者の社会的収容施設を設ける必要があ

しかしこの際質の低下をきたしてはならな

る。

い。

４．以上のごとき制度方法によって開業医師も

准看護婦から看護婦に進むオーソドックス

病院もより少ない負担，より多い報酬によっ

な道は進学コースであり，経済的な負担をも

てよりよい医療がほどこされ，国民もまたよ

つものには定時制進学コースがそれである。

り少ない負担によってよりよい医療が受けら

しかしさらに事情によって優秀で向上の志を

れることとなる。

もつ准看護婦のために検定試験による方法は

看護婦保健婦助昭和39年９月１０日，健保連
産婦制度会議会館において日本病院協会

残されるべきである。

これは実務６年に１年のスクーリング（定

主催の看護婦，保健婦，助産婦制度会議が開か

時制高校卒業者は短縮される）ののちに受験

れた。

資格を取るという考えと，このような独学に
１０３
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はスクーリングを課すことは筋ではないとい

3．各種学校たる高等看護学院を教育法第１条

う考えとの２論がある。いずれも高校を出な

による短大あるいは大学にすることは，校

い場合には専門課目のほかに教養課目の国家

地，教授の点できわめて困難な問題で，可能

試験を課することは一致している。

なところから実施してゆくべきであるが，ほ

准看護婦を代表する意見が，安易な方法で
看護婦に進むことは不可である，としている
ことはりっぱである。

とんどは不可能に近い。

広報

日本病院協会々報

昭和39年１月号，第１１１号より日本

2．看護を臨床看護と公衆衛生看護（保健婦業

病院協会々報は表紙の意匠を変え，新春随想を

務）を総合した広い範囲のものと考える。助

掲載し看護に関する特集を行うなど雑誌の体

産もまた臨床看護の一部であるとする。した

裁をととのえた。

がって保健婦，助産婦，看護婦の３つを総合

会報は会員病院に１部ずつ郵送しているが，

の教育によって行い，１つの国家試験によっ

２部以上希望する病院には１部１年当り1,400

て資格を与える。これは医師のＧＰにあた

円の購読料で届けられることとなった。

る。

三者総合教育の期間は４年とする意見と３
年でよしとする意見がある。

報道機関会見

昭和39年度は報道関係に対する会見は前年の
とおり平賀参与が行い，日刊新聞に対しては厚

４年とする意見には現実的に実施をむずか

生省第１記者クラブにおいて２月22日と３月16日

しくする難点がある。３年とする意見は教育

に行い，医事関係報道機関に対しては厚生省第

のダブリを整理すること，ＧＰ的看護婦とな

２記者クラブにおいて前と同日に２回行った。

のちに臨床看護専門看護婦（産科専門看護婦

出版事業昭和39年度事業として出版活動が
あげられた。出版の第１は「病院

など)，公衆衛生専門看護婦といった専門の

とともに幾歳目」とし，著名病院長３名，事務

認定を行うことによって実現は可能であると

長２名，総婦長５名の回顧録で昭和39年10月１

する。

日に発刊された。

ったのち，たとえば１年間の実地経験教育の

１０４
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昭和４０年
病院経済委員会は世界各国の医療保険制度の
研究結果をまとめた。看護管理部会，薬事管

理部会，病院管理総合（中小病院）部会が発
足した。講習会を開いて会員の教育に資し
た。ストックホルムでの国際病院会議におい

て橋本会長は常任理事に選出された。医事請

求事務能率化の研究とその陳情がなされた。
多数の出版が行われた。

常務理事会常務理事会は日本病院協会の協
会活動について前年と同様毎月

行われた。

７月27日の定期理事会は聖路加国際病院にお

第２，第４火曜日午後２時より開催された。そ

いて開かれ，地方状況の報告がなされたあと，

の議題は年間の計画と移りかわる事項への対処

日本病院学会の助成，出版事業についての協議

とである。

がなされた。

５月12日，役員の新任により常務理事会の出

９月28日の定期理事会は聖路加国際病院にお

席者は会長橋本寛敏，副会長神崎三益，間島良

いて開かれ，各種の管理部会，研究会を全国的

二，内藤比天夫，常務理事佐藤元一郎，村田三

に盛んならしめる方策，来年度日本病院学会に

千彦，宮崎達，平賀稔，根元儀一，五十嵐衡，

東南アジア諸国を招くことについて，クロスピ

氷野近，小野田敏郎，監事矢田城太郎，村田嘉

ー氏の招待について等の協議がなされ，地方状

彦，参与守屋博，石原信吾(虎の門病院事務長）

況についての報告が行われた。

の諸氏となった。

理事会，評議昭和40年１月26日，日本出版
員会，総会クラブにおいて理事会が開か
れ，保険請求事務の合理化，看護業務研究，中
医協事'盾について報告された。
同じく３月23日，聖路加国際病院において役

員改選，会費の改訂，昭和40年度事業計画につ
いて協議が行われた。
５月12日理事会，評議員会，総会は京都第二

１１月30日聖路加国際病院において理事会が開

催され，次年度事業計画，予算についての協議
がなされた。

役員の改選

日本病院協会の役員の改選は昭

和40年５月12日京都第二赤十字

病院において行われた。

昭和39年２月の定款改訂により，評議員（旧
代議員）の数が38名より７６名に増加された。

従来理事の選出は，評議員会（旧代議員会）

赤十字病院において開催，前年度事業報告と決

を開催した折に行われていたが，このたびは郵

算，本年度事業計画と予算とが承認された。評

送による選挙の方法により選出されることとな

議員会においては別項記載のごとく役員改選が

った。
ZＯ５
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また従来は，横割りの地方病院協会，縦割り

す。これは医師である病院長がいるわが国にお

の特定病院団体という複雑な選挙母体であった

いてはじめて可能であります。さらに看護，栄

が，このたびは北海道，東北，東部，中部，近

養，事務，その他すべて患者を対象とするもの

畿，中国・四国・九州のブロックに分け，各地

の管理について研究し，よきところを実践して

区の会員数に比例した数の評議員，理事が選ば

ゆかなければなりません。

れることとなった。

理事会において新任の理事により会長の選出

が行われた。重ねて会長に選ばれた橋本寛敏氏
は，副会長，常務理事を選考して理事会の承認

私はこういう働きをする日本病院協会の会長
として，さらにみなさまとともに励んでゆきた

いと考えます。－

日本病院協会創立以来ながく常務理事を歴任
した塩沢總一氏が病院長辞任のため勇退した。

を受けた。
新任は次の諸氏である。

会長橋本寛敏

委員会昭和40年の委員会はつぎのとおりで
ある。

副会長神崎三益，間島良二，内藤比天夫

病院制度委員会（看護制度委員会）

常務理事村田三千彦，佐藤元一郎，根元儀

病院経済委員会

一，宮崎達，五十嵐衡（晴和病院

臨床予防医学委員会

長)，平賀稔，氷野近，小野田敏郎

編集委員会（広報委員会）

顧問荘寛

病院経済委員会は神崎三益副会長を委員長と

監事矢田城太郎，村田嘉彦

し７月27日聖路加国際病院において会同し，厚

参与守屋博，石原信吾

生大臣に提出された医療費基本問題研究員の報

重ねての就任に当り橋本会長はつぎのように

告についての検討を行った。委員会はさらに守

挨拶をした。

屋，平賀，水野，小野田，落合，井上の各委員

－私は政治はきらいであります。その私が

がそれぞれ担当して世界各国の医療保険制度に

重ねて会長として選ばれたことは，日本病院協

ついて研究を行い１０月につぎのとおり意見を

会の仕事は私が常に主張する組織医療をもとと

まとめた。

したはたらきのよい病院をつくる－その原動

世界主要12か国の医療保険制度を通覧する

力となることであるとみなさまがお考えになる

に，あらかじめ医療費総枠のとりきめもなく，

からであると信じます。

自己負担もなく，一律の公定料金の出来高払い

病院長は病院管理の責任者でありますが，病

(feeforservice）しかも医療費構成の著しく異

院管理は院長ひとりではできない，組織をもっ

なる病院医療と一般診療所医療を同一系列で考

た管理が必要であります。このためには病院の

えている国は日本以外どこにもない。医療機関

高級幹部が管理に対する熱意をもつことであり

の自主性を認めているものはわずかに室料差額

ます。病院管理の上で診療管理が第１位に位置

のみ。これでは保険経済は天井知らずに騰る

します。幹部の熱意が必要であります。診療の

が，技術差，設備差無視のもとでは，良い医療

管理ということは外国にはないことでありま

を提供しようという意欲は薄れ，濫用をチェッ

ＺＯ６
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クすることはできず，日本国民はせっかく多く

なときにはじめて保険のお世話になって自己

の医療費を負担しながらよい医療を受けられな

負担なし，あるいはごくわずかで済む，これ

くなるだろう。この際，全国民は目をさまし

でこそ真の保険，いわゆる足切り保険の真価

て，この矛盾だらけの原始的な健保制度の根本

を世人に知らしめる必要がある。

的な改革に踏み切るべしというのが委員全員の

6．改革に際して，一挙にあらためようとする

一致した意見であった。各委員の改革意見を纏

ことは不可能だから，被保険者，医師に対し

めるとつぎのようである。

ても選択権を与えたらよい。二者択一，三者

1．追加料金（差額徴収）を認める出来高払い

択一でもよい。

（feeforservice）－公定料金（償還率が定

7．低所得層には完全な社会保障としての医療

められていればその額）は，医師が基金に請

を提供する。

求し患者は医師の自由料金と公定料金との差

以上のほか，各国制度において，示唆を受け

額を医師に支払う。
2．件数払い＋出来高払い－件数払いが医師

たものとしてつぎのものがある。

1．償還率の格差一無駄の起こりやすい行

収入の大宗で，出来高払いは付加的なもの。

為，薬品等に対しては償還率を低くし，緊

3．俸給制十出来高払い－これは主として無

急，重大な効果を持つ行為，薬品等に対して

医地区に適用するものだが，都会地では自由

は全額償還，または大半を償還するごとく格

診療の盗意を抑制するに役立つだろう。

差を設け，悪平等一律化を避け，保険医療の

4．登録制十出来高払い－初，再診料，相談
料の相当額としてあらかじめ登録料（capita‐

tionfee)をもらっている医師は，登録患者に

効率を高めることが心がけられている。
2．自由診療の盗意をチェックするための公的
機関，医療技官の存在は必要である。

限って，上述の項目は無料。ただし，その他

3．件数払いは，出来高払いよりも不正防止が

の行為については自主的料金を請求し，患者

容易であるが，なおその上１％の無作為のハ

は後に基金からの償還を受ける（この場合，

ガキによる患者調査を行っている。

１．の方法を用いるもよし)。要するに－部負

4．各国とも病院医療（入院医療）は保険の枠

担，差額徴収のため早期受診が抑制されるの

から外して公費で運営されている。

を避け，家庭医制度の奨励策となる利点があ

研究部会診療管理部会は昭和40年１月９

る。

日，虎の門病院において「専門外

5．足切り説の一種一風邪引き，腹痛などご

来」を主題として研究会を開いた。以後，年間

く軽いものまで保険給付を受けるためいざ命

11回にわたり，診療管理に関する研究をつづ

に関わる大手術，長期入院の際，その半額ま

け，その成果を詳細に日本病院協会雑誌に報じ

たは数割を自己負担させられて数万円，数十

ている。

万円の現金が必要となって，治療を断念し，

事務管理部会は，前年昭和39年４月新設され

本人も家族も悲嘆に暮れるという話を聞く

昭和40年１月９日，病院会館に神崎副会長を招

が，平素から軽いものは自弁でやって，重大

いて「医療費問題の展望」についての講演を受
ZＯ７
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けた。２月12日に，順天堂大学病院において
「人集め対策」を，３月１２日には東京医大病院

いたが，薬事管理部会がいよいよ設立された。

その第１回の会合は古川正氏（東京警察病院薬

において「手当の種類と額の実態」について，

局長）が世話人となり，昭和40年９月２日虎の

以後年間７回にわたって研究会が行われた。

門病院を会場として41名の病院薬局長が集まっ

医事研究会は１月20日，駿河台日大病院にお

いて「受付侍時間」について研究を行い爾後
年間６回の研究会を行った。

栄養管理部会は，前年の昭和39年12月に設け
られたばかりであるが，昭和40年２月２日，聖

路加国際病院において第２回の研究会を開き，

「複式献立，検食，職員食」等についての研究
を行った。

４月には看護部門と「栄養と看護との関連」

て開催され，主題を「医薬品の選定」として３
時間にわたり協議討論がなされた。

以後，研究会は隔月に実施されることとなっ
た。

病院管理総合日本病院協会は病院管理の各
部会始まる般にわたって研究会を開き，
それぞれに勉強を始めているが，これらの研究
はややもすると大病院を主体とするものとなり
がちであることから，中小病院の管理のうえに

について合同研究会を開き以後６月，８月，１０

特に必要とする事柄について研究をするために

月，１１月と概ね隔月１回研究会を開催した。

病院管理総合部会が設けられた。

看護管理部病院における看護管理について

この部会は笠木茂伸氏（北品川病院副院長)，

会の発足の研究を行うために，病院長，

鎌田利雄氏（同院長秘書）を世話人とし，１か

総婦長を一丸とした研究部会が理事会の決定に

月に１回，中小病院を会場として研究会を開く

基づいて発足しその第１回の部会が昭和40年

こととした。

３月２日，日本病院協会の会議室において開か

その第１回の会同は昭和40年３月25日病院会

れた。設立時の幹事は関光（東京女子医大病

館において開かれ，「経営の合理化」について

院)，幡井ぎん（虎の門病院)，湯本きみ（聖路

の協議研究が行われた。

加国際病院)，大野菊衛（順天堂大学病院)，高

ついで４月15日プ東京・北品川総合病院を会

瀬松子（国立東京第一病院)，飯塚スズ（日赤

場として「小型病院の人事管理」について研究

中央病院)，服部ヨシ(都立駒込病院）の各総婦

を行い，以後毎月１回ときめて，見学病院を変

長諸氏である。

えその病院の特徴とするところを主題とし，年

第１回の研究会は，「病院の人事管理の特異
性」について根元儀一常務理事（日本病院協会
看護制度委員長）の司会により行われた。

間６回の研究を行った。

講習会日本病院協会は病院ハウスキーペー

会と共催して「病院清掃」について

第２回は５月10日，「夜勤.三交替｣について

の講習会を昭和40年11月11日より３日間，東京

虎の門病院において開かれ，以後隔月４回にわ

墨田区・同愛記念病院講堂において開催し，全

たり開催された。

国よりハウスキーペー，担当課長，係長１３０名

薬事管理部病院管理の－部門としての薬事
会始まる管理についての研究が待たれて
１０８

が参加した。講師には原素行（病院ハウスキー

パー会顧問)，武田ます（日本女子大学助教授)，

２橋本会長時代

井上昌彦（駿河台日大病院事務長）の諸氏が当

内，俵といった人たちが政権を離れたときに坂

った。この講習会の内容は「病院家政一清掃」

口内科に入って精密検査を行った故事にならっ

として日本病院協会より刊行された。

て，東一に２床を準備しました。このときに人

病院の税務についての講習会「病院と税金」

間ドックが始まったのであります。

を11月27日，東京平河町・全国町村会館講堂に

そのときに私もこれに大いに賛成いたしまし

おいて開催した。全国より院長，事務長，経理

た。聖路加国際病院は創立以来公衆衛生をすす

課長，係長71名が参集した。法人税，源泉徴収

めてまいりました。保健所をつくったのも聖路

所得税，贈与税，相続税についてそれぞれ荘寛

加国際病院がはじめてで，これがのちに中央保

顧問，桜井四郎（国税庁法人税課長補佐)，阿

健所に移管されました。しかしその後も，保健

部信逸（都主税局）の諸氏より講義があった。

所ではやりにくくて，病院なればこそできると

臨床予防医学活動短期人間ドック

いう予防医学活動をすすめるという伝統的の習

短期人間ドックの検査費

｣慣がございましたので，ただちにこの１週間入

用は健保連との契約により標準報酬にスライド

院の人間ドックを取り入れて私どものところで

して昭和40年１月１日より11,600円より12,500

も開始しました。その翌年には慶応も東京女子

円に引上げられた。

医大もやるということで始まりまして，その１０

昭和40年度末の指定病院教は202病院，利用
者9,100人であった。

月に人間ドック研究会ができその後もこの会は
臨床予防医学研究会としてつづいています。

短期人間ドックの講習会は８月26日，第７回

日本病院協会の10周年に当り，協会はこの大

短期人間ドック研究会は諏訪赤十字病院佐藤元

渡氏を表彰いたしましたが，このようないきさ

一郎院長が主催し８月27日に，共に長野県上諏

つで人間ドックが始まったのでございます。

訪市・市民センターにおいて開催された。講習

３年過ぎましてから，私はジェネバのＷＨＯ

会では信州大学小田正幸教授その他の講演があ

の世界保健大会に出席いたしましたが，その時

った。研究会において橋本会長は「日本の誇り

の議題は偶然にも病院の予防医学活動というこ

人間ドック」と題してつぎのごとく語った。

とでありました。そもそも公衆衛生活動は保健

－人間ドックは昭和29年，国立東京第一病

所で専門の公衆衛生の人がやっているけれども

院で当時の坂口院長の指示によって生まれたも

効果があがらない，それはやりにくいことをや

ので，これを動かし社会に広めましたのは朝日

っているからであります。病院は重症の患者を

新聞の記者をやめて保健同人社をつくった大渡

みることを仕事としていますが，こういう患者

順二さんであります。この人は結核のあとで健

をみている人が潜伏している病気を見つけ出

康を守るために保健同人社をつくりましたが，

す，軽症の`患者を避けない，しかも潜状してい

結核の早期発見，早期治療が効を奏しましたよ

るものを見つける。欧米の病院では古い伝統で

うに，他の病気も同様の方法でゆくのではない

やりにくい，新興国では予防と臨床を併行させ

かといって坂口先生にすすめられたのでありま

てやっている。わが国は古いのですが，３年前

す。坂口先生はむかし民政党の要人であった桜

から始めているこの人間ドックの話をいたしま
１０９
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した。この人間ドックが日本では大へん普及し

短期人間ドックのための第３回臨床検査セミ

ていることを申しましたところ外国の人たちは

ナーは12月４日京都第二赤十字病院において行

非常に興味をもった，英国のマッキンストー大

われ，「血清膠質反応について」高田仁（京都

学の公衆衛生の教授などが興味をもちました。

大学中検助教授)，「甲状腺検査法」鳥塚莞爾

外国では生命保険会社が定期検診をやってい

（京都大学三宅内科)，「血清梅毒反応の最近の

るところもあり，大学で多少研究している，家

動向」水谷昭夫（京都府立大学臨検)，「ＧＯＴ

庭医に検診をしてもらっているところがありま

検査の最近の動向」小泉岳夫（大阪大学阿部内

すが，総合病院，大病院がこれをやるというこ

科）等の諸氏の講演につづいて，例年のとおり

とはありません。よいとわかっていながらでき

手技実習を行った。昭和40年末の特定病院数は

なかったのでございます。日本では波にのって

128病院であった。

やっております。

主婦ドック

最近米国のミネソタのMayoClinicにまい

主婦ドックの打合わせ会は昭和40年２月22日

ることがございましたが，MayoClinicは臨床

東京および近県の担当医長が集まって行われ

のメッカであり，高級のクリークのセンターで

た。主婦ドック契約病院は49病院，受診者数は

あり臨床の第一線の教育の中心であります。昨

1,270名で，昭和37年開設以来逓減の状態にあ

年行ってみたのですが，やっている，Health

る。受診者には若い婦人が多いが，検査項目の

takeupといって１０日間のものです，われわれ

少ないことが期待に添わぬとされ，このために

のと大へんよく似ています。

別に検査項目を増加してＢコースを新設した。

Ｍａｙｏでは通院させておりますが，クリーク

妊婦ドック

と地下道が通ずるホテルでここにはナースもい

妊婦ドック打合わせ会は昭和40年３月８日に

ます，まあ病院と同じでございます。仕事は大

行われた。妊婦ドックの契約病院74,利用者は

体同じで，料金はかなり高い，１２５ドルから250

350名，妊婦でこの制度を知らぬ者が多く，さ

ドル。
米国から見学者がまいりますと，われわれの

人間ドックの病棟をみまして大へんおもしろが

らに広報の必要あること，産院においても実施

可能にするなどの意見があげられ，新たに産
院，産科単科病院向けの新要項がつくられた。

ります。日本のいままでの仕事は欧米のあとに

乳幼児保健指導

ついてまいりましたが，人間ドックは日本が先

乳幼児保健指導の打合わせ会は昭和40年３月

鞭をつけたのでございます。

人間ドックのこれからの問題は，老化現象と

悪性瘍腫が主となりましょう，‘患者の教育の問

題，精神衛生の問題は大切であります。－

１５日に実施された。契約病院数は33病院，利用
者2,300名。

乳幼児の保健指導を希望する母親が増えてい

るが，乳幼児保健指導についても健保連の被保

賢く社会の役に立つ寿命を伸ばすこの人間ド

険者にこの制度のあることを知らないものが多

ックの仕事がこの国でますます盛んになるよう

い。したがってこれを利用する者が少ないので

みなさまのご努力を期待いたします。－

さらにこれを広報する必要がある。また乳幼児

１１０
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保健指導は一般には満１歳まで毎月行われてい
るのに，この制度では４回である。一応これを

５回に増加し，他は自己負担とするよう改めら
れた。

第15回日本第15回日本病院学会は昭和40年

病院学会５月13日より３日間，京都市・

葉を訪ね，美保ケ関の展望を忘れなかった。
海外視察旅行

日本病院協会は，６月21日よ
りストックホルムにおいて開

かれる第14回国際病院会議の出席をかねて，西
欧および米国の病院視察旅行を計画した。
６月17日出発，２０日ストックホルムの学会に

京都会館において萩原義雄氏(国立京都病院長）

登録，２１日よりの病院会議に出席し，あとヨー

を学会長として開催された。

ロッパおよびアメリカの病院を視察して帰国し

第１日は専門集会とし，「救急医療の諸問題」

は古王太郎氏(京都第二赤十字病院長)が司会し

た。

て京都会館第２ホールにおいて，また「病院に

会長が国際病院第14回国際病院会議は６月
連盟常任理事に２０日から25日まで，国際病

おける委員会制度」は小野田敏郎氏（東京警察

院連盟の主催のもとに，スウェーデン国首都ス

病院医長）が司会して本会議場において，「看

トックホルムで開催された。橋本会長は平賀常

護婦不足対策」は鈴木こう氏（京都第一赤十字

務理事らを帯同してこの会議に出席したが，同

病院総婦長）が司会して第２ホールにおいて，

会議総会において，国際病院連盟の常任理事

「病院外来の運営」は安富徹氏（国立京都病院
医長）が司会して本会議場において開かれた。
一般演題49，これに専門集会の関連発表12題
を加えて61題に達した。

日本病院学会に対する日本病院協会の助成金

は前年の10万円より20万円に増額された。

第５回病院管第５回の病院視察研究会は昭
理視察研究会和40年11月16日より３日間，

(MemberoftheCouncilofManagement)に
選挙された。わが国は初めて同連盟の理事国と
なった。これによって，わが国病院の国際的地
位が著しく高められたことはいうまでもない

が，同時に，世界的にみると，アジア諸国の代
表として，指導的な役割を受け持つこととな
り，わが国の責任は重大となった。

なお，今回の選挙の結果，世界における理事

鳥取県，島根県の６病院を見学して行われた。

国は，北米合衆国，英国，ドイツ，オランダ，

見学希望病院中，鳥取県済生会境港病院は事'肩

アイルランド，フランス，オーストラリア，コ

により見学が許されなかった。

ロンビア，イタリア，スペイン，日本，スイ

見学病院は倉吉市の鳥取県立厚生病院，米子

ス，カナダ，ノルウェーとなった。

市の山陰労災病院，松江市の松江赤十字病院お

日本が国際病院連盟に加盟したとき，日本は

よび松江市立病院，玉湯町の厚生年金玉造整形

東洋の灯台となってほしいといわれたが，橋本

外科病院，出雲市の島根県立中央病院の６病院

会長もこの就任に当って連盟の常任理事国とな

であった。

ったうえはアジア諸国のために尽くさなければ

参加者は55名，このたびは総婦長６名と女性

ならないと述べた。

参加者が増えた。病院管理視察研究会は勉強し

前年昭和39年９月橋本会長は米国の〆イヨー

すぎる傾向があるので今回は大山国立公園の紅

クリニク百年祭に表彰を受け，米国病院協会に
ＩＺＺ
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おいて国際病院連盟会長のクロスピー氏より国

臣につぎのような申入れを行っている。

際病院連盟常務理事への立候補をすすめられ

医療問題混乱に対する緊急措置について，

た。このたびの総会における選挙に米国病院協

本審議会は，本年２月，厚生大臣から諮問の

会と米国カトリック病院協会より指名推薦が行

あった健康保険制度等の改正案について，す

われ，スウェーデン病院協会，ノルウェー病院

でに十数回の会議を開き鋭意検討を重ねてき

協会も推薦して今回の当選となったものであ

たが，まだ答申を行う段階に至っていない。

る。

その間，医療費改定をめぐる紛争は紛糾を重

昭和40年１月９日，中医協公益

ね，中央保険医療協議会（中医協）はその機

委員は医療費9.5％値上げの諮

能を果たしえなくなっている。このままに放

問について，調整がとれないが引上げはやむを

置しておくならば，医療保険制度にとりかえ

得ないとの報告書を神田厚生大臣に提出した。

しのつかない障害をもたらす危険があある。

医療費問題

神田厚生大臣は医療費9.5％の値上げを１月
１日に遡り職権で告示をした。

１月11日，職権告示の強行を不当として，今

この混乱は直接には医療費改定の手続をめぐ
って生じたのであるが，実はその根は深く，

現在の医療制度の体系そのもののなかに存す

度は支払側７委員が辞表を提出して退場した。

るので，その解決のためには制度自体に根本

２月５日，健保連と安田健保組合，三井健保組

的な検討を加えなければならない。しかし，

合ほか２組合が職権告示の取消しと効力停止の

紛糾が紛糾を引き起こす現状にあっては，当

行政訴訟をおこした。４月22日東京地方裁判所

面の問題に対する応急の措置もまたゆるがせ

は，健保連は当事者適格を欠くとし申立てを却

にすることは許されない。根本的対策につい

下，安田ほか４組合については神田厚生大臣の

ては，いずれ本審議会は答申を行うつもりで

職権告示の医療費値上げの効力を５月１日以

ある。

降，行政訴訟確定まで停止し，旧料金を適用す

ここにおいては，差し当り緊急の措置につ

るとの決定を下した。政府は即刻抗告の手続を

いて見解を述べ，政府の善処を求める次第で

とった。

ある。

５月１日，この２本建て医療費が始まると，

１．すみやかに中医協を再開する。

安田，三井，保土谷化学，全国食糧の４健保組

当面の処理に限っていえば，問題は医療

合の被保険者や家族に対し受診の病院，診療所

費にあるのであるから，これを処理するた

において，保険診療拒否，現金払い要求などの

ためにまず中医協が再開されなければなら

事例が相ついだ。

ない。

５月31日東京高等裁判所は政府の上告を認め
東京地裁の決定を取り消し，安田ほか３組合の
申立てを却下するとの判定を下した。

２．場合によっては中医協を改組する。
しかしながら，中医協15年の歴史に鑑み

れば，遣'憾ながら再開の期待の可能性は決

６月１日，総理府社会保障制度審議会長大内

して多くはない。しかも事態は遷延を許さ

兵衛氏は，このような事情に鑑みて佐藤総理大

ないから，政府は従来のような態度を変え

ＺＺ２
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て再開不能または運営不能の場合は，中医

協改組に関する法案を臨時国会に提出し，

医事請求事病院の医事請求事務は多くの労
務の能率化力を必要とする。医事業務は診

問題の抜本的解決を図るべきである。

療と事務のあいだにまたがっている。日本病院

たとえば，

協会は診療管理部会，事務管理部会，医事研究

イ中医協委員は三者構成とするも，各側

会を１つにまとめ「医事請求業務の能率化」に

の構成のあり方を再検討し，さらに，審

ついての研究会議を開いた。昭和40年２月２７

議を尽くして，なおかつ結論が得られな

日，会場は東京・駿河台日大病院６階大ホール

い場合には，公益委員に一任することが

である。

できるような方途を講ずる゜

山崎秀雄氏（東京・開業）は「請求明細書に

ロ三者構成をあらため公益委員のみの構

おける物と技術の分離」について，阿久津'慎氏

成とし，答申は関係団体の意見をきいた

（名鉄病院長）は「信頼を基とした請求明細簡

うえで決定する。
３．医業経営実態調査を実施する。

素化」につき，小野寺広氏（岩手県医療局業務
課長）は「いわゆる岩手方式について｣，竹内

現在の医療費は，その基礎となる実態を

健一氏(国立療養所刀根山病院医事課長）は｢い

把握しないまま決定されているのであるか

わゆる刀根山方式について｣，黒田幸男氏(虎の

ら暫定的なものといわざるを得ない。医療

門病院医事課長）は「いわゆる虎の門方式につ

費問題の根本的解決の第一歩として，すみ

いて｣，安永貞雄氏（東京警察病院医事課長）は

やかに科学的な実態調査を行い，医療の実

「オーバーレイ方式」についてそれぞれ発表を

態を明らかにする必要がある。その際，こ

行った。また柴田正衛氏（厚生省中国地方医務

の調査については，これを拒めないような

局）は「いわゆる中国方式について｣，内村享

法律的根拠を定める必要がある。

氏（松江赤十字病院医事課長）は「いわゆる松

中央医療協議会は支払い側の退場と訴訟とに
より休業となっていた。６月３日鈴木善幸氏が
厚生大臣に就任した。７月28日鈴木厚生大臣は

支払い側代表を招いて中医協への復帰を要請

江方式について」それぞれ日本病院協会会報の
紙上参加を行った。

午前の５講師の発言に対し，午後は２時間３０
分にわたり討議がなされた。

し，２９日公益委員に東畑精一氏ほか３名を決め

以上の研究より，病院の医事請求業務を能率

た。８月14日中医協は７か月ぶりに再開し，厚

化するためには，複写の方法がもっともすぐれ

生大臣は３％の薬価引下げとそれで浮く財源約

ている，現行の請求明細書は日計表を附したも

300億円を医師の技術料にふりかえる配分案に

のに改むく<，その型式は虎の門方式を若干改

ついて諮問を行った。

めたものが最良であるとの結論に達した。これ

中医協は10月２日政府諮問案を認める答申を

に基づいて日本病院協会の名において解決の方

行い，厚生省はこれに基づいて総医療費の４５

途を講ずるとの議決を得た。この日の出席者は

％を引下げる新薬価基準３％の技術料等を引上

131名であった。

げ公布し，１１月１日より施行した。
１１３
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陳情診療報酬請求事務能率化についての
陳'肩

３．厚生省中国地方医務局管下の国立病院，

国立療養所は，現行明細書に同大の日計表

大臣，次官，保険局長の新任をみたので，６

を附して病院の日計に用いるとともにこれ

月14日上記の改革について日本病院協会は厚生

をそのまま複写して提出するいわゆる中国

省に陳'盾を行った。

方式を用いて能率をあげている。

陳情団は神崎副会長，小野田常務理事，矢吹

４．岩手県医療局管下の県立病院では現行明

（聖路加国際病院)，黒田（虎の門病院)，安永

細書に別紙として複写された日計表を貼付

（東京警察病院)，木内（済生会中央病院）の

して提出することを始めている。

医事研究会幹事および大城事務局長である。
陳Ｉ盾の要旨はつぎのごときものである。

診療報酬請求事務の能率化
請求事務能率化の必要性

５．虎の門病院は国家公務員共済組合との間

で，現行Ａ５判の大きさで独自の様式の明

細書兼日計表をつくりこれを複写して提出
し能率をあげている。

現在病院の入院，外来患者についての診療

請求事務能率化の考按

報酬請求事務は毎月の始めに前月の日計表よ

現在行われているすぐれたアイデアを通覧し

り患者氏名，年齢，性，記号番号および診療

て，１）の名鉄方式は，全般的とするにはなお

内容を請求明細書に逐一写しとるという作業

問題があり，２）以下の複写による方式がもっ

を行っている。このためには多数の人員とそ

ともすぐれた方法と断ぜざるを得ない。

の人びとの時期的超過勤務とを必要としてい

その中で２）３）４）の刀根山方式，中国方

式，岩手方式は一応現行明細書を前提とした改

る。

これは企業内の事務としてはまことに非能

善策であるが，竿頭一歩をすすめて，現行明細

率なことであり，間接的には医療費の浪費で

書の様式を改め,５）の虎の門方式を採用する

ある。

ことが最良の方策であると考えられる。

診療所においてはこの事務は医師みずから
をさえ労している。請求事務は能率化しなけ
ればならない。

能率化された請求事務試行の現状

１．名鉄病院（名古屋市）は所属健康保険組
合との間で，ＩＢＭ的記号の使用，一定規

準以下の請求のすし屋勘定（合計点のみ記
入）を行っている。

２．国立刀根山病院は日計表の合計部分が現

請求事務能率化のための方策

1．請求明細書をそのまま日計表として用いう
るものに改め，その複写を支払基金に提出す
るように改める。

2．その様式は上記虎の門方式に多少の改訂を
加えた別紙のごときものといたしたい。

註：数年にわたる実施経験によれば，複写の機
械はリコピーまたはゼロックスが用いられ
る。

行明細書の所要欄に複写しうる方法を案出

前者による場合の紙質の腰の堅さは十分

し，複写の明細書を提出することにより能

であり，また使用機械の価格も廉価であ

率をあげている。
１１４

る。
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後者は両面文献の複写等多目的使用の便
がある。

森典雄氏が，「痔核」は東京警察病院外科医長

若林利重氏が，「肝庇護」は諏訪赤十字病院内

ついで陳情団は芝琴平町に支払基金を，青山

医長松本皎氏が，「肥満」は京都第二赤十字病

に健康保険組合連合会を，さらに麻布本村町に

科院内科部長小関忠尚氏が執筆し，昭和40年８

国民健康保険中央会を訪れ，それぞれ小湊常務

月１日に出版された。この叢書は協会より病院

理事，仲田業務部長，高橋常務理事，小島常務

への卸価格を30円とし病院では一般に50円で販

理事に協力をおねがいし大変よくできた方法

売されるように希望された。

でぜひ実現をはかられたいとはげまされた。

出版日本病院協会診療管理部会は昭和３３
年５月設立以来，東京都および近県

の病院長，副院長，医長を会員としてlか月１

回の例会を開いて，その記録は日本病院協会々

この叢書はまた健保連安田彦四郎会長の序文
をつけ健保連の頁を附して，健保連が各組合に
購買をすすめた。

広報

日本病院協会々報編集委員会
日本病院協会々報は広報委員会によ

報，雑誌「病院」に抄録あるいは全文を掲載し

り編集されていたが，昭和40年２月号より日本

てきたが，創設より昭和39年12月に至る７年間

病院協会々報編集委員が編集を行うこととな

の成果をまとめてこれを一言とした｢診療管理」

り，平賀稔，守屋博，村田三千彦，小野田敏

は昭和40年４月29日，日本病院協会より発行さ

郎，河上利勝，井上昌彦，氷野近，服部達太郎

れた。

の諸氏が編集委員に任命された。

ついで８月１日，「短期人間ドック」が発刊

日本病院協会々報第125号昭和40年３月号よ

された。短期人間ドックは昭和34年に日本病院

り編集発行人は新事務局長の大城三郎氏となっ

協会の事業として創始以来６年を閲し，この間

た。

に６回にわたる研究会，さらに十数回におよぶ

講習会が開かれ，実施病院が２００を超した機会

協会々報の編集のために，昭和40年６月より
西山君枝氏が編集専任者として就任した。

に業務遂行の資とするために日野原重明，橘敏

昭和40年８月より河上利勝氏が編集委員長に

也（聖路加国際病院)，小野田敏郎，鈴木豊明

推された。また田中幸二郎（武蔵野日赤医事課

（東京警察病院)，氷野近（健保連）の諸氏が

長)，大野菊衛（順天堂大学病院総婦長)，原沢

執筆し発刊されたものである。
人間ドックの受診者の保健指導のためのテキ

ストが望まれていたので，日本病院協会は受診

美智（順天堂大学病院栄養課長）の諸氏が編集
委員として加わった。

会報の配布は１病院１部ずつとし，短期人間

者のための叢書をつくった。「肺結核」は関東

ドック実施病院にはさらに１部ずつ配布する。

中央病院内科医長山田二郎氏が，「慢性胃炎」

これ以上の購読希望者に対して１か年の誌代契

は仙台市立病院内科医長丹野三男氏が，「高血

約1,400円であったものを，会員900円，非会員

圧」は名交病院内科医長石橋正氏が，「動脈硬

1,800円（いずれも送料とも）と改め昭和40年

化症」は聖路加国際病院内科医長橘敏也氏が，

８月より実施した。

「胃下垂・冑アトニー」は牧田病院内科医長笹

編集のための委員会は毎月１回行われ，記事
ZＺ５
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た。このための広報事項が減じ，昭和40年は年

取材のための座談会が年間２回行われた。
報道機関会見

間２回７月19日に厚生省記者クラブと同日比谷

平賀常務理事担当の報道機関会見は，医療費

クラブにおいて会見したにとどまった。

に関する政治問題を全国公私病院連盟に移し

昭和４１年
医療保険制度の改革案を発表しこの改革を厚
生大臣に陳情した。これは各方面に影響を及
ぼした。庶務人事研究会，用度研究会，施設

研究会が設置され，全国研究会が始まった。
第一線監督者セミナーはじめ多くの講習会が
開かれた。秋の研究旅行のほかに春の一泊見

学会が行われた。第16回日本病院学会にはじ
めて韓国より参加があった。

常務理事会常務理事会は毎月第２・第４火
曜日の午後２時より５時まで日

本病院協会会議室において定例的に開かれた。

理事会，評議昭和41年２月22日，定例全国
員会，総会理事会が東京．湯島会館にお
いて開催され昭和41年度の事業計画とその予算

会の３つである。

それぞれの委員会のはたらきは別項に述べる
とおりである。

医療費問題

昭和41年度の政府管掌，日雇健

保，生活保護医療の赤字は会計

年度末に1,200億円と見込まれる状態にある。

について議せられた。またセミナー，地方にお

日本病院協会は３年にわたって研究した医療

ける研究会，医療保険改革試案についての報告

保健抜本改革案を発表したが，このことに刺激

がなされた。

を受けて健保連，日経連，国保中央会がひきつ

５月17日，理事会，評議員会，総会が湯島会
館に開かれ，昭和40年度事業報告と同年度決算
の承認および昭和41年度事業計画および予算の
承認がなされた。
７月26日には聖路加国際病院において，１０月

20日には病院会館において理事会が開催され，

いずれも地域事情についての報告がなされた。

委員会昭和41年の委員会は,病院経済委員
会，臨床予防医学委員会，編集委員

１１６

づいて改革案を発表し，大蔵省もまた大蔵省案
を発表した。
鈴木厚生大臣が日本病院協会代表を招致して

この意見を求めたことは別項に述べるとおりで
ある。

６月13日，中医協全員懇談会で医療担当者側
は13.5％の引上げを提案した。

公私病連は７月１０日，厚生大臣に対し病院診

療報酬を14％引上げる緊急是正を要望した。

２橋本会長時代

中医協は懇談会形式で進められていたが，１１

'よこの健康保険制度の普及に負うのである。し

月11日１年ぶりに総会を開き，東畑精一会長は

かしながら，この制度はその出発の歴史から医

診療報酬部会と調査部会とを設けこれを交互に

療関係者の犠牲のうえにたち，その発達の途次

開催することを提案し，この開催が決定した。

においても歪んだ姿をさらに大きくしてきてい

１１月30日，中医協は結核治療指針の改正すな
わちエタンプトール，カプレオマイシンの使用

を承認した。これは昭和42年１月１日より施行

る。そして，いまや保険制度は保険経済のうえ
からだけでも崩壊のときが近づいている。
病篤いこの健康保険制度一ある論者はこれ
は死なしめよという。しかしこれは国手として

される。

１２月３日，坊秀男氏が厚生大臣に就任した。

のとるべき途ではない。症状を見極めて，的確

１２月27日，武見日本医師会長は結核治療指針

な医療手段をとることこそがわれわれの道であ

の改正手続を不満として，中医協その他厚生省
関係審議会の日本医師会推薦委員27名の辞表を
坊厚生大臣に提出した。
健保改革案の発表

る。

健康保険についての結論は，いくつかの教科
書，いくつかの著書によって詳説されている

日本病院協会経済委員会

が，いまだかって，わが医療保険制度という症

は神崎三益氏を委員長と

例の具体的な治療方針について論ぜられたこと

し，石原信吾，井上昌彦，落合勝一郎，小野田
敏郎，平賀稔，水野近，守屋博の諸氏を委員と
して，健康保険の制度をどのように改むべきか

について検討を行ってきたが，昭和41年１月２７

日28日の両日，湯河原・三井荘に籠って最後の
研究を行った。

３月19日，東京・マツダ八重洲通ビル９階ホ

はないのである。

この試案は，治療の具体策である。いまこそ

勇敢にこれを語らなければならない。~
こうして，２時間にわたる試案の説明がなさ
れた。

以上の説明に対して，その討議は午後１時よ
り２時間にわたって行われた。

ールにおいてこの試案をひっさげて医療制度公

この試案はまた日本病院協会雑誌No.138（４１

開討議会を開催した。参会者は厚生省，保険者

年４月号）に発表するとともに広く会員に対し

団体，被保険者団体，報道関係者，開業医有

て試案に対する意見を求めた。

志，それに日本病院協会理事，評議員，東京お
よび近県会員など約100名であった。

試案の説明は午前10時より１２時まで神崎委員
長によりなされた。

－健康保険制度はわが国民の医療の均需と

会員の試案に対する意見はさらに会誌No.141
号（41年７月号）に発表されると同時に，の意
見を総合して昭和41年７月これを日本病院協会
の名において世に発表をした。
それは次のごときものである。

いう点では，それはなお不十分なところが多い

わが国の医療保険制度をどうするか

にしても，昔年に比してそれは著しく改善され

現行保険制度のどこが悪いか

た。世紀の驚異といわれるほどに短期間にわが

わが国の健康保険制度は医療を国民に普及

国民の平均寿命の延長をみたがその主たる因子

し国民平均寿命を延長せしめた素因の大部分
ＺＺ７

２橋本会長時代

’よこの制度の功績ともいえる。しかしその輝
かしい成果のかげに改むべき多くのことがあ
らわとなってきている。このままでは保険制

度は壊滅する。そのどこが不具合であるか，
まず`患者の立場から眺めてみよう。

１．給付に較差があり真に保険を必要とする
重症の場合に自己負担に堪えられない。

２．医療の普及が不均等で同じ保険料であり
ながら僻地では質のよい医療が受けられな
い。

また保険者は，つぎのような不合理を指摘す

いる。

4．医療の質の制限があり医学の進歩を阻害
する。

5．臨床予防医学的のはたらきがなし得な
い。

6．診療に対する各個の審査が行われ診療の
内容に立ち入る。
などということである。

医療保険制度に対する根本概念
医療保険制度を考えるに当って，個人の健

康の責任を社会がもつのか，個人が自らの責

任と考えるのかという根本概念を樹立する要

る。

１．全額保険負担の本人には歯止めのない濫
受診がおこり濫療もおこりがちとなる。

がある。

自らが自らに責任を負うということは民主

２．医師は薬を売りさえすれば儲かる。

主義の根本である。公害，社会的責任は一部

３診療報酬請求のチェックが行いがたい。

にありうるが，原則として個人の健康の責任

４．在院期間が患者の意志で長びく。

は個人が負うことが正しい。不,蘆の危険にそ

５．昭和40年１兆2,000億円の医療費は年間

なえるために保険に加入することは個人の責

２割ずつ上昇して５年後には２倍，１０年後

においてである。ただ責を負い切れないもの

には５．２倍になり，このままでは保険は崩

に対してはお互い納税者がこれをカバーする

壊する。

のである。

以上のことが列挙されるが，現行保険は医師

「揺篭から墓場まで」個人のめんどうを社

の側からみれば積年の不合理に堪えがたく，保

会がみるという北欧的社会主義は，われわれ

険者側からすれば保険支払い金額の増加は近年

はとらないのである。

のうちに自らを崩壊に導き，被保険者からすれ

ばその崩壊によって危険の保障が奪われること
となる。

さらに医療担当者の立場からみると

１．診療報酬の点数が低く技術の評価が全く

医療保障，医療保険とは

医療保障の一環あるいは主力として医療保
険があるとする立場がある。
われわれは医療保険とは保険学のいう保険

であって均一拠出均一給付の原則をとる。

不十分であり不合理である。

医療保障とは自らの健康を自ら守りえない

２．診療報酬に技術差がない。

ものの医療をわれわれ納税者によって保障す

３．doctor,ｓｆｅｅとhospitalfeeとの区別が

ることと解する。

ないために病院の経営原価，拡大再生産費

医療保険制度改革にのぞむ基本構想

などが認められず病院の経済が圧迫されて

基本構想としてつぎの３つのものを考える。
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Ｉ．よい医療の育成

医療保障といえ，医療保険といえ，その中
心，根幹は医療である。
ゆえに，制度にしても，報酬体系にして
も，どうしたらよい医師，よい医療機関が

「受診しなければ損」という風潮をも生ず
る。

しからぱ現行のものの不合理をどう改める
か。

1）medicalindigent医療貧困者および老齢

育成されて医療最終の目的である国民の健

者に対しては２つの考え方がある。

康向上に寄与できるかを議論の中心，研究

１案：完全な医療保障を行う。

の根本におくことを忘れてはならない。

Ⅱ医療費の無駄の排除

もともと医療保障と医療保険とは別
の問題であり，医療保障は社会，国家

医療経済はそれが保険料で賄われようと，

が行うべきもの，保険は加入者相互の

税金によろうと，いずれにしても結局は国

ものである。

民自体の負担であることをよく認識して，

medicaMndigentは米国では月収

全国民が一致して無駄を省くように努力

２００ドル以下とされるが，わが国では

し，そのムードをかもし出さねばならな

医療保護の条件を上廻るものと考えた

い。

い。

Ⅲ、医療の全国民への普及

medicalindigentは米国においては

いかによい医療，よい医療機関があって

CountyHospita]がその外来，入院を

も，その利用が－部に偏してはならない。

無料で扱うが，わが国では公立病院，

全国民に普及させねばならない。

公立診療所がこれを行うこととなる。

以上３本の柱を中心として研究を進める。
健康保険制度をどうするか

由来医療機関は，財あるものの寄進により
病院，病棟が設立せられ，財あるものの医療

費がその経費をささえてきた。健康保険制度

他の医療機関が診療した場合は健康
保険点数により然るべき請求を行う。

以上の措置は国保その他赤字健保組合
の運営改善にも連なる。
２案：補助を与えて保険にくみいれる

の創設に当っては，医療費の支払いに事欠く

均一拠出の一定線の拠出が困難な階

層が対象であり低医療費一出血医療費をもっ

層に対して政府は－定額に達するまで

て保険点数をさだめた。その基準をそのまま

補助を与えるようにする。

皆保険と称する現在に敷桁すれば，当然医療

この補助の原資としては貧富の差に

機関の経済は成り立たなくなり，それを補う

応じて納税した税金が用いられること

ための自衛手段は医療のうえに制度のうえに

はもちろんである。

歪みを生みだす。

拠出保険料の中で富める者が貧しい

また，個人の健康の責任を健康保険がもつ

者に援助を与える現行制度と結果にお

ということであれば，個人は自らの健康を守

いては大差がないが，保険原則を貫く

る責を感ぜず，また相当の保険料を払えば

上からは保険料拠出に際して，はじめ
ＺＺ９
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て社会保障が働くべきものと思う。こ

の専門医，一般病院ではもちろん初診料，

うすることによって国民全般が保険意

再診料は支払われねばならない。

識を強めることになるであろう。

家庭医の育成は医療国営には通じない。

2）医療中間層が健康保険の対象となる。そ

自由な選択により，よりよいものが育てば

の内容は，出来高払いの現物給付，療養費

よろしいのである。

払い，人頭割報酬の３方法を併用し，被保

以上三者の併用により，おのおの欠点を

険者，医療機関ともに自由に三者択一とす

円滑に解消し，医療担当者にも患者にもよ

る。ただし公立病院は被保険者の選ぶとこ

ろこばれるであろう。その例はニュージー

ろに従う。

ランドその他の国にみることができる。

出来高払い現物給付の制度だけでは医師

ａ）現物給付は外来については２割５分の

の医療技術差を解決し難く療養費払いだけ

自己負担あるいは一定額以下を保険給付

ではフランスにおけるごとく被保険者の不

外とし，入院については基準給食，基準

満を招く。そこに併用の妙味が生まれてく

寝具に相当する部分に自己負担を課す

る。

る。

人頭割報酬の併用はよき家庭医のあり方

現物給付に自己負担を課することはひ

に通ずろ。医療の最高目標は，国民の健康

とつには被保険者みずからにその健康を

増進，少なくとも疾病，傷害から予防して

守る責任を自覚せしめ，さらに受益者一

国民個々の健康を保持することである。こ

部負担の原則にかなうものである。出来

ｏためには健康管理老たる家庭医が必要で

高払いの現物給付を行って自己負担を課

ある。家庭医に－定額の登録料(Capitation

さない国は，医療費の総枠をさだめてい

fee）を払い込んで，そのリストに登録され

る西ドイツ以外には絶無であり，これな

た住民は，診察と相談とは何回行っても無

くしては保険経済は崩壊する。‘患者倫理

料，その他の診療行為に対してはその都度

だけでは濫受診は防げない。

適当額を支払う。

ひとつの家庭でも小児科医その他の専門
の医師を幾たりかを選ぶことができる。

また一定額以下を保険給付外とすると

は日常事故程度のものは自費負担するこ

とである。火災保険で畳の焼こげ，障子

家庭医として能力の高いものには登録住

の破れ程度のものを支払ってはくれな

民が多く集まってくる。これが励みとなっ

い。もしそういうことがあったとした

て家庭医的研究が進歩する。既に英国では

ら，その請求，審査，支払いに莫大な事

家庭医としての専門家が生まれている。開

務費が食われる。その事務費の支出もす

業の専門医は家庭医として多くの時間を割

べて自らがかけた保険料で賄われるので

くわけにはゆかないから登録数は少なくな

無駄もはなはだしいといえよう。その額

ろうが，自己の専門診療行為の報酬によっ

の具体的事項については別に研究を要す

て十分カバーされるであろう。家庭医以外

る。
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ｂ）なお僻地の医師に対しては出来高払い
現物給付プラス俸給制とする。
無医村解消のために他の国々が採用し
ているこの方法を附加したい。

ｃ）保険料率は家族数に応ずるものとし，
すべての給付を等しくする。

体に改むべきところは多々あるけれども，

物価に応ずろスライドはぜひ必要である。

2）doctor，ｓｆｅｅとhospitalfeeは分離すべ
きである。

病院は医師を中心とした看護婦その他，

数多くの職種の総合力と，よい療養の場と

労働力確保から始まったドイツの保険

しての建物，諸設備並びに多くの医療器

の根源の考えは改めるに時を失してさえ

械，器具設備によって完全な組織医療が遂

いる。料率は家族数に応ずべきである。

行される。しかるに従来の報酬体系では，

今日，３割負担，半額負担が障害にな

医師技術料と病院経営費とが画然と分離さ

って重篤の疾患に際して医療を受け得な

れないで，両者が雑然，混靖されていた。

い多くの人を見るにつけ経済危険に遭遇

そのため医師の技術も適正に評価されず，

してこそ保険がその真価を発揮する。そ

比較的容易に算定しうる病院経営費すら明

れでこそ保険というものである。

確を欠いて適正に報いられなかった。これ

3）高所得層は自由加入保険とし，それ以外
は自由診療とする。

らがわが国の医療を荒廃に導いた大きな原
因の一つである。

西ドイツは平均給与約７万円以上のもの

医師技術料(doctor,ｓｆｅｅ）は（１）医師が

をこの範晴に入れているが，平均給与の低

その行為を完全に行いうるに至る基準修練

いわが国においてもこの線が適当かと思わ

年数，（２）精神緊張度，換言すれば失敗に

れる。由来，保険とは特別の損害出費に備

伴う危険の大小の度合，（３）所要時間，

えるものであり，その備えのあるものに対

（４）医師適正ノルマと適正生活費，以上４

し，これを強いることはあたらない。高所

条件を勘案して料金を決定する。

得層はすでに他の面において社会のために

医師が如上の処置，手術等を行うに際し

納税しているのであるから，医療中間層と

ての看護婦その他の職種の人件費，設備

同一の保険に加入することは二重課税とも

費，経費等はすべて病院経営費に算入し

なる。

て，それぞれの診療行為に配賦する。

ただし，必要あるものはそれぞれの意志

看護婦，その他の技術専門職が単独で行

によって健康保険に自由加入する。この保

う専門行為の評価は医師技術料算定のそれ

険は米国の保険に准じ非営利の団体によっ

に準ずる。

て運営するものとする。

健康保険の支払方法をどうするか
1）スライド方式の採用は必要である。

病院経営費は部門別原価補償方式をと

り，上述のごとく診療行為別に配賦する
が，診療行為区分はできる限り集約する。

現行の点数は，ことあるごとに医療機関

なお病院経費の計算に当っては適正な設

と支払側との争いをおこしている。点数白

備，サービス水準と適正な労働条件を前提
１２１
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とするとともに医学医術および国民の生活

水準の向上に対応する拡大再生産費を含む
ものとする。ただし拡大再生産費を公費で
負担する場合はその必要がない。
3）審査方法は傾向式審査とすべきである。
現在の紙めくり方式は老大な審査員を必
要として優れた頭脳をすり減らしている。

べきものと考える。

以上のごとき改革に対し医療機関の側はい
かにあるべきか。

制度をめぐる医療機関，医療人員
1）病院等の固定設備は公費負担および非課
税寄付金による。

公費負担のために病院運営基金（原資は

その審査は紙上のものでしかもすべてその

税金または税金プラス保険料）を設ける。

内容に立ち入る姿となっており，しかもな

固定設備費を医療収入で償還させることは

んら実体が得られない。そこで医師はみな

サービス低下や不経済な医療行為の誘因と

怒りだすのである。このような審査方法は

なり，室料差額等患者の過大負担の原因と

どこの国にも例をみないもので，これは傾

もなる。

向方式に改むくきである。実数と平均点数

公共的施設を利用者のみの負担に帰する

から判断して，著しい偏異を示すものを各

ことは苛酷のそしりを免れない。公費で建

個に弁明のときを与え必要があれば指導す

設することによって合理的，有機的連けい

るのである。

を保つ理想的な病院網（Hospitalregion‐

4）診療報酬請求書は被保険者が受診時に保

険者より受け取ったものを使用する。
受診のチェックが行われないと濫診がお

alization）が作り出されて，病院の偏在，
資本の二重投下，過当競争が避けられて大
きな無駄の排除となる。

こる。また保険証が不正に用いられるおそ

また固定設備費を公費負担とすれば少な

れがおこりうる。またこのチェックがない

くとも資本利子，減価償却相当分だけは直

と，医療担当者に不正への誘惑をかもしだ

接医療費の軽減にもなる。

す。不正がどこにもおこり得ない制度がよ

い制度なのである。諸外国もこの方法を採
用している。

保険者団体をどうするか

保険者団体は職域別（健保)，地域別（国
保）の２つとする。

2）医育機関の整備費及び看護婦，医療技術

者の養成費はこれを公費負担とする。
医育機関の整備費や看護婦等の養成費は

その機関利用患者の上にはね返って過大負
担となる。これらの費用を医療収入で賄わ
しめることは，前段の病院建設費の関係と

政府管掌のものは老大にすぎ労働基準法が

ともに，わが国では，、病人に病院を建て

さだめる被保険者管理はおろか保険証の検印

させているハ病人に医師，看護婦を養成さ

すら行い得ず，経営不在ともいうべきものと

せている′といわれても弁明の余地のない

なっている。政府が管掌すれば医療費に政治

ところである。

が介入し，現在の混乱の弊をきたしている。
このものは健保組合，あるいは国保に編入す
１２２
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養成費を全額一般会計支出に踏み切ったこ

とは政府も目覚めたといえよう。

3）精神病，結核，伝染病は主として公立病
院が収容しその医療費は公費とする。
医療費負担の，重い慢`性病，あるいは国

かってのことであろう。

医薬の分業は実施しうるところから行われ
て然るべきであるが，処方技術，調剤技術に

適正な報酬が行われて，医療の行為の間に医
薬品自体が商品であってはならない。
むすび

民のお互いの公害となるべき疾患に対して
納税者は，その税一公費によってこれを賄

以上日本病院協会は大胆にその意見を述べ

うべきである。米国の州立病院は精神，結

た。今日はすべてにいい加減な弥縫策では切

核を公費により負担しているが，わが国に

り抜けられない時に来ている。全国民が勇気

おいても同様の措置がとらるべきである。

を出して断行する以外に社会医療を救う道は

4）リハビリテーションも３）と同様に扱う

ないと信じる。

医療費負担がおもいリハビリテーション

ただし，以上は全体において緊密な関係に

についても公立病院が公費により賄うべき

あるので，たとえば無駄の排除のみを採りあ

である。

げて他をかえりみないなら，ようやく薬のマ

5）medicalindigentに完全な医療保障を行

ージンで切り抜けている医療機関をただちに

うとすれば，３）４）と同様に，公立病院

取りつぶす結果となる。かれこれの関係を考

が公費をもってこれを担当する。

慮しながら改革を断行することはいうまでも

6）臨床予防医学は生活指導については開業

ない。

医，ドック的指導は病院が行う。

★

健保・国保はそれが結局はその経済的有

このようにして，日本病院協会は医療保険帝Ｉ

利をもたらすのであるからその費用は惜し

度の改革について，３年間にわたって真蟄な勉

むべきではない。

強をつづけた。この改革意見は，その勉強の結

医薬品のとり扱い

１兆２千億の半ば６千億は投薬，注射など

晶である。

日本の医療保険制度は誰が抜本的改革を行う

薬品を使用する医療行為によるものであり，

のか。それは厚生大臣でもなければ保険官僚で

薬品自体も売薬を除いて４千億を超すと推定

もない。正しい世論がこれを行うのである。

されている。

医薬品とくに新薬の過大な使用は医師がそ

この改革案は，日本の保険制度の暗い夜空に
あげる花火である．

の効用を過大視するためでもあるが国民医療

昭和41年８月16日日本病院協会はこの研究を

に直結する医薬品メーカーの過ぎたる商業主

もってわが国の保険制度を改めるよう厚生大臣

義もまた反省されなければならない。

に陳情した。

局方薬その他300種に対しては保険の支払

昭和41年８月７日，自民党の医療制度審議会

いが行われるが，その他の投薬注射は自己負

（委員長灘尾弘吉氏）は医療保険の抜本的改革

担をせしめている国があるが，この辺りを盧

について神崎副会長に対してその意見を求め，
１２３
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神崎副会長はさきに，日本病院協会が研究した

「わが国の医療保険制度をどうするか」につい
て２時間にわたり意見を述べた。

昭和41年10月７日，鈴木厚生大臣は日本病院

し，以後６回の研究会を開催した。

薬事管理部会は昭和41年２月３日，都立駒込

病院において「処方をめぐる諸問題」を主題と
し研究会を開いた。３月３日関東中央病院を会

協会の代表を招致して医療保険の抜本的改革の

場に「外来処方と投薬管理」について研究し，

意見を求め，神崎副会長，小野田常務理事が出

年間計５回の研究会を開催しその結果を日本病

席して，日本病院協会の案につき説明をした。

院協会雑誌に発表した。

研究部会すでに日本病院協会に設置された

看護管理部会は昭和41年２月１日，病院管理

研究部会は診療管理部会をはじめ

研究所において「未熟児看護」についての研究

その数７をかぞえるが，それぞれつぎのような

会を開き，３月１日虎の門病院において「医事

はたらきを行っている。

課との話合い」について研究会を開き以後隔月

診療管理部会は昭和41年１月18日，佼成病院
を会場として「小児病棟における診療と看護」

を主題とし研究会を開催した。以後部会は年間

に部会を開催し，年間計６回の研究を行った。
その要は日本病院協会雑誌に発表された。

栄養管理部会は昭和41年２月１日，関東中央

10回，主として都内の病院を会場として巡り，

病院を会場として「給食材料管理」を主題とし

主題を設けて研究会を開催した。それらの詳細

て研究会を開催し，３月23日私学会館に米国の

はすべて日本病院協会雑誌に掲載された。

ＥＬシステムを見学し，以後隔月に研究会を開

事務管理部会は昭和41年１月14日，駿河台日
大病院において「病院経済の見通し」を主題と

し研究会を開いた。２月11日「防災保安対策」

催し，年間計６回に及んだ。

新しい研究庶務人事研究会

部会の設立昭和39年７月，事務管理部会の

を３月11日「病院職員の教育訓練」をテーマに

傘下に医事研究会が設けられて，爾後研究がつ

東京警察病院において，以後年間８回の研究会

づけられて医事業務向上に実績をあげていると

を開き，その詳細は日本病院協会雑誌に発表さ

ころから，これを他の事務部門の分野にも広げ

れた。

るべきであるとし，庶務人事研究会が設立され

医事研究会は昭和41年１月21日，国立東京第

て昭和41年１月28日聖路加国際病院を会場とし

二病院を会場とし，「医事業務の機械化」を主

て「病院の文書管理」について第１回の研究会

題とし研究会を開いた。３月22日駿河台日大病

を行った。庶務人事研究会は，３月23日駿河台

院において「未収金対策」について研究し，そ

日大病院において「文書の分類と保存」につい

の後隔月に開催して，年間計７回開いた。研究

て研究し，その後隔月に研究会を開き，年間計

の細部は日本病院協会雑誌に発表された。

６回を開催した。

病院管理総合部会は昭和41年１月27日，東京

用度研究会

世田谷・大脇病院において｢民間病院の歩む道」

事務管理部会傘下に新しく庶務人事研究会が

を主題とし研究会を開いた。２月24日には都南

生まれてすぐ，今度は病院の用度について研究

病院を会場として「病歴管理」について研究

を行う用度研究会が設立され，昭和41年２月2５

Z２４

２橋本会長時代

日その第１回研究会が佼成病院を会場として

名が参集した。

「在庫管理」を主題として開催された。用度研

医事研全国研究会は今度は北海道に足を伸ば

究会は，その後隔月に１回開かれ，以後年間５

し，９月16日に札幌市自治会館に開催し全道の

回，都内の病院を会場として開催された。その

病院より１３０名の参加を得た。議題は「医事課

研究の詳細は日本病院協会雑誌に発表された。

職員の教育訓練」田中栄一(日大駿河台病院)，

施設研究会

「請求明細書作成の簡素化」安永貞雄（東京警

事務管理部会傘下の研究会はすでに医事研究

察病院）の２氏で，「医事業務の諸問題」につ

会，庶務人事研究会，用度研究会と設けられた

いて矢吹和重氏（聖路加国際病院）が司会して

が，つづいて施設研究会が設けられ，４１年６月

参加者とともに意見をかわした。

22日第１回の研究会を開き，「病院組織内にお

ける施設の位置とその業務内容」について研究

講習会の開催病院企業会計セミナー

昭和40年10月厚生省が病院会

を行った。以後３回の研究会を開き，その内容

計準則を作成した。このために病院における企

を日本病院協会雑誌に発表した。

業会計方式実施を普及するために，日本病院協

全国研究会始まる京都の医事研究会

会は昭和41年２月３日（木），４日（金），５日

日本病院協会の研究部会

(士)の３日間にわたり東京・マツダ八重洲通ピ

は東京を中心として開催されるために，全国会

ル９階ホールにおいて病院企業会計セミナーを

員病院がこれに参加することは難かしい。東京

開いた。内容は，「企業会計のあり方｣，「病院

を中心に研究した事項を全国の各地に運んで，

会計準則｣，「簿記の手ほどき｣，「資金会計｣，

その地でこれを基としてともに研究をすること
の必要性が要求された。

医事研究会は，はじめて東京を離れた。

「内部統制」で，講師は染谷恭治郎氏（早稲田
大学教授)，古川栄一氏（一橋大学教授）その
他である。

昭和41年１月22日，京都駅前の関西電力ビル

定員150名に対し200名を超す聴講申込みがあ

講堂において京都医事研究会が開催された。は

り，都内病院からの申込みには一部聴講の辞退

じめ１５０名収容の会場を準備し，参加者が予定

を依頼した。

を上廻ろために３００名の会場に替えたがなお足

病院家政部門のセミナー

りず，ついに500名を容れる会場に変更したの

昭和40年11月10日，診療管理部会は東京杉並

であった。議題は「医事課職員の教育訓練｣，

の河北病院を会場とし「病院家政一ハウスキー

「外来・入院の流れ｣，「請求事務簡素化例」で

ピング」についての研究会を行った。これを源

発表者は田中栄一(駿河台日大病院)，黒田幸男

として11月24日より３日間にわたり日本病院協

（虎の門病院)，安永貞雄（東京警察病院）の

会と病院ハウスキーパー会との共催で「病院家

各医事課長諸氏であった。

４月23日の医事研全国研究会は，さらに九州

政の諸問題」についてのセミナーを行った。

第一線監督者セミナー

に赴いて，福岡市田辺製薬福岡支店講堂におい

事務管理部会は３月11日，東京警察病院を会

て福岡医事研究会を開催した。107病院より１９４

場として「病院職員の教育訓練について」研究
１２５

２橋本会長時代

を行った。

問題として指導を受けた。講師は野村東大（横

この研究の成果に基づいて，事務管理部会の

浜大学工学部助教授)，伊藤誠(千葉大学工学部

委員落合勝一Ｒｎ井上昌彦等の諸氏の提案によ

助教授)，浦良一（明治大学工学部教授)，吉武

り日本病院協会が主催して病院の第一線監督者

泰水（東京大学工学部教授）等の諸氏であっ

の訓練を実施することとなった。

た。本研究会の記録は協会出版部より「病院建

昭和41年10月７日８日の２日間，東京・マツ

築入門」として刊行された。

ダ八重洲通ピル講堂を会場に看護，医療，作業

四国における病院管理講習会

部門を含む事務第一線監督者の課長，係長，主

昭和41年11月12日，愛媛・香川の病院管理研

任，班長級の職員に対し「第一線監督者セミナ

究会を機に，これに参加した病院管理の専攻の

ー」を開催した。講師には古田幸雄（病院管理

方たちを講師として，高松市香川県建設会館を

研究所長）および石原信吾（虎の門病院)，井

会場として，病院管理研究会を開いた。

上昌彦（駿河台日大病院)，落合勝一郎（聖路

講師は守屋博，吉田幸雄，島内武文，落合勝

加国際病院)，森直一（武蔵野赤十字病院）の

一郎，石原信吾の諸氏で，橋本会長も出席され

４事務長と早坂泰次郎（立教大学教授）の各氏

特別発言を行った。

が当った。

診療録中央管理講習会

日本病院協会は昭和41年８月５日東京・マツ

臨床予防医学活動短期人間ドック

短期人間ドックの運営

は，昭和41年も橋本会長みずから委員長をつと

ダ八重洲通ピル講堂で診療録中央管理について

め，平賀稔，堀内光，小野田敏郎，中島克三，

講習会を開いた。協会としてはじめてのこの講

鈴木豊明，氷野近，橘敏也，笹森典雄の諸氏が

習会に全国の病院からの参加者は１１３名に及ん

委員をつとめた。各地区指定委員は北陸の多賀

だ。

一郎氏はじめ14名の諸氏がこれに就いている。

すでに，診療録管理の実務についている者に

短期人間ドック講習会および短期人間ドック

対しては第１部，これからこの中央管理を始め

研究会は昭和41年度より合一して短期人間ドッ

ようという病院のために第Ⅱ部という形で研究

クセミナー及び研究会とした。昭和41年９月８

が行われた。橋本会長が診療録管理の総論を述

日９日の２日間佼成病院講堂において開催され

べ，講師には津田豊和(病院管理研究所部長)，

た。

高橋政旗(日本大学病院管理学教室講師)，栗田

講演は，「泌尿器科からみた健康診断」南武

静枝（聖路加国際病院診療録管理主任）の３氏

(慈恵医大教授)，「潜れた肝障害の発見と追及」

が当った。

三辺謙（慶応大学教授)，「胃カメラを中心とす

病院建築講習会

る胄癌の早期発見」崎田隆夫（国立がんセンタ

日本病院協会は昭和41年11月24日25日の２日

ー部長）によりなされた。

間，東京・マツダ八重洲通ビル講堂において病

院建築研究会を行った。全国より１２０名の会員
と関係建築家10名が参集し，具体的事例を研究
１２６

出席者は，８５病院99名，一般講演の発表は１９
題であった。
第４回臨床検査セミナー

２橋本会長時代

第４回臨床検査セミナーは昭和41年12月３日

司会河上利勝氏（都立広尾病院長)，「物品補給

４日佼成病院を会場として行われた。全国70病

と倉庫管理」司会一条勝夫氏（病院管理研究所

院より87名が参会した。橋本会長の開会のこと

部長)，「処方と薬剤管理」司会上野高正氏（虎

ば，講師は松橋直(東京大学医学部助教授)，高

の門病院薬剤部長）とし，シンポジウムには

橋正宣(中央鉄道病院検査科)，梅田博道（東京

「総合病院における精神科のあり方」を内村祐

医科歯科大学講師)，士屋俊夫(日本大学医学部

之氏（神経研究所長）等，宿題報告には「高層

教授)，寺田秀夫（昭和医科大学助教授)，高木

病院計画の問題点」について吉武泰水氏（東京

康史（東京薬科大学教授）の諸氏であった。

大学教授）等が演者となった。

セミナーは第２日を実地修練とし，同病院臨
床検査室において実習が行われた。

乳幼児，妊婦，主婦の保健指導

日本病院協会と健保連とが提携して乳幼児，

学会ゴルフには守屋博，佐野忠正，河北恵文
の諸氏が幹事となって千葉県常陽ゴルフ場にお
いて行われた。

このたびの学会にはじめてアジア諸国よりの

妊婦，主婦を対象とする保健指導を始めたのが

賓客があった。韓国より金永彦氏（仁川道立病

昭和37年であるが，その後逐年この事業の点検

院長）ほか２名，台湾より察恵然氏（台湾省立

を行ってきた。

台中医院）の４名である。

昭和41年３月４日妊婦ドックについて，同７

日主婦ドックについて，同11日乳幼児保健指導

第６回病院管理視東海道から山陽道，そし

察研究会・四国て九州から廻れ右をして

について，東京を中心とする実施病院の担当医

山陰道につづけられた病院研究旅行は，この年

長が健保会館に集まり，日本病院協会と健保連

は瀬戸内の海を渡って愛媛，香川両県の病院を

との定例の年度反省会が行われた。

見学することになった。

向後の方策として，乳幼児，妊婦の保健指導

５０名の定員が一挙に10名もはみだして，補助

の網を密にするため，さらに多くの病院がこの

席がつかえるかぎりということで大挙見学旅行

事業に参加すること，１，２００の健保組合が人間

に加わった人びとは病院長18名，副院長10名，

ドックを実施しているのに比しこの事業への参

管理職医員３名，事務長12名，事務課長４名，

加組合が少ないのでさらに健保連のＰＲが必要

総婦長，婦長４名，病院管理学者３名，それに

であること，主婦ドックについては受診者の病

経営科学，病院建築の専門家も加わってまこと

院への登録制が望ましいこと，があげられた。

に多彩なメンバーとなった。

主婦ドックの登録制は４月14日指定病院およ
び実施組合へその実施方が通知された。

第16回曰本第16回日本病院学会は昭和41年

病院学会５月18日より３日間，東京・渋
谷公会堂を会場とし，会長美甘義夫氏（関東中
央病院長)，幹事長中島克三氏（同副院長）の

もとに開催された。専門集会は「夜間の看護」

見学病院は

松山市松山赤十字病院（院長高山熱）
愛媛県立中央病院(院長白石善之）

新居浜市住友別子病院（院長弘中満）
川之江市公立学校共済組合

四国中央病院（院長白川吾一郎）

高松市高松赤十字病院（院長小神公一）
１２７
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の５病院であった。いずれも四国瀬戸内よりの

勢いのさかんな病院である。

参加研究員は11月８日夕に道後温泉に勢ぞろ

「診療録中央管理」がそれぞれ日本病院協会が
主催したセミナーの講演を集録して刊行され
た。

いし，９日は松山市の２病院を見学して今治市

同10月15日，人間ドック受診者叢書の１つと

に近い波止浜に泊り，８日は新居浜，川之江の

して「糖尿病」が臨床予防医学委員の編著によ

２病院を見学して観音寺に宿泊し，９日は高松

り刊行された。

の病院を訪ねて，それぞれの病院を見学しては

熱心な質疑討論を行い，車中にあっては残った
問題の討議を行いつつ旅をつづけた。

改題「日本病昭和34年８月，日本病院協会

院協会雑誌」の機関誌が「病院綜合通信」

から「日本病院協会々報」と改題し，その内容

病院見学研究旅行は，以前は３日間に８つの

と頁数とを増加してきたが，昭和41年１月号よ

病院を見学したこともあるが，今年は５つの病

りこれを「日本病院協会雑誌」と名称を改める

院を訪ねる合間に，四国瀬戸内の名どころに足

こととなった。

をとめどることができた。

大田原，塩原の診療管理部会，事務管理部
病院見学勉強会会が合同して，昭和41年７

表紙は専門家の意匠により上４分の１は白地

に墨で表題を入れ下４分の３は深緑色という単

純かつ高尚なものとした。用紙は従来の中質紙

月９日10日の両日にわたり栃木県大田原赤十字

を55kg上質紙とし，頁数は100頁が基準とされ

病院と国立塩原温泉病院とを見学した。上野文

た。

化会館の前よりのバス４時間の車中勉強会に始

編集委員には笠木茂伸(北品川病院副院長)，

まり，小都市における中心病院のはたらきを学

古川正（東京警察病院薬局長）が加わった。６

び，さらに温泉病院におけるリハビリテーショ

月よりさらに久城孝氏（聖路加国際病院用度課

ンの実態を見学した。

長)，７月には稲垣武氏（済生会中央病院庶務

この－泊旅行は春の一泊研究会とし，しばら
く継続されることとなる。

出版医事研究会は昭和39年７月設立以
来，請求明細書について検討を重ね

課長）が加わった。

編集委員会は河上利勝委員長が主宰して年間
12回行われた。

日本病院協会日本病院協会雑誌は昭和41年

てきたが，昭和41年５月，「請求明細書の作成

福祉部の設置３月号より｢病院暮しの手帳」

合理化」の害を完成し，日本病院協会出版部よ

欄を設けて，会員の使用経験から推奨すべき器

り発刊された。

械器具の発表を行うこととしたが，これと並行

同じく５月に「病院と税務｣，「医事業務｣，
「病院家政」の３書を，また，９月30日には

Z２８

してこれらの器械器具を会員病院に紹介すべ
<，福祉部を設けることとした。

２橋本会長時代

昭和４２年
医療保険制度の改革についての公開討論会を

開き世論を喚起した。教育委員会を設け，研
究部会のはたらきを調整した。さらに会計経

理研究会，放射線管理部会，臨床検査管理部
会，病歴研究会，ＪＳＴによる第一線監督者
教育指導者養成が新設された。病院看護研究

視察団をはじめてアメリカに送った。

常務理事会常務理事会は毎月第２・第４火
曜午後２時より５時まで開催さ

９月12日，理事会は番町共済会館において開

かれ，参与４名増員の件が決定され，国際病院

れ，日本病院協会の事業の企画，実施，調整，

学会，各地部会研究会，医療費問題等について

統合をした。役員の改選が１年延期され常務理

報告が行われた。

事会の出席者は前年と同じ，橋本寛敏会長が議
長となって開催された。

１１月14日，番町共済会館において理事会が開
かれ，医療制度の抜本対策について，病院倫理

理事会，評議昭和42年１月24日理事会が開
員会，総会催され，棚橋三郎（山形県立

憲章の作成についておよび外国視察団の派遣に

中央病院長)，渡邊進（成田赤十字病院長)，棟

新しく顧問昭和42年８月，萩原義雄（国立
参与を委嘱京都病院名誉院長)，東陽一(東

久一夫（山口県立中央病院長)，島清一郎（大

宮赤十字病院長)，高橋昇（済生会宇津宮病院
長）の各理事より地域の病院事情について発表
があった。

３月16日病院会館において理事会が開催さ

れ，昭和42年度事業計画と予算が承認された。
５月23日，学会に先立って富山市富山県民会

館において総会が開催され，昭和41年度歳入歳

ついて議せられた。

京厚生年金病院長）の２氏を顧問に委嘱した。
また９月笠本茂伸(北品川病院院長代理)，森

直一(武蔵野赤十字病院事務部長)，落合勝一郎
(聖路加国際病院事務長)，井上昌彦（駿河台日
大病院事務長）の４氏を参与に委嘱した。

委員会昭和42年の委員会は，臨床予防医学

委員会，編集委員会の２つの委員会

出の決算，昭和42年度事業計画，役員改選延期

の他に新たに教育委員会が設置され4、野田常務

の３件が承認された。

理事が委員長をつとめた。それぞれの委員会の

７月11日，理事会が番町共済会館において開

かれ，出席理事より地方状況の報告があり，会
員獲得の方法について協議がなされ，さらに部

はたらきは別項のとおりである。

教育委員会日本病院協会のなかに各部門に
わたる研究部会が設立され，そ

会研究会の各地への出向について検討がなされ

れぞれの研究委員が中心となって東京および近

た。

郊を会場とする月例研究会と，この成果を携え
Z２９
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て全国各地に赴きその地において現地参会者と
ともに研讃を行う全国研究会ができた。

事務管理部会は昭和42年１月13日病院管理研
究所を会場とし「日本病院協会を中心としたわ

これらの研究についての全般的企画と調整と

が医界の去年今年」と題し神崎副会長の講演を

を行う必要を生じ，教育委員会はおおむね毎

得た。以後「労働問題」「薬品講買」「地方病院

月，各研究会委員より報告を受けることとし

の現状と将来」「昭和41年度決算をかえりみて」

た。

｢医療監察とその問題点」「配給方法による利害

全国研究会の委員派遣については，前年昭和
41年はじめての医事研究会の各地出張について
は委員４人の旅費を支払い，随行の常務理事，

得失」と研究を行った。事務管理部会の研究会
は年間廷13回に達した。

医事研究会は昭和42年２月15日「医療費の諸

参与は奉仕出張のかたちであったが，昭和44年

問題」について品川文化会館に研究会を開き６４

度よりは随行の役員１名に対し旅費支出を行う

病院78名が参加した。以後偶数月に研究会を開

こととした。ただし出張者の現地における司会

き。年間６回の研究を行った。１０月20日21日は

・講演はすべて奉仕をたまわることと定めた。

一泊研究会とし，伊東市光風閣を会場にして，

研究部会の研究部会の総合集会
はたらき昭和42年３月28日夕，日本病院
協会の各部会研究会の総合集会が，東京虎の門
の霞山会館において開催された。

「医事課職員のモラール向上の具体策」につい
てグループ討議を行った。

庶務人事研究会は昭和42年１月25日，慈恵医
大附属病院を会場として「新人教育」について

各部会の運営はそれぞれ数名の委員によりな

の研究を行った。３月は「職員の再教育につい

され，あらかじめ研究討議の主題が選ばれ，毎

て｣，以後３回の研究会を開催した。１１月２２日

月ないし隔月にその主題に適した病院を会場に

はじめて東京を離れ，福岡市において田辺製薬

依頼し集会を呼びかける，この部会研究会は昭

福岡支店講堂において全国研究会を開催し「庶

和42年３月現在11を数えるに至った。

務人事の問題点」について４つのグループ討議

この集会には100名の委員が出席した。それ
はこれらの委員の奉仕に対する橋本会長のせめ
ての招待宴である。

まず，１１の部会の代表より，１年間の研究の
総括が報告された。これは病院学会における部
会研究会報告の試演でもあった。
各部会研究会

を行って研究をすすめた。

用度研究会は施設研究会と合同して昭和42年

２月22日，佼成病院において｢病院の防火対策」
について研究会を開き，４９病院78名の参加者を
得た。

以後１回の見学会を含み隔月に実施し，年間
計６回の研究を行った。

診療管理部会は昭和42年１月17日その第１回

施設研究会は用度研究会と合同で昭和42年２

の研究会を虎の門共済会館に「病院の歯科」を

月22日佼成病院において前述のテーマで研究会

主題として行われた。第２回は２月21日に，以

を開き，同24日病院見学，以後２回の研究会を

後毎月１回実施され，年間12回の研究会が開催

開催した。

された。
Ｚ３０

病院管理総合部会は昭和42年１月21日，東京
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三鷹の野村病院において「二食制について」研

議室において行われ，その第１回研究会は３月

究会を行った。

15日，佼成病院を会場とし，参加人員74名であ

昭和34年６月福岡市の日本病院学会において
赤星一郎氏が国立療養所福岡厚生園で行った二

った。爾後隔月１回の研究会を開き年間開催は
５回であった。

食制について報告して以来この給食方法は絶え

放射線管理部会

ていたが，野村秋守院長の自らの入院体験から

日本病院協会に多くの研究部会が生まれてき

これを実行に移した。

病院管理総合部会は以後毎月１回の研究会を
開き，年間12回に及んだ。

たが，放射線管理についての部会が新たに設定

されて，昭和42年４月26日，佼成病院において
「診療Ｘ線技師法改正」についてを主題とし，

薬事管理部会は昭和42年２月１日東京医科大

第１回の研究会がもたれた。この部会設立に尽

学附属病院において「窓口業務の問題点」を主

力をした部会委員妹尾昭一氏（都立広尾病院技

題として研究会を開催，３月１日武蔵野赤十字

師長）が司会者となって研究を進行した。

病院において「調剤業務のスピード化」につい

て，６月７日関東逓信病院において「薬品の補

放射線管理部会は隔月に研究会を開き，以後
年間４回開催された。

給計画」について研究を行った。爾後年間２回

臨床検査管理部会

の研究会を行った。

病院管理についての研究が広く病院の各部門

看護管理部会は昭和42年１月17日，順天堂大

にわたるように，研究部会はさらに臨床検査部

学附属病院（順天堂医院）において「外来看護

門に及ぶよう臨床検査管理部会の設立がまたれ

業務」を主題として研究会を開催，３月７日

た。昭和42年４月19日，５月10日日本病院協会

「衛生材料の企画の統一」について東京女子医

会議室において設立準備がなされ，６月14日に

科大学附属病院を会場として開催，以後隔月に

第１回の研究会が開催された。第13番目に成立

研究会を開き年間の開催は６回であった。

した研究部会であった。「中央検査科の生いた

栄養管理部会は昭和42年２月７日，国立東京
第二病院を会場とし「栄養指導について」研究

ち」が主題として語られた。以後隔月に研究会
が開催された。

を行った。４月４日は結核予防会保生園におい

病歴研究会

て「栄養指導，職員給食」について，以後６

診療録管理のための講習は病院管理研究所に

月，８月，１０月，１２月と隔月に研究会を行っ

おいて昭和38年より病歴事務研修科として15日

た。

間のコースが開催されている。

日本病院協会は病歴係の技能向上のためにそ

さらに４研会計経理研究会
究部会発足事務部門のなかの各課の業務研

の研究会を設けることとし，昭和42年７月２２

究は事務管理部会の傘下の研究会において行わ

日，聖路加国際病院に第１回の研究会を開催し

れてきたが，会計経理についての研究のために

た。以後３か月に１回の研究会を開くこととし

会計経理研究会が発足した。昭和42年１月３０

た。この研究会は部会研究会の設立第14番目の

日，２月６日その打合わせ会が日本病院協会会

ものである。
Z３Ｚ
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全国研究会日本病院協会の研究部会は東京

（東京警察病院薬局長）の諸氏であった。

を中心として毎月あるいは隔月

栄養管理部会は，１１月２日，京都に赴き京都

に研究を行い，前年は医事研究会がはじめて京

第二赤十字病院において全国研究会を開催，近

都，福島，札幌の各地にその成果をもたらして

畿地域の会員と討議を行い，120名の参加者が

多くの参会者を得た。

あった。

昭和42年は，他の研究部会もこの成果を全国
各地に携え得るよう計画された。

ＪＳＴによる教病院における第一線監督者

青指導者の養成教育を行うために，その指

９月29日，事務管理部会ははじめて新潟に赴

導者を養成することが必要である。日本病院協

き新潟市の新潟自治会館において全国研究会を

会はこの指導者養成を多年の実績をもつ人事院

開催した。参加者は１００名を超した。参加者は

監督者研修会（ＪＳＴ）と提携しＪＳＴより派

５つの群に分かれ，「組織構造の改変」「病院規

遣される講師を主体に日本病院協会より４名の

模の適正化」「人件費対策」「医療器機の効率的

講師を応援せしめ，昭和42年４月17日より25日

使用」「医薬品等の使用規制の問題点」につい

に至る９日間，東京・三菱金属高輪会館におい

てそれぞれ，石原信吾（虎の門病院)，寺本亀

て泊りこみ方式により訓練を行った。

義（東京警察病院)，森直一（武蔵野赤十字病

研修会参加者は林吉郎(済生会松阪病院)，徳

院)，井上昌彦（駿河台日大病院)，落合勝一郎

永大和(神戸川崎病院)，池尻邦夫（島根県立中

（聖路加国際病院）の各事務長，事務部長が助

央病院)，金子徳資，吉田糺（京都第二赤十字

言者および発表者となって研究を行った。

病院)，佐藤真宜（古川市立病院)，三浦敏雄，

医事研究会の全国医事研究会は宮城県に赴

岡野博（佼成病院)，岡本清気(東京警察病院)，

き，１０月27日松島観光ホテルにおいて開かれ

大成乾夫（癌研究所附属病院)，緒方広市(武蔵

た。出席者は１３５名であった。

野赤十字病院)，田中栄一（駿河台日大病院)，

用度研究会は11月10日，はじめて東京を難れ

て岡山市の県職員会館において用度全国研究会
を開催した。参加者は166名であった。

施設研究会は11月30日，名古屋市において薬
業健保会館を会場として「施設営繕の問題点」
について研究を行った。参加者は６１名であっ
た。

林秀雄（茨城県立中央病院)，内藤均（聖路加
国際病院）の諸氏であった。

これら研究員のなかから，その後日本病院協

会監督者教育のための指導者が生まれた。

講習会病院の洗濯講習会

日本病院協会と病院ハウスキーパー

会の共催で，昭和42年11月24～26日の３日間，

薬事管理部会は９月23日はじめて東京を離れ

洗濯講習会が東京で行われた。第１日目は朝９

て北海道に赴き，札幌市において田辺製薬支店

時から，五反田の関東逓信病院の講堂で開会し

講堂において「今後の薬局のあり方」について

平賀常務理事が出席して挨拶をのべた。

全国研究会を行った。参加者は100名を越した。
講師は守屋博，久保文苗（東京逓信病院薬局
長)，上野高正（虎の門病院薬剤部長)，古川正
１３２

参加者総員１３８名，日本全国，北海道から九
州にわたる各種の病院から受講者が参集した。
受講者の職種はいろいろで，ハウスキーペ

２橋本会長時代

－，洗濯部主任，環境課長，庶務課員，洗濯

て今村栄一（国立東京第一病院小児科医長)，

手，調度係長，用度係長，器材係長，寝具係主

吉武香代子（病院管理研究所）の２氏が同行し

任，看護婦長等であった。

た。

事業主病院開設者セミナー
健康保険組合連合会より，病院開設事業主に

対し，開設者として啓蒙を与えられたいとの希

帰国ののち８月５日高輪プリンスホテルにお
いて再び参加者が会同して総括討論を行い，視

察の成果をまとめた。

望があり，昭和42年11月15日16日の２日間，東

この成果は８月31日看護管理部会が主催して

京日本橋茅場町の鉄鋼会館において日本病院協

東京番町共済会館講堂において「米国病院看護

会主催日経連の後援で実施した。講師には吉田

発表会」を行った。出席者は３９０名に及んだ。

幸雄病院管理研究所長ほか８名が当った。参加

「米国病院看護発表会」はさらに９月25日京

者は早良鉱業株式会社の加来事務長ほか17名で

都市中川安ビルで行われ，看護視察参加の近畿

あった。

地方の総婦長が発表者となったが２５０名がこれ

電子計算機の講習会

電子計算機の病院導入について研究を行うた

めに，昭和42年９月27日日本電気田町ビルにお
いて第１回の講習会を開き，電気計算機の概要
につき講義を受け，同11月22日東京商工会議所

に参加した。

本看護研究の成果は「アメリカの病院看護」
として日本病院協会より出版された。

臨床予防医学活動人間ドック

人間ドックは42年度末で

ピル３階において，外来窓口業務への適用につ

は契約病院数216（ベッド数661床)，加入組合

いて富士通より説明を受け，レセプト打出しの

数750になっている。独自で契約実施している

実際について見学を行った。

組合が80組合で，病院にも独自で組合と契約し

外国研修第１回アメリカ病院看護研究旅行

ているものが少なくない。健保連との契約病院

昭和42年５月30日羽田出発，６月

が行った健保連の受診者は昭和42年に12,646人

12日まで２週間アメリカ西海岸の病院を見学し

である（契約病院に自費で受診したものの数は

て看護研究が行われた。平賀稔常務理事が米国

42年度はこれ以上に達している)。このうちの

病院協会より研究のために８病院の推薦を受け

12,141人は被保険者本人で505人が家族である。

て荒井蝶子氏が企画し，昭和42年４月22日参加

地区別の利用度は東京，大阪，愛知，神奈川，

者47名に対してオリエンテーション゛セミナー

福岡の順で大都市の利用が多い。利用料の負担

を開催した。

は10,000円以上を組合でもっているものが73％

ハワイにおいてはクアキニ病院，カウイケエ

ラニ病院を見学，シヤトルではワシントン大学

である。

短期人間ドックセミナーおよび研究会は昭和

病院を，サンフランシスコでは加州大学病院，

42年９月８日９日大阪市において大阪赤十字病

サンノゼではサンタクララ病院を，さらにロス

院小山三郎院長が主催して大阪科学技術センタ

アンゼルス郡立病院，ホワイトメモリアル医学

ーにおいて開催された。

センターを見学した。研究旅行には助言者とし

特別講演には「ドックにおける心臓機能検査」
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鷹津正(大阪医科大学教授)，「頸椎症と腰椎症」

乳幼児の保健指導も妊婦指導と同じく短期人

恩地裕（大阪大学教授)，「人間ドックにおける

間ドックのごとき盛況を示さなかった。すなわ

大腸検査法」中塚春夫(大阪市立大学助教授)，

ち年間契約病院は33で参加組合は７都道府県の

「肺癌と肺結核の鑑別診断」長石忠三（京都大
学教授）が当り，一般演題は29題であった。

84組合である。

昭和40年度における年間利用者は667名で組

臨床検査セミナーは12月９日，まず番町共済

合単独で行っているものを加えて２，３１２名であ

会館において講義が行われ，翌10日佼成病院中

る。昭和40年度の組合管掌育児手当金の総件数

央検査室を会場として順天堂大学林康之助教

は288,137件であるから，保健指導を受けたも

授，聖路加国際病院橘敏也医長の指導による実

のはわずかに0.8％にすぎなかった。

地修練が行われた。

主婦健康相談

主婦健康相談は昭和42年末契約病院49,加入
組合は11都道府県の158組合である。

この保健指導は昭和40年度においては年間利

日本病院学第17回日本病院学会は昭和42年
会を富山に５月24日より３日間，富山市に
おいて富山県民会館を会場に開かれた。学会長

は多賀一郎氏（富山県立中央病院長）である。
このたびは診療管理部会をはじめとする10の

用者数がわずかに1,272人ときわめて少なく，

各部会研究会が，１か年間の研究の総括を発表

昭和41年度においてもその傾向には変わりはな

することとなった。

「病院における諸専門科の協力作業の必要性

かった。

聖路加国際病院と「婦人友の会」との提携に

と方法論」について橋本寛敏氏の特別講演のほ

よる主婦健康相談がながい問うまく盛況に行わ

かパネル討議３，シンポジウム２であった。一

れていることに鑑み本年度は登録制の制度を始

般演題が多数で－部は壁発表を余儀なくされ

めた。

た。

妊婦保健指導

妊婦保健指導は契約病院74,加入組合は32都
道府県の157組合で行われている。昭和40年度
における年間の利用者数は207名，組合単独で

前年度にひきつづき今回の学会にも韓国より
大韓病院協会長韓沁錫氏以下５名が出席した。

病院見学成田・旭市の勉強会

昭和42年４月21日22日の両日，診

やっているものを加えても３５５名で，その利用

療管理部会・事務管理部会の共催で，千葉県の

の率はきわめて低い。この傾向は昭和41年度に

成田赤十字病院と旭中央病院とを見学し研究会

おいても同様であった。

を行った。

都内病院においては妊婦保健指導のうち，健

両国をバスで出発，成田赤十字病院では渡邊

保連によるものは３～10％にすぎなかった。こ

進病院長の病院管理全般について，さらに登録

れは裏をかえせば一般自費の受診者が圧倒的に

制胄集核の実情，ＰＥＰ使い捨て食器について

多く，妊婦保健指導の仕事は病院としてはよく

勉強をする。旭市への移動の途次，将来国際空

行われているということになる。

港に変貌する三里塚の宮内庁下総牧場を見学す

乳幼児保健指導
１３４

る。旭中央病院においては，一部事務組合の病
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院として１市３町の地域住民の福祉のためにい

医師会代表委員提案の13.5％医療費引上げを協

かに尽くすか，そのための病院管理についての

議したが，支払い側はこれに反対をした。

実績について勉強をした。

第７回病院管第７回病院管理視察研究会は

８月28日，公私病連が医療費の8.5％の値上
げを厚生大臣に要望した。９月10日，公益側試

理視察研究会昭和42年１０月１７日より４日

案を中心に徹夜審議して7.68％の医療費引上げ

間，福井県・石川県の２つの県にわたる５つの

と「医療経営に関する調査」とを厚生大臣に建

病院を見学した。参加会員は52名であった。第

議した。

１日芦原温泉に集合し，次の日は福井赤十字病
院，福井県立病院を，さらに次の日は石川県立

中央病院，国立金沢病院を，最後に公立能登総
合病院を見学した。

この答申に基づいて厚生省は昭和42年12月１
日より医療費7.68％の引上げを告示した。

これらの中医協の審議結果から，従来は中医
協に対し厚生省案についての諮問であったもの

和倉における一日研究会

が，向後は中医協公益委員が作案しこれを討議

昭和42年10月21日，和倉市の銀水閣において

して厚生大臣に建議をする，経営実態調査を行

一日研究会が開催された。

病院視察旅行が，公立能登総合病院で終了す
るのを機会に，その翌日，奥田幸造氏（公立能

いこれに基づいて医療費の改訂を行うことが打
ち立てられた。

この医療費改訂について，日本病院協会は１２

登総合病院長）の司会で，講師には橋本寛敏，

月18日，講師に厚生省保険局医療課の亀山八郎

大久保正一(日本大学医学部教授)，吉田幸雄，

厚生技官を迎えて診療報酬点数の説明会を行っ

守屋博，小野田敏郎，落合勝一郎，石原信吾，

た。170名が参加した。

古川正（東京警察病院薬局長）の諸氏が当っ

た。出席者は病院開設者としての町長，公民館
長等多彩で，６０余名を数えた。

公開討論会医療保険制度をよくするために
日本病院協会は昭和42年７月，

医療保険制度に関する抜本対策を広く一般に発

昭和42年１月４日，厚生省は前

表したが，これが引き金となって健康保険組合

年12月27日武見日本医師会長が

連合会，国民健康保険中央会，日本経営者団体

中医協ほか厚生省関係審議会の日本医師会推薦

連盟よりそれぞれ独自の抜本対策が発表され

委員全員の辞表を厚生大臣に提出したことを明

た。鈴木厚生大臣は昭和42年中にこれらの団体

らかにした。しかし２月15日には辞表の撤回を

の意見を聴取し，厚生省はこれを検討してその

申し入れた。

具体策に取り組むことが予想される。

医療費問題

５月24日，中医協において医療担当者側が医
療費値上げを提示した。

７月12日，中医協の調査部会は公私病連代表

昭和42年３月22日，永田町・全国町村会館に
おいて，日本病院協会は以上の対策発表の代表

者に呼びかけて公開討論会を行った。

を招いて医療費の実態調査についての意見を聴

討議者はつぎの諸氏であった。

取した。

東京女子医科大学教授織畑秀夫，日本労働組

８月15日，中医協診療報酬部会において日本

合総評議会政治福祉局長（中委協委員）安'疸良
Z３５
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－，中央社会保険医療協議会事業主代表委員松

じないわけにはまいりません。

本栄一，健康保険組合連合会理事仲田良夫，全

この先生の偉大さに対し，このたび日本国

日本労働総同盟福祉対策部長（中委協委員）吉

政府が叙勲の栄誉をもって顕彰したことは当

沢明，日本病院協会常務理事（佼成病院長）小

然すぎることでありますが，われわれ病院関

野田敏郎，日本病院協会副会長（武蔵野赤十字

係者にとっては，この近代病院の先達者の功

病院長）神崎三益，全日本海員組合厚生部長

績を国家が正しく評価したことをこの上なく

（中委協委員）小笠原文三，健康保険組合連合

嬉しく思います。

会理事氷野近，日本労働組合総評議会政治福祉

先生はますます御元気でありますが，すで

局次長肥川治一郎，毎日新聞社論説副委員長

に高齢であられます。どうか御身体に気をつ

（司会）五島貞次。

橋本寛敏会橋本寛敏会長は昭和41年11月３

長の叙勲日，勲二等旭日重光章を受章し

けられ，いよいよわが国の病院，世界の病院

の指導者としてわれわれをお導き下さること
を伏してお願い申し上げます。われわれも先
生を師表として今日から励みたいと思いま

た。

受章祝賀会が昭和42年１月24日，東京・三井

綱町倶楽部において開かれた。参加者は厚生省
はじめ官民多数であった。

この席上，病院管理研究所長吉田幸雄氏はつ
ぎのように祝辞を述べている。

－畏敬する橋本寛敏先生叙勲の御祝辞を

す。－

シカゴの国第15回国際病院会議が昭和42年
際病院会議８月24日からシカゴで開催され
た。

国際病院連盟の理事として橋本寛敏会長は落
合勝一郎参与を帯同してこの会議に出席した。

申し述べる機会を与えられましたことは実に

橋本会長はこれより先，８月26日，米国病院

欣快に堪えません。先生の叙勲を心からお祝

管理者協会の代議員会と，８月21日より始まる

い申し上げます。

米国病院協会年次大会にも出席した。

先生は信念の方であります。先生の信念は

国際病院会議の常任理事会では，次回昭和４４

人道主義であり，合理主義であると思いま

年1969年の会議を日本でやるという噂があった

す。すなわち人類愛であり，科学的合理主義

が，橋本会長は日本の周囲の政情が定まらない

であります。わが国の近代病院の最高の規範

ことを理由に日本開催を断わり，次回は西ドイ

として厳然とそそり立つ聖路加国際病院は，

ツのデュッセルドルフで開催されることが決ま

この信念の人橋本先生が，高邇な人格と卓越

った。また地域会議は昭和45年1970年にシドニ

した手腕により創造された作品であります。

ーで行う。研究旅行は来年はスイス，つぎの４５

戦後たまたまわが国にも近代病院の運動が

年はオランダで実施することが決められた。

始められましたが，橋本先生とこの聖路加病

会議の首題には「病棟管理」「病室の設備」

院の存在がなかったならば，わが国の病院の

｢教育病院はいかにすべきか」「一般病院と精神

近代化は今日のような状態にまで達しなかっ

病」「病院の電子計算機の利用」の５題であっ

たでありましょう。先生の偉大さを改めて感

た。
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広報日本病院協会雑誌

昭和42年４月，日本病院協会雑誌編

集委員は委員長河上利勝，委員平賀稔，守屋
博，水野近，小野田敏郎，笠木茂伸，井上昌
彦，古川正，原沢美智の諸氏が留任し，三浦敏
雄(佼成病院医事課長)，植松大（癌研附属病院

経理課長)，星沢政枝（駿河台日大病院総婦長）

セミナーの講演を集録して同じく２月発刊され
た。

「共済組合符号簿」は病院における医事請求

の参考書として同年６月29日に出版された。
「アメリカの病院看護｣は米国西海岸病院看護
研究団の成果をまとめ10月25日に刊行された。

の諸氏が新任された。また６月には内藤均（聖

日本病院協会日本病院協会は創立以来，文
事務局の移転京区湯島1丁目５の病院会館

路加国際病院庶務課長)，上林三郎（同施設課

に事務局をおいていた。神崎副会長が会誌42年

長)，神門昇三（虎の門病院用度課長)，藤沢武

３月号に，つぎのように述べている。

雄（順天堂大学病院臨床検査技師長）の諸氏が

－近い将来日本病院協会の会館を新しい

委員として加わった。７月には長尾良蔵氏（東

所へ移そうと思います。いまの所はあと１年

京警察病院放射線技師長）が加わり，稲垣武氏

しか契約がない。いつか厚生省の役人が新任

が委員に復帰した。

の挨拶にきたあとで「神崎さん病院協会とい

日本病院協会雑誌は守屋博委員の提唱により

うのはひどい所ですね」というので，「日本

昭和42年１月号より新しい読物としてわが国の

の病院を象徴しておるのがあの病院協会の会

地方の病院史を掲載することとし，まず宮城県

館だよ。君たちの病院に対する認識が足りな

より始め，逐次各県に及ぼした。

いから日本の病院はみすぼらしい。そのみす

また巻末に「事務局だより」の欄を設けて，

ぼらしい病院団体の会館だからこんなものな

日本病院協会のはたらきを伝えることとした。

んだ」といったことがありますが，私なん

さらに，病院管理の文献の情報のために「病
院管理文献目録」の頁を設けた。

雑誌は毎月第４火曜日に編集委員会が開催さ
れ，これによって編集が行われた。

か，車の中でオーバーを脱いでおって，いよ

いよ病院会館へ入るときには着なければなら

ない。（笑い)その上電車通りの音はそのまま
ひびいてきて話は途切れる，半日ぐらいあそ

広報冊子

こで会議をしていると，大ていのどを悪くし

昭和42年４月，日本病院協会の事業を広報す

てしまう。きょうのような集まりが会館の中

るために小冊子「日本病院協会のはたらき」を

でできればいいけれども，そんな場所はな

作製した。Ｂ５判８頁，デザインは日本病院協

い。辞を低くしてあちこちの病院にお願いし

会雑誌の表紙によった。

たり，あるいは料金を出して他の会場を借り

出版

「病院の監督者」は昭和41年10月に

る。こういうことではいくら理想を高く掲げ

日本病院協会が主催したセミナーの

て大蔵省が感心するような知恵をどかどか出

講演をもととして編集し，昭和42年２月に刊行

しても，あれでは十分な働きはできません。

された。

そこで年来願っておりましたが，今年はいよ

「病院建築入門」は同様主催された病院建築

いよ講習会くらいできそうな場所を，という
Z３７
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ねらいでいま極力探しております－

転した。

新しい事務局は東京都千代田区二番町２番地
番町共済会館２階である。昭和42年８月３日移

従来同居をしていた東京病院協会はそのまま

病院会館に居残った。

昭和４３年
１年延期された役員選挙が行われ，１１名の参
与を委嘱した。わが国の病院制度改革のため
に研究が行われた。ハウスキーピング部会が
新設された。

欧米病院視察団が派遣された。診療統計を検
討し定義を定めた。国際病院連盟事務総長が

日本開催打診の来朝をした。病院人材センタ
ーが設けられた。協会事務局が湯島から番町
へ移転した。

常務理事会昭和43年１月における常務理事

会出席は役員として会長橋本寛

敏，副会長神崎三益，間島良二，内藤比夫夫，

催，役員の改選が行われた。評議員68名があら

かじめ各地より推薦され，理事30名もまた定数
どおり推薦されていた。

常務理事佐藤元一郎，近藤六郎，宮崎達，平賀

理事による会長互選は，選考委員が推薦され

稔，五十嵐衡，氷野近，小野田敏郎，また参与

選考委員の選考に対し全理事が賛成して会長は

の諸氏が出席した。常務理事会は昭和43年１月

橋本寛敏前会長の重任と決まった。副会長と常

９日番町共済会館において開かれてより毎月第

任理事は会長の推薦するところを理事が承認す

２．第４の火曜日午後２時より４時まで開催さ

る形をとり副会長には神崎三益，間島良二，内

れ，日本病院協会のはたらきの中心となり企画

藤比夫夫の３氏が重任した。常務理事には，多

実施を行った。

少の交替があり，佐藤元一郎，宮崎達，小野田

５月の改選により，常務理事会役員は会長，

敏郎，五十嵐衡，河上利勝(都立広尾病院)，近

副会長は重任，常務理事は前記７名のほかに守

藤六郎，河野稔（北品川病院)，守屋博，水野

屋博，河上利勝，河野稔の３氏が加わった。

近，平賀稔の諸氏が常務理事に任ぜられた゜監

1か年延期前年昭和42年５月の総会におい
の役員選挙て役員選挙が１か年延期された

事は矢田城太郎，村田嘉彦の２氏である。
なお顧問には，荘寛，萩原義雄（国立京都病

が，２月５日までに評議員立候補の届出が終わ

院)，東陽一，参与には，中島克三(関東中央病

り，その選挙は昭和43年２月25日に行われた。

院)，赤星一郎（九州中央病院)，笠木茂伸（北

評議員会は３月29日番町共済会館において開
Ｚ３８

品川総合病院)，太田武（新潟県厚生連本部)，

２橋本会長時代

森直一（武蔵野赤十字病院)，落合勝一郎(聖路

研究会議の実施等のはたらきを行った。

加国際病院)，石原信吾（虎の門病院)，井上昌

編集委員会は日本病院協会雑誌の編集のため

彦（日本大学板橋病院)，尾口平吉(新潟県立十

に１か月１回の委員会を開き，協会刊行物の発

日町病院)，亀卦川正喜（宮城第一総合病院)，

刊についての企画編集を行った。

鈴木淳（病院管理研究所）の諸氏が委嘱され
た。

病院制度委員会は別項に記するはたらきを行
った。

理事会，評議理事会は，昭和43年５月28日
員会，総会番町共済会館において開かれ
た。

議案に医師不足対策があげられたが，このた

新しく原価計算委員会が設けられたことは別
記のごとくである。

病院制度委員会

わが国の病院制度をいかに
改むべきか

めには討議会の形をとり，発議者として大岡義

前年昭和42年に発表した医療保険制度の改訂

秋(静岡市立病院長)，青柳精一（科学朝日編集

についての日本病院協会の意見は，世論ならび

部)，織畑秀夫（東京女子医大教授）の３氏よ

に自民党，政府に対して強い影響を与えたが，

りそれぞれ研究の結果について発表し，これに

これについでわが病院制度についてもその至ら

ついて７名の理事より発言討議がなされた。

ざるを改むく<，日本病院協会はその改訂意見

総会は５月30日，第18回日本病院学会開催中

をまとめることとした。昭和43年１月31日，霞

の文京公会堂において行われ，昭和42年度の事

山会館において前年の経済委員に数名を増員し

業報告がなされ，同年度の決算に関する承認が

て医療制度委員会を開催した。

なされた。

７月10日理事会は番町共済会館において開か

７月19日理事会が番町共済会館において開か
れ，各国の病院制度の研究について議せられ
た。

れ，これにひきつづいて各国の病院制度研究会
が開かれて，７３名が参会した。
これは「わが国の病院制度はいかにあるべき

９月24日理事会が番町共済会館において開か

か」の研究の第一歩となるものである。演題と

れ，わが国の病院制度について議せられ，また

講師はつぎのとおりである。

病院への寄附金への課税，病院医師の団結の問

英国病院管理研究所岩佐潔

題についても議せられた。

ソ連国立がんセンター山形操六

委員会昭和43年度の日本病院協会の委員会
はつぎのようなはたらきを行った。

教育委員会は研究部会の年間の企画を行い，毎

フランス

都立豊島病院中島健之

アメリカ聖路加国際病院平賀稔
ドイツ

東京警察病院本間道

月１回委員会を開いて各部会のはたらきの報告

デンマーク国立東京第一病院山下九三夫

を受けた。

ニユージーラ東京警察病院伊藤仁
ンド

臨床予防医学委員会は人間ドック研究会，臨

各国病院総論病院管理研究所紀伊国献三

床検査セミナーの企画と実施，人間ドック実施

この内容の詳細は日本病院協会雑誌第167号

指定病院の認定，健康保険組合連合会との定期

に発表された。
Ｚ３９

２橋本会長時代

病院制度委員会の委員は昭和43年８月４日

政府管掌保険は，これを地区別，産業

（日）より静岡県湯河原三井山荘に篭り，５日

別，親会社・子会社の関係で組合形式をと

（月）をかけて合宿の研究を行った。

らせ，経営努力によってメリットをあげさ

８月24日(士)は正午より午後９時まで研究が

つづけられた。そのときまでの研究内容は「日
本の病院制度はいかにあるべきかＩ」として日

本病院協会雑誌第168号昭和43年９月に掲載さ

せることが社会発展の基礎となる。

小集団に分けても，その取扱い事務は画
一化して複雑化をさけること。

2）財政調整案は趣旨としてはよいが，プー
ルに注ぎこむ側の経営努力の熱意を冷却さ

れた。

厚生省の「医療保険制度改革試案」

せ，反対にプール化によって恩恵を受ける

に対し日本病院協会の意見開陳

側がますます依存心を強めることはないか

昭和42年11月厚生省から医療保険制度改革試
案が発表されたが，これについて自由民主党の
医療基本問題調査会（会長~鈴木善幸）では，
これに対し関係団体の意見を聞くことになり，
まずはじめにわが日本病院協会に案内がきた。

日本病院協会では１月31日の医療制度委員会で

と心配する。

そのためにも前述のように政府管掌をま
ず組合化することを前提としたい。
3）社会公共的疾病と個別的一般疾病を区別
して，その取扱いを明確化した点は賛成。
4）入院，外来の給付格差

すでにこの試案について検討をしていたため早

生命を脅やかす危険の大小によって給付

速案内に応ずることとし，２月７日正午より２

に格差があるのは当然だが，外来の７割を

時間，神崎副会長が出向して鈴木前厚生大臣等

８割にし，入院は家族も10割給付すること

50名に日本病院協会の意見を開陳した。

を希望する。そのためには家族保険料を徴

終了後２時から１時間，厚生省日比谷クラブ

で記者会見し，日本病院協会の意見を逐条説明
した。その意見はつぎのとおりである。

厚生省の医療保険制度改革試案に対する意見

収したらよい。長期療養者，低所得者の負
担は軽減する。

5）療養費払い

医療保険は医療に要する費用を給付する

とわれらの要望する改善案

もので，医療そのものを給付することは間

１）被用者保険と地域保険の二本建案

違っている。また医師は自己の技能に応じ

被用者保険は組合管掌を原則とし地域保

た報酬を要求することは当然だから療養費

険は市町村単位とするという小集団方式は

払いを原則とする。ただし，医師不足の地

責任感を強め連帯意識を強くする意味で賛

区では日給プラス件数払いとする，など異

成する。

なった報酬制が考えられてよい。

組織の拡大は無責任の拡大ともいえよ
う。

地域保険の支払いは全国共通にするこ
と。
１４０

療養費払いも上石氏のいう保険者一括払
い方式によれば，低所得者層の支払いに不
便はない。

大学病院は，教育の本旨からしても担当

２橋本会長時代

規則に縛られる現物給付方式をとるべきで
はない。

うべし。

９）事務簡素化

大学病院は，教育研究の目的にかなう患

現行保険事務の繁雑さは，医師の医療能

者のみを扱い，その経費は教育費から支出

力を大いに侵害して，国民医療の大きな障

すべきもので医療保険に依存すること自体

害となっている。
ゆえに，診療報酬体系を簡素化するとと

が誤りだ。

次に，療養費払いに際し弘償還すべき額
のよりどころとなる診療報酬点数表は現行

もにその請求事務も大いに簡素化すべきで
ある。

の甲表をさらに簡素化し，，患者の秘密保持

１０）医療技術料，医師，看護婦給与の再検討

のためにフランスにおけるがごとく記号方

技術料の再検討とともに医師，看護婦の

式が望ましい。

療養費払いは医療機関の任意選択に任せ
る。

6）医薬分業

薬局に恵まれない地域以外では医療機関

給与はいかにあるべきかについてイギリス

のRoyalCommittee,Reviewｂｏｄｙが行っ
ているような科学的検討を加えて，病院の

医師，看護婦不足の解消をはからねばなら
ない。

の任意で分業とする。ただし前にも述べ

１１）診療報酬は上記のもろもろの再検討とと

たように，医師から薬をもらう方が薬局か

もに実態調査による部門別原価を基調と

らもらうよりも患者の負担が軽いという現

し，ＳeinからSollenに至る補正を行うべ

行の点数表はこれを改めて，経済的にも患

し。

者，保険者が医薬分業を欲するようにす

１２）医学教育，卒業者教育，看護婦教育

る。同時に医療機関が投薬によって得てい

医療の中心をこなすこれら職種の教育に

た収益はこれを十分にカバーしうるように

ついては，国は深甚な配慮をしなければな

改めることももちろんだ。

らない。頻発する医科大学の紛争を－部大

7）資本的投資は公費負担

医療機関の設置場所が適正な場合には税
金及び非課税寄付金をもって設置する。
そのために国はあらかじめ合理的な病院

網（Hospitalregionalization）の青写真を
持たねばならない。

医師,看護婦の養成も公費をもってする。

8）薬品行政の改善
専門誌以外に広告した薬品は保険薬とし

学のもの，－部思想的バックによるものと
看過して，無為に過しているとやがてわが
国の医療そのものを破壊するおそれがあ
る。全国民的問題として取り上げるべきも
のと思う。

医療制度，報酬制度の改なくして保険財政々
策の成功は望みえないことを重ねて警告す
る。

病院原価計算かねて日本病院協会は「病院

ては採用しない。医業実態調査を医療費決

要綱の改訂原価計算要綱」を作成し，こ

定の資料とするように薬品の原価管理を行

れを一般に頒布したのであるがその増刷残部が
Ｚ４Ｚ

２橋本会長時代

なくなり，この内容の一部を改訂して再版する

ために，事務管理部会がこれに当ることとなっ

た。このために部会および傘下の５研究会，さ
らに薬事管理，看護管理，栄養管理など各部会
研究会より委員を委嘱して検討を実施した。

委員は各勉強会から推薦された次の12名の諸
氏である。

看護管理部会，放射線管理部会，臨床検査管
理部会も同様，隔月に研究を行った。

病歴研究会は３か月に１回の研究会を開催し
た。

８月に発足したハウスキーピング部会は２か
月１回の研究会を開いた。
産科ケアの研究

委員長一落合勝一郎（事務）委員一森直一

「産科患者のケア」について診療管理部会と

(事務)，井上昌彦（事務)，東義晴（庶人)，平

病院管理総合部会は昭和43年４月４日借上げバ

野栄次（用度)，倉持一雄（施設)，佐藤重信

スで国立東京第二病院，日本赤十字社産院，都

（会計)，三浦敏雄（医事)，宮家淳（薬事)，

立広尾病院を見学し産科病棟の勤務について勉

園部梅（看護)，渡辺武光（栄養)，尾口平吉
（経済）

研究部会の前年昭和42年には新たに会計経
はたらき理，放射線管理，臨床検査管

理，診療録管理の４つの研究部会が発足して，

強をした。

またこの日，病院管理総合部会は葛飾赤十字

病院を訪れて，同様の題目で勉強を行った。

その内容は日本病院協会雑誌第１６４号に詳細
に伝えられた。

合計14の会がくつわを並べて勉強をすることと

研究部会の総合集会

なった。

日本病院協会の年度は４月に始まり翌年３月

診療管理部会は昭和43年１月15日東京武蔵野
病院において「人口稠密地帯の精神病院」につ

いて研究して以来，毎月１回の研究会を開催し
てきた。

末に至る。前年昭和42年度の決算は昭和43年３
月に締め切られる。

１４の部会，研究会の活動の決算も３月末に行
うことが，前年以来の習わしとなった。

事務管理部会は１月12日，「医療制度改訂問

昭和43年３月30日，この総合集会は虎の門霞

題の今後」について研究以来，同様毎月１回の

山会館で，午後１時に始められ，部会，研究会

研究会を開いた。

ごとにそれぞれ昭和42年度１か年間に行った勉

この傘下の５つの研究会はいずれも隔月に研
究会を開いた。
病院管理総合部会は１月20日高輪プリンスホ
テルにおいて「中小病院がもつ問題点」につい
ての勉強を行い，同様１か月１回の研究を行っ
た。

薬事管理部会は２月７日番町共済会館におい
て「薬品の死蔵品」について勉強し，以後隔月
１回の研究を行った。
Ｚ４２

強会の内容を報告した。これはまた５月に行わ
れる第18回日本病院学会の研究部会報告のリハ
ーサルでもある。この内容は日本病院協会雑誌

第164号に詳細に発表された。
病院ハウスキーピ

病院ハウスキーパーは昭

ーング部会誕生和25年東京病院協会が設

立されたおり独自に会合をつづけてきた。
昭和40年11月病院ハウスキーパー会は日本病

院協会と共催して「病院清掃」講習会を開き，

２橋本会長時代

さらに昭和42年11月洗濯については同様の講習

病院講堂を会場とし全国各地より122名が参加

会を開いた。

した。両日とも午前は講演，午後討議とし，講

昭和43年に入り，日本病院協会の各部門にわ

師には「病院経営と給食部門」石原信吾，「人

たる研究部会の設立により，へウスキーピング

事管理」武田実（東京経営大学)，「栄養士のあ

についても同様に研究部会の設立が要請され，

り方」榊田博（京都市立病院)，「保険診療にお

昭和43年８月22日東京逓信病院において第１回

ける病院給食」鶯渕茂（厚生省栄養課長)，「給

の勉強会が開かれた。議題は「ハウスキーピン

食施設」野村東大（横浜市立大学）の諸氏が当

グの現状」であった。

った。

全国研究会東京を中心とするこれら部会，

監督者教育指導者の研修会

研究会の活動の成果は詳細に日

昭和42年５月，日本人事管理協会に委託して

本病院協会雑誌に掲載されるが，なお，これら

行ったJinjiinSuperviseryTraining（ＪＳＴ

の成果をもって全国各地に赴き直接に相会して

訓練）は効果をおさめたので，この受講者のな

研究を行う必要があるとして，２年前に医事研

かから人事院監督者研修指導者認定害を受けた

究会が年間３回の全国勉強会を行ったのについ

者が講師となりＪＳＴ訓練に類する研修を行う

で，前年昭和42年は事務管理，医事研究会，庶

ことが決められた。

務人事研究会，用度研究会，施設研究会が全国

修練期間４日間，会費宿泊費を含み９，５００円

各地に赴き，また薬事管理，栄養管理の部会も

とし，昭和43年２月19日より，静岡県湯河原東

各地に赴いて勉強をした。

海荘において実施したｄ全国より34名が参加。

、昭和43年はこの勉強会を組織化して，すべて
の部会，研究会は各国各地に赴くこととした。

すなわち，６月28日庶務人事研究会は札幌市
に，７月12日会計経理研究会は静岡市に，７月

朝５時半起床，６時より研修，夜の自習終了１２
時という研修スケジュールであった。
人間ドック

日本病院協会が２日間の人間ド

ックを開始したのは昭和34年で

２５日より３日間事務管理部会は宮城県青根温泉

あるが，このときすでに行われていた１週間の

に，８月９日施設研究会は松江市に，８月30日

人間ドックに対し「短期人間ドック」の名称を

栄養管理研究会は盛岡市に，９月12日診療管理

用いたが，爾来10年，人間ドックは２日間のも

部会は岡山市に，９月13日病歴管理部会は大阪

のが大宗を占めるようになった。

市に，９月14日放射線管理部会は神戸市に，１０

昭和43年９月20日21日に東京・マツダ八重洲

月30日薬事管理部会は名古屋市に，１０月30日医

通ビル講堂で行われた第９回からは，「人間ド

事研究会は松山市に，１１月１０日用度研究会は福

ック」と呼ぶこととし，セミナーおよび研究会

岡市に,１１月22日臨床検査管理部会は宮崎市に，

を単に研究会と呼ぶこととした。この第９回人

１２月６日看護管理部会は下関市においてそれぞ

間ドック研究会には95施設132名の参加を得た。

れの全国研究会を開催した。

講習会栄養管理セミナー

昭和43年３月18日19日の両日は佼成

第６回の臨床検査セミナーは昭和43年11月３０

日京都第二赤十字病院を会場として開催され
た。第１日は「脂質検査の臨床的意義」福井巌
I勢３
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（京都府立医大)，「リポβ蛋白の測定とその臨

名づけた。

床的意義」高田仁（京都大学医学部）等の諸講

第１回欧米病院視察団

師よりの講義があり，１００余名が受講した。第

日本病院協会は主として病院長，事務長を対

２日12月１日は技師に対する実習訓練で京都府

象とする欧米病院視察団をヨーロッパ，アメリ

立医科大学の新築の教室を用いて，技師の経験

カに派遣する計画をたて，昭和43年７月出発前

年数に応じ57名を甲乙２班に分けて実地修練が

のオリエンテーションを行い，９月１日出発，

行われた。

９月30日に帰国する30日間の旅行を企画した。

昭和43年末の指定病院数は205病院，参加組
合数は771組合であった。
外国研修

日本病院協会は前年はじめて米国

に病院看護視察団を送り，事前研

視察団はフィンランド，スウェーデン，西ド
イツ，フランス，スイス，英国，米国とした。

参加人員26名で平賀稔常務理事が団長となり
旅行社より２名が随行した。

究，現地研究，帰国後研究とその発表を行い成

見学病院はスウェーデンのウプサラ大学病

果をおさめたので，昭和43年は２つの研修団を

院，ベルリンの自由大学附属病院，フランクフ

送ることとなった。

ルトの北西病院，ロンドンのウエストミンスタ

第２回アメリカ病院看護研究

ー病院，ハックニー病院，米国ではＮＩＨの臨

前年昭和42年のアメリカ病院看護視察の成果

床センター，ニューヨーク病院，セント・ヴィ

にかんがみ，昭和43年第２回の視察団の派遣が

ンセント病院，メイヨークリニク，サンフラン

計画された。

シスコのカリフォルニア州立大学附属病院の１０

第２回アメリカ病院視察団28名は昭和43年５

病院のほかドイツ病院協会，英国病院センタ

月８日羽田を出発した。今回は助言者として牧

ー，国際病院連盟，アメリカ病院協会の４施設

野永城（聖路加国際病院外科医長)，荒井蝶子

を見学した。

院はロスアンゼルスのカリフォルニア病院，Ｕ

第18回日本第18回日本病院学会は昭和43年
病院学会５月29日より３日間，学会長河

ＣＬＡ病院，サンフランシスコ地区はカイザー

上利勝氏（都立広尾病院長)，会場は東京・文

財団病院，サンタクララ病院，スタンフォード

京公会堂と第２会場を東京都勤労福祉会館とし

大学病院，ハワイではクアキニ病院の６病院と

て，第２会場の専門集会４題が第１会場の一般

１つのナーシングホームであった。行程２週

演題と平行して行われた。

（病院管理研究所）の２氏が同行した。見学病

間，５月２１日帰国した。

視察団は帰国後グループ討議，全体討議を行
い，これを５つの題，「ＩＣＵ，ＣＣＵを中心

とした看護」「看護教育」「看護用具・施設と環

韓国よりはこのたびは16名もの参加があり，

金振河団長よりメッセージが読み上げられた。

第８回病院管東京から東海道，山陽道，北
理視察研究会九州，四国と巡った病院旅行

境」「ボランティア活動」「ナーシングホーム」

はさらに山陰，北陸を経て，昭和43年は東北に

に分けて昭和43年７月30日番町共済会館におい

さしかかることとなる。１０月16日夕，会津東山

て発表をした。会は「米国病院看護パネル」と

温泉に集合した会員は院長16名，事務長次長1４

１４４
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名，課長係長５名，総婦長婦長７名，薬剤１

医療評価表について発表をした。以上について

名，管理学者４名，これに協会事務局長が加わ

も日本病院協会雑誌第169号に詳細を掲げた。

って総勢57名であった。会津若松市で竹田綜合

病院，山形市で山形県立中央病院，市立病院済

出版

「病院栄養管理」は昭和43年５月２５
日に出版された。これは３月栄養管

生館，蔵王を越え宮城県白石市の公立刈田病院

理セミナーを開催した際の各講師の講演と，そ

の５病院を見学した。最後の白石市は橋本寛敏

の折の討議の内容をまとめたものである。

会長の祖父が家老をつとめた白石藩の城下町で
ある。

「続アメリカの病院看護」は昭和43年10月に
発行された。これは前年第１回アメリカ病院看

新潟市病院前年昭和42年は診療管理，事務
見学研究会管理両部会共催で千葉県の２病

護視察団が「アメリカの病院看護」を刊行した

院の見学旅行を行ったが，昭和43年６月14日１５

また「病院職員の身だしなみと礼儀」が発行

日の両日，診療管理･事務管理・看護管理の３
部会が共催し，新潟市の２つの病院を見学する
こととなった。東京よりの参加者は橋本会長，

ことにつづいてその続編を送ったものである。

された。

国際病院連盟事国際病院連盟事務総長Ｄ・
務総長らの来曰Ｇ・HaringtonHawes氏は

平賀・小野田両常務理事，矢田・村田（嘉）両

昭和45年1970年オーストラリアのシドニーでオ

監事ほか計30名，地元よりの参加23名であっ

セアニア地域病院会議を開くための打合わせの

た。県立がんセンター新潟病院と済生会新潟総

帰途，５月12日来日した。国際病院連盟常務理

合病院の２病院を見学した。昭和39年の新潟大

事の橋本会長を聖路加国際病院に訪ね，虎の門

地震の被害より復興した姿に見学者は感銘し

病院，病院管理研究所を視察，さらに京都にお

た。

いて京都第二赤十字病院を視察した。

診療の評価病歴管理部会は昭和43年７月１３
と診療統計日，関東逓信病院を会場として

また10月には元米国病院協会長ＤｎＡｌｂｅｒｔ
ＷＳｎｏｋｅ（グレイス・ニューヘブン病院長）

医療評価のための統計について検討し，さらに

が来日し，１０月31日番町共済会館において「ア

診療管理部会と共同して診療統計について検討

メリカの病院管理の最近の動向」と題して講演

を行い病床利用率，平均在院日数，死亡率，

会が開かれた。

転帰,剖検率，対診率，診療協議会数，検査件
数，退院患者数，分娩数についての定義を定

病院人材センター

日本病院協会は創立の当

初より公認を受けた職業

め，これを日本病院協会雑誌第１６９号に発表し

斡旋所をもっていたが，昭和38年担当の徳村隆

た。

造事務職員の退職とともに休業となった。

また診療管理部会は昭和43年７月16日東京厚

昭和43年７月１日，日本病院協会は「人材セ

生年金病院において「診療の評価」についての

ンター」を開設し，その連絡係には事務局長が

検討を行い，以上の各指標についての評価の意

当ることとなった。会員病院には医師，看護婦

義についての解説を試みた。病院管理研究所の

はじめ各職種にわたって人員の不足に悩む一

津田豊和氏はアメリカ，カナダの方法を改めた

方，同一職種に優秀の人材をもってその位置づ
１４５
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くりに困惑する場合もある。この双方の悩みを

日本病院協会雑誌は，第18回日本病院学会の

解決する方法として「人材センター」を開設し

専門集会「事務長はいかにあるべきか」「病院

た。

職員の身だしなみと礼儀」の２題を掲載し，ま

日本病院協会雑誌昭和43年４月より編集委

た一般演題のなかで「入院患者の２食制につい

邊進氏（成田赤十字病院長）となり，新たに高

川口安夫（佼成病院）の２題の論文を採集し

橋政旗(日本大学医学部講師)，東義晴（武蔵野

た。日本病院協会雑誌が学会の発表を掲載する

赤十字病院庶務課長)，倉持一雄（虎の門病院

のはこの年がはじめてである。

員は交替し委員長は渡

て」野村秋守（野村病院長)，「院内教育制度」

編集委員会は毎月１回開かれて，雑誌の編集

用度課長)，小田博夫（白十字病院医事課長)，
渡辺光雄（武蔵野赤十字病院給食課長)，多田

に当った。

信夫（太田総合病院放射線技師長）の諸氏が加

日本病院協会日本病院協会の事務局は前年
事務局の移転昭和42年８月に湯島より番町

わった。

８月には広瀬朝次（順天堂大学病院薬剤部

共済会館の２階に移転したが，同年10月１日同

長)，高石陽之助（佼成病院用度課長)，瀬川篤

館の５階に移り，床面積が倍増し，各委員会を

宏（河北病院家政課長）の３氏が加わった。

開く面積をもつことになった。

昭和４４年
病院の労務に関する研究のために労務研究会
が設けられ，病院長セミナーが始められた。

日本の病院制度をいかに改むくきかの論文を

完結した。看護勤務体制の研究が行われ看護
制度改革に対する意見が発表され，その養成
についての要望がなされた。新入会員は年間
100病院を越した。

常務理事会

昭和44年の常務理事会は１月１４
日に番町共済会館で開かれた。

新年における会長以下の出席役員は昭和43年
記載のとおりである。

収の件につき承認された。
３月25日，番町共済会館において臨時総会が

開催され昭和44年度事業計画と歳入歳出予算の
審議が行われ可決された。

理事会，評議理事会は昭和44年１月28日番
員会，総会町共済会館において開催さ

市の県立県民センターにおいて定期総会が開催

れ，昭和44年度事業計画案とその予算案，昭和

され，昭和43年度の事業報告および，同年度の

43年度支出増加に対し会費の25％の臨時会費徴

歳入歳出決算が承認された。

Ｚ４６

５月22日，第19回日本病院学会の会期中水戸
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理事会は７月22日番町共済会館において開か

事務管理部会は１月10日番町共済会館におい

れ２．８制問題をふくむ看護問題について議せ

て「２人１か月８日以内夜勤にどう対処するか」

られた。

について検討し，以後１か月１回主として同会

理事会は，さらに11月１５日番町共済会館にお

館を会場として研究を行った。

いて開かれ，昭和45年度会費の値上げと同45年

事務管理部会傘下の医事研究会は２月19日東

役員改選，創立20周年記念行事の件につき議せ

医健保会館において「保険請求の完全算定の実

られた。

際」について訓練を行い，庶務人事研究会は１

委員会昭和44年度の委員会は医師について
の２つの委員会が設置されつぎのと

おりとなった。

病院制度委員会の委員長は守屋博氏，委員は

10名。委員会は年間２回行われた。
経済委員会の委員長は近藤六郎氏，委員は１０
名。委員会は年間３回実施された。

医師卒後教育委員会の委員長は宮崎達氏，委
員は７名。委員会は年間５回開催された。
医師補充委員会は委員長は河野稔氏，委員は

11名。委員会は年間５回開かれた。
看護制度委員会の委員長は神崎三益氏，委員

は10名。委員会は年間４回開催された。
教育委員会の委員長は小野田敏郎氏，委員は

８名。年間委員会は５回開かれた。
編集委員会の委員長は渡邊進氏，委員は１６
名。委員会は毎月１回開催された。

月22日番町共済会館において「職員採用管理」
について研究し，用度研究会は癌研附属病院に

おいて「備品検査」について，施設研究会は２

月26日番町共済会館で「施設の年間保育計画」
について，会計経理研究会は同じく癌研附属病
院を会場として「経営分析」について研究を行
い，以後それぞれ２か月に１回各病院をめぐっ
て会場とし研究会を開催した。

薬事管理部会は２月５日東京警察病院を会場
として「薬剤過誤防止」についての研究を行

い，以後隔月に研究会を開いた。
看護管理部会は別項に述べるとおりである。

放射線管理部会は２月28日東医健保会館にお
いて「放射線科より見た保険点数の問題点」に
ついて研究を行い，以後隔月１回の研究会を実
施した。

臨床検査管理部会は２月12日番町共済会館に

臨床予防医学委員会は年間３回開かれた。

おいて｢昭和43年度アンケート集計結果｣につい

研究部会の診療管理部会は昭和44年１月２１
はたらき日関東逓信病院において「病院

て検討を行い,以後隔月１回の研究会を開いた。

職員の健康管理」について研究し，毎月１回午

いて「二食制の実際」について見学し，その討

後会場を都内近郊の病院として研究部会を開催

議を行った。その後２か月に１回の研究会を実

した。

施した。

栄養管理部会は２月４日北品川総合病院にお

病院管理総合部会は１月18日救世軍ブース記

ハウスキーピング部会は２月27日東医健保会

念病院において「病院におけるボランティア活

館において「病院における塵芥処理」について

動」について研究し，その後，毎月１回会場を

研究をおこない，以後隔月１回の研究会を開催

移して研究を行った。

した。
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病歴研究会は１月11日東京警察病院において

るが，日本病院協会は病院における労務の重要

「病歴士に必要な臨床検査の常識」につき研究

さにかんがみ，労務研究会を別途に設け，とく

を行い以後３か月１回の間隔で勉強会を開催

に病院争議の予防についてこれを専門に研究す

した。

ることとした。

全国勉強会日本病院協会は昭和44年には１５

事務管理部会傘下の研究会はこれで６つを数

の部会研究会をもち，それぞれ

えることとなった。その第１回の研究会は６月

に研究した成果をひっさげて全国各地の同志と

19日番町共済会館を会場として，すでに労務研

ともに勉強をするという機構になったのは前述

究会委員がひろく全国の各病院にもとめていた

のとおり前年昭和43年よりのことである。
全国研究会は教育委員会が企画調整して年間
19の会同がなされた。

診療管理部会は昭和44年７月19日富山市にお
いて全国勉強会を行った。

事務管理部会は６月12日13日に，札幌市にお

「アンケート集計結果」についての研究を行っ
た。

以後この研究会は２か月に１回研究会を実施
し，８月，１０月，１２月と３回開かれた。

講習会病院長セミナー

日本病院協会はすでに各般にわたる

いて行い，傘下の施設研究会は７月25日秋田市

研究部会を設けて研究にいそしんできたが，病

において，庶務人事研究会は10月21日静岡市に

院の最高管理者たる病院長の研鑑の場がない。

おいて,用度研究会は11月７日仙台市において，

他の企業においてはトップマネジメントのセミ

また会計経理研究会は11月21日鳥取において全

ナーが軽井沢，箱根など清涼の地に長期間なさ

国勉強会を行った。

れている。

日本病院協会は病院長セミナーの実施を企画

病院管理総合部会は６月21日名古屋市におい
て勉強会を行った。

し，会員病院長へのアンケートをもとに30名が

看護管理部会は年間２回，６月10日旭川市に

３日間円卓を囲んで行う方法をとり，参加希望

おいて，また11月19日京都市において勉強会を

者60名に達したため，これを２班に分けて昭和

開催した。

44年９月４日より３日間，ついで９月22日より

薬事管理部会は７月12日富山市において，放

３日間，東京ヒルトンホテルにおいて開かれ

射線管理部会は７月23日盛岡市において，臨床

た。第１回は30名，第２回は22名，計52名の参

検査管理部会は11月１日山形市において研究会

加であった。

を行った。

栄養管理部会は９月４日金沢市において，ハ

セミナー第１席は「日本経済の展望」日経連

代表理事日清紡会長桜田武氏，第２席は「企業

ウスキーピング部会は９月25日大阪市におい

と組織」三菱経済研究所常務理事藤田藤雄氏，

て，病歴管理研究会は６月28日北九州市におい

ほかに人事管理，労務管理，統率，予算統制等

て，それぞれ研究会を行った。

について多数の講師による話題の提供がなされ

労務研究会労務に関する研究は庶務人事の
生まれるなかにふくまれることがらであ
Ｚ４８

た。

労務セミナー

２橋本会長時代

昭和44年９月12日13日の両日，番町共済会館

と改称し，ドック発足10周年を記念して仙台市

において労務セミナーが開かれた。参加109名，

役所８階会議室を会場に８月28日29日の両日，

主題は企業内の労務管理とし，「病院における

開催された。

労使関係のあり方」新井敏夫氏（日経連法規部

参加病院87病院，参加会員129名。仙台市立

長)，「医療の自治」正田泰史氏の講演があっ

病院長松木光彦氏の挨拶，仙台市長の歓迎の辞

た。

につづいて，橋本会長より病院の臨床予防医学

病院監督者研修会

活動として「人間ドック」がはじめられた経緯

昭和44年７月８日より４日間，宮城県仙台市

について詳細な回顧の挨拶があった。ひきつづ

の厚生省東北地方医務局研修寮において日本病

いて常務理事小野田佼成病院長の「人間ドック

院協会が主催し，東北地方医務局・宮城県官公

10年のあゆみ」という記念講演があり，過去１０

立病院事務長後援の病院監督者研修会が開催さ

年間の人間ドック発展のあと，転換期にきた人

れた。参加12名，講師には三浦敏雄氏（佼成病

間ドックの将来に対する示唆と抱負が述べられ

院電算課長）が派遣され，ＪＳＴ方式による研

た。

修がなされた。

特別講演は，東北大桐沢教授の「眼科疾患と

病院監督者研修会はさらに10月12日より４日

内科疾患の関連｣,東北大石戸谷助教授の「高脂

間，秋田県宮の山荘において実施され参加者１４

症病態検出｣，東北大鳥飼教授の「内分泌性高

名，やはりＪＳＴ方式による訓練がおこなわれ

血圧について｣，成人病センター二階堂副院長

た。

の「間接撮影の信頼'性について」の４題であっ

病院会計経理セミナー

た。

昭和44年９月25日26日の両日，番町共済会館

臨床予防医学委員会により，「人間ドック反

において病院会計経理セミナーが開かれた。参

復実施者経年追及調査成績」の特別発表が行わ

加137名，「分かり易い病院経営分析」について

れた。

講義，研修が行われた。

一般演題は計29題で，体力検査とドック受診

ハウスキーピングセミナー

者側から見た人間ドック等，ユニークな問題の

昭和44年11月27日より29日まで，これまでハ

発表があり興味をひいた。

ウスキーパー会と共催で行われてきたこのセミ

人間ドックは昭和34年，健保連と契約を交わ

ナーを，このたびは日本病院協会の主催によ

して実施を開始してから，その後いくつかの共

り，都立豊島病院においてハウスキーピングに

済組合と同様の契約を実施してきているが，昭

ついてのセミナーが行われた。

和44年５月林野庁共済組合からも契約の申入れ

臨床予防医学活動人間ドック
日本病院協会と健保連の

があり締結された。

人間ドック実施病院の臨床検査技師のための

提携ではじめられた人間ドックも，発足以来１０

臨床検査セミナーは第７回を数え，１１月29日に

年を経て完全にわが国の人間ドックの主流とな

は，東京都全社連会館において講習会が開か

った。この機に従来の研究会を人間ドック学会

れ，同30日には聖路加国際病院を実習会場とし
Ｚ４９
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て訓練が行われた。

別府温泉神和苑に集まり，院長17名，副院長５

主婦ドック

名，部長１名，大学講師２名，事務長15名，課

昭和43年度から主婦の病院への登録制をおこ

長１名，総婦長婦長４名，栄養士１名，これに

ない気持のうえでの緊密感をもたせるようにし

た。その結果は前年度のそれよりもかなり成績
の向上をみるようになった。
妊婦ドック

協会事務局長が加わり47名である。
見学病院は大分市で国立別府病院，大分県立

病院，大分赤十字病院の３病院，宮崎では県立
延岡病院，県立宮崎病院の２病院であった。

を組合が負担するのであるが，組合のこの制度

群馬．栃木県の日本病院協会は秋の病院見
病院見学研究会学旅行のほかに３年前より

の利用者は少ない。東京の病院の例として聖路

春一泊で東京近県の病院見学をすることがなら

加国際病院では１か月１５０例の出産があり，そ

わしとなった。

この指導は利用料5,200円で，そのほとんど

れだけの妊婦が毎月指導をうけ１回５００円の診

昭和44年６月27日，高崎駅に集合した42名に

療料を払っているのであるが健保連を通しての

現地から12名が参加した。バスにより伊勢崎病

利用者は年間僅かに４～５人にすぎない。

院，桐生厚生総合病院の２病院を見学して足利

乳幼児保健指導

市に一泊し，２８日足利赤十字病院，佐野厚生病

乳幼児の保健指導は,８年前にはじめるとき，

院，館林厚生病院の３病院を見学，午後６時熊

聖路加国際病院は，しかるべき指導料をいただ
いていたが，多くの病院は無料であって，しか

谷駅において解散した。

第３回アメリカアメリカ病院看護研究は２

も，その指導数はわずかなものであった。それ

病院看護研究団年にわたり行われたが，昭

が８年後の現在，ほとんどの病院が５００円から

和44年第３回の研究団を送ることとなった。１０

600円，多きは700円の指導料をいただくように

月４日出発前のオリエンテーションを病院管理

なり，しかも受診者の数は飛躍的な増加を示し

研究所において行われた。参加者は29名，１１月

ている。しかし健保連の制度を利用する者は依

18日出発して12月１日に帰国した。

然として少ない。

ロスアンゼルスにおいてホワイトメモリアル

第19回日本第19回日本病院学会は日本病院
病院学会協会副会長である内藤比天夫氏

属病院を，サンフランシスコ地区ではサンタク

（茨城県立中央病院長）が学会長となり，昭和

ララ病院，カリフォルニア大学病院を見学し

44年５月21日により３日間，水戸市の県民文化

医学センター，カイザー財団病院，ＵＣＬＡ附

た。助言者として荒井蝶子氏が同行した。

べて発表がかなった。人事院の２．８夜勤勧告

日本の病院制度前年昭和43年より病院制度
をどう改めるか委員会において多くの検討

に基づく状況のもとで看護婦勤務体制がシンポ

を加えられてきた「わが国の病院制度を如何に

ジウムでとり上げられた。

改むくきか」についての結論は昭和44年１月に

センターにおいて開催された。一般演題83はす

第９回病院管第９回病院管理視察研究会は
理視察研究会昭和44年10月28日，研究員は
Z５０

完結をみた。

その意見はつぎのとおりである。

２橋本会長時代

わが国の病院制度を如何に改むべきか

人口の５％とされるが，ここ15年のうちに

現在医療保険制度の抜本対策が論ぜられて

は北欧の先進国と同じく１５％に達するもの
と推定されている。

いる。このことがりつばに行われるために

は，医療制度の歪みにも手を染めなければな

高齢者の増加は不治の漫'性疾患の増加に

らない。医療制度はその範囲が広範にわたる
が，医療の根幹をなすものは病院であり，こ

つながる。

５）卒業後医師臨床訓練の変化のきざし

の病院制度の姿を正すことが先決の問題であ

わが国において久しくその必要性が叫ば

ると考える。

れていた専門医の制度が，いよいよその緒

かつてわが国の病院制度には，その時代に

につきはじめ，すでに内科・小児科・放射

則した合理性があったわけであるが，いま病

線科などにおいてこのことが始まってい

院をめぐる外的條件に大きな変化がおこり，

る。

病院制度は著しく歪みを増してきている。そ

大学附属病院が医学研究にことよせて行

の外的條件の変化には次のものが挙げられ

っていた卒業後医師臨床訓練は，欧米諸国

る。

の臨床訓練と同じく一般総合病院がひろく

1）国体の変化

その場を持たなくてはならないときが迫っ

明治以来，天皇をいただいて富国強兵を

てきている。人材，施設ともに，拡充され

国是としてきた大日本帝国は，第二次大戦

なければならない。そのことがまた国民医

の敗戦によりその国体と国是に著しい変化

療の向上に直接つながってゆくのである。

をきたした。病院の多くはこのために設立

このような変化に処して病院制度をいかに考

目的に著しい影響をうけている。

2）国民皆保険と生活保護法の普及

大正の末期に制定され，昭和初年より発

えてゆくか。このためには，欧米先進国の病院
制度を通覧することが，まず必要なことであろ
う。

欧米諸国の病院制度

足した健康保険制度は，戦後にいたって実
質的に普及し皆保険の姿となった。また社

欧米諸国の病院制度は次のとおりである。

会保障の一環としての生活保護法による医

１）病院の設立者について

療扶助もりつばにその働きをなしている。

病院の設立者については三つに分けられる。

医療におけるcharityはその必要はなくな

①国立が主になるもの

った。

②自治体立（公立）が主になるもの

3）国力の上昇と医療ニードの増加
医療のニードというものは相対的なもの
である。国の民度がたかく，国力の高いと

ころ，医療のニードは著しく増加する。

4）人口の老齢化
現在わが国の65歳以上の老齢者は国民総

③篤志寄附により設立された病院が主に
なるもの（これには宗教立病院も含まれ
る）

これらの区別は，その国がより社会主義的
であるか，より自由主義的であるかによっ
て，１から３へ傾斜してゆく。
Z５Ｚ
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2）病院の地域計画について

病院を偏在せしめず高い水準の医療をい
ずこの地にも施しうるようにすることは緊

要なことである。このための地域計画は，

病院の建設資金を病院に負担させ，ひい
ては病人に負担させる国はどこにもない。
7）病院の規模

小病院を多数に持つ国もあったが，医療

より社会主義的な国で高度に行われ，より

技術の向上に伴う医療施設の高度化に伴

自由主義的な国には行われていない。しか

い，小病院を統合して大病院化してゆく傾

し，自由主義国にもその補正の働きはみら

向がみられる。

れている。行政区域をいくつか合わせ保健
地区とするものがある。

3）精神・結核病院

8）病院の外来

病院の外来には三つのあり方がある。オ
ープンつまりわが国病院の外来と同じくす

精神病院（結核病院）はいずれの国にお

べての`患者に外来を開放する方式，クロー

いても官公立である。そのままにおけば国

ズドつまり診療所よりの紹介`患者のみを扱

民お互いが迷惑をするというこれら社会的

う方式，もう１つはエマージェンシー，つ

な疾病はお互いの納税によってまかなうと

まり救急患者（夜間休日など診療所が閉ざ

いうことである。

されたときの患者を含む）のみをとり扱う

4）私立病院

私立病院は病院制度のなかでいずれの国

方式の三つである。

9）病院の管理者

においても例外に属する。社会主義的な国

病院の管理者はＷＨＯでは管理に専念し

にも私立病院はあるが，これは統制に対す

得る医師が最も望ましいとしているが，非

る安全弁の役目をなしているにすぎない。

医師の管理者を持つ国も少なくはない。

5）病院のBoard

以上欧米諸国の病院制度の概要をふまえて

篤志病院にはもちろんであるが，官公立

いろいろの問題点をもつわが国の病院制度を

病院にも必ずBoardをおいて開設者に

どのように改めてゆくべきであるか。このと

代ってＴｏｐManagementの働きがなされ

き，病院とは社会の中でもっとも庇護をうぐ

るよう知恵をはたらかせている。Region‐

べき人々が収容され，しかるが故に，欧米の

alizationの行われている諸国には地区ご

病院は社会の善意によって強く支えられてい

とに民主的なCommitteeをもっていると

ることを深く認識しなければならない。

ころが多い。

6）病院の建設と運営

わが国の病院制度改革への態度

1）病院制度の進むべき方向

病院の建築および運営の資金はより社会

わが国の病院制度は英国あるいはスカン

主義的な国では納税によって国，自治体が

ジナビア諸国のように社会主義的つまりは

負担する。より自由主義的な国では，建設

国営，公営の方向に進むのか。

は篤志寄附により，運営は健康保険からの

資金ならびに患者の自費負担による。
Z５２

ひとつの国が社会主義の方向に進むかど
うかということはまことに重大なことであ

２橋本会長時代
ろ。

種類の病院はここに脱皮して新しい時代の

現在のわが国の国民の多くは，それを望

衣を着るべきであり，新しい構想のもと

んではいない。病院制度において社会主義

に，筋の通った系列に入れらるべきであ

的方向に進んだ英国の実情は，必ずしも成

る。

功しているとは言えないし，スカンジナビ

ア諸国においても同様であるという見方を

する人が多い。かつて国家主義的方向に進

3）病院の建設

病院の建設は納税者の負担によるのか，
篤志の寄附によるのか。

んだ戦時中のわが国の実'肩や，明治以来の

おそらくはこのいずれにもよるべきもの

国営産業の推移を眺めると，わが国民には

であろう。病院自体の負担によって病院を

社会主義的運営は不向きであるとする意見

建てさせてはならない。病人に病院を建て

が多い。

させてはならない。病院に対する篤志寄附

2）わが国病院開設の多様性
わが国の病院は，欧米諸国に較べてその
開設者の種類が著しく多様である。これで
よろしいのであろうか。

まず国立，この中にも厚生省，文部省，

大蔵省，労働省，郵政省，防衛庁などがあ
り，さらに国立民営といわれるものには全

社連,厚生団,労働福祉事業団などがある。
公立には都道府県立，市立，町村立など

は当然に非課税たるべきである。

4）病院運営の資金

病院の運営の資金は納税によるのか，健
康保険によるのか，患者の自費負担による
のか。

これは病院の種類，系列によって，その
いずれもが対象となるであろう。

5）国民医療の均等化
国民への医療はいずこの地においても必

があり，さらに国保立，－部事務組合立，

要に応じ高い水準のものが受けられなけれ

厚生連立，共済組合立などのものがある。

ばならない。このためには何等かの方法に

その他いわゆる公的病院といわれるもの

には赤十字，済生会，厚生連などがあり，
さらに篤志病院にあたるものには宗教立病

院，純然たる篤志寄附による病院がある。
わが国に特有の職域病院といわれるもの

よって病院のRegionalization地域計画が
おこなわれなければならない。

6）医師の卒業後教育

医師の卒業後教育は大学附属病院の任務
であるのか。

には前述政府立の一部，共済組合病院の他

昭和43年には，内科・小児科．放射線科

に会社立病院がある。この他に私立病院が

などの専門医教育が各学会により計画，実

ある。このように開設者，設立系列に多様

施され，その教育病院も具体的に指定をさ

性をもつ国はどこにもない。

れた。大学附属病院の任務は学生の臨床教

さきに述べたように，わが国の病院をめ

育の場を与えることであり，医学研究がお

ぐる外的條件は著しく変貌したのであるか

こなわれることである。大学卒業生の臨床

ら，設立の目的，設立の精神を失った開設

訓練ということは，よく考えればそれは任
Z５３
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務の外である。

１）国立はアメリカのNationalInstitutesof

卒業後医学教育訓練の場が一般病院であ

Healthのクリニカル・センターのごとく

るという欧米諸国のあり方が，このたびの

国家的な臨床研究センターおよび学生教育

専門医制度の開始によって進められてゆく

のための大学病院，その他らい療養所など

ことは歴史の必然である。

特殊病院にとどめる。

以上の考察からわが国の病院制度をつぎのよ
うに改めることを提案する。

２）公立は精神病（精薄をふくむ）・結核の
ごとき社会的疾病に対するものとする。収

わが国の病院制度をこのように

容患者は原則的に同一都道府県のものとす

改めたい－その提案

る。不採算|生の急性病院も公立とする。

方針

３）公立は，また医療社会保障をおこなう病

病院医療のニードに応じうるよう任務に則し
た病院の系列を明確にし，これを民主的に運用
する。

院として老人および生保の患者およびリハ
ビリのケアを担当する。

４）新たに公立民営の病院を設け，篤志病院

１）病院開設の多様性を廃する。

とともに急性疾‘患をとり扱う。

２）病院をすべて国営，公営に限定すること

は望ましくない。しかし，医療保障を要す

る部門はこの方向に進まざるを得ないが，
その運営には自主`性をもたせる。

５）私立病院は主として急性疾患をとり扱
う。

しかし，慢性疾患その他のものを扱う自
由の原則を守る。

３）公立民営の制度を設ける。

６）従来の各設立別の病院はつぎのとおりに

４）病院の建設は納税が寄附によりその運営

は，税金，保険，自費による。

なる。

（１）国立は，公立として地区のRegionaL

５）国民医療の均等化のために，Regional‐

izationの中にくみ入れる。

（２）職域病院は公立民営としてひろく一般

izationが必要である。

６）医師の卒業後教育は一般病院の任務であ

の患者をとり扱う。
（３）会社立病院は一般の`患者に解放され

る。

る。

改革案

（４）日赤・済生会の病院は篤志病院として

Ｌ病院の系列別はつぎのとおりとする。

とどまり，あるいは公立民営の病院に移

区分｜国立|公立|篭濡.|私立

Ｚ５４

る。

○○

;灘''１Ｊ

るかのいずれかとしてその特色をもたせ

（５）厚生連，国保の病院も(4)に準ずる。
（６）私立は希望により公立民営，篤志に移
る場合がある。

○

○

2．建設運営の資金はつぎのとおりとする。

２橋本会長時代

国立|雛 急性 篭|濤志団|私立
区分
建薑営|建薑営|建薑営|窪薑営|達薑営|建薑営
税金ＰＯｌＯＯｌｏｏ'○’○
公立

保険

○’○’○’○
○

寄附
自費

○

○｜Ｃｌ・'○。

(注：小丸はその度合の小さいことを示す）

われる。医科大学およびその附属病院は国
立，看護学院（看護大学）は公立とする。

ただし真の篤志寄附により運営しうるもの
は私立として運営する。

４）病院外来はクローズドとする場合は，紹
介`患者以外には償還制を制度的にみとめ
る。

５）病院薬局は外部に対し解放される。
注：病院の内部機構，職員の待遇改善について

１）国家的臨床研究病院，学生教育病院，社
会的な疾患の病院はすべて納税者の負担に
よってまかなう。

２）公立民営については，運営は健康保険に
よるものとする。

は別途の研究にまつ。

この病院帝1度委員会の病院改革の意見が会員
のもとにとどけられ常務理事会において改めて

これを議したが，これをそのまま発表するには
なお検討を必要とするとした。

３）篤志は，建設は篤志寄附とし－部ヒル・

本意見は病院制度委員会のながい研究にかか

バートン法的な納税者の援助を得られるよ

わらず，ついに公式の場に発表されることはな

うにする。運営は，主として健康保険によ

かった。

る。病院への篤志寄附は諸外国と同様無税
とする。

４）私立は建設は自費，運営は保険による。
3．運営はつぎのとおりとする。

自民党国民医療対自民党の医療基本問題調

策大綱に対して査会小委員会は，昭和４３
年10月以来十数回開催してその間鈴木試案が出
され，さらに西村試案が出された。

１）１県または数県にまたがる地区病院委員

この試案に対し日本病院協会経済委員会が検

会を設け，地区病院のRegionalizationを

討を加え提出された意見について，常務理事会

担当する。委員の構成は西欧のそれになら

において審議し，さらに会員の意見をまとめて

う。

日本病院協会の批判とした。

２）さらに各病院にBoardを設ける。その
構成はアメリカのものにならう。
4．その他

自民党国民医療対策大綱を批判する

自民党が国民医療についてつよい関心をも

ち，みずからの対策を樹立するために医療基

１）道路の整備に伴ない地方小病院は総合し

本問題調査会を興し，この小委員会よりその

て教育病院たりうべ<大型への移行につと

試案を発表せしめられたことに深く敬意を表

めろ。

する。

２）医師組織はクローズド，オープンいずれ
もを採用する。

３）医師・看護婦の養成は税金によりまかな

われわれは次の諸点について賛成する。

１．自らの健康は自らの力で守るという自己

責任の原理を重んじ，社会保険の方式を健
１５５
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康保険の中核とし低所得者層に対し，また

の拡大になる。制度の改善は現状のよい点

精神病・結核等の社会的疾患に対して公費

に着目し不都合を廃してゆかなければなら

負担医療をおこなうこと。

ない。

２．地域特性，職域特性から医療保険制度の

体系を再編成し国民保険制度と勤労保険制
度の２つとすること。

4．停年退職者を70歳まで勤労保険に加入せ
しめておくこと。

保険は収支相当の原則にたって，その時

３．保険医療の主体（保険者）は被保険者の

点時点で清算してゆくべきものである。故

実態を把握し，ゆき届いたサービスのでき

に退職して勤労者でなくなった時点で他の

るものであること。国は企画，立案，助

保険に加入せしめるのが当然である。これ

成，調整等に専念すること。

はまた同時に勤労者家族をひきはなして国

しかしながら，次の諸点に対しては疑問をも

民保険に入れようという考え方とも矛盾す
るものであろう。

つＣ

ｌ・国民保険に勤労者家族を加えたこと。

すでにその根本原理として地域と職域と

５．７０歳以上を老齢保険制度に組みいれるこ
と。

の２つを認めた以上，勤労者家族を職域か

７０歳以上の老人に医療の手をさしのべる

ら離すことはその根本において，また実際

ことは重要なことであるが，本大綱にもあ

面において矛盾と混乱とをきたす。

るごとく自らを守り得なくなった人々に対

２．国民保険の保険料の二分の－を国庫負担
すること。

しては，国費をもって医療を保障すること
が正しい。財源を保険の拠出金にもとめる

自らの健康は自らが守る。国庫負担とい

ことは，保険と保障との根本を誤ったもの

うがこれは勤労者の納税によるものであ

である。この医療保障こそは国営の公社に

る。全収入を課税の対象とされる勤労者

よって行ってよろしい。

が，しからざる他の部門の人々にその血税
をもって守るということは理解しがたい。

（勤労者保険の事業主負担は，当然勤労

6．医療給付は現物給付を原則とし一定條件
のもとで償還方式を併用すること。

現物給付の方式がすでに多くの批判をう

者に支払わるべきものの変型にすぎない。

けている。償還方式の利点についてはすで

それらはすべて勤労により稼働されたもの

に多くが語られている。我々はすでに人頭

なのである）

方式をも加えて三者択一を主張している。

３．勤労者保険の保険者を全国的規模の特殊
法人（勤労者保険公社）とすること。

もっとも批判の多いものを原則にすること
は誤りである。

本大綱の基本的考えにうたわれているご

この際医療水準の高い公的病院は，－方

とく保険医療の主体は被保険者の実態を掌

式を採用することなく‘患者の希望に基づい

握し，ゆき届いたサービスのできるもので

て給付方式をきめるという安全弁の必要性

なくてはいけない。プールの拡大は無責任

を我われは説いている。

１５６
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７．いわゆる二重指定制度は廃止すること。
医師の診療上の主体性は貴ぶべきではあ

看護勤務体制看護婦の不足が病院の看護動
に関する研究務体制を困難にしている。

るが，病院が指定から外れろと病院が不当

日本病院協会看護管理部会は，昭和44年１月

な方法を用いて患者に不利益がおこる，こ

17日番町共済会館講堂において看護勤務体制に

れは廃止すべきではない。

関する研究会を開き，京都市立病院榊田博部

日本病院協会は，すでに医療保険制度の対策

長，四国中央病院岡本`恒美総看護婦長，新潟労

を発表してきているが，その主張の中で，特に

災病院平野勝子看護部長がそれぞれの体制につ

重要であり，本大綱に洩れているところを指摘

いて発表し，国立東京第一病院今村栄一医長，

したい。

横須賀共済病院園部梅看護部長が司会し看護体

１．高所得者は自由加入保険とし，それ以外

制についての討議がなされた。

保険とは特別の損害出費にそなえるもの

看護問題シ看護管理部会は昭和44年７月２２
ンポジウム日，番町共済会館において日本

であり，備えのあるものにこれを強いるこ

病院協会の全国理事会がひらかれる機をとらえ

とはあたらない。

て看護制度委員会が発案者となり，看護管理部

は自由診療とすること。

２．保険の支払い方式は物価，人件費に応じ
てスライドすること。

Doctor,ｓｆｅｅとHospitalfeeは分離する
こと。

３．審査の方法は傾向式審査とすべきである
こと。

４．病院等の固定設備は公費負担あるいは非

課税寄付金によること。

会・労務研究会の共催という形で全理事にも出

席をねがって「２．８制問題をふくむ看護問題」
のシンポジウムを開催した。

第１部を「往年の看護」として日赤の看護に
ついて大野菊衛(順天堂大附属病院)，東大の看
護について高須婦美子（東大附属病院婦長）の
２氏が述べた。

第２部は「現在の看護」についての問題で，

原資は末端に注ぐことがよいという経済

「夜勤10時交代制」についてを菅谷章（病院管

の原則から，医療費の赤字としてあらわれ

理研究所)，「電々公社の夜勤」について宇都宮

てくる病院建設資金のことを忘れてはなら

本吉(電々公社運用局課長補佐)，「２．８制の理

ない。

論武装」についてを宮沢源治（東京病院協会事

５．医育機関の整備費，看護婦，技術者の養
成費に公費をそそぐこと。
病人に病院を建てさせ，病人に医師・看

護婦の養成をさせてはならない。原資は根
本に注がなければならない。

この批判は５月30日政府，自民党その他の関
係団体に届けられた。

務局長）の諸氏が述べた。また，これについて
追加討議がなされた。

看護制度改革日本病院協会看護制度委員会
に関する意見はわが国の看護制度の改革に
ついて検討を加えてきたがこれに対する試案を

得，これを理事会において審議のうえ「看護制

度改革に関する日本病院協会の意見」として世
に発表をした。
１５７
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その意見はつぎのようである。
看護制度改革に関する日本病院協会の意見

看護婦は不足している。これがわが国国民

の健康と福祉に与えている障碍を思うときま

看護婦養成経費を公費をもってすれば(2)に述
べた養成機関未設置の病院に対して国は強く養
成開始を勧奨することができる。

３．看護教員の養成

ことに憂慮に耐えない。日本病院協会はこの

養成機関，養成学生数の増加によって，

現状に対処し，かつ将来におよぶ方策を次の

さなくも不足している看護教員の需要増加

ように考える。

には著しいものがあろう。これに対しては

Ｌ数の充足を急いで質の低下を招いてはな

とりあえず長期講習その他の対策を緊急に

らない

考える。現在わが国の看護大学は２校にす

医学の進歩と民度の向上は益々質の高い

ぎないが，看護教員の養成のためにさらに

看護を要求している。一度低下した質の恢

多くの看護大学が設立され，そこですぐれ

復は容易なことではない。われわれは，こ

た教育者が養成されなければならない。

の際，、量は質を変える"の誠に深く思いを
いたすべきである。

２．看護婦不足の原因は，志願者不足でなく
入学定員の不足である

４．看護学校の看護短期大学への転換
現在の看護学校は，教員，設備において
十分でない，いわゆる各種学校であるため
に教育の成果は十分でなくかつ進学者にと

定員に数倍する志願者から見て決して志

って魅力に乏しい。投入される公費により

願者不足ではない。入学定員が少ないので

現存のものを短期大学に転換してゆくこと

ある。定員不足の原因を次の２点とする。

が必要である。

（１）従来の教育は徒弟教育のなごりをうけ
た事業所内教育で教育担当病院の負担に

５．いわゆる准看教育について

－実務看護婦制度

よってこの教育をおこなってきたが，学

医療においては看護婦の補助者としての

生，生徒が看護労働力と考えない教育体

役割をつとめる者，診療所医師の介助者は

系となり，しかもその教育費のほかに衣

必ず必要である。これが准看護婦制度の生

食住の費用をも負担する現状において定

れた所以であったが看護婦不足のため次第

員の削減という結果が招来されている。

にその区別が乱れてきた。ともあれ人命に

（２）養成施設として十分な資格を持ちなが

関わる業務に従事する者の基礎教育が中学

ら敢えて養成をしなかった病院があり養

程度ということはゆるされない。幸いに女

成施設数が不足している。

子の高校進学率は著しく高まっているし今

以上２点の解消こそ，看護婦不足対策の第一

日の准看護学校入学者の大半が高校卒であ

歩である。国は従来，看護婦養成費のほとんど

る現実に鑑み，この際，補助者的役割の准

を病院の診療収入に依存していたあやまちを認

看（実務看護婦）学校の受験資格を高校卒

めて公費を投入して看護婦を養成するよう改め

に改めその修業年限を１か年とする。定時

るべきである。

制２か年のものをも考慮する。

１５８
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なお，その名称を米国にならい実務看護

れないし看護婦自身の誇りと自覚のうえか

婦(PracticalNurse）と改める。カリキュ

らも改められねばならない。これは当然，

ラムもその目的に副うよう設定する。

自費制度に改むぺきものであるが公費によ

6．制服について

従来わが国では看護婦と准看の制服が，

る給費，貸費制度もまた用いられなければ
ならない。

その業務内容同様歓然と区別されていなか

わが国の今後の国是ともいうべき社会保

った。患者の信頼度，一般社会の看護婦へ

障中の医療保障の担当者たる医師と看護婦

の認識のうえからいっても将来実務看護婦

の育成は公費によってなされるべきである

の職制には裁然たる区別を設ける。これは

という意見もある。

諸外国の実例に徴しても当然であろう。無
資格者については論をまたないところであ
る。

10．看護への認識
１に看病，２に薬の諺に見るごとく，療
養の中に占める看護の力は偉大なものであ

7．看護婦の離職を防ぎ再就職を容易ならし

るが，その療養中に、よい看護〃を経験し

めるために採るべき措置

た者以外の国民は医療面のはなやかさに眩

離職の最大の原因，再就職を困難ならし

惑されて看護への認識を欠いている。看護

める原因，ともに看護業務とくにその夜勤

婦とは、医学知識を持った母親〃ともいわ

業務が家庭生活維持を困難ならしめている

れている。よい子供はよい母親から育つの

点にある。しかし，看護婦たる以上，夜勤

と同様に，よい看護なくしてはよい治療は

は欠かせない。したがってそのことによっ

ありえない。

て起こる支障を最小限に止める措置を講じ

この改革意見は７月22日の全理事会のとき

ねばならない。まず，現在の午前零時交替

に，とくに理事の出席を得，日本看護協会よ

を改めることを焦点とし，しかも完全な看

りも参加を得て交見，検討をした。

護を行いうる勤務体制と労働条件を考え

さらに９月４日，この意見は総理大臣，厚

る。また，そのための保護施設，通勤可能

生大臣その他関係各省，各政党，各種団体，

な住宅の設備等への公費の補助が考えられ

各報道機関に配布された。

ねばならない。

８．国家試験内容の再検討

看護婦には知識，技術の外に職業意識の
認識，人間性の酒養が要求される。
国家試験においては，その点の審査をも

併せて行なうよう試験内容を再検討する。
９．修学に要する費用

病院が自家用看護婦として食事・宿舎を

給して養成することは，徒弟教育の誹を免

よい看護婦は，国民のよき理解の下に生ま
れることは，イギリスにおいてのナイチンゲ

ールの銅像が，ウォーターロー広場に名将ウ
ェリントン将軍の像に並んで建てられている
ことがこれを実証している。
よい看護制度の誕生に欠くことのできない

１６のそれは国民の看護への正しい認識とその

認識を生み出すところの看護婦自身の働きで
あろう。
１５９
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病院の医療’’’５０円の入院料では，病院の

おりません。

費差額徴収入院費は賄えない，少なくとも

ただ，養成に対する国費，公費の導入が

730円値上げせよと公私病院連盟は要求してい

ないため，志願者増に応じて養成定員を増

るが中医協はどうにもならない。速やかに医療

加することができない実'盾にあります。

費が改訂されればよし，然らずんぱ病院存続の

導入の額にしても決して多額の要求では

ために今後730円の差額徴収はやむを得ないと

ありませんので貴台のご理解によって早急

の意見が昭和44年９月の常務理事会において

にその措置を講じられ，看護婦不足という

出た。生活保護の結核患者を多く預ろ常務理事

重大問題が一日も速やかに解決されんこと

は，わが方はさかさまにしても鼻血も出ないと

を要望します。

いった。

自民党では４月16日看護婦対策に関する特別

全国の病院に差額徴収の指令をだすことに常

務理事会は難色を示したが，ひとりの常務理事
は病院医療費の不当を天下に示すため自らの病

院の１室を残して全病床の差額徴収を実行し

小委員会をつくり看護婦の養成機関，看護婦の

勤務条件の改善問題に取り組むことになった。

新入会員の増加昭了ﾛ44年の1年間日本病
院協会に加入した新会員は

104病院を数えた。また特別会員６名が新しく

た。

看護婦養成の要望

日本病院協会においては
看護婦不足を解決するた

入会した。

デュッセルドルフ第'6回国際病院会議が昭

めには，看護婦養成機関の定員を増加すること

の国際病院会議和44年６月23日より５日

であるとの役員会の決定に基づき３月18日次の

間，西ドイツのデュッセルドルフで開催され

要望書を政府および関係各団体へ提出した。

た。この会議には橋本会長は国際病院連盟の常

看護婦養成機関へ国費導入の要望書

任理事として参加し，平賀常務理事，落合参与

貴台，日夜国政にご尽すいの段，深く感

も会長と同道出席した。この会議には島内東北

謝申し上げます。ご承知のごとく，目下の

大学教授を団長とする日本病院管理学会のメン

わが国医界には改革を要する問題が山積し

バーも参加した。

ておりますが，看護婦不足もそのひとつで
あります。

第１日のルネサンド記念講演はかねてわが国

を訪れ国際病院連盟会長をつとめたＤｒ・クロ

看護婦不足は，病院の機能と医師の診療

スビーである。今回の討論の５つの題は「ビル

能力を著しく低下せしめるとともに，労働

ディング方式の病院建築への応用」「健康のケ

不安の萠芽ともなっております。これによ

アへのボランティアの参加」「病院組織運営に

って受ける患者の物心両面の被害は甚大な

対する研究の影響」「長期療養における病院の

ものであります。

役割」「救急に対する病院の役割」であった。

従来看護婦不足は，志願者不足によるも
のと受けとられていましたが，別添投書に
見られるごとく，志願者は決して不足して
Z６０

会議に併設する展示は大規模になされた。

出版日本病院協会はさきに「短期人間ド
ック」を刊行して短期人間ドックを

２橋本会長時代

はじめてよりの実績を掲げてつぎにつづく実施

年にひきつづき第18回日本病院学会の専門集会

病院への指針としたが，その後も人間ドックの

「職員教育とその問題点」「看護業務とその周

講演，研究発表がつづき，これらを集録して短

辺」を掲載し，さらに第１9回日本病院学会のシ

期人間ドック実施十周年を記念して「人間ドッ

ンポジウム「総合病院におけるリハビリテーシ

ク」を続刊することとなり，昭和44年８月20日

ョン」「病院給食をいかにうまく食べさせるか」

刊行された。

｢病院におけるメディカルソーシャルワーク」を

すでに刊行されている人間ドック用の保健叢

掲げた。

書は年間18,000部増刷され，また「医事業務」

また一般演題のうち６題の全文を載せた。

は2,500部増刷された。

昭和44年４月，編集委員会渡邊進委員長は重
昭和44年４月，編集委員会渡１

日本病院協会雑誌

日本病院協会雑誌昭和４４

任し，委員の半ばが交替をした。

年第16巻の発行誌は，前

Ｚ６Ｚ
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Ｓ神崎会長時代
昭和４５年
橋本寛敏会長が勇退し，神崎三益氏が会長に
推された。１６の研究部会のほかに内科臨床協
議会が設けられ，診療幹部セミナーが開かれ

た。４つの外国研修団を送った。日本病院学
会が20回を迎え日本病院協会創立20年を祝っ
た。アジア諸国との病院交流が繋ぐなった。

常務理事会昭和45年１月13日常務理事会が
開催された。橋本会長は新年に

あたって次のとおり所懐を述べた。

であることを痛感した。

日本病院協会は病院長を会員として組織さ

れてはいるが，院長を補佐する医長，事務長

＿迎える新しい年は，終戦後25年目にな

なども含め活動に参加することを試みた。そ

るのだから,平和な世の中を迎えたいものだ。

れは毎年一度の日本病院協会主催の病院学会

戦後，医学はますます進歩してきたが，そ

ばかりでなく院長の研究会，視察旅行に，そ

れを十分活用して病気を征服し健康を守るに

れらの高級職員も参加することを試みたので

は，ぜひとも病院の活動を強化することに力

あったが，その効果は著しく良いものであっ

を注がなければならないと考えて私どもの日

た。そのうちに看護婦長その他，女子高級職

本病院協会は働く力を強化するために努めて

員も加わって病院の運営，改善の実状を学ぶ

きた。

ようになったがそれらの効果も著しかった。

日本病院協会が発足した当時は昔の習慣に

それは病院長以外の病院運営参加者も自分の

従って政府に頼り，あるいは政治運動によっ

仕事について他の病院の実状を参考にして興

て病院の財政を豊かにすることに病院経営者

味をもって自分の仕事を改め進歩向上させる

は力を注いだのであった。それは良いことに

ことになったからであろう。

は違いないが，それと同時に経営者は病院を

近年，大学の学生や大病院の看護婦などが

運営する力となる全ての職員，従業員が,病

騒動を起こし経営管理を乱しているが，これ

院の働きとその存在の意義を正しく理解して

も時代の激しい変化の一つのあらわれであろ

興味をもち，その目的に適う働きを十分に実

う。早く鎮まってほしいものである。

現するように取りはからうことが極めて必要
１６２

この新しい年には，いろいろの乱れが早く
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鎮まって新しい日本の実力を世界に示す年で

れ，昭和44年の事業報告がなされ，その決算報

ありたいものである。

告が承認された。

私どもも忍耐して希望を捨てないで働き続

理事会は11月24日青山会館において行われ昭

けたい。－

和46年度事業の大綱，病院水道料金，医療費に

常務理事会は毎月第２・第４火曜日午後開催

ついて議せられた。

された。

３月の役員改選により常務理事会は橋本会長

橋本会長の勇退

橋本寛敏氏が昭和31年日本
病院協会長に推薦されて以

勇退のあと神崎三益新会長が議長をつとめ，そ

来わが国の病院の発展のために寄与をつづけら

の出席者は副会長近藤六郎,内藤比天夫,小野田

れたが，昭和45年３月の役員改選にあたり，満

敏郎，常務理事佐藤元一郎，小野康平（足利赤

80歳を迎えられ，このところ健康かならずしも

十字病院長)，宮崎達，守屋博，野村秋守（野

すぐれず勇退をすすむべきとの意向が役員有志

村病院長)，阿久津'１真（名鉄病院長)，中島克三

のあいだにあり，橋本会長の二高，東大の後輩

（関東中央病院長)，河野稔（北品川総合病院

にあたる佐藤元一郎常務理事がすすんで勇退要

長)，監事村田嘉彦，竹内春彦（都立荏原病院

請の任にあたった。橋本会長は「私もその時期

長）の諸氏となった。

だと考えていた」と言って直ちに辞任を決意さ

理事会，評議理事会は昭和45年１月27日，

員会，総会番町共済会館において開か

れ，昭和45年度事業計画,同年度歳入歳出予算，
会費値上げを承認した。

３月24日番町共済会館において評議員会を開
き新理事が選出され，新理事による理事会によ

り橋本会長勇退のあと神崎三益氏を会長に推し
後述の役員が互選された。

臨時総会はひきつづき番町共済会館において

れた。

神崎三益氏会長昭和45年度の役員改選は１

に推薦される月10日選挙告示，１月24日

立候補締切り，２月25日評議員選挙と定められ

た。評議員は定数にて全員当選，３月24日評議
員会が開催された。理事37名全員当選となる。

新理事会において，新会長に神崎三益氏が推
薦され，副会長，常務理事，監事がつぎのとお
りに推薦された。

開催され，昭和45年度事業計画と同年度歳入歳

名誉会長橋本寛敏

出予算および会費値上げが可決された。

会長神崎三益

また橋本前会長を名誉会長に推戴するために
定款の一部変更が可決された。

副会長近藤六郎,内藤比天夫,小野田敏郎

常務理事佐藤元一郎，小野康平，宮崎達
守屋博，野村秋守，阿久津'|真

理事会は第20回日本病院学会の前日にあたる

５月26日番町共済会館においてひらかれた。昭

中島克三，河野稔

和44年度事業報告，同年度歳入歳出決算の承認

監事村田嘉彦，竹内春彦

がなされた。

なお顧問，参与には次の人びとが委嘱され

定期総会は'慣例により５月28日第20回日本病

院学会の会期中，会場の普門館において開か

た。

顧問荘寛，間島良二，萩原義雄
１６３
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東陽一，矢田城太郎

最後に，抜本的改正をはじめとする病院をと

参与五十嵐衛，水野近，赤星一郎

りまく諸問題の解決はひとり病院人だけの力に

笠木茂伸，太田武，尾口平吉

及ばないことは勿論開設者の力によっても解決

森直一，落合勝一郎，石原信吾

は困難であります。この大問題は国民大衆の力

井上昌彦，亀掛川正喜，鈴木淳

にまつ外はありません。

牧野永城

５月26日，神崎三益新会長からはじめての理

事会でつぎのような会長挨拶がなされた。

私どもは各種勉強会によって病院内容の充実
につとめるとともに，広く一般大衆に現在わが

国の病院がおかれている実状を知らしめるとと

－会長就任後はじめての全国理事会に私の

もに病院の未来像についての理解を深め，国民

考えを申し上げて皆さんのご協力をいただきた

の幸せのため国民の手によって医療制度や病院

いと存じます。

制度が改革できるように国民へのＰＲに這進し

第１は，この70年代にはわが国医界において

は好むと好まざるとを問わず制度の根本的改革
が必至であります。その時に当って医療の根幹
をなす病院医療の合理的改革は真に重要なこと
で，本協会は既に昭和41年に制度改革案を発表

て参りたいと存じます。

重ねて皆さんの心からなるご協力をお願いし
ます｡－

委員会昭和45年度の委員会には，看護制度

と広報の２委員会が設置された。病

していますが，その後社会の移り変りと将来へ

院制度委員会は委員長守屋博氏，委員10名，年

の展望に基づいてさらに改め且つ補う点があり

間４回の委員会を開いた。経済委員会は委員長

ますなら潔く是正してまいりたいと存じます。

近藤六郎氏，委員11名，年間の委員会５回。医

第２は，看護婦問題でありますが，この解決

師補充教育委員会は委員長河野稔氏，委員１６

なくしては病院の成立が危ぶまれることは幾多

名，年間５回の委員会を開いた。看護制度委員

の事例に徴して明らかであります。不幸にして

会は委員長神崎三益氏，委員10名，年間の委員

改正保助看法は廃案となり，はじめて予算に計

会３回。教育委員会は委員長小野田敏郎氏，委

上された民間看護婦教育経常費補助も流れる憂

員７名，年間の委員会４回。広報委員会は委員

目を見ました。今後，協会としては改正案の趣

長野村秋守氏，委員５名，年間の委員会５回。

旨啓蒙につとめるとともに多額の補助金獲得に

編集委員会は委員長渡邊進氏，委員29名で毎月

努力いたしたいと存じております。なお，協会

１回の委員会を開いた。

の発想により発足した看護学校協議会はこれを

臨床予防医学委員会は橋本委員長が退いたあ

発展せしめてわが国看護婦の素質向上につとめ

と，堀内光氏が委員長となり委員は前任者がひ

たい所存であります。

きついだ。

第３に，労働力不足は病院にもおしよせてま
いっております。機械化と生産蓄積の困難な病

院事業ではありますが衆智を結集して省力化に
つとめたいものであります。
１６４

陳情昭和45年８月20日，消防法改正に基
づく病院の防火設備に補助金をもと

める陳情書を提出した。

また12月７日，東京都内病院の水道料金に対

３神崎会長時代

する特別配慮の陳'清書を東京病院協会とともに

４）以上の暫定期間中に，その実績を勘案

東京都知事に提出した。

しながらより合理的な方法を検討する。

医療費改訂公私病連が設立されてのち，医
の申入れ療費に関する動きはすべて公私

’6の研究部会診療管理部会は病院診療部会
のはたらきと改められた。昭和45年１月

病連に委ねている日本病院協会は昭和45年12月

20日東急病院において「診療機能をたかめるに

25日久ぴさに厚生大臣に対する申入れを行っ

は」について研究し，以後毎月１回病院をめぐ

た。

って会場とし年間12回の研究を行った。
申入書

事務管理部会は１月16日番町共済会館におい

病院および保険者の危機を救うための暫

て「最近の医療費問題」について神崎副会長の

定措置として次のことを緊急措置として提

講義をうけ，以後毎月１回主として番町共済会

案する。

館において研究を行った。

１）各病院の前年度における入院，入院外

傘下の医事研究会は２月12日番町共済会館に

の平均１件当り診療費に，当該年度の被

おいて「待たない受付，出しやすいカルテ」に

保険者勤労収入増加比率を乗じたものを

ついて研究し，庶務人事研究会は１月28日同会

加えて，当該年度の１件当り診療費と

場において「パートタイマー」について研究，

し，保険者は病院に支払う。

用度研究会は２月22日同会場において「用度部

（例えば，ある病院の前年度の入院１

門からみた高騰する物価と人手不足対策」につ

件当り額平均50,000円。入院外が2,500

いて研究，施設研究会は２月24日東京警察病院

円で，勤労収入増加比率が15％であれば

の施設見学を行い，会計経理研究会は１月21日

50,000円×1.15＝57,500円。２，５００円×

番町共済会館において「経営分析」について研

１．１５＝2,875円｡これに件数を乗じたもの

究をし，また労務研究会は２月19日同会場にお

が，その病院の支払いを受ける総額）

いて「労使紛争の事例発表を中心とした研究」

なお，窓口で支払われる分（例えば被

保険者家族の場合）も同上の考え方によ
って措置するものとする。

を行い，以後隔月にそれぞれ研究会を開催し
た。

病院管理総合部会は１月24日東京の常盤台外

２）この措置は向う（）年間の暫定措置

科病院において「病院管理者のあり方」につい

とする。（期間については２乃至３年と

て研究を行い，以後毎月１回会場を各病院に移

する意見がある）

して勉強を行った。

３）この間において医学，医術の進歩によ

薬事管理部会は２月４日関東中央病院におい

る新療法，新薬剤が新たに保険医療に導

て「病院薬局の設備」について勉強をし，以後

入された場合は勿論のこと，各病院にお

隔月に，主として番町共済会館を会場として研

いて新たに特殊な療法等を導入した場合

究を行った。

においても双方協議の上追加すべき点数
を決定するものとする。

看護管理部会は１月27日横浜赤十字病院にお

いて「看護業務の省力化」について研究し，以
Ｚ６５
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後隔月に都内病院を会場として勉強を行った。

栄養管理部会は，２月３日社会保険中央総合
病院を会場として「厨房設備の合理化」につい

て研究し，以後隔月に研究会を開催した。

を来たし患者の信頼を博することにより病院発
展の上からも測り知れない大きな収穫を得るこ
とができるであろう。

昭和44年９月の常務理事会において内科部長

放射線管理部会は２月20日青山会館において

を中心として勉強会を実施する発議がなされ採

「技師長の職分とは何か」について勉強し，臨

択されていた。昭和45年６月その発足にあたり

床検査管理部会は１月28日番町共済会館におい

日本病院協会は，中島常務理事が担当をして聖

て庶務人事研究会と共催して「パートタイマ

路加国際病院内科の日野原医長，済生会中央病

ー」について研究した。ハウスキーピング部会

院の堀内副院長（内科)，佼成病院内科の岩渕

は２月26日癌研附属病院において「基準寝具の

部長，関東中央病院内科の杉下部長の４氏に世

帖票」について勉強し，以後それぞれ会場を都

話役を委嘱して，６月３日東京青山会館におい

内病院として隔月に研究会を行った。

て，同26日番町共済会館において打合せ会を行

病歴管理研究会は１月10日中央鉄道病院にお

い内科臨床協議会が正式に発足するに至った。

いて「欧米の病歴室を見て来て」の報告にもと

会長には美甘義夫氏（関東中央病院長）を推

づいて勉強し，以後３か月に１回の研究会を行

し，東京地区の病院を便宜上次の３つのグルー

った。病歴管理研究会は以上研究会のない月に

プに分けて合同臨床協議会（Jointconference）

は毎月「病歴士に必要な内科学の知識」につい

を開催することとした。

て，以下各科の知識についてのセミナーを行い

第１グループ

年間６回にわたった。

虎の門病院，聖路加国際病院，国立東京第二

これらの研究部会の内容はすべて日本病院協
会雑誌に掲載された。

病院，東京逓信病院，国立がんセンター，都立
駒込病院，関東逓信病院，済生会中央病院，東

内科臨床儲内科学会が専門医制度を確立し
議会の発足その教育病院を認定して以来，

京警察病院，厚生中央病院，都立墨東病院，永

各病院とも学会の制定した指導要項に従って臨

代田区，文京区，品川区，墨田区，台東区内の

床教育を実施しているが，指導医の能力の差と

12病院）

寿総合病院（以上，港区，中央区，目黒区，千

か，あるいは関連大学が異なることによって指

第２グループ

導方法に若干の差があることは当然である。そ

国立東京第一病院，自衛隊中央病院，中野総

こでこれらの病院が横の連絡をとって合同の内

合病院，佼成病院，関東中央病院，国立大蔵病

科臨床協議会(Jointclinicalconference）を開

院，東京厚生年金病院，日赤中央病院，社会保

き各病院の指導医がそれぞれ得意とする専門の

険中央総合病院，都立豊島病院，中央鉄道病

知識を発揮し合って，お互いに足りない点を補

院，河北病院（以上，新宿区，世田谷区，中野

っていくことができれば非常に有益であり各病

区，渋谷区，杉並区，板橋区内の12病院）

院とも医師教育に稗益することが大きい。また

第３グループ

各病院間の懇親の度を増すとともに医療の向上

三鷹新)Ⅱ総合病院，国立立川病院，武蔵野赤

Z６６

３神崎会長時代

十字病院，福生病院，青梅市立総合病院（以上
三多摩地区の５病院）

れ開催された。

薬事管理全国研究会は９月30日徳島市におい

第２グループの第１回合同協議会は昭和45年

て開催された。看護管理全国研究会は８月４日

７月佼成病院において２つの症例を挙げて開催

松本市において「患者の安全」について研究し

された。つづいて第１グループが国立がんセン

た。

ターで実施，年間合計11回の合同協議会が実施

放射線管理全国研究会は10月23日山形市にお
いて，臨床検査全国研究会は６月13日14日福井

された。

全国勉強会前年昭和44年度計画の全国研究
会は年明けて昭和45年２月19日

神戸市において医事研究会が勉強会を開き，事
務管理部会は２日18日19日の両日熊本市におい

市において開催され，栄養管理全国研究会は７
月10日11日千葉県旭市において「基準給食にお
ける栄養量の問題点」について研究を行った。
ハウスキーピング全国研究会は８月20日仙台

て事務管理全国研究会を開き，病院管理総合部

市において「病院家政管理者としてのあり方」

会は２月21日福岡市において全国研究会を実施

について勉強をし，病歴全国研究会は７月22日

した。

津市において研究を行った。

昭和45年度計画の全国研究会は，教育委員会
が企画調整し，事務管理部会，病院管理総合部

会，医事研究会の３研究部会は年間２回，他の
研究部会は１回の全回研究会を行うこととし
た。

すなわち事務管理全国研究会は昭和45年７月

これらの研究の記録はすべて日本病院協会雑
誌に収録された。

講習会(セミナー）

日本病院協会の全国研究
会は，東京を中心とした

研究会の成果を提げて全国各地においてこれを

基とした研究を行うこととし，上に述べたよう

９日10日札幌市で，また第２回は翌年２月13日

な計画により実施されてきた。これとは別に，

和歌山市において開催された。

病院長をはじめとして病院の各職種に対し，そ

病院管理総合全国研究会は昭和45年７月18日

れぞれの専門的講師を依頼して行う講習会がす

19日旭川市において開かれ，またその第２回は

でに幾つか企画実施されてきた。昭和45年度は

翌年２月20日広島市において開かれた。

教育委員会が企画して，さらにこの講習会を増

医事全国研究会は７月15日16日青森市におい

加した。

て，またその第２回は11月18日山口市において

診療幹部セミナー

開催された。

日本病院協会の実施する病院各部門に対する

労務全国研究会は７月16日新潟市において

研修はすてに行われているが，診療幹部に対し

「モラル向上研究会」として開かれた。用度全

て，診療管理に加えて広く病院全般の管理につ

国研究会は９月11日松江市において，庶務人事

いて研究を行うことが肝要であるとして，昭和

全国研究会は９月22日福島市において，会計経

45年８月20日21日の両日東京青山会館で診療幹

理全国研究会は11月11日佐賀市において，施設

部セミナーが行われた。演題は「リーダーシッ

全国研究会は11月25日天理市において，それぞ

プ」「病歴管理と診療管理」ほか５題で，第２
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日には２病院の見学が行われた。

第１１回人間ドック学会は牧田中氏（牧田総合

病院長セミナー

病院長）が学会長で昭和45年８月28日29日東京

前年大きな成果を得たこのセミナーが９月１０

青山会館において行われた。

日より３日間東京青山会館において行われた。

神崎会長が開会のあいさつをし，臨床予防医

会場を変更したのは前年の会場は豪華にすぎる

学委員会の委員長としてこの事業の推進をした

と考えたからであった。セミナーの演題として

前会長橋本寛敏氏の功績を讃えた。

「日本経済と病院経営」のほか，資材管理，人

特別講演は「血中脂質とその臨床的意義」五

事管理，予算統制，思想と労使関係，創造'性，

島雄一郎（慶応大学)，「肺がん早期診断のポイ

その他であった。

ント」石川七郎(国立がんセンター)ほか３題，

事務長セミナー・総婦長セミナー

一般演題26題で，参会者は148名であった。

この２つのセミナーは昭和45年度よりはじめ

人間ドックにおける検査技術の向上を目的と

られた。事務長セミナーは10月29日30日の両日

してはじめられた臨床検査セミナーは12月12日

青山会館において開催し52名が参加をした。ま

13日関東中央病院を会場とし，第１日は講義，

た，総婦長セミナーは11月16日17日の両日，同

第２日は実習として行われた。

会館を会場として開催し，定員100名を超過し

た50名の希望者には次回を約した。

第10回病院管国際病院連盟のStudyＴｏｕｒ
理視察研究会に範をとったこの病院管理視

会計経理セミナーは９月８日９日青山会館に

察旅行は第１回の東京・神奈川をふりだしに始

おいて「病院会計準則」「原価計算」その他に

まって，記念すべき第10回の旅は本州北部の岩

ついて講義が行われた。

手・秋田・青森の３県を訪れた。

労務セミナーは10月15日16日青山会館を会場

昭和45年10月９日盛岡市の西鶯宿の温泉に集

として「就業規則」「労働問題」その他につい

まった研究員は55名である。１０回の皆勤賞は南

ての講義がなされた。

部鉄のかぶとが選ばれて，小野田敏郎，高橋政

放射線管理セミナーは昭和45年９月11日より

頑，落合勝一郎の３氏のほかに，前回まで皆勤

静岡県御殿場東山荘において２泊３日の講習会

をつづけた橋本前会長，同じく病気にたおれた

を開催した。

平賀稔前常務理事にも贈られた。くろがねの意

病院監督者研修会は２月15日より４日間，湯
河原市東海荘において21名に対する訓練をおこ
ない，９月６日より４日間東京聖蹟桜ケ丘荘に

おいて同様の訓練を行った。
人間ドック

人間ドックの料金は昭和45年２
月１日より前年の15,650円から

志，古武士の節操，鉄のかぶとは橋本前会長の
象徴であると研究員一同拍手を送った。
見学病院は岩手県立中央病院，秋田赤十字病

院，大館市立総合病院，青森市立中央病院の４
病院であった。

18,650円に値上げされた。昭和45年以降ドック

春の一泊研修↓恒例となった春の一泊病院見
会．浜松静岡学研修会は昭和45年６月２６

料金はスライド制として国家公務員の標準報酬

日，浜松市の浜松聖隷病院を見学，さらに乳幼

の過去3か年平均上昇率を加算することとした。

児保育園，特別養護老人ホーム，重度精薄児収
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容保護施設，衛生短期大学を見学して浜名湖畔

ス病院と看護学校を訪ね，西独カイザースウェ

館山寺に宿泊し，２７日は静岡赤十字病院および

ルトンの尼僧院に勉学したナイチンゲールの居

静岡県立中央病院を見学して病院管理の研究を

室に坐し，ハイデルベルグ大学看護学校，ベル

行った。

リン自由大学と看護学校を経てギリシャ赤十字
アメリカ病院看護研究

病院と看護学校を見学，最後に，スクタリの野

第３回のアメリカ病院看護視察団

戦病院に近いイスタンブールのフローレンスナ

は前年11月に視察を行ったが，昭和45年２月２８

イチンゲール看護大学を訪ね10月１日帰国し

日東京都勤労福祉会館においてその研究発表会

た。この企画には参加希望者が少なく添乗員も

を行った。前２回につづき今回も230名が参加

つけないということであったが，計画は実行す

した。

べきであるとし，助言者今村栄一氏（国立東京

外国研修

第４回アメリカ病院看護視察団は昭和45年８

第一病院医長）は自費参加した。

月９日出発しロスアンゼルスで加州大学病院，

国際病院連盟シドニー地域会

桑港地区でサンタクララ病院,加州病院を見学，

議出席オセアニア医療視察団

さらにシアトルのワシントン大学病院とファー

シドニーにおける国際病院連盟のオセアニア

ランド病院，さらにハワイのクワキニ病院を見

地域会議への出席とインドネシア，フィリピン

学した。助言者に飯島勝一氏（佼成病院部長）

の病院視察をかねて医療視察団が派遣された。

が同行した。

昭和45年９月25日出発し10月16日に帰国した。

米国病院事務管理専門視察
昭和45年８月15日，米国にはじめて事務管理

シドニーでは主立アルフレッド王子病院，ニ
ュージーランドのウェリントンでは公立病院，

の専門視察団を送った。まずシカゴにおいて米

オークランドではシドルモア病院，シンガポー

国病院協会，米国病院管理者協会を訪れたのち

ルではエリザベス女王病院，マニラではドクタ

パサバント記念病院，エバンストン病院，米国

ーズ病院，台北ではヴェテランズ病院等を見学

病院サプライ社，ロヨラ大学病院，シャーマン

した。シドニーにおける会議に出席ののちニュ

病院を訪問，ニューヨークにおいてはプレスピ

ージーランドを訪問,帰途ジャカルタ，シンガポ

テリアン病院,ニューヨーク大学病院を視察し，

ール，マニラ，香港，台北と経て帰国をした。

ロスアンゼルスにおいては加州大学病院，ロス

第20回日本第20回日本病院学会は昭和45年

アンゼルス郡立病院を，桑港においてはマウン

病院学会５月27日より３日間，新築され

トザイオン病院，カイザー財団病院を視察して

た5,000名を収容できる普門館を会場とし，小

９月１日帰国した。

野田敏郎氏を学会長として開催された。「日本

ヨーロッパ看護研究旅行

「ナイチンゲールの遺跡を訪ねて」の副題を

掲げたこの視察旅行は昭和45年９月２０日に出

病院会の歴史と展望」と題し，はじめての学会
長講演が行われた。

本学会の抄録集は予報でなく完全抄録として

発，まずコペンハーゲンのグロストラップ郡立

配布された。したがって雑誌「病院」は従来，

病院を見学してロンドンに入り，セントトーマ

本学会抄録を掲載してきたが今回は掲載されな
１６９
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おかれていた間違いを正して技術尊重に重点を

い。

韓国より６名の賓客の参加があった。

おくべしという意見を打ち出したことでありま

』慣例となった学会ゴルフは学会前日の５月２６

す。

日埼玉県久邇カントリークラブで行われた。

幸い厚生省も同じ意見のもとに甲表を打ち出

第20回の学会を記念して，第１回以降第19回

してまいりましたので日本病院協会は総会の決

にいたるすべての一般発表演題を分類集録した

議としてそれを支持いたしました。もしあの時

「病院学」が第20回病院学会の名で記念出版さ

点において全医界が甲表支持に踏み切っていた
なら今日の医界の混迷はまぬがれたと確信しま

れた。

昭和45年５月27日東京ヒル

す。しかし漸く今日，各方面で物と技術の分

トンホテルにおいて日本病

離，報酬は技術にという声が高まってまいりま

院協会設立20年の祝賀会が開かれた。日本病院

したので遠からんうちに正しく改められるでし

協会に対しての永年功労者，橋本寛敏，荘寛，

ょう。

２０周年記念式典

間島良二，萩原義雄，矢田城太郎，原素行，東

次に，衆知を集め専門家の指導のもとに病院

陽一，吉田幸雄，多賀一郎，平賀稔，島内武文

原価計算要綱を作りました。これが今日の医業

の11氏に表彰状と記念品が贈られた。

経営実体調査の礎石になったことを思えばいさ

神崎三益会長はつぎのように記念式のことば

を述べた。

さか酬いられた感があります。

保険医療の矛盾が露呈するにつれて，まずそ

－本日はご多忙の処，多数の来賓ならびに

の根幹である医療制度の改革こそ喫緊事と考

会員各位がご参列下さいまして心よりお礼申し

え，世界各国の制度の勉強からはじめ全国会員

上げます。

のアンケートを集め，委員は何回かの山籠りを

わが日本病院協会の発展の指標は協会が催す

学会の成長ぶりにうかがえると考えます。

して昭和41年わが国医療制度の改革案を発表い
たしました。

今回の学会は第１日にして既に参会者千数百

その後，各方面からつぎつぎに発表される意

名にのぼり，その内容もあえて自讃をお許し願

見に鑑みて，われわれの考えの間違っていなか

えれば充実したものになってまいりました。し

ったことを知らされました。

かし，この20年の歩みは一路平坦であったとは
申せません。
その道を今日の姿にまでたどってこられまし

看護制度の改革についても，院長，医師，看
護婦が一体になって協会案を作り出しました。
今回の保助着法改正案の意図とほぼ一致して

たのも，偏に，ご列席各位のご支援とご鞭燵，

おります。法案はひとたびは廃案の憂き目を見

殊に本日表彰を受けられる方がたの，並なみな

ましたが，必ず成立することを信じておりま

らぬご努力の賜と厚くお礼申し上げる次第であ

す。そうでなくてはわが国の看護制度は救われ

ります。

ません。

２０年をふり返って記'億に残る事どもを挙げて

最近，日本看護学校協議会を発足させました

見ますと，第一に日本の医療報酬が物に重点が

が，これも将来の日本の看護婦の資質向上に役

Z７０
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立つと考えております。

日本病院協会は，診療管理部会，看護管理部

アジア諸国韓国病院協会'0周年
との交流韓国に病院協会が設立されてか

会，薬事管理部会をはじめ病歴管理，ハウスキ

ら10年になる。大韓病院協会の定款では協会入

ーピング部会など16の部会を持って中央地方に

会のためには病院は一定の規格にそわなければ

おいて常時活動を行っております。また，病院

ならない。その資格を得るために協会は助言を

視察研究旅行を全国各地に亘って毎年続けてお

することになっている。

ります。これらの活動がわが国病院の向上に貢

昭和45年４月23日その創立10周年の式典には

献していることと自負しております。健保連合

橋本名誉会長が招かれ出席の予定であったが，

会との提携で行っている人間ドック，主婦，妊

健康上の理由から小野田副会長が代って出席し

婦，乳児の保健指導等は病院の予防医学的活動

た。この式典をはさんで韓国病院学会が開かれ

として世界にあまり類例のない仕事でありま

ており，小野田副会長は「日本の病院医療の今

す。

日」について講演を行った。

出版事業も見るべきものがあり，今回の病院

台湾病院協会長の来会

会20周年の記念事業として20年間の学会発表を

昭和45年６月11日，台湾病院協会長印仕栄氏

集大成した「病院学」もそのよき例でありま

が日本病院協会を訪問した。次年度の日本病院

す。

学会への代表派遣を約束した。

今■後は，この20周年を契機として，ますます

シドニーＩＨＦ地域会議でのアジアの交流

会員が協力一致，従来の事業を進展せしめると

シドニーのＩＨＦ地域会議には，団長に河野

ともに70年代の課題として病院の機械化，省力

稔常務理事が推され，岡山義雄（岡山病院長)，

化に努めて時代の要請にこたえる覚悟でありま

奥田幸造（公立能登総合病院長)，牧田中（牧

す。

田病院長）の３理事が参加した。この会期中中

これらのことは独り病院団体の力のみででき

華民国病院協会長印仕栄氏，フィリピン病院協

ることでもありませんし，団体内の自慰的行動

会長マユガ氏，コンコー氏ほか韓国，シンガポ

にとどめるものでもありません。成果は広く世

ール，ネパール等の代表者と会して，肌の色を

に発表すると同時に，日本の病院のおかれてい

同じくする東南アジアの病院連盟の設立につい

る現状と，病院の働き並びに今後われわれが何

ての熱意を交わした。また今後各国で行われる

をなさんとしているかを，国民大衆に知って頂

学会，研究会にはできるだけ出席して相互の交

いて国民とともに，よい病院作りに邇進して日

流を深め，参加者のうち団長１名の旅費は招請

本国民の幸せに直結したいと考えております。

国で負担することにしたいとの提案があった。

この機会に今までのご支援に感謝すると共に今
後一層のご支援ご鞭捷を賜らんことをお願いし
て挨拶に代えます｡－

帰国後の常任理事会で団長１名の旅費負担を
実施するよう決定した。

その視察報告会は昭和46年１月23日青山会館
において行われた。

Z７Ｚ
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日本病院協会雑誌

昭和45年４月より雑誌の

こととなった。

部外購読頒価を１部350

出版

円より450円とした。

また全員への配布数を現行100床まで２冊，
101～300床３冊，３０１床以上４冊を，５０床まで

「病院学」が昭和45年５月27日に発

行された。また「アメリカの病院看護第３集」
が同日発行された。

保健叢書は６，０００部，母親学級テキストは

１冊，５１～100床２冊，101～300床３冊，301～
590床４冊，591床以上５冊というように改める

日本病院学会の第20回を記念して

5,000部増刷された。

昭和４６年
日本病院協会，全日本病院協会の合同の機運

がうごき病院協会連絡会が設けられた。日本

医師会が保険医総辞退の指令を出し，日本病
院協会は辞退すべからずとした。アジア病院
連盟が結成された。神崎会長がＩＨＦ常任理

事に選ばれた。年間141病院が入会した。病
院ニュースが発刊された。

常務理事会昭和46年１月12日番町済会館に
おいてはじめての常務理事会が

声明の発表を議決した。

理事会は11月２日青山会館において開かれ，

開かれ，昭和46年度事業計画と予算作成方針に

医療費と救急医療の問題が議せられた。また全

関する件が議せられた｡以後第２,第４火曜日に

日本病院協会と事業を共催することについても

開催し日本病院協会の運営を企画し実施した。

議せられた。

常務理事会出席の役員は昭和45年３月改選の
とおりである。

理事会，評議昭和46年３月23日，番町共済

全日本病院協会日本病院協会より離れて日
と合同の機運本医師会の経済闘争に参加
していた全日本病院協会は年月の経過ととも

員会，総会会館において，理事会，評議

に，日医べったりでは病院の経済的立場は改善

員会，ついで総会が開かれ昭和46年度事業計画

されないとする空気が全日病会員中にも台頭し

が承認され歳入歳出予算が議決せられた。

てきた。日病会員中にも病院の利益を守るため

総会は日本病院学会会期中の５月20日，名古

屋市公会堂において行われ昭和45年度事業報告
と同年度決算が承認された。

には病院協会は一つになって自らを守らなけれ

ばならないとする機運が芽生えていた。
和歌山県病院協会の浜光治会長，堀口銀二

６月22日番町共済会館において理事会が開催

郎，遠藤香苗氏等の幹部は全日本病院協会の理

され，医療費問題について協議，別項のごとき

事であったが，昭和46年２月12日和歌山市にお
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３神崎会長時代

いて事務管理全国研究会が開催された機会を捉

について協同研究するための委員会を設置す

えて同郷，同窓等の関係により旧知の小野田敏

る。

郎副会長，野村秋守常務理事と会して全日病の
実態について説明し，日本の病院の発展のため

に日本病院協会は全日本病院協会と合同すべき

であることを力説した。同席した野村秋守理事

はその具体化のため翌日の帰途，全日本病院協
会の副会長の内藤景岳氏（南大阪病院長）を訪
ねたが，不在のため会見を果たし得なかった。

野村秋守常務理事は広報委員長の立場から，
会員増強のためにまず全日本病院協会と接触し

2）両協会が各地域において行う研修会は，互
いに協力して実施する。

3）会員の有益な研修資料は，双方の機関誌の
資料として交換する。
4）今後両協会の会員は自由かつ積極的に両協
会に入会し病院の発展に尽力する。

5）なお今後両協会は隔月に｢病院協会連絡会」
を開催する。

なお，両協会の理事会より選ばれた病院協会

たいとの提言を理事会に提出し承認された。岡

連絡会の構成員は次のとおりであった。

山義雄全日病理事はかねて日病会員となりその

＜全日病側＞

研究会に出席し合同に対する積極的意見をもっ

菊地真一郎（東京・菊地病院長）

ていたのでその橋渡しを引き受け昭和46年８月

内藤景岳（大阪・南大阪病院長）

27日名古屋市の岡山病院に野村秋守，阿久津'慎

遠山豪（三重・遠山病院長）

両常務理事，全日病内藤景岳副会長，遠山豪理

菱山博文（福岡・福岡城南病院長）

事を招き懇談の場を作った。４名は両協会の合

河崎茂（大阪・水間病院長）

同の必要性について意見の一致をみた。

林秀雄（大阪・八尾市立病院長）

昭和46年９月25日，熱海の桃李郷において，

岡山義雄（愛知・岡山病院長）

日本病院協会より，小野田敏郎，阿久津１頁両副

吉岡観八（大阪・新千里病院長）

会長，小野康平，左奈田幸夫，野村秋守，杉岡

柳沢浩気（東京・池袋赤心堂病院長）

直登の４理事，全日本病院協会より，内藤景

平野一彌（神奈川・港北耳鼻咽喉科病院長）

岳，遠山豪両副会長，河崎茂，菱山博之，林秀

＜日病側＞

雄，柳沢浩気の４理事が出席した。ここで両協

小野田敏郎（東京・佼成病院長）

会は，まずあらゆる協会活動に協力することを

内藤比天夫（茨城・県立中央病院長）

約し合同に関する公式機関として「病院協会連

阿久津’漠（愛知・名鉄病院長）

絡会」を設けることを約した。

野村秋守（東京・野村病院長）

第１回病院協会連絡会は昭和46年12月１８日，

小野康平（栃木・足利赤十字病院長）

東京八重洲の鉄道会館ルピーホールにおいて開

河野稔（東京・北品川総合病院長）

かれた。

杉岡直登（福岡・九州厚生年金病院長）

その折の申し合わせ事項は次のとおりであ

服部達太郎（神奈川・横浜赤十字病院長）

る。

左奈田幸夫（埼玉・国立埼玉病院長）

1）病院制度，病院経済，病院医療の在り方等

根元儀一（神奈川・大和市立病院長）
１７３
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委員会昭和46年は前年の委員会に病歴委員
会が加わった。

委員会は，病院制度，経済，医師補充教育，

看護制度，協会教育，広報，編集，臨床予防医

事務管理部会は１月18日番町共済会館におい
て「労働問題」について研究，２月伊東市に－
泊研究を行ったほか概ね番町共済会館を会場に

年間９回の研究を行った。

学および病歴の各委員会である。委員長は前年

傘下の医事研究会は２月17日青山会館を会場

昭和45年度の委員長が重任し，委員の1/３が交

に「完全算定」について研究，８月の那須一泊

替をした。

研究会をふくみ隔月に研究を行った。庶務人事

病院制度委員会は１月18日「病院の定義と機

研究会は２月10日「病院組織の実態」について

能」について検討をはじめ以後４回これをつづ

研究，８月湯河原一泊研究をふくみ隔月１回の

け11月にこれを答申発表した。１１月，１２月は

研究をおこなった。用度研究会は２月19日番町

「救急医療」について検討をした。

経済委員会は２月10日「医療費問題」につい
て検討し年間４回開催した。

医師補充教育委員会は２月18日「大学医局」
について検討し，以後４回開いた。

共済会館において「用度新人教育」について研
究のあと隔月１回の研究をおこなった。施設研
究会は２月24日同会場において「施設年間保守

計画」について研究を行い以後会場を変えて隔

月１回の研究を行った。会計経理研究会は１月

看護制度委員会は１月26日「看護教育と看護

20日済生会中央病院において「会計の分担する

管理」について検討し，年間２回これを開い

未収金の処理」について検討し，以後隔月１回

た。

の研究を行った。労務研究会は１月21日三楽病

教育委員会は４月27日，昭和45年度の反省と
昭和46年度の計画を作成，年間４回の委員会を

院において「職員の意識調査」について研究，
以後隔月に研究を行った。

病院管理総合部会は１月30日31日と沼津市杉

ひらいた。

広報委員会は１月27日に開いて以来毎月１回

山病院において「人手不足対策」について研究

病院ニュースの編集会議を，協会雑誌編集委員

を行い，以後毎月１回年間９回の研究を行っ

会も毎月１回雑誌編集の会議を開いた。

た。

臨床予防医学委員会は２月27日ドックその他

薬事管理部会は２月３日済生会中央病院にお

の実務について議し，年間２回委員会を開い

いて「薬品選定における同種薬の問題点」につ

た。

いて研究，看護管理部会は１月19日飯田橋会館

病歴委員会は７月新設され，病歴士の資格制
度，通信教育につき３回の委員会を開いた。

17の部会研究会病院診療部会は昭和46年１

において「婦長主任に何を望むか」について研

究し，それぞれ隔月１回の研究を行った。
放射線管理部会は２月25日神奈川県立こども

月19日関東中央病院におい

医療センターで「小児科撮影の問題点」につい

て「外来の運営」について研究し，以後毎月１

て検討。また臨床検査管理部会は，３月25日三

回各病院を会場として巡り，年間12回の研究を

井記念病院において「コンピュータの基礎知

行った。

識」を勉強し，それぞれ隔月１回の研究を行っ

Ｚ７４
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た。

栄養管理部会は２月２日済生会中央病院にお

全国研究会昭和45年度の企画に基づく全国

研究会は，年が明けて昭和46年

いて「栄養業務の再検討」を研究，ハウスキー

２月２日病院診療全国研究会が大津市の滋賀会

ピング部会は２月25日「病院改築時におけるハ

館において「医師のモラール」を主題として開

ウスキーピング」について検討，いずれも以後

かれた。

隔月１日の研究を行った。

また労務管理全国研究会は２月12日13日和歌

病歴管理研究会は１月９日河北病院において

山市において開催された。さらに病院管理総合

「病歴士の行う医療記録内容の量の統制」につ

全国研究会は２月20日広島市において開かれ

いて検討，以後３か月に１回の研究を行った。
その他の月には番町共済会館において「臨床各
科の知識」についてセミナーをおこなった。

１６の勉強会にさらに内科臨床協議会が加わっ
た。

東京都を３グループに分けて，前年昭和45年

た。

昭和46年度計画の全国研究会は，年間２回の

全国会を開くものが増えた。すなわち事務管
理，病院管理総合，医事の３研究会のほかに，

看護管理，栄養管理，会計経理の３研究会が加
わり合計６研究会は年間２回の開催となった。

にはじめられた内科臨床協議会は，昭和46年に

病院診療管理全国研究会は８月18日仙台市に

は主要病院を会場として巡り，年間合計30回の

おいて開催された。事務管理全国研究会は９月

協議会を開催した。各病院が提示する症例は概

10日11日七尾市において開かれた。医事全国研

ね２例ずつである。

究会は５月14日新潟市において，用度全国研究

部会研究会年昭和46年３月30日虎の門霞山
度末総合集会会館において'6の研究部会の

会は６月18日富山市において，施設研究会は６

総合集会が開かれ，各研究部会より１年間の成

研究会は９月17日札幌市において開かれ84名が

果のまとめについて順次報告が行われた。

参加，さらに11月26日鹿児島市において開かれ

昭和41年第16回病院学会以来，名研究部会の

はたらきの成果を日本病院学会に発表されるこ

月30日下関市において開かれた。会計経理全国

た。庶務人事と労務は共催して10月13日高松市
において開いた。

ととなり，さらに昭和44年の学会よりは，勉強

病院管理総合全国研究会は７月16日岐阜市に

のなかの特別事項を一般演題として発表してき

おいて開いた。１１月19日福島市における全国研

たが，部会研究会が16を数え，一方学会発表演

究会は全日本病院協会との共催とし講師として

題の応募が増加して３日間のスケジュールに収

全日病役員の遠山豪（遠山病院長)，田中治(東

め難くなったので，これらの成果は年度末に総

大阪病院長）の両氏が加わり開催された。

合勉強会で報告されたのち，すべて日本病院協
会雑誌に掲載することとなった。

薬事管理全国研究会は７月９日諏訪市におい
て開き130名が参加した。

集会のあと，」恒例により同会館において研究

看護管理部会全国研究会は７月６日神戸市に

会委員慰労のパーティーが開かれ神崎会長より

おいて兵庫県病院協会後援で開催315名が参加

感謝のことばが贈られた。

した。また11月２日宇都宮市で開催した。
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放射線管理全国研究会は10月15日名古屋市に
おいて開かれた。

臨床検査全国研究会は11月12日京都市におい
て開催された。

栄養管理全国研究会は６月８日福岡市におい
て開かれ，さらに９月３日大阪市において開か
れた研究会には279名が参加した。

病歴全国研究会は８月13日岡山市で開催され

人間ドック

人間ドックの料金は昭和46年４
月１日より現行の18,500円から

21,000円に値上げされた。また主婦ドック料金
は１，５００円から１，７００円に，妊婦ドック料金は

7,030円が7,900円に，乳幼児保健指導料金は
650円から700円に改訂された。

第１２回人間ドック学会は昭和46年９月21日２２
日，佐藤三郎氏（青森県立中央病院長）が学会
長となり，青森市の朝日生命青森支社ホールに

た。

講習会診療幹部セミナーは前年にひきつづ

おいて開催された。特別講演は「肝疾患の最近

き実施され，昭和46年６月24日飯田

の動向について」海藤勇（岩手医大)，「大腸疾

橋会館において講義が行われ，翌25日には済生

患の診断について」松永藤雄（弘前大）の両教

会中央病院と聖路加国際病院の見学がなされ

授であった。参加者は96名であった。

た。第２回の診療幹部セミナーは10月22日青山

臨床検査セミナーは12月11日東京警察病院高

会館において講義がなされ，翌23日には東芝中

等看護学院において講義が行われ，１２日同病院

央病院と牧田総合病院の見学が行われた。

において実地講習がなされた。

栄養管理セミナーは別項記載のごとく７月１
日２日番町共済会館において行われた。

第'１回病院管第'1回の病院研究旅行は昭和
理視察研究会４６年10月４日柳川市に集結

病院長セミナーは７月22日23日東京ヒルトン

し,翌10月５日バスで佐賀市に向かう｡佐賀県立

ホテルにおいて開かれた。会期は従来の３日間

病院好生館は院長鶴丸広長氏が日本病院協会創

を２日間に短縮した。

立の頃より関係したゆかりの病院である。佐賀

総婦長セミナーは８月26日27日マツダ八重洲

を見学して長崎へ，ここでは長崎市民病院と長

通ビルにおいて開かれ135名が参加した。「コム

崎原爆病院を見学する。さらに諫早市において

ニケーション」「リーダーシップ」「教育」が主

健康保険諫早病院を見学して雲仙に宿泊する。

たる題目となった。

第３日は熊本市に出て熊本市立熊本病院を見学

事務長セミナーは10月28日29日同会場におい

て開かれた。このとき神崎会長が司会し「医療

した。

春の一泊研修旅行春の見学旅行は昭和46年

制度の問題点について」日経連川井陸夫社会保

一山梨・長野ｌ汀回目を迎え６月４日

障部長，健保連仲田良夫業務部長，総評安`垣良

５日，山梨県立中央病院と佐久総合病院の２つ

一企画局総括幹事，全国繊維同盟柄谷道一書記

を訪れた。定員50名を超過した。

長，産経新聞社高橋恩敬編集委員の諸氏により
シンポジウムを行った。

病院監督者研修会は10月24日より６日間，湯
河原厚生年金会館に合宿して実施された。
１７６

新宿よりバスで山梨の病院を見学して清里の

清泉寮に－泊，５日聖ルカ農村病院を訪れ，つ
いで臼田町の佐久総合病院を見学した。
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外国研修第５回アメリカ病院看護研究

第５回のアメリカ病院看護研究団

第２１回日本第21回日本病院学会は昭和46年
病院学会５月20日より３日間，名古屋市

のオリエンテーションは46年４月10日聖路加国

の市公会堂において阿久津慎氏（名鉄病院長）

際病院において行われ，５月２日より14日間ア

を学会長として開催された。パネル討議として

メリカ西海岸の病院看護の研究を行った。参加

「新しい時代への病院制度」司会左奈田幸夫

者22名，荒井蝶子氏が助言者として同行した。

氏，シンポジウムとしては司会守屋博氏の「病

帰国後の総合研究は佼成高等看護学院講堂にお

院における電算機導入の諸問題」ほか３題であ

いて行われた。ついでその発表会は９月11日大

った。

阪市中小企業文化会館において行われ300名が
聴講した。

第２回ヨーロッパ看護の旅

この学会の一般演題抄録を雑誌「病院」が採
録しなかったために，その学術的記録を欠くこ
ととなった。

第２回ヨーロッパ病院看護研究団17名は，昭

この学会には韓国より漢陽大学校教授前炳瑞

和46年９月９日出発して28日帰国した。団長兼

氏以下４名，台湾病院協会より邸仕栄会長以下

助言者を永野貞氏（前厚生省看護課長）がつと

７名が参加した。

めた。

この研究旅行のオリエンテーションは８月２３

日番町共済会館において行われた。
スウェーデンでウプサラ大学病院と看護学

校，西独ベルリンのウィルヒョウ病院，アムス
テルダムのアンドレ病院，ロンドンの王立北病

ホスピタルショウ

日本病院学会は，第20回
まで，学会と同時に病院

のはたらきに必要な器機を，同一会場または近
接会場に展示することを行ってきた。

学会の経済的運営は学会参加者の入場料と展
示料とによりまかなわれてきた。

院，パリのアンプロアパレ病院，パリ大学病

名古屋市における第２１回日本病院学会は，こ

院，ローマのイナイロ病院，モスクワの82病院

の展示を学会から分離して，日本病院協会およ

を見学した。

び日本経営協会が共催することとして，これを

ハワイ病院看護研究

ホスピタルショウとすることとした。

アメリカ西海岸の病院看護の研究にはすでに

第１回ホスピタルショウは日本経営協会およ

５回の研究団を送り，毎回多数の研究参加者を

び日本病院協会より運営委員を出し，その委員

得ているが，低額の経費で看護の勉学をさせた

長に河野稔氏が就いた。会場は6,000㎡の吹上

いという意見があり，ハワイの３つの病院を見

ホール，期間は病院学会と１日ずらして５月２１

学する計画をたてた。費用178,800円，参加者

日より３日間とした。出品社は108社で2,000点

は16名，１１月21日出発，ホノルル市のクイーン

の設備，器機，用具，または業務処理システム

ズ病院，クワキニ病院，セントフランシス病院

が展示され，入場者は病院学会参加者，地域の

を見学して26日帰国した。

医療関係者のほか一般市民にも解放し全入場者

この研究団は，翌年昭和47年３月福島市にお

いて発表会を行い50名が聴講した。

は10万人を数えた。

従来の学会収入にあたる展示料に代わり，ホ
２７７
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スピタルショウよりこれに相当する納入がなさ

日本病院協会は，近代組織医療の荷い手

れた。学会を担当する学会長はこれよりのち展

として医療制度および体系を真剣に考究し

示の労をまぬがれることとなった。

ているものであるが，この機を逸せず官民

日本医師会が保円城寺中医協委員長が健康

一体となり国民各階層の代表，殊に医療側

険医総辞退指令保険制度の改正のために，

代表はこれを従来の如く日本医師会が独占

そのたたき台として厚生省事務局に対し診療報

すべきものではなく，各医療団体の代表を

酬の適正化についての審議用メモを提出するこ

もって構成した民主的な会議において十分

とを命じた。

意を尺して討議し国民的自覚のもとに理想

２月18日，提出されたメモは，かねて日本病

的な制度及び体系を確立することの一日も

院協会はじめ各方面の団体から提出された健保

速やかならんことを念ずる゜

抜本対策についての最大公約数的折衷のもので

右声明する。

あった。

７月１日，日本医師会は保険医の総辞退を決

しかしこの内容は日本医師会長の意にそわ

行した。このことをあたかもナポレオンが60万

ず，ただちに中医協より日本医師会代表委員を

の軍勢を率いてモスクワに向かって進撃を開始

引揚げさせた。日本医師会は医療保険制度の抜

したことになぞらえたむきもある。日本病院協

本改正をめぐる政府の態度に反発しこれにつづ

会は国民の医療を守る態度を堅持して保険診療

いて保険医総辞退を決意した。

は辞退すべからざるものとして会員にその旨を

医療費問題

日本病院協会は医療費の問題を

伝えた。

公私病連の設立に伴いすべてこ

この保険医の総辞退に対し一般の公的病院

れを委ねてきたのである。昭和46年６月22日番

は，開設者の公的の見地から一般受診者に迷惑

町共済会館において開かれた理事会において医

を及ぼすものとしてこれに参加をしない方針を

療費の問題を議しつぎの声明書を発することを

とった。病院長がこの決定の権限をもつ私的病

議決し厚生大臣および各官庁，各団体，報道機

院では，療養費払いは永年主張しつづけてきた

関に送付された。

ところであるとして辞退にふみきったところも
声明

あり，前述のごとく療養費払いは外来には適用

今日，わが国の医療，特に健保医療の現

しうるが入院患者に対しては高額となって適用

状はその改善を一日もゆるがせになしえな

しがたい，適用すべきではないとして辞退を回

いことは，万人のひとしく認めるところで

避したところもある。

ある。

とはいえ今回の日本医師会のごとく話合

いもなく，また準備もなくして突如，変革

また武見氏の一方的な決定に対し総辞退の実

施は国民の福祉にそぐわないものとして，これ

に従わない県医師会がいくつかあった。

に突入することは医療の混乱を招き国民の

療養費払いは，国民が医療の費用というもの

困惑も甚だし<われわれの組せざるところ

がどれくらい莫大であるかということを身をも

である。

って知るうえに有利である。このために特に医

１７８
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療を必要としない言わばビタミン族患者の受診

ことが病院のこの窮状を招来したことは万

が減少した。また今回の療養費払いは独占禁止

人の認むる処であります。よってこの際，

法に触れるのではないかとの批判をうけたほど

中央社会保険医療協議会をはじめ各種医療

に一律高額の請求をすべ<武見氏よりの指令が

関係審議会委員会等に病院団体の推薦する

あったので，患者は医療費の少ない非辞退医療

者を加えられんことを懇請します。

機関に移動した。公的病院に患者が集中し，一
般診療所の患者は激減したと新聞は報じた。

過去において中医協には日本病院協会推

薦の委員が加わった事実があり，かつ医療

患者の激減におどろいた医療機関は少なくな

費の過半は病院に支払われておる実態を直

かった。その中には辞退の撤回を考えた向きも

視され，速やかにわれわれの要望を実現さ

ある。「義」のいぐさには団結を求める要はな

れるよう重ねて懇請いたします。

いが，辞退１か月に垂んとして地域医師会はそ

この要望書が出された翌日，支払側７団体に

の団結を叫び脱落者に対しては圧迫をさえ考え

対して中医協に病院代表を加えることについて

なければならなかった。

の協力方を要望書（写）を附して要請した。

この保険医総辞退は両協会合同の話し合いに
入る直前のことであった。
全日本病院協会小沢会長は日本医師会長の指

令に対し全面的支持を表明した。しかしながら

全日病会員のなかで公的病院は院長が経営主体

ロシアはナポレオン軍がモスクワの大火で退

却するまで降参をしなかったが，この保険医総

辞退の大進軍に降伏の使者があらわれてきたの
は武見氏にとって仕合わせなことであった。

７月28日佐藤首相と武見医師会長の会談に斎

でないとの理由で辞退運動から除外されたが，

藤厚生大臣，竹下官房長官をまじえて行われ，

私的病院長は日本医師会長の指令と病院職員と

この席で武見医師会長は８項目の収拾案を提示

の間に立って非常な苦悩を味わった。多くの病

し政府側がこれを了承した結果，総辞退の中止

院長は日医除名を覚`唐で総辞退の指令を見送っ

の方針がこの場で決められた。停戦の事態収拾

た。保険医総辞退問題は日本病院協会，全日本

の条件はつぎのとおりであった。

病院協会の合同運動に対する大きな契機になっ

１）医師会が不満を持つ厚生行政の反省の上
に立って医療行政を進める。

たといえる。

７月５日神崎会長は斎藤厚生大臣に面会しつ
ぎの要望書を提出した。

要望書

既にご承知のごとくわが国の病院経営は

２）医療保険の抜本改正について，次の通常
国会に健康保険法改正案を提出する。

３）医学教育，国民の健康管理体制，医療供
給体制についての基本的な理念を確立し，

崩壊の寸前にこれあり，１日もゆるがせに

計画的な整備充実をはかるため，医療対策

することを許しません。速やかに適正な医

基本法（仮称）を制定する。

療報酬改正が実現するよう切望します。

なお屡次陳情いたしておるごとく，各種
審議会に真の病院代表が加えられていない

４）物価，人件費スライド制を加味した医療
費引上げ問題に取り組む。
医療保険抜本改正の条件
１７９
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１）国民の連帯意識の高揚

昭和24年に社会保険による入院料に給食費が

２）生存期間を一貫した医療保障

加えられることになりその時点で病院栄養協議

３）労務管理と社会保障の分離

会が設置された。そのとき作られたのが「病院

４）医療保険の負担と給付の公平

入院栄養基準量」であって,国民保健食の2,400

５）低所得層の有病率が高所得層の６倍であ

カロリー，蛋白質809がそのまま適用されてい

ることを考慮する

る。

６）医療従事者の質的向上

昭和34年栄養審議会に対し，国民の栄養所要

７）大学研究費の公費負担

量につき諮問したが，改めて検討の必要はない

８）保険請求事務の簡素化

ということで審議未了のままとなった。

保険医総辞退の終結により中医協の日本医師

昭和44年，厚生省は再度国民栄養所要量につ

会代表委員が久しぶりに復帰し８月５日に中医

いて審議会に諮問した。その結果従来より一歩

協が再開された。

前進した「新栄養所要量」が答申され，集団給

以後12月20日にいたるまで33回の中委協委員
会を開いたが，総枠10.16％，甲表病院１２．５１

％，乙表病院11.82％，診療所8.05％の案に対
し，ついに意見がまとまらなかった。

２，４００カロリ昭和46年３月９日の常務理事
一の患者食会において，病院給食の熱量
の基準である２，４００カロリーには問題ありと，

野村秋守常務理事より提議された。

食においてはこの新しい「新栄養基準量」に拠
ることとなった。

戦後20余年を経て食糧の事情が変わり，病院

給食は，乏しい材料費のなかから２，４００カロリ
ーを捻出し，しかも多量の残飯を出すという実
情にあった。

日本病院協会は７月１日２日番町共済会館に

おいて栄養セミナーを開催し，２，４００カロリー

終戦後間もなく厚生省は入院患者の栄養所要

に重点をおいた講演が行われた。「患者食の栄

量を決めなければならない立場から，患者食の

養学的検討」について速水決（国立栄養研究所

栄養所要量を如何にすべきかを各権威者，研究

食品化学部長)，阿部達夫（東邦大学医学部教

機関に諮問した。終戦直後のこととて資料は焼

授)，桂英輔（京都大学医学部教授）の諸氏が

失消散していたが，昭和16年に諮問された国民

講演し，‘患者食は２，０００カロリーをもって足り

保健食の~基準量を取敢えずそのまま適用する

るとした。

ことにした。これが2,400カロリー蛋白質80ｇ
である。

カロリー確保が困難なとき，厚生省は，入院
患者に対してのみ「特配」と称し主食の増加支
給を行った。これにより主食1509（527カロリ
ー）が一般国民より多く配給されることになり

８月31日厚生省栄養審議会委員の内藤比天夫
副会長が任期満了となり，野村秋守理事が後任
として日本病院協会より推薦し任命をうけた。

理学療法士，作永年，病院において理学療

業療法士の受験法，作業療法にあたってい

延長の陳情

る者の新法律による資格試

辛うじて２，４００カロリーを確保することができ

験について昭和46年２月26日神崎会長名でつぎ

た。

の要望を内田厚生大臣に行った。

１８０
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理学療法士および作業療法士法付則第
４項に基づく受験資格特例の期限延長

うけた。

この機にかねて考えられていたアジア病院連

に関する要望書

盟の結成に関し，その憲章づくりから発会にこ

現在日本全国の病院・診療所には理学療

ぎつけた。

法士国家試験受験資格所有者が３，０００余名

昭和46年９月26日，フィリピン病院協会年次

おりますが，これら有資格者に対する受験

大会の閉会式がアジア病院連盟の発会式とな

資格の特例は昭和46年３月31日をもって打

り，結成の宣誓はフィリピン厚生大臣の立合い

切られようとしています。申すまでもなく

のもとに行われた。

病院医療上，理学療法士・作業療法士の需

初代の会長には前フィリピン病院協会長マユ

要は急速に増加して人手不足を来たしてい

ガ氏が就任した。このとき連盟の参加国はフィ

るにもかかわらず，療法士のわが国養成施

リピン，台湾，日本の３か国で日本からは神崎

設は極少でこの不足を補なうことは到底不

三益，近藤六郎，小野田敏郎の３氏が常務理事

可能であります。よって現在従事している

に推された。マユガ，印，神崎の３氏は壇上で

約3,000名の有資格者に対する受験資格の

堅い握手をかわした。

特例を更に期間延長し，昭和51年３月31日
まで延期されるよう要望いたします。

この件は議会を通過し，３か年延長が法制化
された。

これよりさき，東南アジア病院協会を第２１回
日本病院学会に招請をした。

さきの常務理事会において日本病院学会には

日本病院協会が東南アジアの病院協会より１名

病院防火施設へ前年８月，厚生大臣，自治
の補助金の請願大臣に会長名をもって消防

ずつ招待をし，旅費滞在費を負担することとし

法の改訂に基づく病院防火施設への補助金の請

は，大韓病院協会より副会長以下５名，中華民

願を行ったが，昭和46年２月23日都の病院長署

国病院協会より印仕栄会長以下10名が来日し

名の請願書を渉外担当常務理事ら３名が都の自

た。フィリピン病院協会長は予定が変わり欠席

民党ほか各党議員の署名をもって都知事に提出

となった。

した。

この請願は10月に受理された。

アジア病院アジア病院連盟の設立につい
連盟の結成ての機運が醸成されていたが邸

ていた。昭和46年５月20日よりはじまる学会に

神崎会長国際病第'7回国際病院会議は昭和
院連盟常任理事４６年６月13日より18日まで
アイルランドのダブリンにおいて開催された。

この会議には日本病院協会より小野田副会長が

仕栄台湾病院協会長より連盟規約の草案が日本

出席した。橋本前会長は国際病院連盟の常任理

病院協会にとどけられ，昭和46年６月の常務理

事６年の任期が終わり，その感謝状を小野田副

事会において協議がなされた。

会長が代って受領した。１/３の数の常任理事改

昭和46年９月24日，神崎三益会長がフィリピ

ン病院協会の第２２回年次大会に来賓として招待
された。中華民国病院協会長印仕栄氏も招待を

選にあたり，神崎三益会長が欠席のまま当選を
した。

歓迎会場はダブリン城で厚生大臣夫妻が参会
１８１

３神崎会長時代

者を招き，翌日からの会議は畜産共進会場にお
いて行われた。

病院管理研究所長吉田幸雄氏を団長とする欧
米病院管理視察団20余名がこの会議に参加をし

病院を上回って141病院が日本病院会に入会を
した。

昭和46年10月15日，３人の

病院ニュー日本病院協会は日本病院協会雑
スの発行誌の発行に加えて，雑誌に掲載

英国の客が日本病院協会を

し得ないニュース的なものを速報するために新

た。

英国のお客さま

日本病院脇新入会員増える
会の発展昭和46年の入会は，予定の１２０

聞を発行することとした。発行は毎月20日，発

訪れた。

オルドリッジ氏は社会保障省の局長，ハーデ

行部数は１万部とし，配布の対象は会員および

ィ氏はキングエドワード病院基金財団理事，ハ

非会員の全病院，関係官庁，各種団体，各新聞

リス氏は英国の医療器械輸出連盟事務長，この

社，製薬，医療機械の各社とする。昭和46年４

３氏は，貿易代表団としての来日で，英国の輸

月20日第１号が創刊された。

出振興と両国の親睦交流の２つの目的である。
ハーディ氏のキングエドワード財団は国際病

「病院ニュース」は次のような発刊のことば
を掲載した。

院連盟の事務局とともにロンドンの病院センタ

－現在の厳しい医療制度下にあって大病

ー内にある。このときの訪問についで英国の貿

院小病院，あるいは公的私的という議論は無

易展があり多くの医療器械，病院器機が展示さ

意味であり，病院の在り方について全病院が

れた。

一体となるべき時期が到来している。病院人

いくとせかののち，ハーディ氏が国際病院連

が１人ひとり自ら考え自ら是正してゆかなけ

盟事務総長として日本における国際病院会議に

ればならない。「病院ニュース」のもつ普遍

関わることになるのである。

性と気安さが病院間の連絡に役立ち意見交換

協会旗章

日本病院協会には協会をあらわす

の場としてあらしめたい。－

旗章がなく，行事にあたって協会

病院ニュース発行には野村秋守常務理事が発

を明示する手立てがなかった。昭和46年の日本

病院学会を機にこれを作ることとし会員より意
匠を募集して，２４点の応募の中から入選を決め

議し自ら編集の長をつとめた。
出版

「ヨーロッパの看護をたずねて」今
村栄一箸（国立東京第一病院）は昭

た。入選者は西山君枝氏(日本病院協会事務局）

和46年７月25日に発行された。第１回ヨーロッ

であった。旗章のデザインは，協会雑誌の表紙

パ看護研究旅行に助言者として加わった記録で

に擦り，白地に深緑色の線がはいり，ＪＨＡと

ある。

頭文字をつないで配され，さらに日本病院協会
の文字があしらわれたものである。

第２１回病院学会の開会式には日章旗とともに
この旗が演壇正面に掲げられた。

「アメリカ病院事務管理」は９月１日に発行

された。アメリカ病院事務管理専門研究団の記

録を助言者として同行した落合勝一郎氏が監修
したものである。

「保健叢書｣は年間6,000部の増刷がなされた。
Z８２
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昭和４７年
病院協会合同協議がすすみ合同常務理事会を

開いた。診療録管理士の通信教育をはじめ
た。医療費問題は両協会合同ではたらいた。
医療基準法草案への意見，看護制度改革への
意見を公に提出した。2,400カロリーを減ぜ

よとの意見を出した。国際病院会議1977年東
京開催を決意した。比国，中国との病院交流
が繋ぐなった。

常務理事会昭和47年初頭における会長以下

理事会，評議理事会は昭和47年１月25日番

の常務理事会役員は前年のとお

員会，総会町共済会館において開かれ

りで，昭和47年１月11日番町共済会館において

た。昭和47年度事業計画案とその歳入歳出予算

常務理事会が開かれ，昭和47年度の事業計画，

案とが承認され，また全日本病院協会との定期

同年度予算について審議し，また病院協会の合

連絡会についての報告が行われた。

同について協議が行われた。爾後毎月第２，第

評議員会は２月８日番町共済会館において行

４火曜日に開催されて日本病院協会のはたらき

われた。協議事項は昭和47年度事業計画案と同

の企画と実施とにあたった。

歳入歳出予算案，会費値上げでいずれも承認を

昭和47年３月28日の理事会において神崎三益
氏が会長に再任され，新役員が推された。
これに基づいて役員の業務はつぎのごとく分

された。ついで病院団体合同の問題について報
告がなされた。

３月28日番町共済会館において評議員会が開

担された。

かれた。役員の改選が行われ，同日の理事会に

事務局担当内藤副会長

おいて神崎三益氏が会長に推され，別項のとお

人事中島克三，経理河北恵文
企画・広報担当小野田副会長

りの新役員が決定した。

つづいて総会において，昭和47年度事業計画

企画野村秋守（副）石原信吾

と同歳入歳出予算が承認された。そのあと，病

広報野村秋守（副）小野康平

院団体合同について野村常務理事より報告があ

（副）落合勝一郎
出版左奈田幸夫（副）竹内春彦

外遊・病院団体担当阿久津副会長
外遊河野稔（副）落合勝一郎

団体河野稔，野村秋守，根元儀一

り，合同推進が確認され，神崎会長はよい医
療，よい組織医療の提供を大前提として団結す
べきであると述べた。

総会は疸例により日本病院学会の会期中の５
月25日，学会会場の小倉市民会館において開か

れた。昭和46年度事業報告がなされ同46年度決
Ｚ８３
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参与赤星一郎（九州中央病院）

算が承認された。

理事会は９月26日番町共済会館において開か

笠木茂伸（北品川総合病院）

れ，全日本病院協会との合同について協議し

太田武（新潟厚生連木部）

た。この理事会で「現物給付と出来高払いにつ

尾口平吉（県立十日町病院）

いて」篭山京氏（上智大学教授)，「世界の医療

森直一（武蔵野赤十字病院）

を取材して」小野善邦氏（ＮＨＫ社会部）の講

落合勝一郎（聖路加国際病院）

演がなされた。

石原信吾（虎の門病院）

神崎会長重任，昭和47年３月28日，評議員

井上昌彦（日本大学病院）

会において新理事が推さ

竹内春彦（北品川総合病院）

れ，新理事の理事会において前述のとおり神崎

日野原重明（聖路加国際病院）

新役員改選

三益氏が重ねて会長に推された。つづいて副会
長，常務理事，監事には次の諸氏が推された。
副会長内藤比天夫（茨城県立中央病院長）

全日本病院協会前年昭和46年にひきつづき
との合同協議日本病院協会，全日本病院
協会合同の協議は熱心に行われた。

小野田敏郎（佼成病院長）

合同のための病院協会連絡会は第２回は昭和

阿久津’漠（名鉄病院長）

47年１月13日大阪の東洋ホテルで開き，当面す

常務理事小野康平（足利赤十字病院長）

る医療費引上陳'清の決議を行いその実施につい

宮崎達（国立国府台病院長）
守屋博（順天堂医院副院長）
中島克三（関東中央病院長）

て連絡した。

第３回は２月12日東京八重洲・ホテル国際観
光で開き合同準備委員会設立について議した。

野村秋守（野村病院長）

第４回連絡会は３月26日名古屋の名鉄グラン

河野稔（北品川総合病院長）

ドホテルで開かれ，両協会の合同の基本方針の

根元儀一（大和市立病院長）
左奈田幸夫（国立埼玉病院長）

確認について議した。

両協会は会を重ねるたびに実質的に合同した

河北恵文（河北病院長）

に等しい協同活動を行うようになっていたが，

奥田幸造（公立能登総合病院長）

融和の障害になったのは新しい協会と公私病院

監事村田嘉彦（日通東京病院長）
堀内光（済生会中央病院長）
総会において，つぎのとおり顧問，参与の委
嘱が承認された。

連盟との関係を明確にすることにあった。

公私病院連盟は長期に亘り日本病院協会とは
その政治連盟的な関係にあり，日本医師会指導

部はこの連盟を敵視し日医一辺倒の全日病一部

顧問東陽一（静岡県御殿場市）

役員は，新協会はこれと訣別することを明白に

矢田城太郎（東京都目黒区上目黒）

するよう強硬に要求した。長年に亘り日本病院

近藤六郎（有隣病院長）

協会と盟友関係にあった連盟に対しては，その

参与五十嵐衛（晴和病院長）

ような偏狭な考えをとらず，日本医師会に対す

水野近(三井健保組合副理事長）
Z８４

ると同様に是是非非の態度で進むのがよいので
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はないかという意見が大勢的であった。

第４回連絡会において次のごとき合意が得ら
れた。

視された事実は否めない。
診療所も病院も医療需要に応ずべくそれぞれ
努力しているが，医師その他の医療職員の養成

合意事項

および教育医療機関の機能の分化および連繋，

１．日本病院協会と全日本病院会合同の目的

医療機関の整備等について一貫した方針が確立

は，国民医療の向上発展に寄与するため，

されていないので各機関とも多くの苦悩を抱え

日本の全病院が病院機能を最高度に発揮す

ている。

るためにある。

病院は経営主体の相違，規模の大小，診療科

２．この目的を達成するためには両協会は合

目の相違により異なった問題を抱えている。そ

同し，かつ，他の医療団体とも充分協調す

のため多くの病院形態別の病院団体があって関

るものとする。

連した問題解決に努力している。しかしながら

昭和47年３月26日

性格を異にした病院団体が自己の主張のみを強

社団法人日本病院協会

調してもその実現は不可能であり，わが国医療

社団法人全日本病院協会

界の進歩発展に必ずしも貢献できない。従って

病院協会連絡会のなかより合同準備委員会委

これら性格を異にする総ての病院を包含し，全

員が選ばれ，その第１回委員会は昭和47年４月

国の病院が参加できる強力な病院団体が生れる

15日名古屋市の名鉄グランドホテルにおいて開

ことをすべての病院は熱望している。

かれた。

ここで第４回病院協会連絡会の主旨に沿った

合同趣意書作成について，遠山委員がその原案
を作成することを依頼された。

わが国には上記の如き各種形態病院を包含す
る病院団体として日本病院協会と全日本病院協
会がある。

両協会が合同すれば，上記の目的を達しうる

第５回病院協会連絡会は５月24日北九州市小

が，両協会はその発生の歴史からみて合同の必

倉の田川旅館で開かれ原案を修正して承認さ

要性は認めながらも従来容易に実行されなかっ

れた。

た。

新協会は今後，すべてこの線に沿って行動す

昭和46年７月医療問題論議が重大化したとき

ることが確認されて，これを広くつぎのように

以来医療界に占める病院の役割の重要性を認識

公表した。

して一致団結，医療界改革に立ちあがるべきで

日本病院協会および全日本病院協会

あるとの議が興り，両協会の理事会の承認のも

合同趣意書

と病院協会連絡会が構成せられ，さらにこれが

わが国の医療界は終戦後社会保障の要求が高

具体化のために病院協会合同準備委員会が設け

まるとともに，健康保険制度の拡大をもって医

られて数次に亘り会合し両協会の性格および主

療の社会化が強行せられた。この制度の良否は

張の相違点を検討し一致点を見出して，合同促

別として医療の大衆化はある程度の成果を収め

進に資せんとした。これらの会合の結果，両協

たものと認められるが医療担当側の整備は等閑

会の理解が促進され既に両協会はあらゆる活動
１８５
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分野において相協力することを約し実施しつつ

社団法人日本病院協会

ある。

社団法人全日本病院協会

現在までに合意に達した合同の趣意は次の項

第６回病院協会連絡会は，７月22日東京八重

目にまとめられた。

洲の鉄道会館ルピーホールにおいて開催され，

1．日本病院協会と全日本病院協会合同の目的

医療基本法に対する批判について協議した。

は，国民医療の向上発展に寄与するため日本

第２回合同準備委員会は８月20日大阪市の南

の全病院が病院機能を最高度に発揮するにあ

大阪病院において開かれた。この委員会では，

る。

昭和47年中に両協会は解散し48年４月を目途に

2．この目的を達成するためには両協会は合同

新協会を発足させるとの合意に達した。さらに

し，かつ他の医療団体とも充分協調するもの

その具体化のための合同準備小委員会を９月５

とする。

日，東京八重洲の鉄道会館ルビーホールにおい

上記二項は合同趣意をすべて表現していると

て開き新定款について討議した。

思われるが，敷桁すれば，１項の合同の目的は

９月20日合同問題について，日本病院協会は

単に病院の利己的な立場を強化するというがご

協力団体たる全国自治体病院協議会代表者と懇

とき次元の低いものであってはならない。全国

談し，さらに協力11団体代表と合同について懇

の病院が各々自己の特色を活かして相協調し，

談会を開催した。

わが国民の医療向上発展に寄与する方向に努力

昭和47年９月28日奈良市で開催された全日本

することを目的とするものである。この根本理

病院管理学会にあたりその前夜祭として27日は

念は両協会員のすべてが異存のないところと信

合同に関する公開討論会が奈良文化会館におい

ずる。

て行われた。日病側野村秋守委員は,合同の経緯

２項については最も論議された結論である

と日本病院協会の内部事'情について説明を行っ

が，病院においては医師以外にも多くの職種を

た。これに対し岡山県病院協会から合同を推進

抱え，病院管理者たる院長は医師としての立場

するよう決議文が提出された。同日開かれた全

のみでなく組織運営の責任をも併せもっている

日病臨時総会において合同を強力に推進する決

ので，病院としての独自の問題を抱えている。

議が行われた。引き続いて春日ホテルにおいて

これらの問題も等しく国民医療に関するもので

開催された第７回病院協会連絡会は公開討論会

あるから自ら切瑳してその解決に努力するとと

の結果に鑑み連絡会より一歩進めて両協会の合

もに医療界全般に豆る事項については日本医師

同常任（務）理事会をもつことを決議した。そ

会，日本歯科医師会，日本薬剤師会等とともに

の第１回合同常任（務）理事会は昭和47年11月

行動すべきである。

６日，東京八重洲のホテル国際観光において開

崖

日本病院協会および全日本病院協会は以上の

かれ合同の青写真作定のための準備について議

見解のもとに合同せんとしている。全国病院の

せられた。その後，下部執行機関としての準備

賛同を得てこれが実現を期するものである。

委員会は次の如く開催された。

昭和47年５月24日
１８６

昭和47年11月21日福岡・山の上ホテル，昭和

３神崎会長時代

47年12月７日東京・鉄道会館ルピーホール，昭
和47年12月16日同鉄道会館ルビーホールにおい
て開催，その都度，医療問題の処理を行うとと
もに合同についての細部検討を行った。

１２月19日，日本病院協会の常務理事会は番町

委員長野村秋守（副）左奈田幸夫
編集委員会

委員長渡邊進（副）中島克三
病歴委員会

委員長小野田敏郎

共済会館において全国公私病院連盟，全国自治

病院制度委員会は１月17日番町共済会館にお

体病院協議会，日本精神病院協会，日本結核病

いて「救急医療」について研究し，以後年間１１

院協会，国立病院長連盟，東京病院協会の代表

回の委員会を開き，さらに「診療責任論」「病

者をまじえて開かれた。この会議において，公

院長理論」について検討した。

私病連会長近藤六郎氏，自治体副会長棟久一夫

経済委員会は年間５回の委員会を開き薬品購

氏は全日本病院協会との合同には'慎重であるべ

入，衛生材料，医療器機の経済について検討を

しと述べた。

行った。

第２回合同常任（務）理事会は12月24日大阪

保険委員会は２月１日の医療費引上げの十分

市の若竹において開かれ定款・綱領の原案作定

でない点について検討し，新たな改訂案を答申

を決議した。

した。

委員会昭和47年４月，委員会の委員長はつ

ぎのごとく任命された。新たに保険

委員会が設けられた。

げの要望が行われた。

看護制度委員会は年間４回の委員会を開き，

制度の検討を行い厚生省看護制度改善検討に対

教育委員会

委員長小野田敏郎（副）竹内春彦
病院制度委員会

する意見害を作製した。

教育委員会は２月15日番町共済会館におい

委員長守屋博（副）左奈田幸夫

て，全国研究会の企画を行い，年間６回の委員

会を開いて制度の実施，調整を行った。

保険委員会

委員長阿久津’漠（副）河北恵文

医師対策委員会（医師補充教育委員会）は年
間５回の委員会を開き教育，補充の問題につい

医師対策委員会
委員長河野稔（副）宮崎達

て検討をした。

広報委員会，編集委員会は毎月１回委員会を

看護制度委員会

委員長根元儀一（副）河北恵文

開き，それぞれ病院ニュースおよび日本病院協
会雑誌の編集会議を行った。

臨床予防医学委員会
委員長欠（副）小野田敏郎

臨床予防医学委員会は年間９回の委員会を開

き委託研究，人間ドックの未来像等について協

経済委員会

委員長小野康平（副）森直一
井上昌彦

広報委員会

これを基として別項記載のごとく医療費引上

議を行った。

研究部会の昭和47年３月役員の新任ととも

はたらきに研究部会の世話人（幹事）は
Z８７
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えるべき条件について，学識者，患者，看護婦

つぎのように委嘱された。

病院診療部会山本修（都立大塚病院長）

自身により講演，シンポジウム，討議を行って

事務管理部会平野栄次（駿河台日大病院）

きた。

医事研究会安藤秀雄（社保蒲田病院）

薬事管理部会は今日的研究課題をとりあげて

庶務人事研究会関武矩(聖路加国際病院）

研究し，新設された薬学会館の会場利用が出席

用度研究会神門昇三（虎の門病院）

者に便益を与えた。

施設研究会入江完（駿河台日大病院）

栄養管理部会は基準食の標準化，栄養指導の

会計経理研究会寺本亀義（東京警察病院）

確立など医療に直結した勉強会を多くもったほ

労務研究会東義晴（武蔵野赤十字病院）

か，管理についての研究も多く行われた。

看護管理部会十ニミヨシ（東京逓信病院）

事務管理部会は多くの事務長が悩む問題につ

薬事管理部会古川正（東京警察病院）

いてテーマを選び，かつ病院管理全般にわたる

栄養管理部会宮川哲子（虎の門病院）

問題のなかから選定された。医事研究会は継続

病歴管理研究会高橋政旗（杏林大学病院）

的にとりあげるシリーズ的なもののほか，既に

病院管理総合部会河野稔（北品川総合病

とりあげたものを別の角度から掘りさげること

院長）

を行った。会計経理研究会は各自の病院に役立

放射線管理部会河野通孝(北品川総合病院）

つものを選んで研修をした。労務研究会は合同

臨床検査管理部会佐藤和身（駿河台日大病

研究会を主とした。庶務人事研究会は手近かな

院）

問題をテーマとした。用度研究会は外部講師を

ハウスキーピング部会寺本千枝(国立東一）

招いて専門的知識の吸収をはかった。施設研究

昭和47年の研究部会のはたらきについて，翌

会は参加者が多少減じたが，これは管理的なも

昭和48年３月24日，研究部会の総合集会におい

のが主となり技術的，実務的な面が少なかった

て各部会の代表より次のように報告された。

ためと考えられた。

病院診療部会は，昭和33年６月発足以来，毎
月第３火曜日に欠けることなく続いた。発足当
時原動力となった副院長，院長補佐，医長クラ
スの人びとが院長に昇格し，この機会に医長ク

ラスの育成啓発が必要である。他の部会研究会
との合同研究会は盛会であった。

病院管理総合部会は，毎月第３土曜日に行わ

れ，中小病院の特性を活かした勉強を行ったが
出席者が常連のため固定したようすもあるが，

この勉強会を通じて入会した新会員も多く，病
院大同団結の基礎づくりにいささか役立った。

看護管理部会は，専門職としての看護婦の備
１８８

放射線管理部会は，参加者がやや常連化した
感があり，さらに多くの人に呼びかける。

臨床検査管理部会は，各検査室の抱える問題
点についての討議を主とした。

ハウスキーピング部会は，従来外部にもって
いた病院ハウスキーパー会の勉強会を合体して
研究を行うこととし熱が入ってきている。

病歴研究会は，セミナーを月例研究会として
毎月研究を行ってきた。

教育研修班は３日間コースと６日間コースの
２つを行ってきたが，それぞれにもつ意義があ
り，さらに努力をつづけたい。

３神崎会長時代

昭和48年の各研究部会の実績は次のとおりで
ある。

労務と合同研究会を１０月17日京都市で開き１０１
名が参加した。用度全国研究会は11月28日29日

病院診療部会は11回，事務管理部会は12回傘

神戸市で，会計経理全国研究会は７月20日21日

下の医事研究会は６回，庶務人事研究会は６

名古屋市で開かれ参加者141名，施設研究会は

回，用度研究会は６回，施設研究会は６回，会

９月５日６日金沢市において開催した。

計経理研究会は４回，労務研究会は５回であっ

病院管理総合全国研究会は５月13日和歌山県

た。また看護管理部会は３回で，薬事管理部会

白浜温泉で前年７月岐阜市の場合についで全日

は５回実施した。栄養管理部会は６回開催をし

本病院協会と共催して和歌山病院協会の後援と

た。病歴管理研究会は11回の研究会を開いた。

し，講師は日病より２名，全日病より２名，和

病院管理総合部会は11回の勉強をおこなった。

歌山病院協会より２名を出して行われた。同部

放射線管理部会は６回の研究会を開いた。臨床

会はまた９月９日日鉄健保会館において全国研

検査管理部会は４回の勉強会を実施したハウス

究会を開いた。

キーピング部会の研究は年間７回であった。教
育研修班の実績は前述のとおりである。

薬事管理全国研究会は７月27日28日鳥取市に
おいて開かれた。

内科臨床協議会は，東京都内を３群に分けて

看護管理全国研究会は６月７日８日松山市に

臨床協議会を開き，１会場において概ね２症例

おいて，また10月31日，１１月１日仙台市におい

について検討し，年間計27回のべんきょう会を

て開催され参加者117名であった。

もった。

このように各研究部会，研修班，協議会は年
間の実績を挙げた。

放射線管理全国研究会は11月24日25日福岡市
において開かれ，臨床検査管理全国研究会は１１
月９日10日広島市において開催された。

全国べんきょう会前年昭和46年度企画に基

栄養管理全国研究会は７月７日松江市におい

づく全国研究会は，昭和47年２月17日18日，高

て開かれ，参加者154名，ハウスキーピング全

知市において事務管理全国研究会が開催され

国研究会は９月29日岡山市において開催，病歴

た。同２月22日大分市において医事全国研究会

管理全国研究会は８月30日新潟市において開催

が，同２月24日静岡市においてハウスキーピン

された。

グ全国研究会が開かれた。
昭和47年度の計画に基づくもので年間２回実

講習会前年昭和46年度の計画によるセミナ

ーは，昭和47年２月28日29日東京の

施は看護管理部会および医事研究会のみとし

佼成高等看護学院において第一線監督者セミナ

た。また，会期を２日間に延長した研究会が増

ーが開かれた。このセミナーの内容は「監督者

加した。事務管理全国研究会は昭和47年６月２９

のために」と題して日本病院協会より出版され

日30日山形市において開催された。傘下の医事

た。

全国研究会は６月22日23日札幌市において開か

れ162名が出席した。また，９月11日12日大阪
市の研究会には378名が参加した。庶務人事は

病院長セミナーは昭和47年７月12日より３日
間ヒルトンホテルにおいて行われた。

事務長セミナーは９月18日19日番町共済会館
Z８９
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において開かれ，総婦長セミナーは８月23日２４

終了後は日本病院協会，日本診療録管理学会認

日に行われ，診療幹部セミナーは10月19日20日

定のメディカル・レコード・テクニシャンとし

の２日間開かれた。

て登録する。この指導は杏林大学教授高橋政

看護婦を対象とするセミナーがはじめて計画

され，９月11日12日番町共済会館で開かれた。
病院監督者研修会は，はじめて３日間のコー
スをつくった。３日間コースのものは６月１９日

より番町共済会館において開かれた。また従来
の６日間コースは10月22日より５泊６日で湯河

原厚生年金会館に合宿して行われた。

診療録管理士の通診療録管理の中央化は年

頑，米国ＭＲＬの資格をもつ聖路加国際病院栗
田静枝，京都市立病院酒井隆子の諸氏により行
なわれる。

以上のように昭和47年３月予告され，７月１
日より３１日まで申込み受付を行った。

通信教育の会計は別会計とし協会の経理より
分離して行われる。
第１期の受講生は160名で，第１回のスクー

信教育はじまるとともに進み，進歩的な

リングが７月29日東京と京都で行われた。第２

病院の多くはこの仕事が本格化している。しか

期の受講生は昭和47年12月20日締切で募集がな

しながら，この診療録を管理する人たちの教育

された。

の制度，施設がこれに伴っていない。かねて厚

生省病院管理研究所において，各都道府県から

人間ドック

人間ドック学会は昭和34年短期
人間ドック研究会として発足以

20～30名の受講者を集めて２週間の病歴管理セ

来人間ドックの医学的あるいは管理的研究を発

ミナーを行っていた。この教育は，短期間では

表しつづけ，昭和44年人間ドック学会となった

あるが診療録中央管理の実績のないわが国に，

ものであるが，その学会会則の制度が必要とな

この重要な仕事を芽生えさせた。米国では４年

り，昭和47年４月１日に制定をみた。

制大学教育に50週の診療管理課程をくみこんで

MedicalRecordLibralian(MRL）を養成し，

昭和47年４月１日より人間ドック指導料が
21,300円から23,600円に引上げられた。

また高卒後１年の教育，または２年の通信教育

主婦ドックは1,700円から2,100円に，妊婦ド

によりMedicalRecordTechnicianを養成し

ックは7,900円から8,900円に，乳児保健指導は

ている。

700円を800円にそれぞれ引上げられた。

日本病院協会では病歴管理研究会が主となり

第13回人間ドック学会は昭和47年８月25日２６

病院管理研究所，日本診療録管理学会と協同し

日の２日間東医健保会館において大鈴弘文氏

て検討した結果，２か年の通信教育講座を開講

(東京警察病院長）が学会長となり開催された。

することになった。

受講資格は短大卒以上（当分の間，高卒）ま

第'2回病院管本州，四国，九州を一巡した
理視察研究会病院管理視察旅行は，第１回

たは看護婦の資格をもつもの，現在病院病歴室

と第２回のあいだに愛知，岐阜，滋賀の３県を

に勤務し院長の推薦するものとした。

抜かしていることに気付き，昭和47年の研究旅

修業年限は２か年，受講者選考は書類審査に
よる。受講料は年額30,000円（分納可）とし，
Z９０

行はこの両県を訪れることとなった。

見学病院は大津市民病院，彦根市民病院，犬

３神崎会長時代

垣市民病院，県立多治見病院，愛知県心身障害
者コロニー，名鉄病院，名古屋第一赤十字病院
の７病院である。

第２２回日本昭和47年５月25日26日，第２２回
病院学会日本病院学会が北九州市小倉市
民会館において開かれた。今回の学会は応募演

昭和47年10月25日午後，大津に集合して大津

題が98題と増加しているのに対して会期を２日

市民病院を見学，３泊４日間の研究旅行となっ

に短縮したため紙上発表のやむなきにいたった

たのは，はじめてのことであったｄ

演者が1/3に及んだ。

春の－泊病院見学昭和47年の春の一泊病院
旅行一神奈川見学旅行は６月23日24日

よび米国より多数の出席者があり，杉岡学会長

の両日，神奈川県の藤沢市民病院，平塚市民病

のあいさつのあとアジア病院連盟マユガ会長が

院，七沢リハビリテーションセンターの見学が

外国参会者を代表してあいさつをされた。

行われた。

この学会にはフィリピン，中華民国，韓国お

』慣例の学会ゴルフは学会の前日５月24日小倉

前年昭和46年10月開院した藤沢市民病院が医

カントリークラブにおいて行われた。

師会との協約により原則として外来患者をとら

併設された第２回ホスピタルショウは学会と

ず，ただ医師会員紹介患者のみに限っているこ

１日ずらしの５月26日より３日間，北九州総合

とが注目された。

外国研修第２回欧米病院事務管理視察団と

欧米病院看護研究団は，いずれも

展示場で開かれた｡参観者は約３万人であった。
医療寶問題

昭和47年２月１日を期しての医

療費値上げ実施を要求するため

昭和47年７月出発，前者は23日，後者は21日と

に日本病院協会と全日本病院協会とは相携えて

計画されていたが，前者は落合勝一郎氏(参与）

これを実現するための申入れを行った。

を団長として12名,後者は飯島勝一氏(佼成病院

昭和47年１月17日，日本病院協会内藤比天夫

医長）をコーディネイタ_として10名となった

副会長，野村秋守常務理事，全日本病院協会柳

ため２団体を合併し視察を行うこととなった。

沢浩気氏が自民党本部に小坂善太郎政調会長を

７月22日発，スウェーデン，オランダ，西

独，スイス，英国，フランス，米国の13施設を
見学し８月13日帰国した。

訪問し申入れを行った。

１月18日，日本病院協会内藤比天夫，小野田
敏郎両副会長，全日本病院協会菊地真一郎，大

ハワイ病院看護研究団は11月12日より18日ま

村重人，内藤景岳３副会長がまず日本医師会武

で，参加者は15名でカイザー財団病院，クワキ

見会長，ついで円城寺中医協会長，斎藤厚生大

ニ病院，セントフランシス病院，クイーンズ病

臣，中曽根自民党総務会長，鈴木自民党医療基

院を見学し，また，アーカディア老人ホームお

本問題調査会長をそれぞれ訪ねて会見し，その

よびカピオラニ婦人病院は２班に分かれ選択し

実施についての申入れを行った。

て見学した。

前後５回を数えたアメリカ病院看護研究団の
派遣はこの年は行われなかった。

医療費の引上げは昭和47年１月31日告示，２
月１日より実施された。

２月１日の医療費引上げは十分ならず，１２月
19日さらに医療費の値上げ要望のため小野田，
１９１
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阿久津両副会長は全日本病院協会副会長菊地真

と力説した。

一郎氏，同常務理事柳沢浩気氏とともに武見日

医療基本法については，さきに日本医学協会

本医師会長，斎藤厚生大臣および各局長，円城

がその草案を発表し，最近には日本社会党もま

寺中医協会長を訪ね昭和47年６月の病院実態調

たその試案を発表した。

査（公私病連調査）に基づいた医療費改訂の要

日本医学協会の草案は，医療の目的・定義，

望を行った。その主たる意見は①入院料が安い

原則・医療担当者の定義と権利・義務，医学教

②夜勤手当1,000円が定められたが看護料は７

育研究，国民の権利・義務，国および地方公共

点追加の要あり③救急医療費の50％増は不十

団体の責務，医療委員会についての９条からな

分，２～３倍が必要であるとした。

る格調の高いものである。

つぎの要望書に，改訂要求表を附して提出さ

社会党の草案は極めて細部にわたって述べら
れており，医療法，健康保険法の内容にまで及

れた。

要望書

んでいる。

本年２月に行なわれた医療費改訂は病院

自民党試案はおおむねその中間をゆくもので

医療の改善を補うに足るものではなかっ

ある。簡明にすぎれば原則をかかげることに終

た。

り，細部にわたれば基本の法ではなくなってし

しかし，その後に行なわれた人事院勧告
による人件費の大巾な上昇ならびに諸物価

の高騰により各方面の調査を見ても病院経

まう。

日本病院協会はこの基本法を検討して答申の
素材とした意見はつぎのとおりである。

営はさらに危機に陥った。よってここに改

今般諮問をうけた医療基本法案要綱について

めて入院時医学管理料，看護料等を中心と

日本病院協会は全般的に賛成である。しかしそ

した病院関係診療報酬の適正なる改訂を速

の細部については次のような意見を有する。

やかに実施することを要望する。

1．医療基本法は医療の基本を規定するもので

昭和47年12月19日

単に医療政策の基本を規定するものではな

社団法人日本病院協会

い。医療は政府が行なうものではなく，その

社団法人全日本病院協会

調整のもとに国民全般が行なうものである。

医療基本法の自民党医療基本問題調査会は

2．医療の基本の範囲は必ずしも明確ではな

草案への意見，月末，医療基本法案要綱を

い。しかし医療計画審議会の計画の基本にな

発表したが，これについて調査会の鈴木善幸会

ると考えられる事項はこの基本法に定められ

長より各関係団体に対し諮問があり３月１日自

る必要がある。

民党本部において小野田副会長が会を代表して

3．医療に必要な要素は医療要員の養成確保，

午後１時から35分間意見を答申，諮問要綱には

医療施設の整備にとどまらず，その組織体系

全般的には賛成ではあるが細部の点については

の確立もまた必要である。

意見ありと11項目にわたって反論し第４章の医

4．医療はひろく健康の増進からリハビリテー

療に関する社会保障の理念は削除すべきである

ションにまたがる包括医療でなければならな

１９２
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いが，医療の中心は診断・治療にあることを

険，低額所得者(Medicalindigent)，老人は

忘れてはならない。

医療扶助ということである。

5．医療が科学とくに医学を基盤とすることは
当然のことであるが，医療の原則にはこれを
加えるべきである。

6．医療の組織体系にはRegionalizationすな

11．医療については医療の基本が保険に優先す
る。医療は保険の召使いではない。
以上のことから法案要綱に次の加除が望ま
れる。

わち地域計画が出発点となる。都道府県の医

１）第１章第１医療に関する政策の目標を

療体系計画が優先して国はその調整に圧ずる

「医療の目標」に，第２の「医療に関する

という体系が望ましい。このことは英国にお

政策の理念」を「医療の理念」に改める。

いて，また西欧社会主義国においてこれを立

２）第１章第１の３行目，医療施設の整備の

証している。地域計画はその地域における医
育機関をも包含しなければならない。

7．医療施策とくに医療施設に対する財政的措
置として公的・私的を問わずその源に公費を
注ぐ原則を確立しなければならない。公的・

●

つぎに「医療組織体系」を加える。

３）第１章第２の１のはじめに「医療は適正

な診断と合理的な治療を中心とするが」を
加える。

４）第１章第２の１と２の間に（医療の科学

私的医療機関に対する金融がかえって国民の

性の原則）を加え「医療は医学を基盤とし

負担を増大していることを知らなければなら

て行われなければならない」を加える。

ない。

8．審議会，協議会等の委員会の構成員はつね

５）第２章の第１の冒頭，国|よのつぎに「医

療の目標と」を加える。

に高い次元にたって施策の諮問に答えなけれ

６）第２章第１の３の３行目……図るととも

ばならない。この際，官僚の統制は排される

にの次に「医療機関および」を加える。こ

べきである。

の項の最後に「この際都道府県の地域計画

9．医療と社会保障とは本来別個のものである

から，本基本法に特に掲げる必要はみとめな
い。

10.本基本法案にも記されているように，国民

がまず策定され国はその調整に任ずるこ
と」を加える。

７）第２章第３の２行目「及び金融上」を削
除する。

は自らの健康を自ら守る責任がある。医療保

８）第３章第５の３の１行目，市町村長のつ

障とは自らの健康を自ら守り得ない人びとに

ぎに「保健所長，病院管理者」を加え，学

対し納税者がこれを守ることにある。また医

識経験者のつぎの「及び保健所長その他の

療保険は大なる不時多額の医療出費に備えて

関係行政機関の職員」を削除する。

これを保険することである。

その要のない者に保険を強制することは誤

９）第４章は削除する。

りである。すなわち高額所得者は自由診療ま

看護制度改厚生省看護制度改善検討会（座
革の意見長島内武文氏）より現行の看護

たは自由加入保険，一般のものは強制加入保

制度に対し日本病院協会の意見をもとめられ
Z９３
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在の午前零時交替を改めることと，保育施

た。

看護制度委員会が中心となり，つぎの意見を
まとめ昭和47年８月31日答申した。
看護制度改革に関する
日本病院協会の意見

設，通勤可能な住宅の設備等への公費の補助
が望ましい。

4．准看護婦の名称を実務看護婦と改め高校卒
一年の教育とする。

1．看護婦は不足している。国民福祉の上から

高校進学率が高まり将来中学卒業者は殆ん

も早急な増員が望まれるが急いで質の低下を

どなくなる見通しであり看護の本質から考え

招いてはならない。

ても高校卒業者が望ましい。実務看護婦より

看護婦不足の為に全国で遊休している病床

が何万床あるかの実態を把握し早急な増員が
望まれるが，医学の進歩と民度の向上は益々

質の高い看護を要求しており質の低下に陥ら
ないよう充分の配慮を望む。
2．看護婦不足の原因は入学定員の不足にある

が最近志願者が漸減の傾向にある。看護婦の
仕事を職業的にも魅力あるものにすべきであ
る。

正看護婦への途として二年制の進学コースは
残すことが必要である。

5．看護学校の看護短期大学への転換

現在の学校は教務内容の充実せるものも多
く見うけられるにもかかわらず各種学校では

進学者にとって魅力に乏しい。教育内容から
考えても短期大学への転換が望ましい。
6．教育の費用

国家的必需性にもとづく看護婦の養成には

療養中に占める看護の力は偉大なものであ

公費負担による施設の充実が望ましく現在の

る。国民はややもすれば医療面のはなやかさ

ようにそれを`患者に負担させるべきではな

に眩惑され看護への認識を欠いている。よい

い。学生の学費には公費による貸費制度が至

看護なくしてよい治療はありえない。特に最

当であろう。

近ＩＣＵや人工透析等でも微細な観察と細心

7．看護教員の養成

の注意を要求され－歩誤まれば患者に命の危

養成機関及び学生数の増加によって不足し

険がせまるものである。人命に直接関与する

ている看護教員の養成は大学卒業が望ましい

仕事にたずさわるものの地位の向上と看護学

が，とりあえず長期講習その他の対策を緊急

の専門性からも魅力ある職業にもっていく必

に考える必要がある。この際充分な病棟勤務

要がある。

の経験を身につけておくことが望ましい。

3．看護婦の離職を防ぎ再就職を容易ならしめ

るために採るべき措置

8．看護婦の卒後研修

医療の高度の進歩にともない看護婦の仕事

看護教育の充実から卒業間もなく結婚適齢

も複雑微細にわたってきている。そのため卒

期を迎えるため看護業務特に夜勤業務が家庭

業後の研修が大切となってきた。臨床にたず

生活と共存しない点がある。多くの病院でこ

さわる看護婦の専門教育に必要な教育病院を

の点に頭を悩ませている。数の充足により回

指定し一定の修練をおえたものには，何等か

数が僅かであれば或る程度緩和されるが，現

の資格認定をあたえるべきである。
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２，４００カロリ日本病院協会は前年昭和46年
一を改めよより，患者食２，４００カロリー
は過多として検討をすすめてきたが，栄養学的

れますが「病人の栄養所要量」については
未だ確たる基礎数字は示されておりませ
ん。

に2,000カロリーが適当であるとの結論に達し，

厚生省は国民栄養と共に「病人の栄養所

昭和47年10月20日，厚生大臣に対して改善の要

要量」についてもその基準を明確にされる

望書を日本病院協会長と全日本病院協会長の連

べきものと考えます。将来の病人食の在り

名で提出した。

方を洞察されると共に時代に即応した措置
要望害

国力の充実に伴いすべての施策が総点検
され－大転換期を迎えんとしている秋に当

り，国民の福利厚生の向上に日夜努力され
ている厚生省並びに関係各位に対し心から

敬意を表します。

を速やかに講ぜられんことを切望します。

国際伽病院会議曰国際病院会議を日本で開催
本開催を決めるすることを日本病院協会が
決心した。

昭和47年10月19日の常任理事会において５年

後の昭和52年1977年に日本で開催し，これをい

日本病院協会および全日本病院協会は

ま合同の準備態勢にある全日本病院協会および

「病院の機能を高め能率をよくする」ため

全国自治体病院協議会と合同主催をしたいとの

に日夜研鑑しておりますが，今回病院給食

協議が行われた。このために次年昭和48年５月

に関し長年の研究結果を纒めましたので報

'､リントンホーズ事務総長の来日までに準備委

告かたがた善処方を要望いたします。

員会が具体案を作製する。委員は小野田副会

病院給食の基礎をなす基準給食に関しま
しては，昭和33年８月，２，４００カロリー以

長，河野常務理事，落合参与および国際会議に
参加した者をもって構成することとした。

とという基本的数字が３局長名(保局53号）

アジア病院連前年昭和46年６月マニラにお
盟常任理事会いて結成されたアジア病院連

により通達ざれ今日に及んでおります。こ

盟の第２回の常任理事会が昭和47年５月19日台

の措置は，戦後極度に食糧が不足していた

北市において開かれた。日本からは神崎三益連

時代に，病人に充分な栄養を与え，ひいて

盟理事が参加した。

上，蛋白809以上，脂肪209以上であるこ

は治療効果を大ならしめたいという意味で

常任理事会にはフィリピンよりマユガ会長，

厚生行政の－大ヒットで，深く敬意を表す

コンコ理事(比国病院協会長)が出席，マユガ会

るものであります。

長が座長となり，会長の任期延長のことおよび

しかしながらこの基本的な数値は食糧の

次期会長候補は神崎三益氏であること，末加入

いわば豊害時代ともいえる今日において果

国の勧誘のこと，会費500ドルを200ドルにして

して妥当でしょうか。我々病院関係者は時

負担を軽くすること，機関誌発行のことが決め

代の推移と社会'情勢に応じて患者給食につ

られた。

いても深い考慮を払う必要があります。健

マユガ会長はそのまま５月24日よりはじまる

康人の栄養所要量については年毎に発表さ

第２２回日本病院学会に出席のため日本に向かつ
１９５
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}よ小野，落合両氏，中華民国は今回欠席した。

た。

中国病院協会大会５月20日と２１日に開かれ

た中華民国医院行政協会

（中国病院協会）の大会には，神崎会長が招か

れて講演を行い，近く発足するこの国の健康保
険制度への助言を行った。小野田副会長は５月
21日台北に追及して，この大会に出席した。

議事はさきに作定したプロジェクトの確認，次

期会長選出は次年度東京において行うことを決
定した。
国際交流

アメリカ病院管理者学会は昭和４７
年８月21日より３日間，ホテルニ

ューオータニにおいて国際医療セミナーを開

第２２回日本病院学会第２日の夕，小倉日活ホ

き，同学会員30名が来日して日本の医療制度・

テルにおいて第３回アジア病院連盟常任理事会

病院制度について勉強をした。日本病院協会よ

を開いた。

り小野田副会長が講師として招聰された。

出席者は比国はマユガ会長と常任理事ベルナ

国際病院連盟より財政赤字のために寄付金を

ルド氏，中華民国は常任理事林柳新氏（中国病

募り応分の協力を願いたい旨の依頼があり，日

院協会常任理事),日本は神崎三益，近藤六郎，

本病院協会は全員に協力を得て265,000円の寄

小野田敏郎の３常任理事が出席した。また韓国

付金を，７月12日送金した。

よりは大韓病院協会長宋浩星氏がオブザーバー

国際病院連盟の主催する病院視察旅行は，昭

として出席，このほか内藤比天夫，阿久津'漠，

和35年（1960）橋本寛敏氏ほか４名が米国東海

河野稔，杉岡直登の諸氏が陪席した。神崎連盟

岸の旅に参加して以来，出席者がなかったが，

常任理事が主催国としてのあいさつをおこない

昭和47年のスコットランド旅行には山本修氏

韓国病院協会の加盟が承認された。

会議においては台北における会議の報告がな
され，会員の交流，病院学会，病院年次大会へ
の相互出席，‘情報交換の実施を行うことを決め
た。

さらに第４回常任理事会は12月17日マニラに

（都立大塚病院長）ほか１名が出席して，会員
200名とともに10日間の見学旅行を行った。

出版昭和47年５月23日「病院職員ハンド

ブック」が発刊された。これは駿河

台日大病院が，新人教育用として作成した教育
資料を日本病院協会が出版したものである。

おいて行われ，小野康平（日本病院協会常務理

また８月19日「監督者のために」が発刊され

事)，落合勝一郎（同参与）の両氏が連盟常務

た。これは同年２月に開催した第一線監督者セ

理事に代って出席した。会議にはフィリピン側

ミナーの講演をもととして編集されたものであ

はマユガ連盟会長，コンコ常任理事（フィリピ

る。

ン病院協会長)，ロア常任理事が出席，日本側

Z９６
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昭和４８年
両脇会合同のための定款，施行細則案が決め

られた。栄養管理部会のもとに調理研究会が
設置された。医療費改訂資料としての病院原

価計算の全国調査が行われた。病院内託児所
設置補助金の要望を行った。国際病院会議東
京開催がＩＨＦ理事会で決定された。神崎会
長がアジア病院連盟会長に推された。

常務理事会昭和48年はじめての常務理事会

ブにおいて開かれた。日本病院協会と全日本病

は１月９日番町共済会館におい

院協会との合同のためには，予め２つの協会の

て開かれ，昭和48年度事業計画案ならびに歳入

定款および施行細則を同一にすることが必要で

歳出予算案について協議し，爾後毎月第２，第

あるとし，その定款改訂の案が予め理事会にお

４火曜日に開催し，日本病院協会のはたらきの

いて検討修正され，これを総会に提出し，提出

企画と実施とにあたった。

案どおり満場一致で可決された。

両協会合同準備のための合同常務（任）理事
会は２月17日に開かれた。

理事会，評議昭和48年１月23日理事会が番
員会，総会町共済会館において開催され
前年昭和47年度の落付予算について承認され，

病院協会合同日本病院協会，全日本病院協
準備はじまる会の合同準備は進行した。

昭和46年より日本病院協会，全日本病院協会
合同の活動が開始され，前年47年はその準備連
絡の会が頻回に開催された。

また，昭和48年度の事業計画案，同じくその予

前年12月第２回合同常務（任）理事会にて合

算案について協議承認された。その他医療費の

同の具体化の第一歩として共通定款を定めるべ

値上げ，合同の問題について議せられた。

きだとの合意に達したので，その原案作成のた

３月28日理事会のあと，評議員会，総会は番

め第６回合同準備委員会が１月20日21日の両日

町共済会館で開かれた，昭和48年度事業計画な

名古屋市名鉄グランドホテルにおいて開かれ

らびに予算が承認され，全日本病院協会との合

た。

同の準備態勢をつくるための定款改訂案と合同
の綱領作成について審議した。

定期総会は疸例により日本病院学会の会期中

５月18日帝国劇場において開かれ，昭和47年度
事業報告がなされ，同年度決算が承認された。
臨時総会は11月13日，神楽坂の日本出版クラ

共通定款の作定は困難なことで，このために
は特別にその委員会をつくる必要があり，この

準備委員会においてさっそく定款改正委員会が
つくられ，これがその第１回になった。

さらに第３回の合同常務（任）理事会が２月
17日東京八重洲の鉄道会館ルピーホールにおい
１９７
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て開かれた。

しかしこれ以降は再び合同準備委員会として
運営されることとした。

日病

小野田敏郎（副会長）
阿久津’漠（〃）

第７回合同準備委員会は４月10日東京八重洲

諸橋芳夫（〃）

の鉄道会館ルピーホールにおいて開かれ，さら

守屋博（常務理事）

に第８回病院協会連絡会が５月18日東京丸の内

野村秋守（〃）

の国際ピル内日本倶楽部で開かれた。第８回の

河野稔（〃）

合同準備委員会は６月16日17日，名古屋市名鉄

奥田幸造（〃）

グランドホテルにおいて開かれ，ここに至り定

渡邊進（〃）

款原案が合意され両協会の常務（任）理事会に

太田清一（理事）

提出，正式の機関決定とすることになった。

杉岡直登（〃）

第９回合同準備委員会は，８月４日東京八重

大屋挙吾（〃）

洲の鉄道会館ルピーホールで，第10回合同準備

昭和52年に，後述のごとくこの年の６月モン

委員会は，８月25日26日箱根湯本の河鹿荘にお

トリオールにおいて開催される第20回国際病院

いて，それぞれ開かれた。第９，１０回合同準備

会議が，アジアにおいて初めて東京で開催され

委員会にて定款改正原案は，両協会の理事会の

ることが決定した。そのためには50年ユーゴス

承認を得たことを確認し，さらに施行細則案を

ラビアのザグレブにて開催される第19回会議に

も審議決定し，遅くとも８月末までに原案作成

次期開催国としての準備を整えて参加する必要

を申し合わせた。

があった。その時に，わが国の病院団体が分裂

この段階において，合同準備委員会を設立委
員会と改称することを決定した。

しているがごとき印象を与えることを国辱と感
ずる空気が両協会の中にあった。この人たちは

設立委員会の委員はつぎのとおりである。

合同成立に時間的制限があることを意識してさ

全日病

らに早期合同の推進の力となった。

菊地真一郎（副会長）

第１回設立委員会は９月８日東京八重洲の鉄

内藤景岳（〃）

道会館ルピーホールにおいて，定款細則を協議

遠山豪（〃）

し，第２回設立委員会は10月20日東京において

菱山博文（常任理事）

開き新協会の発足と運営について協議した。

河崎茂（〃）

第３回委員会は11月22日広島市の医師会館に

林秀雄（〃）

おいて開催され，発足運営の細部について検討

岡山義雄（〃）

を行った。翌11月23日同市で開催された全日本

小原知次郎（〃）

病院管理学会総会において日本医師会常任理事

岡田泰二（〃）

に託して武見会長の祝辞がもたらされ，全日本

平山次郎（監事）

病院協会は院長即経営主体であり毅然たる立場

古森近（議長）

を確立した貴重なる病院団体であったことを称

Z９８

３神崎会長時代

え，さらにつぎのようにつけ加えた。

－たとえば，他の病院団体，ことに全

国公私病院連盟のごときものにおきまして
は，その主体が公的病院の場合は院長にな

く，地方自治体，あるいは国にあり，しか
もその団体の実権は自治労が把握している
事実が明らかであります。
自治労傘下における公私病院団体には，
本質的に病院団体としての資格と別途に考

慮すべき問題があります。つまり，自治労

の病院介入は，病院内労組の問題として取
り扱われるべきものであると判断いたしま
す。

学教授),委員14名。

経済委員会は委員長小野康平氏（足利赤十字
病院),委員13名。

看護制度委員会は委員長根元儀一氏（大和市
立病院長),委員10名。

医師対策委員会は委員長河野稔氏（北品川総
合病院長),委員11名。

広報委員会は委員長野村秋守氏（野村病院
長)，委員７名。

臨床予防医学委員会は，委員長中島克三氏
（関東中央病院長),委員12名。
編集委員会は委員長渡邊進氏（成田赤十字病
院長),委員26名が任命された。

自治体の病院がその影響のもとに行動を
左右されることは正しい医療の姿ではあり
ません。

保険委員会は欠となり，新たに３つの委員会
が設けられた。

通信教育委員会は委員長小野田敏郎氏，委員

日本病院協会が全国公私病院連盟の中に

は５名。

加入しておられる点については，その立場

国際会議委員会は委員長小野田敏郎氏，委員

を医療本来の路線に引き戻すか，あるいは

は11名。外遊委員会は委員長河野稔氏，委員は

関係労組を主体とする体制を確立するか二

１名。

者択一の段階にあると思います。最近私は

これにより委員会の数は11となった。

病院団体の合同の話を承っておりますが，

病院制度委員会は昭和48年１月29日番町共済

それらの点を清算することなしに，いたず

会館において「病院管理者論」について検討を

らに合同論議をすることは，自民党と共産

はじめ以後毎月１回，７回にわたってこの問題

党との合同に等しい論議としか受け取れま

について研究し，１０月以降は「看護と病院組

せん。－

織」について検討を開始した。

この祝辞は日医を畏I布する全日病の一部会員

に深刻な影響を与え，合同運動に若干の支障を
もたらした。

経済委員会は「部門別原価計算」について年
間６回の委員会を開いた。

看護制度委員会は制度についての検討のため

委員会昭和48年４月，各委員会委員が交替

年間３回の委員会を，医師対策委員会は非常勤

教育委員会は委員長山本修氏（都立大塚病院

の委員会を，教育委員会は教育計画とその調整

した。

長)，委員６名。

病院制度委員会は委員長守屋博氏（順天堂大

医師手当，医師未来学アンケート等につき５回
について年間３回の委員会を，臨床予防医学委
員会は総合健診システム設立のため13回の委員
２９９
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会を開いた。

割引制度」について研究し，庶務人事研究会は

広報委員会および編集委員会は「病院ニュー

２月15日番町共済会館において「病院における

ス」および「日本病院協会雑誌」の編集会議を

人材育成の現状」について検討し，用度研究会

それぞれ毎月１回開いた。

は２月16日同会場において「急騰する商品の購

国際会議委員会は４月新設以来その準備のた
めに６回の委員会を開いた。

研究部会の研究部会は年間つぎの開催計画
はたらきにより研究をおこなった。

病院診療部会毎月第３火曜

事務管理部会毎月第２金曜

入対策」について，施設研究会は「煤烟測定と
水処理の問題」について，会計経理研究会は

「予算編成の方法」について，労務研究会は

「厚生施設」について，それぞれ番町共済会館
において勉強し，以後隔月に研究会を行った。

病院管理総合部会は１月27日，千葉鴨川の亀

病院管理総合部会毎月第３土曜

田総合病院を見学して一泊研究を行い，年間７

薬事管理部会偶数月第１水曜

回の研究会を開いた。

看護管理部会奇数月第１火曜

薬事管理部会は２月７日薬学会館において

栄養管理部会偶数月第１火曜

「調剤業務の能率化」について研究し，以後隔

医事研究会偶数月第３水曜

庶務人事研究会偶数月第２木曜

月に研究会を開いた。

看護管理部会は１月30日「患者の立場から看

用度研究会偶数月第３金曜

護婦に望むもの」について検討し，以後隔月の

施設研究会偶数月第４水曜

研究を行った。

会計経理研究会奇数月第３水曜

放射線管理部会は２月23日帝京大学附属病院

放射線管理部会偶数月第４金曜

において「技師の仕事の再認識」について，ま

臨床検査管理部会偶数月第１木曜

た臨床検査管理部会は順天堂大学病院において

病歴管理部会３か月毎第２土曜

放射線管理部会と合同して「ＲＩ検査業務とそ

労務研究会奇数月第３金曜

の分担」についてそれぞれ研究し，隔月に研究

ハウスキーピング部会偶数月第４木曜

会を開いた。

調理研究会隔月第２水曜

病院診療部会は昭和48年１月16日聖路加国際

栄養管理部会は２月６日，杏林大学病院にお

いて「患者給食の採算一食材料費」について，

病院において「外来健診センター」について研

ハウスキーピング部会は２月21日国立小児病院

究を行い，爾後毎月会場を変えて年間11回の研

において「院内感染」についてそれぞれ研究

究会を開いた。

し，以後隔月に研究会を開催した。

事務管理部会は１月24日東医健保会館におい

病歴管理研究会は１月20日順天堂大学病院に

て「医事業務の合理化」について研究し，爾後

おいて「病歴管理業務」について研究し，以後

毎月１回，おおむね番町共済会館を会場とし年

３か月１回の研究会を開いた。

間12回の研究を行った。傘下の医事研究会は２
月21日青山会館において「医事課からみた診療
２００

内科臨床協議会東京都内の病院を３群に分
けて行う内科臨床協議会

３神崎会長時代

は，各群ともに１か月１回の開催を目途に臨床

症例の発表を行い，昭和48年には年間24回の勉
強会が開かれた。

全国研究会昭和47年度計画に基づく全国研
究会として，病院診療全国研究

市において開催された。

病歴管理全国研究会は10月11日仙台市におい
て開かれた。

調理研廠究会栄養管理部会は発足以来勉強を
生まれるつづけてきたが，これは栄養士

会は昭和48年２月23日津市において開かれた。

ならびに事務系の人びとの研究会となってい

また事務管理全国研究会は２月５日６日に大阪

る。この部門に多数を占める調理師のためにも

市において開かれた。

勉強会が必要であるとの意見が栄養管理部会委

昭和48年度の計画に基づくものは，事務管理

員より出され，もっともなこととして新たに調

全国研究会は昭和48年７月27日28日山口市にお

理研究会を栄養管理部会の傘下に設けることと

いて開かれ，傘下の医事全国研究会は７月19日

なった。

20日金沢市において開かれ248名が参会した。

その第１回の研究会は昭和48年５月９日駿河

また，１１月16日17日高松市においては153名の

台日大病院において「患者給食をおいしく食べ

参加があった。庶務人事全国研究会は11月15日

させる工夫」を主題として開かれ勉強が始まっ

16日盛岡市において，労務研究会は10月18日１９

た。この研究会は隔月に１回開かれることとな

日岡山市において，また用度研究会は７月６日

った。

７日名古屋市において開かれ157名が参加した。
会計経理研究会は11月29日30日大阪市におい

て，施設全国研究会は９月27日28日京都市にお
いて開催された。

病院管理総合全国研究会は６月23日盛岡市に
おいて開かれ出席は40名であった。

薬事管理全国研究会は７月26日27日福岡市に
おいて開かれ150名が参加した。

看護管理全国研究会は６月21日22日札幌市に
おいて開かれ139名が参加した。また，１０月３１

日，１１月１日広島市において開催された。
放射線管理全国研究会は６月８日９日松江市
において開かれ85名が参会した。臨床検査管理
全国研究会は９月21日22日青森市において開か
れた。

栄養管理全国研究会は７月19日20日和歌山市
において開かれ138名が参加した。

ハウスキーピング全国研究会は10月５日新潟

講習会病院長セミナーは６月29日30日の２

日間東京・ヒルトンホテルにおいて

開かれ定員を定めず53名が参加した。

診療幹部セミナーは10月26日番町共済会館に
おいて講義がなされ，２日目三井記念病院と聖
路加国際病院を見学した。

事務長セミナーは８月７日８日九段会館にお
いて開かれ，総婦長セミナーは９月６日７日番
町共済会館で開催され125名が参加した。

看護セミナーは８月21日～23日の３日間，番

町共済会館において開かれ，新しい看護技術に
ついての講習が行われ125名が参加した。
栄養管理セミナーは11月21日22日電設健保会
館で開かれた。

放射線二泊研修会は９月14日より３日間御殿
場で実施され62名が参加した。

病院監督者研修会は３日間コースは６月18日
より番町共済会館において開かれ，６日間コー
２０Ｚ
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スは10月21日より26日まで湯河原厚生年金会館
に合宿して実施された。

自動化健診の健保連との契約が具体化すると

ともに，昭和48年９月全国24の健診センターの

診療録管理前年昭和47年８月に開始した通
通信教育信教育は昭和48年７月第３期生

うち17センターの入会希望があり，特別会員と

を募集し，教育は東京地区と近畿地区，東海地

第'3回病院管本州四国九州の大略のところ

して入会を承認することとなった。

区に分けて行われた。東京地区は昭和48年２月

理視察研究会の病院を見学したところで，

12日より３日間集中スクーリングが駿河台日大

海を渡って北海道の病院を訪れることとなっ

病院において行われ，また８月23日より29日ま

た。

で佼成病院および普門館講堂で行われた。

近畿地区は２月22日より３日間，また８月２３
日より３日間大阪逓信病院で実施された。

第13回の病院管理視察研究会は昭和48年９月

26日正午，まず函館の市立病院に集まり五稜廓
病院を見学して湯の川温泉に投じた。第２日は

この教育は通信により行われるが，このほか

登別厚生年金病院を見学して登別温泉泊，第３

に東京地区においては病歴管理研究会を開放

日は苫小牧の王子総合病院を見学して札幌に入

し，また近畿，名古屋地区でも同様の研究会を

り札幌逓信病院を見学して定山溪に泊り，第４

開催して補助的教育を行った。いずれも１か月

日は斗南病院を見学した。

１～２回実施された。
人間ドック

人間ドック検査技術向上のため

の臨床検査セミナーは10回を数

え，昭和48年１月27日入新井特別出張所におい

て講義を，同28日牧田病院において実地訓練を
行った。

第14回人間ドック学会は昭和48年８月24日２５

春の＿油研究会昭和48年の春の一泊研究は
ふたたび新潟県に出向き６

月14日15日の両日，県立十日町病院と長岡赤十
字病院の２病院を見学した。

海外研修第１回欧米病院臨床検査視察団'６
名は昭和48年５月26日出発，６月
19日帰国した。

日名古屋市工業研究所大講堂において阿久津'１真

助言者として昭和大学医学部石井陽教授が同

氏（名鉄病院長）を学会長として開かれた。特

行した。デンマークのリグス病院，スイス州立

別講演は「膵疾患の診断」吉山進午氏（名古屋

病院，パリのコチン病院，ロンドンの王立ハン

大学名誉教授）が行って250名が参会した。

マースミス病院,ニューヨークのキングス病院，

自動化健診の病院内あるいは病院経営外に
実施を検討独立して自動化健診を実施す

聖ルカ病院，ボストンの市立病院，マイアミの

る施設が出来てきたが，これを人間ドックと同

第23回日本第23回日本病院学会は昭和48年

じように健保連との契約により実施できないも

ジャクソン記念病院等13施設を見学した。

病院学会５月17日18日，河野稔氏が学会

のか，昭和48年８月17日の常務理事会において

長となり東京・帝国劇場を会場として開催され

この協議がなされ，実施する施設より委員を出

た。前回同様会期は２日間とされ，１０４題の一

し，樫田良精氏（東大教授）を委員長として自

般演題を１題３分間に述べることとなった。

動化健診の実施を検討することとした。
２０２

本学会の発表演題は日本病院協会雑誌６月号
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に完全抄録104題を集録し掲載された。

学会参加者の懇談会を「病院人のつどい」と

し，揃いの法被を着て乾杯した。

病院の原価計日本病院協会は診療報酬の合

病院会議開催の準備のために国際会議委員会を
設けることを決め委員長に小野田敏郎，副委員

長に河野稔，左奈田幸夫，委員には小野康平，

落合勝一郎の諸氏が当ることとなった。

算の全国調査理的是正を求めるために，病

国際病院会議InternationalHospitalCon‐

院の原価計算を行いそれに基づいた数値をあげ

gressはわが国における一般通念から爾後国際

て政府ならびに中医協に対して要望をくりかえ

病院学会と呼称することとした。

してきた。

第１回の委員会を３月６日に開き，学会資金

昭和48年には，これが全国的規模に調査を行

は１億円を目標とし，資金は会員よりの募金，

った。すなわち原価計算実施のための講習会が

各団体からの寄附金，政府の助成金を予定する

実施されたのち，昭和48年６月のlか月に対す

等の企画をたてて各委員の分担を定めた。

る原価計算が全国的規模で行われた。これらの

第２回委員会は４月６日，第３回委員会は５

資料は医療費是正要求に資するためにすべて公

月８日，第４回５月22日と開かれ，会場につい

私病連に送られた。この原価計算はまた実施病

ては東京の４つのホテルと京都国際会議場を候

院のそれぞれについて，自らの病院の経営に関

補とし，会期は西欧の先例は６月であるがわが

する反省の資料としても役立った。

国の実情から５月としたい，参会者は外国より

看護婦の不足前年昭和47年秋以来，看護婦

500名，国内より1,000名を見込む，経費は１億

年２月看護制度委員会が全国病院のアンケート

モントリオールの第18回国際会議出席にさき

調査を行ったが，看護婦不足のために20.4％の

がけて，５月30日国際病院連盟事務総長ハリン

病院が病床を閉鎖し閉鎖ベッド数は全病床数の

トンホーズ氏が開催の打合わせのために来日

3.9％に及んでいることがわかった。病床閉鎖

し，神崎会長および国際会議委員がホテルニュ

が大病院，ことに官公立病院に多いことは労働

ーオータニにおいて会見した。1977年の会議開

組合の強さに関係すると判断された。

催については，オーストラリアも立候補してお

の不足が顕著となり，昭和４８

7,000万円に改めることとした。

託児所補助看護婦不足の対策として，看護
金の陳情婦の病院定着が必要なことであ

において決定される。日本に決定した場合，会

り，このためには病院内託児所の設置は重要な

議の経済は国際病院連盟が責任をもち300～500

ことと考えられた。日本病院協会はこの託児所

万円を残したい，運営および会場費は日本病院

設置に対して建設費の1/２，人件費の1/2を国の

協会がひきうける，会場として京都は不向きと

補助金を出されるよう，昭和48年12月13日，厚

思われる，ホテルニューオータニは会場として

生大臣および労働大臣に対し要望害を提出し

難はなという意見であった。ハリントンホーズ

た。

氏には関武矩委員（聖路加国際病院）が同道し

国際病院会昭和47年２月13日の常務理事会

議の招致において，わが国における国際

り，いずれになるかはモントリオールの理事会

念のために京都国際会議場の下検分を行った。
昭和48年1973年６月17日より22日までカナダ
２０３
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のモントリオールにおいて第18回国際病院会議

に立たされている。私たちの頭の中はその打開

が開催された。連盟常任理事神崎三益会長，内

策でいっぱいで他を顧みる余裕のない明け暮れ

藤比天夫日病副会長，落合勝一郎同参与がこの

であるが，諸外国の方たちは，そんなことはご

会議に出席をした。日本はかねての決定にした

存知なくＧＮＰ世界２位，たまに訪れる外人は

がい次々回1977年の開催国として立候補し，同

立派な都市作りに驚き，その日本人の命を預る

時にオーストラリアも立候補をした。これを決

病院がお寒い状態にあるなんてことは一向にご

定する常任理事会においてハリントンホーズ事

存知ないのである。それに，あの人達は東洋の

務総長やオーストラリアの友邦国ニュージーラ

孤島日本に大きなあこがれを持っていらっしゃ

ンドのサー・エドウィン・ベイト代表の日本国

る。

での開催についての賛成演説があり，オースト

思い起こせば1957年漸く外国旅行の枠が広げ

ラリアは立候補を辞退したため，東京が1977年

られた頃，私は橋本前会長とリスボンで開かれ

の国際病院連盟大会の開催地と決定した。＿

た国際病院連盟会議に出席した。既にその時に

神崎会長はそのi6ようを日本病院協会雑誌第
20巻９号につぎのように述べている。

さえ「次は日本で開け」の声は高く，橋本会長
が「とんでもない」といわれたのをよく憶えて

-1977年の国際病院連盟の大会を日本に招

いる。外国の方たちはそのように日本に筐れを

くという大事な使命を帯びて内藤副会長，落合

もっている，その'憧れを満足させてあげるのも

参与らと共に第18回国際病院連盟会議に出席の

ホスピタリティではないであろうか。

ため６月１５日羽田をたってカナダのモントリオ

内に大きな悩みを抱えているとき，外からく

ールに向かった。カナダ航空のストライキを聞

る大きな圧力があることは勇気を倍加させて内

いてサンフランシスコ，シカゴを経由する空路

憂解決の大きな力にもなろうか。同時にわが国

をとった。ところがシカゴ近くでひどい嵐にあ

の識者や政治家に文化のバロメーターはその国

い着陸が大変おくれてハラハラした。

の社会福祉の充実度にあることを説き，病院の

こういうことで初日の理事会には危くセー

充実に大いに力を捧げさせるよすがにもなろ

フ，対抗馬のオーストラリアの出現に気をもん

う。すでに矢は弦をはなたれた。あとは会員諸

だがハリントンホーズ事務総長の事前工作とオ

賢の努力と協力に期待するのみである。-

ーストラリアの兄弟分ニュージーランドの取り

1977年の国際病院学会の日本開催が決定され

なしでオーストラリアは紳士的に譲歩したので

たことにより，国際会議委員会は学会会期を昭

次々回は日本と決まってほっとした。国際関係

和52年1977年５月22日より27日までと定め，ホ

も，ああいうふうに紳士的というか，なごやか

テルニューオータニの各部門を検討してこれを

に協調できたら世界平和も夢ではないと思っ

会議場に決定した。また同時に開催するホスピ

た。しかし「1977年日本東京」と報告されるの

タルショウ展示物を晴海国際見本市会場と定め

を聞いて，ほっとすると同時に大変なことを引

た。また同年日本に開催予定の国際看護協会Ｉ

受けたものだと緊張した。

ＣＮの大会を国際病院会議と連接するよう連絡

考えれば，日本の病院は国内的に非常な危機
２０４
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１２月５日フィンランド病院協会長のへイキ・

国際病院会議の開催地の決定にあたり，オース

シモラ氏が日本病院協会を訪問され交歓をし

トラリア病院協会が謙譲の美をもって東京開催
に協力したことを感謝し，また３年まえ設立さ

た。

神崎会長アジア病東京における第23回病院
院連盟会長となる学会を機に，昭和48年５

に入会することを希望すると述べ拍手をうけ

月16日東京日比谷の国際ピル日本倶楽部におい

た。神崎会長は豪州の会議に出席のあと，同時

て第５回アジア病院連盟会議が開かれた。

に招待をうけたフィリピン病院協会のマニラ年

この会議で，初代マユガ会長の任期がのびて
いたが，いよいよその後任に神崎三益氏が満場

一致で推薦された。

れたアジア病院連盟にニュージーランドととも

次大会にも出席し26日帰国した。

雑誌「病院」日病昭和31年ＷＨＯの顧問と
機関誌の任終るして米国よりクロスビー

アジア病院連盟はすでに参加国代表の学会へ

氏が来日し，その助言に基づいて雑誌「病院」

の招待などその交流が実施されているが，さら

を日本病院協会の機関誌とすることとなった。

に加盟国を増加するよう措置すべきであると議

「病院」発行者である医学書院社長金原一郎氏

決された。神崎氏の会長就任にともない事務局

と日本病院協会橋本寛敏会長の間に契約が結ば

長には落合勝一郎氏が推された。

れて，昭和32年１月号より「病院」は，日本病

これよりさき，５月12日13日台北で行われた

院協会の機関誌となり，その表紙にJournalof

中華民国病院協会の総会には，内藤景岳氏が神

JapaneseHospitalAssociationの副題を附して

崎会長に代わり出席した。

日本病院協会の実施する学問的行事の記事，病

５月17日18日の第23回日本病院学会には外国
の病院協会員として，米国からはシャーマン氏

院学会の抄録を掲載してきた。
昭和32年当時，「病院綜合通信」として４頁

（シャーマン病院長)，小林玄一氏(同副院長)，

ないし８頁の報道を主とした日本病院協会の月

フィリピンよりマユガ氏，中華民国より郎仕栄

刊誌は昭和34年８月「日本病院協会々報」と改

氏（同病院協会長）ほか６名，韓国より宋浩星

題され，昭和40年には「日本病院協会雑誌」と

氏（同病院協会長）ほか７名が参会した。

なり，その内容も病院管理についての学問的記

国際交流神崎会長オーストラリア病院大会

事を増してきた。いまや日本病院協会は，部外

オーストラリア病院協会の年次大会は昭和４８

医学書院は雑誌「病院」の日本病院協会の委託

年11月16日17日首都キャンベラ市において開か

機関たる契約の解約を日本病院協会に申し入れ

れたが，神崎三益会長はこの大会に招待をう

てきた。

に招かれる

に機関誌を委託する要を認めなくなってきた。

け，落合勝一郎参与とともに出席した。神崎会

昭和48年12月，「病院」はその機関誌の任を

長は11月16日出発，第２日の後半に「日本の医

終り，昭和49年１月号より英文の副題をはずし

療制度」について講演し，そのなかで1977年の

た。

２０５
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昭和４９年
神崎会長が退任し東陽一氏が会長に推され
た。橋本寛敏名誉会長が逝去された。健保連
との提携による自動化健診がはじめられた。

第１回診療録管理学会が開かれた。病院への
コンピュータ導入のためセミナーが頻回に開

かれた。日本病院共済会が設立された。国際
病院会議の準備がすすめられた。両協会合同
の協議，手続きがおわり10月１８日日本病院会
が発足した。

常務理事会は昭和49年１月８日

河野稔（北品川総合病院長）

番町共済会館において開催さ

根元儀一（大和市立病院長）

れ，昭和48年度補正予算案，昭和49年度事業計

左奈田幸夫（国立埼玉病院長）

画案，同予算案について審議し爾後毎月第２，

奥田幸造（公立能登総合病院長）

第４火曜日に開催して，日本病院協会のはたら

藤岡萬雄（県立小原療養所長）

常務理事会

きの企画，実施にあたった。

堀内光(臺鬘都済生会中央病）

昭和49年３月28日，役員改選に伴い神崎三益

渡邊進（成田赤十字病院長）

会長は勇退し，新しく東陽一氏が会長に就任

監事五十嵐衡（晴和病院長）

し，常務理事会への出席者はつぎのようになっ

大野松次（京浜総合病院長）

顧問矢野城太郎（東京共済病院顧問）

た。

会長東陽一(圭冒三隻へﾋﾞﾘﾃｰ）
副会長小野田敏郎（佼成病院長）
阿久津’漠（名鉄病院長）

近藤六郎（有隣病院長）

各役員の業務担当は次のとおりとなった。

内部・事務局担当

諸橋芳夫（旭中央病院長）

人事庶務左奈田幸夫

常務理事小野康平（足利赤十字病院長）

会計経理堀内光

守屋博（11項天堂医院副院長）

野村秋守（野村病院長）
２０６

企画・広報担当

事業計画小野田敏郎
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協会雑誌渡邊進

明し，これに対して法人格取得のことで質疑が

ニュース野村秋守

交わされたあと，提案の各項については一括万

図書出版小野田敏郎

場一致で可決された。

陳｣肩・渉外河野稔
外遊・病院団体担当

（１）新協会の名称：日本病院会
（２）発足期日：昭和49年10月18日

病院団体藤岡萬雄

（３）設立のための措置

大野松次

民法には合同合併の条項がないため解散

渡邊進

して合同する。しかし日本病院会は設立さ

外遊関係河野稔

れても翌年３月末までは任意団体としてお

落合勝一郎

くので両方共それまでは法人格は有する。

役員は現在の役員が両方ともそのまま留任

共済会担当
共済会活動藤岡萬雄

６月小野康平，左奈田幸夫両常任理事の辞任
に伴い，小林隆(日赤中央病院)，榊田博（日本
バプテスト病院長）両氏を常任理事に推薦し

する。来年４月になってから新定款により

役員改選が行なわれる。それより新法人格
認可の申請を行なう。

（４）新法人格取得までの措置
事業は現在の事業をそのまま続行する

た。

理事会，評議昭和49年１月22日，理事会が
員会，総会番町共済会館において開か

が，学会，雑誌，病院ニュース，外国旅行
などは１つにまとめて行う。各種の勉強

れ，昭和48年度補正予算案についで昭和49年度

会，人間ドック，ドック学会，通信教育，

事業計画および同年度予算について審議がおこ

図書発行など日病自体で行っていたものは

なわれ承認された。また全日本病院協会との合

そのまま続けていくことにしている。

同の問題について経過報告がなされ，また国際
病院学会の計画と基金募集について協議がなさ
れた。

３月28日別項のごとく評議員会，理事会，総
会がおこなわれ，５月23日恒例により日本病院

学会の会期中その会場金沢観光会館において総

会が開かれ，昭和48年度事業報告と同年度決算
の報告とが行われた。

臨時総会は９月24日番町共済会館において開
催された。

（５）事務所
東京番町共済会館とし関西にも支部をお
くことができる。

解散時に残余財産ある場合は新協会に寄
付をする。

会長交替神崎会長勇退し東陽一氏新会長に
推される

昭和49年３月28日日本出版クラブにおいて評

議員会，理事会，総会がおこなわれた。

役員の選挙について２月12日，立候補者評議

議事は当日の重要議案である新病院協会設立

員76名，理事64名，監事２名で，その資格審査

に関し，小野田副会長は第１回から第４回まで

のうえ，定員超過または不足の県においては選

の実行委員会で合意したことによりつぶさに説

挙規則にしたがい選挙あるいは推薦の方式によ
２０７
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りこれを調整した。

着剤的役割をすることはできると思います。

神崎会長は日本病院協会創立第２年には日本

単に合体したというのでなく非常に強力な団

病院協会役員として参与し昭和29年より副会長

結を，そのためには'慎重に事を運ばなければな

としてまた昭和45年より会長として日本病院協

らない。すべて会長だけで協会を持ってゆくの

会のために尽くしたが昭和49年３月77歳に達し

でなく皆さんの力でやって行くもので，いまし

て武蔵野赤十字病院長を辞任，同時に日本病院

ばらく頑張って行きたいと思います｡－

協会長の職を勇退して名誉会長に推された。

神崎会長に替わり，新しく東陽一氏が会長に
推された。

同時に，永年副会長をつとめた内藤比天夫氏
は理事として退いた。

改選による副会長，常務理事，監事は常務理
事会の項に記載のとおりである。

新任の東陽一会長は理事会において次のよう
にあいさつをした。

－私が会長になるとは寝耳に水の話であっ

て，本来なら２～３日考えてということです
が，お引受けすることにしました。

５月23日の総会において顧問に矢田城太郎，
近藤六郎氏の委嘱が承認された。
橋本名誉会長逝く

昭和49年１月13日，橋本
名誉会長は自宅において

逝去された。１月19日，聖路加国際病院聖路加

礼拝堂で病院葬，大学葬の葬送告別式が行わ
れ，その功労に対し畏きあたりより正四位と銀
盃が贈られた。

日本病院協会病院ニュースは次のように弔文
を掲げた。
－戦後ながく米軍に接収されていた聖路加

国際病院の建物が返還されるとき，その式典に

思いますに，現在の日本病院協会のいろいろ

参列した米軍高官を前にして，「十数年ものな

な大きな仕事をやるにつけても，やはり日本全

がきにわたり本病院を占領したことは，アメリ

国の病院が一団となって事に当らなければなら

カ国民の恥である」と演説された橋本先生のご

ない。その意味から全日病と日病が３年前から

気概はどこからきたものであろうか。

大同団結に向かって努力して来たのでありま

先生は三浦内科で臨床研修されたのちに，札

す。漸く，その実を結ばんとしているときであ

幌の市立病院に赴任をされた。先生の御祖父は

り，この際それを実らせたいと思っているのは

白石藩の家老で戊申戦争の折に薩摩軍に敗れ，

私一人ではないと思います。

のち，名実ともにさいはての地に追放される。

私は老骨の身で，脳髄の動きも鈍っておりま

その辛苦は，下北半島に追放された会津藩士の

すが，幸いにして副会長，常務理事，その他皆

遺書からも偲ぶことができる。先生の札幌への

さま方が良く導いてくださることを確信しまし

ご赴任は御祖父への弔いのこころであられたの

て，皆さまの推せんにより会長をお引受けした

であろう。

次第です。

何分橋本名誉会長，神崎会長のように，する

先生はその後，米国に留学される。先生がこ
こでとり入れられた病院管理への収穫は重い。

どい頭がないので，今までのようにはとてもで

先生は仙台で育たれ祖父の代からのキリスト

きないと思いますが，皆さんの力を結集する接

教徒であられた。中学に進まれるとき御母堂が

２０８
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名門校を避けて，東北学院を選ばれたのであ

<現れている。間もなく上條氏が亡くなられて

る。幼い先生はここで米国人牧師の校長，若き

橋本先生が会長に就任された。それは31年11月

日本人牧師から清教徒の心を汲まれたのであっ

である。

上條前会長と橋本新会長の違いは時間の正確

た。

先生の生涯を支えたかのご気概は，祖父より

さということで，前者は必ず遅刻，橋本先生は

うけつがれた武士道のこころと，幼くして体得

５分前には出席，今も日病の諸会合の時間の正

されたピューリタンの心が，その柱になってお

確さは先生の遺物といってよい。先生のご就任

られると拝察される。

間もなくもち上がった例の甲表，乙表問題。先

（中略）

生は正しいことは良いことだと，はっきり甲表

先生は昭和31年より昭和45年までの15年間の

支持に決められた。正しいことは良いこととい

ながきに亘って協会長の職にあられた。その歴

うのが先生の一貫した信念だったから下で働く

史は，わが国における病院管理の教祖として，

私や平賀君はたいへん働きやすかった。

わが国の病院のはたらきを向上されつづけた歴
史である。

甲表支持のお蔭で，とうとう駿河台からは橋
本，平賀，神崎，天下三悪人ときめつけられ

昭和49年１月13日，先生は83歳をもって天に

た。平賀，神崎なら致し方もないが橋本先生ま

昇られた。師が伝えられた道を協会のこころと

で悪人の道連れとはお気の毒だねと両人でよく

して，さらにこれを敷桁するはたらきを開き，

笑ったものだ。しかしあの時の悪は，悪は悪で

師の御魂に報いたいものである｡~

も悪七兵衛景清の悪だったのかもしれない．

橋本名誉会長の葬送に弔辞を述べた神崎会長
は思い出を次のように述べた。
－敬愛する橋本先生のご逝去は，わが国病

院界の巨木が音もなく倒れたような感を受け
た。

先生に接するようになって約20年，協会長で

1957年ご一緒にイギリスの医療制度視察とリ
スボンで開かれた国際病院連盟会議に出席した

とき，橋本先生はイギリスの制度には悉く感心
されたようだった。

先生は絵はお上手だったが，写真機を手にさ
れたのはその時がはじめてであった。

在職中は少なくとも月２回の理事会の席で，ま

帰国後，先生と同行した日大の永沢教授と私

た，1957年には50日近いヨーロッパ旅行のお供

の３人が福田屋で作品発表会をした。２人の発

をしたことなど思い出は限りもない。

表は終ったが先生は一向お出しにならないので

その中で，特に印象深い思い出を語って追悼
のよすがとしたい。

先生を日病に引張り出したのは昭和29年頃，
守屋博君あたりの画策だったと思う。上條会長
との決戦投票になったが１票の差で橋本先生が

敗れた。あとで分ったのだが，橋本先生は上條
氏に投票されていた。その辺に先生の人柄がよ

「どうしました」と尋ねると「とってきた数本
のフィルムは１枚も写っていなかった」と白状
された｡－

委員会昭和49年度の各委員会の委員が４月
新たに委嘱された。

教育委員会は委員長山本修（都立大塚病院
長)，委員５名。
２０９
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病院制度委員会は委員長守屋博，委員15名。

経済委員会は委員長諸橋芳夫（旭中央病院長)，

委員は13名。看護制度委員会は委員長阿久津鰹

（名鉄病院長),委員は12名。医師対策委員会は
委員長河野稔，委員は'2名。広報委員会は委員
長野村秋守，委員10名。通信教育委員会は委員
長高橋政頑(杏林大学教授)，委員は６名。国際
会議委員会は委員長小野田敏郎，委員は15名。
外遊委員会は委員長河野稔，委員1名。編集委
員会は委員長渡邊進，委員は24名。臨床予防医

学委員会は委員長堀内光，委員８名の諸氏で，
この委員会には人間ドック実施病院認定の地方
委員16名が所属する。
昭和49年度は新たに’情報委員会および自動化
健診委員会が設けられた。
’情報委員会の委員長は河野稔，委員９名。自

動化健診委員会は委員長樫田良精（関東中央病
院長)，委員は10名の諸氏である。

昭和49年７月さらにコンピュータ委員会が設
置され，委員長には河野稔氏が推された。

教育委員会は昭和49年３月23日霞山会館にお
いて「昭和48年度報告および反省」を行った。

４月以降の委員会開催はない。

病院制度委員会は１月21日に委員会を開き，
年間11回の委員会を開いて，主として「看護業
務」についての検討を行った。その結論は「看

護の理念と看護婦の機能」として，日本病院会
雑誌（昭和50年１月号）に発表した。

経済委員会は９月10日医療費緊急是正につい
て委員会を開き，また医師対策委員会は６月１４
日委員会をもち，それぞれ年間２回の開催にと
どまった。

臨床予防医学委員会は１月19日「自動化健診
に関する件」を審議し，以後年間７回の委員会
２１０

を開いて，人間ドック学会会則改訂，ドック運

営について協議した。

国際会議委員会およびコンピュータ委員会に
ついては別項に述べるとおりである。

編集委員会は毎月１回日本病院協会雑誌編集
会議の委員会を開催した。

研究部会の昭和49年役員改選とともに新し
はたらき<委嘱された研究部会の世話人
(幹事）はつぎのとおりであった。
病院診療部会

山本修（都立大塚病院長）

事務管理部会
東義晴（武蔵野赤十字病院）
医事研究会

緒方廣市（武蔵野赤十字病院）
庶務人事研究会
田中栄一（駿河台日大病院）
用度研究会

神門昇三（虎の門病院）
施設研究会

上林三郎（聖路加国際病院）
会計経理研究会
朽見千太郎（日大板橋病院）

労務研究会

東義晴（武蔵野赤十字病院）
看護管理部会
内田卿子（聖路加国際病院）
薬事管理部会

古川正（東京警察病院）

栄養管理部会
宮川哲子（虎の門病院）
調理研究会

京須寿雄（駿河台日大病院）
病歴管理部会
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高橋政騏（杏林大学病院）
病院管理総合部会
大野松次（京浜総合病院長）

放射線管理部会
虎渡勇二（同愛記念病院）
臨床検査管理部会
藤沢武吉（順天堂医院）
ハウスキーピング部会

寺本千枝（国立東京第一病院）
自動化建診部会

樫田良精（関東中央病院長）
病院診療部会は昭和49年１月29日同愛記念病

し，以後年間６回の研究会を開催をした。

薬事管理部会は２月７日番町共済会館におい
て「注射薬の混合」について研究を行い以後隔
月に研究を行った。

看護管理部会は２月20日野口英世記念館にお
いて「採用者の受入れ準備」について研究し，
年間４回の研究を実施した。

放射線管理部会は２月22日都立府中療育セン

ターにおいて「身体障害者の患者取扱」につい
て研究を行い年間５回の研究を実施した。

臨床検査管理部会は３月11日順天堂大学病院
において「関連要素の複雑な改善策の進め方」

院において「アレルギー外来の実'清」について

について検討したが，年間３回の研究会開催に

検討し，以後毎月会場を変えて年間９回の研究

とどまった。

会を行った。

栄養管理部会は２月５日順天堂大学病院にお

事務管理部会は１月24日番町共済会館におい

いて労務研究会と合同して研究会を開き，また

て「原価計算結果と医療費改訂引上げ巾につい

調理研究会は１月16日東京衛生病院において

て」の研究を行い，年間５回の研究を行った。

傘下の医事研究会は，２月20日東医健保会館
を会場に，「医事統計の有効な活用方法」につ

「患者給食をおいしく食べさせる工夫第５回」
の研究を行い以後それぞれ隔月に研究を行っ
た。

いて研究を行い，庶務人事研究会は２月14日同

ハウスキーピング部会は，２月17日順天堂大

会場において「福利厚生の現状」について，用

学病院において「ハウスキーピング部門の消費

度研究会は同会場において「品不足品目に対す

節約と対策」について検討し，以後隔月に研究

る購買対策」についてそれぞれ隔月に研究を行

会を開いた。

った。また施設研究会は２月27日番町共済会館

病歴管理部会は，１月12日電設健保会館にお

において「医療用パイピングの問題点」につい

いて「台湾大学留学体験」についての講演会を

て，会計経理研究会は３月20日電設健保会館に

開き，年間11回の研究会を開いた。

おいて「医業収益勘定科目の具体的処理方法」
について，労務研究会は順天堂大学病院におい

内科臨床協議会は東京都内の病院を３群に分
けて年間24回の合同協議会を開いた。

て「給食部門における週休２日制導入の考え

前年度の各研究部会の報告の行われる総合集

方」について，それぞれ研究を行い，爾後年間

会は昭和49年３月開催された。その内容は日本

それぞれ３回の研究を行った。

病院協会雑誌に掲載される。報告終了後，’恒例

病院管理総合部会は１月19日20日湯の花ホテ
ルで「これからの労務対策」等について検討

により各研究部会委員のねぎらいのパーティー
が開かれた。
２ＺＺ
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全国べんきょう会昭和48年度の計画に基づ

において開いた。ハウスキーピング全国研究会

年あけて昭和49年２月７日８日病院診療全国研

病歴管理全国研究会は９月27日松江市におい

く全国研究会の残りは，

究会が神戸市において開かれた。

同じく事務管理全国研究会は２月１日２日富
山市において開催され，７０名の人びとが参加し
た。

同じく病院管理総合全国研究会は２月23日高
知市において開催された。

昭和49年度の計画に基づくものは，病院診療
全国研究会が昭和49年９月20日21日岐阜市にお
いて開かれた。

事務管理全国研究会は７月27日28日札幌市に
おいて開催された。

医事全国研究会は７月19日20日熊本市で，ま
た10月21日22日秋田市において開催された。
庶務人事全国研究会は10月31日11月１日新潟

市において，労務全国研究会は10月15日16日奈
良市において，用度全国研究会は11月20日21日

は11月９日名古屋市において開催した。

て開かれた。

講習会病院長セミナーは昭和49年７月５日
６日東京において開かれた。

また事務長セミナーは９月19日20日東京にお
いて開催された。

ハウスキーピング実務セミナーは１月28日よ

り３日間，番町共済会館において行われた。

放射線技師監督者研修会は９月14日15日，御
殿場において行われた。

病院監督者研修会は昭和49年６月16日より５

泊６日の合宿訓練を湯河原において，また，１０
月７日より13日まで東京において実施した。

昭和49年は診療幹部セミナー，総婦長セミナ
ー，看護実務セミナーは実施されなかった。

人間ドック第'5回人間ドック学会

第15回人間ドック学会は昭和４９

下関市において，会計経理全国研究会は６月２６

年８月23日24日，東京において堀内光氏（済生

日27日仙台市において，施設全国研究会は11月

会中央病院長）を学会長として私学会館におい

28日29日福岡市において開催された。

て開催された。「健康と病気一正常値と異常値」

病院管理総合全国研究会は７月12日13日松本
市において行われた。

薬事管理全国研究会は11月14日15日広島市に
おいて行った。

看護管理全国研究会は７月18日19日福井市に
おいて，また10月１４日１５日徳島市において開催
した。

放射線管理全国研究会は６月７日８日松山市

において，臨床検査管理全国研究会は９月13日
14日大阪市において開かれた。

栄養管理全国研究会は６月２日３日札幌市に
おいて，また調理全国研究会は７月19日岡山市
２Ｚ２

日野原重明氏（聖路加国際病院医長)，「ブドウ

糖負荷の境界型の意義」田中剛二氏（済生会中
央病院医長)，「老年者の年代区分」村地'涕二氏
（日本医科大学教授）の特別講演，一般演題は
29題であった。

臨床検査技師のための臨床検査セミナーは大
阪市において開かれた。
自動化健診の開始

昭和49年２月12日の常務

理事会において特別会員

に入会した自動化健診の施設が健保連との契約
を希望し，また健保連においてもこれに応ずる
態度であることが報告された。

４日本病院会時代

臨床予防医学委員会は前年来，自動化健診を
日本病院協会の臨床予防医学の事業にとり入れ

ることについて検討をつづけてきたが健保連と
の実施契約を結び昭和49年４月１日より実施す
ることとなった。

屋地区のほか，仙台地区においても集合教育が
行われるようになった。

病院視察研本土に復帰して’年たった沖縄
究会沖縄への病院事,肩を見学研究するため
に昭和49年11月14日より17日まで，沖縄にわた

自動化健診施設も，自動化健診実施施設認定

り沖縄赤十字病院，琉球大学附属病院，県立中

委員会の審査を経て次の指定基準により指定さ

部病院，県立名護病院を見学，さらに石垣島の

れる。

県立八重山病院を見学した。

（１）社団法人日本病院協会会員であること。
（２）健診を実施するに必要な自動化健診施設
を有すること。

（３）検査の精度管理が十分に行われているこ
と。

（４）健診データの記録が整備されているこ
と。

（５）受診者の健康管理，保健指導などの面に
おいて適切な施設であること。

（６）要精検者，要治療者に対する適切な措置
のとれる連携医療機関を有すること。

診療録通信教育昭和47年８月に開校された
第１回の卒業生診療録通信教育は，受講生
に対する教育が計画どおり行われ，まる２年を

昭和49年10月19日日本病院協会と全日本病院

協会は合同して日本病院会となり，この第14回
病院管理視察研究は日本病院会が主催するはじ
めての記念すべき勉強旅行となった。

春の－泊見学研究昭和49年の春の一泊見学
会三重，奈良へ研究会は６月21日22日の
両日おこなわれた。第１日は津市に遠山病院を

訪れた。院長の遠山豪氏は三重医大の教授を退
いて160床の病院を運営，全日本病院協会の副

会長をつとめる。この日榊原温泉に投じ，２２日
天理市にいたり，天理よるづ相談所憩の家（天
理病院）を見学した。

外国研修欧州病院管理専門視察団

欧州病院視察団36名は昭和49年８

経て昭和49年８月25日，第１期生に対する修了

月７日出発，フィンランドのへルシンキにおい

試験が行われ85名が受験し３名が不合格，スク

てさきに来日したフィンランド病院協会長シモ

ーリングの出席単位不足で３名が卒業延期とな

ラ氏に遇せられ，ヘルシンキ市立急患病院，同

った。修了生69名に対する認定証授与式は10月

東部地区外来病院，ヘルシンキ大学中央病院，

19日虎の門の霞山会館において行われた。

ハンブルグのセントジョージ病院，デュッセル

同時にこの卒業生をもって構成する日本診療

ドルフのマリアン病院，ドイツ病院協会，ロン

録管理士協会の結成式が行われた。日本病院協

ドンのノースウィックパーク病院，セントトー

会の通信教育は昭和49年には第４期生をむかえ

マス病院，チャーリングクロス病院，王立基金

た。集中スクーリングは東京地区では２月電設

病院センターの国際病院連盟，マドリッドの国

健保会館，８月佼成高等看護学院大講堂におい

立グランド病院の合計２施設，９病院を見学し

て行われ，大阪地区では２月，８月ともに大阪

た。視察団は８月23日帰国した。この助言者と

逓信病院において行われた。昭和49年には名古

して落合勝一郎参与が同行し，大城三郎局長も
２１３
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参加した。
欧州の病院放射線科視察

’74モダンホス学会場の前の展示会場にお
ピタルシヨウいてホスピタルショウが日

ヨーロッパ病院放射線科視察団は昭和49年９

本病院協会，全日本病院協会，日本経営協会で

月30日出発，ロンドンでガイス病院，ウエスト

共催され18,000名が見学した。一方，東京の晴

ミンスター病院，パリではピティ・サルペトリ

海においても５月22日より27日までの６日間ビ

ール病院，チューリッヒではトリエムリ州立病

ジネスショウと同時に第４回ホスピタルショウ

院，ハイデルベルグではドイツ癌研病院，ツェ

が開かれ,こちらには25万人が参観した｡今回は

ルニ病院，アムステルダムではユトレヒト大学

特別に南北２か所の併催ということになった。

病院を見学して10月13日帰国した。視察団は放

射線科技師長を中心に15名，助言者として野辺
地篤郎氏（聖路加国際病院医長）が同行した。

第１回診療日本病院協会がはじめた診療録
録管理学会管理の通信教育により訓練され
た診療録管理士が誕生し，これらのものが教育

アメリカ病院看護視察研究

修了ののちも研讃の機を得るように診療録管理

第５回まで送ったアメリカ病院視察研究団の

学会を設けた。

派遣はしばらく途絶えていたが，昭和49年に再
開し，１０月13日出発して24日帰国した。

桑港ではサンタクララ病院，スタンフォード
大学病院，カイザー基金看護学校を，ロスアン
ゼルスでは加州大学病院を，ハワイではクワキ
ニ病院を見学した。

その第１回学会は昭和50年５月20日，東京麻
布の富士写真フィルム（株）本社ホールにおい
て開催された。学会長は中谷信之氏（大阪逓信
病院副院長）がつとめた。

コンピュー昭和49年７月９日の常務理事会
夕の導入において，河野稔副会長の発議
で，病院へのコンピュータ導入が重要な問題で

第24回日本第24回日本病院学会は昭和49年
病院学会５月22日より金沢市観光会館に

あり，このためにはコンピュータに関する講習

おいて奥田幸造氏（公立能登病院長）が学会長

会を全国的に実施する要がある，その運営のた

となって行われた。第２２回23回と会期を２日に

めにコンピュータ委員会を設置すべきであると

したこの学会も，ここで３日間に復活をした。

し,委員会の設置とセミナーの実施が決定した。

この学会には韓国より４名，中華民国より７
名，フィリピンより１名の参加があった。

第25回の学会長はすでに左奈田幸夫氏（国立

コンピュータ委員会は河野稔常務理事が委員
長となり，８月１日委員会を開催し，以後毎月
１回開かれた。

埼玉病院長）と決定をしていたが，健康上の理

コンピュータ・セミナーは，８月28日29日東

由で辞退したため，急邊沢崎博次氏（関東逓信

京において開かれ「低医療費下に病院危機を救

病院長）に学会長を依頼して快諾を得，また会

うにはコンピュータの導入しかない」を主題

場の選定にも困難をきたしたが，さきに第20回

に，１１月13日14日には大阪市において講習会を

病院学会を行った普門館の配慮により次年度５

開いた。

月にこれを確保することができた。

２Ｚ４

医療費問題

昭和49年１月21日の告示で医療

費は２月１日より19.0％（病院
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20.8％，診療所13.8％）引上げられた。この引

上げは入院時医学管理料が中心で看護料，室料
等が改善された。
昭和48年末において石油ショックという経済
恐慌があり，全国的，世界的な物価変動がみら
れ経済混乱に陥った。

７月30日医療費の大幅引上げを９月１日より
行うよう厚生大臣に要望書を提出した。
このために昭和49年10月１日再度16.0％（病

院182％，診療所13.8％）の医療費引上げが行
われた。

員より１口15,000円の拠金を希望した。
昭和49年５月11日，第７回委員会を開き国際

病院学会準備委員会の組織づくりと募金の方
法，同時通訳等について協議した。
７月23日第８回委員会を開き，国際会議を請
負う会議会社について検討し，８月13日３社と
の相談を行った。

１０月１日第９回の委員会を開いて，日本コン
ベンションサービス株式会社に依頼することに
決定した。

昭和49年10月15日，国際病院連盟事務総長マ

病院事業への緊急昭和49年10月23日，病院
融資斡旋の陳情事業に対し緊急融資斡旋

河野副委員長，紀伊国委員，関委員，大城事務

をされるよう厚生大臣および大蔵大臣に陳情書

局長と会し，細部の打合わせを行った。すなわ

を提出した。

ち会期は1977年５月22日より27日とする，国際

イルド・ハーディ氏が来日し，小野田委員長，

日本病院共日本病院協会は出版部を設け
済会の設立て，すでに多数の書籍を刊行し

看護婦大会（ＩＣＮ大会)は５月29日より６月２

た。出版部の会計は別会計とし積み立てた資金

海において開催，参加人員は日本病院協会より

をつぎの出版の資とすることとしたが，税制の

1,000名，国外より500名と見込んで，日本政府

上で社団法人は利益を残すことができないとい

および東京都の協力を期待する，会議中の適当

う原則から出版事業を別途のものとすべきであ

なときに皇族の来臨を得る，また厚生大臣の祝

るとして，昭和49年５月14日の常務理事会にお

辞を得たい，ハリントンホーズ前事務総長が要

いて日本病院協会とは別に日本病院共済会を設

請したＩＨＦへの檬金１万ドルはインフレを考

立することとした。また，前々年度より検討さ

えて1万5,000ドルを希望する，その他会議内容，

れていた病院火災賠償責任保険業務も共済会に

会食，観光等についての打合わせが行われた。

おいて扱うこととした。

日本病院共済会は株式会社とし，取締役社長
には東陽一会長が，常務取締役には大城三郎事
務局長が就任した。

日まで東京で開かれる。ホスピタルショウは晴

１２月３日，基金について，また学会運営につ
いてコンベンションサービスとともに計画を行
った。

アジア病院連東会長が中華民国病院協会総

事務所は協会事務局内とした。

盟との交流会に招かる

国際病院学国際会議委員会は昭和48年末ま
会の準備でに委員会において決定された

昭和49年５月19日台北市で開催された中華民
国病院協会の総会に東陽一会長が招きをうけ５

事項について昭和49年１月22日の理事会に報告

月18日大城事務局長を帯同して出発，総会にお

し，当面の基金400万円に対しとりあえず全役

いて「日本における医療の現況」について講演
２１５
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し20日帰国をした。

東会長が台北より帰着の翌日，５月21日金沢

た。菊地委員が進行係となり，下記事項が確認
された。

市においてアジア病院連盟常任理事会が開催さ

１．両協会は，合同を目的とした定款改正申請

れた。出席者は中華民国より瓢済勲会長代理以

書を，７月24日，日病は東京都庁を，全日病

下５名，韓国は宗会長以下５名，フィリピンは

は大阪府庁を経て厚生省に提出した。

カエド会長が，日本側は神崎連盟会長，小野

2．実行委員会はそれぞれの協会より，合同に

田，近藤連盟理事，落合連盟事務局長が出席

関する総ての業務を一任されていることを再

し，東会長，奥田学会長が陪席した。

確認し，早急に合同を実現すること。

神崎連盟会長は日本病院協会長を退くととも

に連盟会長を辞退し，後任には再び日本より東
陽一日病会長が推された。

日本病院協会．全第４回設立委員会は昭和
日本病院協会合同４９年１月20日東京八重洲

3．新協会の名称を次のとおり決定した。
日本病院会（JapanHospitalAssociation
略称Ｊ・ＨＡ.）

4．事務所の所在地は東京とするが，関西等必
要な地域に支部を置く。

の鉄道会館で開き前進の努力を尽くすことを確

5．会長については次回協議する。

認した。

6．その他の役員は両協会の現役員が全部その

１月26日全日本病院協会は大阪市において全
理事会を開き合同定款を承認した。

まま就任し，まず任意団体として発足する。

７．両協会は今秋横浜市で開催される第13回全

第５回設立委員会は２月８日大阪市東洋ホテ

日本病院管理学会総会までに役員会，総会等

ルにおいて開かれ，両協会の総会で認められた

を開催し，全会員が合同に積極的に協力でき

同一定款，同一細則を期日を同じくして－部改

るよう，また解散手続きの準備を完了してお

正の申請を行うことを決めた。

くこと。

第６回設立委員会は５月29日東京八重洲の鉄

以上が確認された。

道会館において開催，設立発起人，合同の期日

第３回合同実行委員会は，９月４日東京八重

等について議した。設立発起人は両協会の全役

洲の鉄道会館ルピーホールにおいて小野田委員

員とすることを決議した。

が進行係となり以下の事項が確認された。

第７回設立委員会は６月22日鳥羽国際ホテル
において開き以後合同実行委員会において合同
を進めることとした。

第１回合同実行委員会は昭和49年７月13日，
名古屋市名鉄グランドホテルにおいて開かれ

た。この発会に当り，全日病小沢，日病東両会

長が出席し堅い握手を交わした。

第２回合同実行委員会は昭和49年８月11日，

東京八重洲の鉄道会館ルピーホールで開催され
２１６

１．１０月の全日病管理学会総会にて日本病院会
の発会を声明する。
2．日本病院会の主催する学会は原則として年

１回とする。両協会の発刊する新聞，機関誌
等は昭和50年１月より一本化する。

3．研修会，勉強会，海外視察，国際関係事務
等を一本化する。

第４回委員会は，９月14日(士)東京八重洲の
鉄道会館ルピーホールにおいて菊地委員が進行
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係となり次の項を確認した。
1．日本病院会会長は昭和50年３月31日までは

小沢，東両会長が代表者として運営する。
2．発起人会の開催の日時，議事，経過を決定
する。

3．日本病院会発会式は全日病管理学会総会第

第５回実行委員会は合同に関する最後の委員
会として10月17日，横浜のシルクホテルにおい

て開かれ翌日の発会式について細部の打合わせ
が行われた。

委員はその都度協会より指名されたが34回の

すべての委員会に出席したものは小野田敏郎，

１日の正午から30分に亘り行う。

内藤景岳，遠山豪，野村秋守の４氏であった。

日本病院会設立発起人総会は昭和49年10月５

また，多数回出席した委員は菱山博文，阿久津

日，東京八重洲ロのホテル国際観光において発

'膜，河野稔，林秀雄の諸氏，ついで，菊地真一

起人総数156名，出席者71名，委任状62,計133

郎，平山二郎，岡山義雄，河崎茂，柳沢浩気の

でつぎの次第で進行した。

諸氏であった。

1）開会の挨拶：東代表（小沢代表欠席）
2）議長団の選出：野村秋守，古森近

全日本病院協会に全日本病院協会において
おける合同手続きは「日本病院協会との間

3）経過報告：発起人会開催に至る３年有余の

で進められている合同による病院団体設立を機

経過の前半を小野田敏郎，後半を菊地真一郎

関決定する」ための第25回臨時代議員会，第１８

の両委員が行った。

回臨時総会が昭和49年10月４日大阪府農林会館

議事

第１号議案：新病院団体定款承認の件
合同を目途とした両協会の定款変更は８月２６
日厚生省の認可を受けた。

において開催された。

当日はまず代議員会において１)新病院団体
設立に関する件２)新病院団体設立発起人会開
催に関する件３)全日本病院協会解散に関する

第２号議案：新病院団体の運営に関する件

件の３議案を審議し，いずれも原案通り承認可

承認された定款に従い任意団体として発足，

決された。

昭和50年３月31日までに会長並びに諸役員を選

このあと開かれた臨時総会において代議員会

出する。それまでは両協会長が代表者となり両

と同じ議案を何れも原案通り承認し，特に第３

協会の現役員はそのまま新協会の役員にとどま

号議案「全日本病院協会解散に関する件」は定

る。

款の規定による会員の必要同意数を充たしたの

新病院団体と公私病院連盟との関係について
の質問に対し新団体は合同趣意書の線に従って
納得のゆく正しい方向に向かって努力するとい
うことで了承された。

第３号議案：新病院団体発足時期ならびに方
法に関する件

新病院団体の発会式は神奈川県立音楽堂にお
いて10月18日正午から行うことが承認された。

で合同を前提とした解散が決定し，いよいよ新

病院団体設立に向けて推進することとなった．

合同の舞台一全日本病院協会・全日本病

日本病院管理学会院協会合同の儀式は昭和

49年10月18日19日，太田清一氏（太田総合病院

長）を学会長として横浜市県立音楽堂において
開かれる全日本病院管理学会場で行われた。
全日本病院協会は昭和37年７月設立以来12回
２Ｚ７
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の病院管理学会を開催してきた。その開催地，会期，学会長はつぎのとおりである。
主催地会場

学会長

回会期

１２３４５６７８９ｎｕＥ

昭和37.11.2～３小沢凱夫（大阪労災病院長）大阪

日本生命中之島ビル大講堂

38.11.16～１７伊藤吉孝（国立名古屋病院長）名古屋

愛知県中小企業センター大講堂

39.11.21～２２植田安雄（神戸医科大学附属病院長）神戸

神戸商工会議所大ホール

40.11.19～２０前田友助（前田外科病院長）東京

砂防会館ホール

41.9.30～10.1樋口謙太郎（九州大学附属病院長）福岡

福岡県農協会館

42.10.14～１５濱光治（浜外科病院長）和歌山

和歌山市民会館

４川'9~20王子喜一(吏織鱸会長）大阪

大阪厚生年金会館中ホール

44.118～９藤田登（神戸労災病院長）神戸

兵庫県民会館

45.10.17～１８佐々貫之（関東逓信病院名誉院長）東京

久保講堂（虎の門）

４６．８．２１～２２槙哲夫（東北労災病院長）仙台

宮城県医師会館

47.9.29～３０保田欣之助（国立奈良病院長）奈良

奈良県文化会館

48.11.23～２４正岡旭（正岡病院長）広島

広島医師会館

、昭和49年10月18日(金)，
日本病院会の発足
横浜市・神奈川県立音楽

謹啓秋冷の勘益々御清祥の段大慶に存じ
上げます。

堂において，太田清一会長（社団法人神奈川県

さて「日本病院協会（会長東陽一）と全日

病院協会会長）のもとに第13回全日本病院管理

本病院協会（会長小沢凱夫)」は全員の合意

学会総会が開かれ，その第１日の正午から30分

を得て昭和49年10月18日横浜市において「日

にわたり日本病院協会長東陽一，全日本病院協

本病院会」として新しく発足いたしました。

会長小沢凱夫の両会長が，日本病院会設立発起

合同問題が取り上げられてから３年有余思

人会の代表として日本病院会発足の声明書を朗

えば長い年月でした。その間幾度か挫折の危

読し壇上にて堅い握手を交わし，それぞれ挨拶

機に瀕しましたが隠忍自重合同にまで漕ぎつ

を行った。

けられた委員の方がたに深甚の敬意を表しま
声明書

す。

社団法人日本病院協会と社団法人全日本

しかし－面，病院経営管理の苦しさを乗り

病院協会は本日を期して合同し，日本病院

切るためには全病院人が一堂に会し同じテー

会を設立することを声明する

ブルにつくことこそが最も重要でその席で病

院の抱えている苦悩を引き出し一つ一つ解決

昭和49年10月18日
発起人会代表者小沢凱夫

してゆくこと以外に途なしとする病院人の悲

代表者東陽一

願が強力な後楯となった事実を認めないわけ

両代表は発会式のあと厚生大臣，日本医師会
長を訪ね，日本病院会発足の挨拶を行った。

にはまいりません。

１０月18日新発足を声明した直後，私達は日

また両代表は病院関係団体および日本病院協

本医師会に武見会長を訪ね病院会発足の挨拶

会，全日本病院協会の会員病院に対しつぎの挨

をするとともに種々懇談を重ねました。一時

拶状を配布した。

間余に亘る会議で武見会長の意図されること

２Ｚ８
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ｉb充分諒解できましたし当方の意図するとこ
ろも分っていただけたと信じております。
なお厚生省にも「日本病院会」設立の報告
を済ませました。

合併前日病の経済委員会が集約した年度末
における資金所要額調査アンケートによると

①倒産防止資金調達不可能額３３億７千万円
（28病院）、年度末賞与調達不可能額３４億

今後はこれまで両協会の行っておりました

円（82病院）に達するので，これが対策につ

病院管理運営の研究ならびに病院の働きをよ

き厚生省，大蔵省，各政党に対し目下猛烈に

りよくするための研修をより積極的に継続す

陳情又は要望を展開中である。

るとともに病院の改善に全力を傾注し国民大

2．第１回診療録管理士認定証授与式（高橋参

衆より愛され信頼され得る「病院づくり」を

与より報告）１０月19日虎の門霞山会館で第１

目指して一層研讃を重ねる所存であります。

期生の卒業試験合格者79名に診療録管理士認

貴下におかれましても以上の趣旨をお汲み取

定証が授与された。

りのうえ貴協会の会員ならびに貴病院が喜こ

協議事項のうち，大部分は合同準備委員会，

んで入会できるようお取り計らい下さること

実行委員会において合意に達しそれより双方の

をお願い致します。

全理事会，総会などの機関決定を経て日本病院

今後の御支援を期待しつつ挨拶に代えま
す。

会にもち込まれたものであるが，日本病院会と
しての第１回の常任理事会としてそれを再確認

昭和49年10月18日

の上承認する。

日本病院会代表者小沢凱夫
代表者東陽一

日本病院会第１回日本病院会としての第’
第２回常任理事会回常任理事会（常務理事
会改め）は昭和49年11月９日東京八重洲のホテ
ル国際観光において開かれた。
出席者（順不同）はつぎのとおりであった。

(1)定款施行細則について（内藤副会長説明）

定款に付ずいする（ｲ)施行細則（ﾛ)入会届
い退会届（二)会費額㈹選挙規定（ﾍ)役員立
候補届について説明，承認さる゜

(2)新入会員の獲得と旧年度内会費額について
（内藤副会長説明）

年会費額は（ｲ)基本額15,000円（ﾛ)１床当

東陽一小野田敏郎諸橋芳夫野村秋守

り金額100円（500床にて頭打）の合計額。た

河野稔奥田幸造藤岡萬雄渡邊進榊田博

だし結核・精神は床額は８割とする。４９年度

大野松次近藤六郎内藤比天夫落合勝一郎

内入会者の会費は総額の月割とする。

尾口平吉竹内春彦高橋政頑田代勝洲
内藤景岳大下二亮川内拓郎柳沢浩気

(3)会費の確認について（内藤副会長説明）
会員名簿の整理上，会費未納者には期限を

平野一弥藤掛敏堀口銀二郎菱山博文

つけて請求書を出して会員の確認を取る。

井上猛夫織田五二七古森近山田正明

(4)旧年度内事業計画（案）について（小野田

報告事項

1．病院事業に対する緊急融資斡旋等について
（諸橋副会長報告）

副会長説明）
双方の事業は継続して行なうとの取り決め

に従って11月以降は実施する。
２１９
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(5)日本病院会ニュース並びに会誌の刊行につ
いて（小野田副会長説明）

雑誌は，日本病院会雑誌として50年１月号
より発行する。ニュースは49年12月に第１号

院視察研究会，コンピュータセミナー，福岡の
施設全国研究会について報告された。
協議事項

1）定款施行細則並びに役員選挙に関する件

を発行する。細部は２つとも委員会で決定す

合併前両方の協会で承認されている定款施

行細則，入退会申込書様式，年間会費額，役

る。

(6)役員業務分掌について（内藤副会長説明）
双方の業務が来年３月31日までもち込まれ
るについては，スムーズな運営を行なうため

にも役員の業務分担をきめる必要がある。そ

員選挙規定，役員立候補届，同推薦状の様
式，各種病院団体名など再確認のあと，役員
選挙の見通しについて全員承認した。
2）旧年度内会費に関する件

の分担割は会長，副会長に一任する。

(7)昭和50年度第１回日本病院会の学会開催に
ついて（小野田副会長説明）

来年３月末日までに新たに入会する会員の

会費は，規定会費の月割とする。

3）会員増強に関する件

１年に１回実施することが決まっているが

旧日病，全日病の会員は，自動的に日本病

来年５月の学会の名称は「第１回日本病院会

院会の会員であるが，このほかに未加入の病

学会」（仮称）としたい。学会評議員会にて

院が何千とあるので，これが入会勧誘は各単

最終決定をする。

位で強力に行うこととする。

(8)事務所の借入れについて（小野田副会長説

4）旧年度内事業計画（案）に関する件
合併後の各種の事業は，合併前に申し合わ

明）

「事務所は東京におく」となっているから

新橋，神田にかけてさがしているが保証金敷
金を含めて初回は2,500万円必要である。

せた通り，双方の事業を継承してそのまま実
行する。

5）役員業務分掌に関する件

第２回常任理事会は第１回理事会に先だって

12月22日，ホテル国際観光において開かれた。

常任理事28名全員の業務分掌が承認され
た。

議事は，理事会開催に関する事項で，報告，協

6）第１回日本病院会（仮称）に関する件

議は理事会の項に述べる内容のとおりである。

7）’75国際モダンホスピタルショウに関する

この他に，来年度外国研修について，医療費に
ついて,事務局員２名増員について決せられた。

日本病院会第日本病院会としての第１回理

件

8）病院会館建設に関する件

日本病院会の事務所は東京に置くことが決

１回理事会事会は昭和49年12月22日東京

定しているが会員の増加と今後の発展を考

八重洲のホテル国際観光で開催された。出席者

え，又地方会員上京時の宿舎のことも考慮し

は委任状55名を含む119名であった。

て病院会館を建設の提案があり，その趣旨に

報告事項としてニュース紙を一本化して「日

本病院会ニュース」を刊行すること，沖縄の病
2２０

は全員賛同。委員会を設けて検討することに
決定した。
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9）国際病院学会開催に関する件

との関係をどうするかについての論議が交わ

｜日日病は国際病院連盟のＡ会員であり，常

されたが，合同趣意書の主旨に従って進むこ

任理事国であり，国際学会が77年に日本で開

とが強調された。

催することが決定している。そのための資金

広報

募集の計画として，全会員から毎年病院規模

昭和49年10月18日の日本病院協会，
全日本病院協会の合同により「日本

による拠出金をしてもらい，製薬会社をはじ

病院協会雑誌」と「全日本病院協会雑誌」は

め関係団体からの寄付金，関係官庁からの助

「日本病院会雑誌」と改題され，「病院ニュー

成金などで資金を集めたいとの説明を了承

10）日本病院会運営に関する件

ス」は「日本病院会ニュース」と改題された。
日本病院会雑誌は日本病院協会雑誌の巻号をう

日本病院会の今後の運営については，医療
団体の日医との関係をどうするか，公私病連

けつぎ，また，日本病院会ニュースは全日本病
院協会ニュースの号数をうけついだ。

昭和５０年
阿久津'漠氏が会長に推された。委員会の数が

増し22委員会となった。研究部会，講習会，

通信教育，臨床予防活動，視察研究，病院学

会は従来のようIこに行われた。国際病院学会
組織委員会がつくられ，さらに準備が進めら
れた。賛助会員の制度を設けた。ザグレブで
病院会議が開かれアジア病院連盟の交流も深
くなった。

常任理事会昭和50年としてはじめての第３

回常任理事会が１月25日霞ヶ関

３月29日，選挙がおこなわれて会長に阿久津

'眞氏が選ばれた。常任理事会の出席者はつぎの

の法曹会館において開かれた。３月に行われる

ようになった。すなわち副会長に小野田敏郎，

役員選挙，昭和50年度事業計画案，同予算案，

内藤景岳，遠山豪，大屋拳吾。常務理事に左

昭和49年度歳入歳出決算について審議された。

奈田幸夫，藤岡萬雄，渡邊進，野村秋守，河

第４回常任理事会は２月７日(金)午前，法曹

野稔，堀内光，平野一弥，奥田幸造，小口源

会館において開かれ日本病院会の運営に関して

一郎，細川一郎，榊田博，小原知次郎，岡田

審議が行われ，午後の理事会に対応した。

泰三菱山博文。監事に太田清一，久保泰平。

常任理事会は３月に２回，以後は概ね１か月
に１回多くは番町共済会館において開かれ日本
病院会の事業の計画，調整を行った。

代議員議長に堀口銀二郎，副議長に山田鉄三郎
の諸氏である。
副会長，常任理事その他の業務区分はつぎの
2２１

４日本病院会時代

理事会において，常任理事会の開催は第３土曜

ように定められた。

常任理事会は，以後年間６回開催された。

日を定例開催日とし第１土曜日は臨時開催日と

７月２日，新しい執行部による第１回の常任

し必要に応じて開くことが決められた。

業務区分

副会長

常任理事

業

務

委員会名｜委員長

榊田博

教育委員会

榊田博

2．病院学会開催に関する事項

左奈田幸夫

病院制度委員会

左奈田幸夫

3．国際病院学会に関する事項

学術委員会

林秀雄

4．病院管理運営に関蕾する事項

国際病院委員会

吉岡観八

臨床予防医学委員会

堀内光

5．公衆衛生活動に関する事項
6．学術図書等の刊行

小野田敏郎

堀内

河野

7．国際活動に関する事項

渡邊

屯００－（叩〃〈】（如く⑩）・幻扣」一戸」（。）

医療費是正に関する事項
税制，金融，その他病院財政に関

一『５０（（叩〃〈】（叩く、）△■、」（

地域医療に関する事項
病院の経営，業務運営等の調査に
関する事項
労務に関する事項

総務・渉外

●●●●●０

勺、Ⅱ一（叩〃〈】（叩く⑪）・幻、」《｛，（囮）へ〃【叩）

病院会の運営に関する事項
庶務関係業務の統括推進

広報活動に関する事項
日本病院会の組織強化に関する事

内藤景岳

項

●●●●●

病院経営・医制

遠山豪

通信教育委員会

高橋政旗

コンピュータ委員会

河野稔

編集委員会

渡遷進

海外医療研究委員会
ホスピタルショウ委
員会

落合勝一郎
河野稔

菱山

博文

企画委員会

菱山博文

野村

秋守

広報渉外委員会

野村秋守

平野一弥

政府その他関係団体との連けい強
化に関する事項
会計，経理業務に関する事項

する事項
医療制度に関する事項

光稔進

学術・研修

1．病院関係者の教育指導養成

組織委員会

島津寿秀

※会計

平野一弥

経済委員会

河崎茂

岡田泰二

経営委員会

岡田泰二

小原知次郎

税制委員会

小原知次郎

看護制度委員会

小野薑

病院関係諸法規の検討
病院の資質向上に関する事項

●●●●

調査
地域医療。

大屋拳吾

厚生福利事業に関する事項

合同第２回理事会合同第２回の理事会は昭

小口源一郎

地域医療委員会

小口源一郎

細川一郎

労務委員会

細川一郎

奥田幸造

医師対策委員会

奥田幸造

藤岡萬雄

厚生福利委員会

藤岡萬雄

本病院会は日本の各種医療団体とは友交関係

で少数理事の退場和50年２月７日，常務理

を保ちながら本会の大目標たる日本の病院の

事会につづいて東京・法曹会館において開催さ

質の向上と経営の安全を守りながら国民医療

れた。開会にあたって東陽一代表はつぎのよう

に奉仕するものであることはいうまでもない

にあいさつをした。

ことでございますが，ある特定の団体に傾注

￣全理事会を開催いたします前に，私の

し片よって本会の自主性を失うようなことが

考えておりますことをお聞きいただきたいと

あってはならないと信じております。（中略）

思います。

本会の事業活動の際に，もしも問題が発生す

合同趣意書にもございますように，わが日
２２２

るようなことがありましたならば，その度毎
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に検討を重ね，是は是，非は非の判断のもと

代議員会において，さきに推された理事を選

にわれわれは行動すべきであろうと思いま

出し，新理事による理事会において会長，副会

す。わが日本病院会の本来の仕事は，日本の

長，常務理事を互選した。役員選出については

病院の質の向上のため，病院会学会・勉強会

別項に記すとおりである。

・研修会・海外視察・通信教育・各種の委員
会活動，会誌，ニュース発行などの他，最近
は特に経営問題のための実際活動を行なうこ
とになっております。－

理事会，代議員会，総会において昭和50年度
事業計画，同予算が承認された。

理事会，代議員会，総会は，５月20日東京の
日消ホールにおいて開催された。

小沢凱夫代表は下肢不自由のため欠席した。

昭和50年度会費賦課徴収額，昭和50年度事業

報告事項としては，コンピュータ委員会事項，

計画，同年度歳出歳入予算，委員会の設置，日

モダンホスピタルショウ開催，機関雑誌と機関

本病院会の組織強化について承認された。

新聞について報告があった。

理事会は８月23日福岡市三鷹ホールにおいて

つづいて，日本病院会の運営に関する議事の

開催され，職員の就業規則，給与規定，職員な

なかで，理事の１人は中医協へ病院の代表を送

らびに役員・委員の旅費規定，職務権限規則が

れと発言し，これに対し東代表は，現委員の木

承認された。また賛助会員募集，全国研究会実

下氏は本会の理事であり病院代表であるから全

施，国際病院学会特別会計設置について承認さ

面的に後援したいと回答した。また１人の理事

れた。

は対外交渉は窓口を日医１本に絞ること，また

理事会は12月23日番町共済会館において開か

新病院会は公私病院連盟と関係を絶つことを明

れ，昭和51年度の事業計画案，同年度予算案が

言せよと発言した。病院会の予算の中には公私

承認せられた。病院の経済的困窮に対して全理

病院連盟への加入予算が計上されず団体加入を

事会の名をもって「わが国の医療の荒廃を防ぐ

する意志はない，日本医師会に対しても公私病

ための中医協を速やかに開催し２月１日を期し

院連盟にしても合同趣意書の主旨に従って友好

て医療費の引き上げを実施するよう強く要望す

関係を保ち事に当っては是是非非の立場をとる

る」と医療費緊急是正の要望書を関係各団体に

と東代表が回答した。これを不満として７名の

提出した。

理事は同時に席を立って退場した。

さらに協議事項として，役員選挙，昭和50年

度事業計画案，同予算案，昭和49年度決算報

総会において承認された昭和50年度の事業計
画はつぎのとおりである。

方針

告，会員の調査表による確認，医療費引上げ要

対内的には地方活動を増強して会員の拡大を

望等の承認がなされた。また業務分掌は次のと

はかり，対外的には病院の実'情を国民大衆に周

おり定められた。

知すると共に適正医療費を獲得して病院経営の

理事会，代議昭和50年３月29日理事会，代

員会，総会議員会（評議員会改め),総会

が全国町村会館において開催された。

健全化をはかり，もって病院の使命遂行につと
める。このためにつぎの事業を行なう。
1．病院関係者の指導，教育
２２３
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診療録管理士アメリカ病院視察団

１）管理者層の研修

病院長セミナー，事務長セミナー，総婦

病院会学会開催

4．

第１回日本病院会学会

長セミナーなど

東京都普門館５月21～23日（水～金）

２）監督者，中堅層の定例研究
病院診療部会事務管理部会医事研究

'75年国際モダンホスピタルショウ

会庶務人事研究会労務研究会用度研

東京都晴海５月16～20日（金～火）

究会施設研究会会計経理研究会病院

人間ドック学会
久留米市久留米大学医学部

管理総合部会薬事管理部会看護管理部

８月22～23日（金～土）

会栄養管理部会調理研究会放射線管
理部会臨床検査管理部会病歴管理部会

機関誌その他の刊行

5．

会誌毎月１回，病院会ニュース毎月１

ハウスキーピング部会

回，病院関係図書の刊行

３）全国各地での勉強会
札幌市ほか30か所で開催

診療録管理士通信教育

6．

第３期，４期生の修了および第７期，８期

2．各委員会の研究

教育委員会病院制度委員会経済委員会
看護制度委員会医師対策委員会広報委員

生の募集
病院の公衆衛生活動

7．

会編集委員会通教委員会国際学会委員

人間ドックの推進，妊婦ドック，主婦ドッ

会外遊委員会臨床予防医学委員会同第

ク，育児相談の推進，自動化健診ドックの

１部（人間ドック）同第２部(自動化健診）

推進

コンピュータ委員会短期人間ドック実施病

1977年国際病院学会開催準備

8．

院認定委員会自動化健診認定委員会情報

昭和52年５月22～27日（日～金）

委員会税制委員会

東京都ホテルニューオータニ

3．病院視察研究会

国際的活動

9．

国際病院連盟活動（常任理事国としての活

１）国内関係

和歌山県，徳島県，高知県の３県１０月

動）アジア病院連盟活動（連盟会長国とし

一泊病院見学６月

ての活動）

２）国外関係

1０．

政府，医師団体，病院団体，看護団体，保

ヨーロッパ病院見学団

険者団体など

（国際病院連盟会議時）

ヨーロッパ病院見学ハウスキーパー団

ハワイ病院視察団
２２４

●●●●●

１０月６日～16日（11日間）

可ｕ０《．『００｛■００－。□８口一今『０口（

アメリカ西部病院見学看護団

勺ｕ０－（叩〉〈】《叩く、）△幻扣一（』Ｌ『辺）

６月13日～７月３日（21日間）

政府その他関係団体との連絡協議

会員獲得のための運動

医療費値上げに関する運動
病院の実'盾を国民にＰＲする運動

公共料金対策

税金対策

４日本病院会時代

16．病院大会

阿久津慎氏会長日本病院協会の定款による
に選出される評議員の名称は合同による
定款で代議員となった。

が選出されこの50名の理事の中から常任理事と
して，公的病院から７名，私的病院から７名が
選出されたわけであります。

この常任理事の選出にあたっては，同時に会

役員改選は３月29日に行われたが，これより

長１名，副会長４名，計５名の会長と副会長候

さき代議員と理事の立候補がなされ，代議員は

補が選出され，この５名の互選によって，会長

定款の定めるところにより公私59名ずつが予め

の選出をいたすことになり，不肖私が心ならず

選考され，理事も以上の趣旨より同数が選考さ

も会長となった次第であります。

れた。

事業家の中には40％の賛成者があれば，敢然

前年昭和49年３月に日本病院協会長に就任，

と意志決定をして目的に突進する人もあります

病院合同を推進してこれを実現し，小沢凱夫氏

し，６０％の賛成者を得たところで決意をし事を

とともに日本病院会長代行をつとめた東陽一氏

進める人もあり，時には90％の賛成者があって

は小沢氏とともに勇退をした。

も慎重に構えて意志決定をしない人もあるよう

日本病院会となって代行につづく会長には阿

です。

久津慎氏（名鉄病院長）が推薦された。阿久津

私は日本病院会の運営にあたっては，６０％

会長は「就任のことば」としてつぎのように述

の賛成を得られたときに意志決定をし，会員

べた。

の皆様にご協力をお願いいたしたいと存じま

－３年余にわたる合同のための長い協議の

結果，日本病院会が発足しました。

す。

日本病院協会の事業は昭和50年３月29日の総

日本病院会の会長については，私は私なりに

会においてご承認をいただいたようにたくさん

意中の人があった訳であったが，私の予期に反

あるわけでして，これを遂行するためには必要

して私が会長になるということになってしまっ

経費を予算化しなければなりません。できるだ

て，私としてはたいへん光栄というべきである

け早い時期に会費の決定をしていただきたいと

がそれよりはとまどいの方が更に大きいのであ

思っております。

ります。

昭和49年10月18日の全日本病院管理学会の際
に，それぞれ長い歴史を持つ日本病院協会と全

そして日本病院会がその力を発揮するために

は，会員の増加ということが，まずもって急を
要することであります。

日本病院協会とが合同し，会の運営は日病，全

なお，先に私は60％の賛成を得たところで決

日病の全役員が役員としてその任にあたること

意したいと申しましたが，賛成を得る場として

になったことは，皆様のご承知済みのことであ

は４副会長の職務分担を明確にするとともに常

ります。

任理事会，理事会，代議員会のご意見を聴取し

そして昭和50年３月29日に，新しく選出され

ながら総会の同意を得たいと考えています。会

た118名の代議員の方がたの合意のもとに公的

員皆様がたのあたたかいご支援とご鞭燵を切に

病院から25名の理事，私的病院から25名の理事

お願いいたす次第であります。－
２２５
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副会長，常任理事，監事，代議員議長，副議
長には次の諸氏が推された。

氏兼任，委員は16名と増加した。
国際病院委員会は委員長吉岡観八（新千里病

副会長小野田敏郎（佼成病院長）

院長）となり委員は29名に増加する。臨床予防

内藤景岳(篶合病院南大阪病院）

医学委員会は自動化健診委員会と合体し委員長

遠山豪（遠山病院長）

堀内光，委員は自動化健診委員を入れて20名に

大屋拳吾(豐夏市立中央市民病）

増加。通信教育委員会は委員長高橋政旗（杏林

常任理事左奈田幸夫（国立埼玉病院長）

大学教授）で委員７名，コンピュータ委員会は

藤岡萬雄（県立小原療養所長）

委員長は河野稔，委員は14名。医師問題委員会

渡邊進（成田赤十字病院長）

（医師対策委員会改め）の委員長は奥田幸造

野村秋守（野村病院長）

（公立能登総合病院長),委員は13名。海外医療

河野稔（北品川総合病院長）

研究委員会（外遊委員会改め）の委員長は落合

堀内光（済生会中央病院長）

勝一郎，委員は３名。広報委員会は委員長野村

平野一弥(鬘北耳鼻咽喉科病院）

秋守，委員12名。編集委員会は委員長渡邊進,

奥田幸造（公立能登総合病院長）

委員は28名。以上の諸氏である。

小口源一郎（県立木曾病院長）

昭和50年度に多くの委員会が新設された。す

細川一郎（静岡赤十字病院長）

なわち，学術委員会，ポスピタルショウ委員

榊田博(晨本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ病院）

会，企画委員会，組織委員会，医療費問題委員

小原知次郎（小原病院長）

会，経営委員会，税制委員会，地域医療委員

岡田泰二（岡田病院長）

会，労務委員会，厚生福利委員会，中小病院管

菱山博文（福岡城南病院長）

理委員会と11の委員会が新たに設けられた。

監事太田清一（太田総合病院長）

学術委員会は委員長林秀雄ほか委員16名，ホ

久保泰平（茨城県立中央病院長）

スピタルショウ委員会は委員長河野稔ほか委員

１名，企画委員会は委員長菱山博文（福岡城南

代議員会

議長堀口銀二郎（堀口整形外科病院長）

病院長）ほか委員７名，組織委員会は委員長島

副議長山田鉄三郎（浜松赤十字病院長）

津寿秀（甲州中央温泉病院長）ほか委員16名，

顧問および参与の委嘱は行われなかった。従

医療費問題委員会は委員長堀内光ほか委員１２

来参与には病院長以外の学識経験者が委嘱せら

名，経営委員会は委員長岡田泰二（広島・岡田

れていたものであった。

病院長）ほか委員９名，税制委員会は委員長小

委員会昭和50年度の委員は合同により大き
く交替をし委員の数も増加した。

原知次郎（神戸・小原病院長）ほか委員14名，

地域医療委員会は委員長は小口源一郎（昭和伊

教育委員会は委員長榊田博（日本バプテスト

南総合病院長）ほか委員11名，労務委員会は委

病院長）となり委員は６名，病院制度委員会は

員長細川一郎（静岡赤十字病院長）ほか委員１２

委員長左奈田幸夫（国立埼玉病院長），委員は

名，厚生福利委員会は委員長藤岡萬雄（県立小

19名となる。看護制度委員会は委員長は榊田博

原療養所長）ほか委員12名，中小病院管理委員

２２６
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会は委員長岡山義雄（名古屋・岡山病院長）ほ

くられていなかったが，委員会の円滑な機能を

か委員19名の諸氏である。

はかって，昭和50年５月つぎの規定がきめられ

以上委員会の数は22をかぞえた。

た。

教育委員会は年間６回の委員会を開き組織拡
充，方針等について協議を行った。

病院制度委員会は年間11回の委員会を開き病

院危機対策，医療評価等について研究した。
コンピュータ委員会は年間６回の会議を開き

日本病院会委員会内規

第１条委員会は定款第15条の規定により理事
会の議決を経て会長が設置する

第２条各委員会に委員長，委員を置く。各委
員会の委員の数は若干名とする

コード化，レセプトの問題点等について協議を

第３条委員長は会長が委嘱する

行った。

第４条副委員長，委員は会長が委嘱するもそ

臨床予防医学委員会は年間３回の委員会にお
いて人間ドックの運営について協議した。看護

制度委員会は３回，通信教育委員会も３回，広

報委員会も３回の委員会を開いた。
海外医療研究委員会は４つの海外視察団への
オリエンテーションを行った。

編集委員会は毎月１回日本病院会雑誌編集会
議を開いた。

の選考は委員長に一任することがある
第５条委員の任期は役員の任期と同じとする
も再任を妨げない

第６条委員会は調査研究を主とするものと実
務を主とするものに分つ

第７条調査研究を主とするものに対しては会
長が諮問事項を設定し，その成果は所定
の期日迄に会長に答申するものとする

新しく設けられた委員会として，ホスピタル

なお必要ある調査研究については委員

ショウ委員会は年間４回の委員会を開いて次年

長から常任理事会に報告し常任理事会の

度展示について協議した。

了承を得た上調査研究を行うものとする

労務委員会も４回の会議を開き，労基法上の
他の法律について検討を行った。

また医療費問題委員会は６回の会議で，診療
報酬改訂要望について協議を行った。

その他の新設委員会で，学術委員会は年間１

回，組織委員会は２回，経営委員会は１回，税
制委員会は２回，中小病院管理委員会２回，厚

第８条実務を主とする委員会はその成果を常
任理事会において会長に報告するものと
する

第９条その他必要な事項についてはその都度
会長が委員長に指示するものとする

研究部会の病院診療部会は昭和50年１月２１
はたらき日番町共済会館において栄養管

生福利委員会は１回，それぞれ今後の方針につ

理部会と合同して「栄養部門の問題点」につい

いて検討をした。地域医療委員会は休業をし

て共同研究を行い月例の研究は年間５回にとど

た。

まった。

国際病院学会委員会については別に記すとお
りである。

委員会の運用について，いままでに規定がつ

事務管理部会は１月27日番町共済会館におい
て「前年度病院経営からみた今後の問題点」に
ついて研究し以後年間見学１回にとどまった。
２２７
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傘下の医事研究会は３月19日番町共済会館に

料理」について研究し年間５回の研究を行っ

おいて，「週休２日制と医事業務」について研

た。ハウスキーピング部会は２月26日関東逓信

究して年間４回の研究を行い，庶務人事研究会

病院において「今後の病衣」について検討し年

は２月13日同会館において「院内通達」につい

間６回の研究を実施した。

て検討して年間３回，用度研究会は８月22日同

病歴管理部会は１月11日番町共済会館で「ハ

会場において「主要物品の価格の実態」につい

ワイ病院病歴室見学旅行」の報告をうけ，年間

て第１回の検討を行い年間３回，施設研究会は

８回の研究を行った。

２月26日同会場において「建物設備改修に伴う

問題点」について研究し年間４回，会計経理研
究会は３月19日同会場において「病院における

決算処理の方法と問題点」について検討し年間

内科臨床協議会は年間18回の臨床研究会を実
施した。

全国勉強会各研究部会の全国研究会はかね
てより東京を中心として毎月ま

の開催２回，労務研究会は９月５日「育児休業

たは隔月に実施する各部会，研究会の勉強の実

に関する制度に伴う問題」について年間１回の

績を携えて全国各地の有志とともに研究するた

研究会にとどまった。

めに行われてきた。

病院管理総合部会は１月11日12日成田市にお

昭和49年度の計画に基づく全国研究会は昭和

いて「医療`肩報システムの将来」について検討

50年１月24日25日鹿児島市において事務管理全

し年間４回の研究会を開いた。

国研究会が開かれ，また２月13日14日京都市に

薬事管理部会は２月７日番町共済会館におい
て，「薬剤管理におけるコンピュータの利用法」
について検討し年間５回の研究会を開催した。

おいて病院管理総合全国研究会が開かれた。

昭和50年度の計画に基づくものは，昭和50年
12月15日16日事務管理全国研究会が神戸市にお

看護管理部会は10月９日全社連会館において

いて開催された。医事全国研究会は９月19日２０

「病棟の薬剤管理」について研究を行い105名

日仙台市において開かれ133名が参会した。庶

の参加を得たが年間の研究会はこれにとどまっ

務人事全国研究会は年間２回開催され，９月４

た。

日５日浜松市において参加32名，１１月21日22日

放射線管理部会は２月28日茅ケ崎市立病院に

和歌山市においては68名が参会。用度全国研究

おいて「放射線科内会議のあり方」について研

会は９月４日５日旭川市において，施設全国研

究を行い，年間５回の研究会を実施した。臨床

究会は９月18日19日札幌市において，会計経理

検査管理部会は８月15日順天堂大学病院におい

全国研究会は10月23日24日神戸市において，労

て「検査技師に必要な関連法規の解説」につい

務全国研究会は10月14日15日福岡市において開

て検討し年間２回の研究にとどまった。

かれた。

栄養管理部会は１月21日番町共済会館におい

病院管理総合全国研究会は年間２回，７月１

て診療管理部会と共同研究を行い年間５回の研

日２日函館市において，１１月18日19日熊本市に

究会を実施した。調理研究会は昭和50年１月２２

おいて開かれた。

日東京衛生病院において「患者さんに喜ばれる
２２８

薬事管理全国研究会は９月11日12日秋田市に
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おいて開かれた。

催された。さらに３月12日名古屋市，５月28日

看護管理全国研究会は年間２回，７月17日１８

29日倉敷市，７月23日24日札幌市，９月24日２５

日は盛岡市において134名が参加，１０月28日２９

日京都市，１０月22日23日仙台市，１１月19日20日

日長崎市においては121名が参会した。

金沢市と年間７回の講習会を実施した。

放射線管理全国研究会は６月13日14日金沢市

において，臨床検査管理全国研究会は９月12日
13日北九州市において開かれた。

診療録管理診療録管理通信教育は集合教育
通信教育の場所は前年と同様東京，近
畿，名古屋，仙台の４地区において８月に行わ

栄養管理全国研究会は11月14日15日松山市に

れた。東京は佼成高等看護学院講堂，大阪は日

おいて開き79名が参加，調理全国研究会は９月

本生命谷町ピルおよび同本社において行われ

25日26日京都市において開催100名が参会した。

た。また第２回の認定証は５月20日36名に，第

病歴管理全国研究会は９月19日福岡市におい

３回認定証は10月11日31名に対して授与され

て開催し80名が参加した。

た。

講習会病院長セミナーは昭和50年８月29日

臨床予防医学活動第'6回人間ドック学会は

行われた。「医学教育と病院の役割」牛場大蔵

久留米大学医学部講堂において木村登氏（同大

氏（慶応大学医学部教授）その他の講演がなさ

学教授）が学会長となり開催された。シンポジ

れた。

ウム「人間ドックと自動化健診－その利害得

３０日東京・ヒルトンホテルにおいて

事務長セミナーは９月26日27日番町共済会館
において行われ80名が参会した。

総婦長セミナーは８月29日30日番町共済会館
において行われ97名が参会した。
放射線科セミナーは10月10日より２泊３日御
殿場において開かれた。参加50名であった。

昭和50年８月22日23日，

失を中心に」を樫田良精氏（関東中央病院長）

が司会して６人の演者により行われた。
１月25日26日，臨床検査セミナーと実地講習
会が東京において開かれた。
自動化健診については，昭和50年９月，日本
病院会より自動化健診施設として指定をうけた

病院監督者研修会の３日間コースは９月17日

のは東京八重洲総合健診センター，ライフプラ

より19日まで東京において行われ46名が参加し

ンニングセンター，淀川善隣館附属診療所，静

た。また，６日間コースは湯河原において10月

岡健康管理センター，東海大学病院の５施設で

19日より５泊６日の合宿訓練を行い12名が参加

ある。

した。

大阪市において２月１２日より３日間リーダー

シップ研修会を開催，ＪＳＴ研修の講師３名を
送って研修が行われた。

第15回病院管日本病院会結成第２回目，通
理視察研究会算第'5回の病院視察研究会は
昭和50年10月29日和歌山市和歌浦に集合した。

見学の第１日は和歌山市，日本病院会結成の

コンピュータセミナーの実施についてはコン

原動力のはたらきを果たした堀口銀二郎氏の設

ピュータ委員会の企画にしたがい，昭和50年１

立した堀口整形外科病院である。この研究会は

月29日30日第３回セミナーが福岡市において開

すでに１００に近い病院を見学したが，私立の病
２２９
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院の見学ははじめてである。ついで堀口院長が

帰国をした。助言者は診療録管理通信教育委員

公私一体となって設立した琴の浦リハビリテー

長高橋政頑氏（杏林大学教授)，参加者は21名で

ションセンターを見学する。

あった。

１０月31日，視察団は四国にわたり小松島赤十

字病院を見学，さらに室戸岬を通って高知市に
入り高知赤十字病院を見学した。

第10回の研究会では皆勤賞をうけた者が５名

アメリカ病院ハウスキーピング視察団

昭和50年度はハウスキーパーの米国病院視察
団一行14名を送った。
１０月25日出発し，サクラメントではカイザー

であったが，１５回を皆勤した研究員は高橋政頑

基金病院，ロスアンゼルスでは加州大学病院，

氏（杏林大学教授）ただ－人となり土佐の一刀

グレンデールアドベンチスト病院，ホノルルで

彫を記念品として授与された。

クインズ・メディカルセンターを見学し11月３

外国研修第２回ヨーロッパ病院管理専門視
察団

日帰国した。

第２回ヨーロッパ病院管理専門視察団はザグ

第１回日本日本病院協会が主催した日本病
病院会学会院学会は昭和49年５月金沢市に

レブにおける第19回国際病院会議出席をかねて

おいて第24回学会を開き，全日本病院協会は同

ヨーロッパの病院視察に派遣された。昭和50年

年10月横浜市において第13回の学会を開催した

６月13日出発，まずユーゴスラビアのザグレブ

が，両協会の合同により第25回日本病院学会の

に滞在して会議出席ののち，アテネにおいてキ

開催を担当していた沢崎博次氏に，第１回の

ングポール病院を，マドリッドにおいてブラン

「日本病院会学会」の学会長を委嘱することと

コ病院を，リスボンにおいてサンタ・マリア病
院を見学した。

なった。

第１回日本病院会学会は昭和50年５月21日よ

この視察団には神崎前会長，遠山副会長，吉

り３日間東京杉並の普門館において開催され

岡常任理事が加わり落合参与が助言者として同

た。このたびは韓国より５名，中華民国より５

行した。

名，フィリピンおよびインドネシアよりそれぞ

アメリカ西部中部病院看護視察団

れ１名のお客さまがあった。

これまで６回にわたりアメリカ西海岸の病院

’75モダンホスピタルショウは５月１６日より

の看護視察団を送ったが，昭和50年はアメリカ

20日の５日間東京晴海の展示場において開催さ

中部まで足を伸ばすこととした。視察団の参加

れた。

者はいままでよりも少なく１７名で９月25日出発

第20回国際病昭和50年１月１８日第１２回国際

し10月９日帰国した。見学病院はホノルルでセ

院学会の準備病院学会委員会は組織委員会

ントフランシス病院，桑港では聖ルカ病院，シ

および財務委員会の委員会組織をさだめ，学術

カゴ地区ではシャーマン病院等を見学した。

プログラム出版委員会，会場委員会，式典レセ

診療録管理アメリカ病院視察研究団

プション委員会，病院見学接待委員会，交通宿

診療録管理士のアメリカ病院の視察団をはじ

泊委員会，広報委員会，レディスプログラム委

めて結成し，昭和50年９月28日出発し10月７日

員会を設けること，昭和52年５月までの運営進

２３０
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行プログラムについて協議を行った。

５月17日第14回委員会を番町共済会館におい

３月８日第13回委員会を開き，日本コンベン

て開き，吉岡観八氏が新委員長として紹介され

ションとの契約について協議し，３月28日，国

た。ここで各小委員会の業務分掌が決められ募

際病院学会組織委員長小野田敏郎と日本コンベ

金方法についても協議された。

ンション代表取締役近浪廣との間に業務請負契

６月15日より17日にわたるザグレブの第19回

約を結んだ。その予算はＡ案１億4,971万円，

国際病院会議において，1977年東京会議に対す

Ｂ案１億2,119万円，Ｃ案9,711万円とするもの

る広報のために日本のポスターおよびパンフレ

である。日本コンベンションの契約金はＡ案は

ットを準備した。華麗なポスターはすでに第１

6.0％，Ｂ案7.0％，Ｃ案８．５％とするというも

日目何ものかにより持ち去られるという一幕が

のであった。

ありその効果はあきらかであった。

昭和50年５月，国際病院学会委員会はこれを

会議第４日の６月19日正午，ユーゴスラビア

国際学会実施組織である「第20回国際病院学会

会議委員長マーガン氏，副委員長スクプナック

組織委員会｣，theOrganisingCommitteeof

氏，事務総長セガバク氏と神崎連盟常任理事，

20thInternationalHospitalCongressに改組

小野田氏，落合氏が会同し会の準備，組織，資

し，その委員長に吉岡観八氏が就き小野田委員

金，連絡等についての'情報をうけた。

長は学会担当副会長に退いた。

会場運営委員会
式典・レセプション委員会
広報・記録委員会
レディス・プログラム委員会

病院見学・病院接待委員会

交通・旅行・宿泊委員会

学術・プログラム出版委員会

２３Ｚ
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会議最終日６月20日午前，ハーディ事務総

交通・旅行・宿泊委員会

長，メイトランド書記，吉岡委員長，小野田副

入国，輸送に関する業務，旅行エージェント

会長，落合，紀伊国，関，の諸委員が会し東京

との連絡，宿泊に関する業務

会議についての打合わせを行った。ここでは，

広報・記録委員会

ホテルニューオータニが会場として使用しうろ

広報活動，報道への対応業務，印刷物に関す

こと，英仏西３か国語の同時通訳のほかに日本

る業務，当日における記録（写真，録音，会

語を加えるときは日本病院会の負担とするこ

場内での記録等）

と，会議の主題は１)保健従事者，２)大都市の
医療，３)地域医療・包括保健計画とすること，

展示，病院訪問，会食に関すること，出席予想

レディス・プログラム委員会
レディス・プログラムに関する業務全般

財務委員会

は日本人500～600人，外国人350～400人と見込

実行予算の作成に関する業務および修正予算

まれること，婦人プログラム，開会式について

案の提示，募金推進計画および活動，資金運

等の話し合いがなされた。

用，会計監査の報告

組織委員会による第１回委員会は，８月９日

組織の委員長は次のとおりである。

番町共済会館に開催され，組織委員会の機構図

会長阿久津’慎名鉄病院院長

(前頁)，財務委員会より募集計画，学術・プロ

担当副会長小野田敏郎佼成病院院長

グラム・出版委員会の業務など，学会のスケジ

組織委員長吉岡観八新千里病院院長

ュールの概略につき検討した。

財務委員長河野稔北品川総合病院院長

組織委員会の組織は次のように決められた。
各委員会の業務は次のとおりである。

学術・プログラム・出版委員会
学術・プログラム基本方針についてＩＨＦ本

部へ示唆，日本における病院事'盾ブックレッ
トの作成

会場運営委員会

運営委員長古田幸雄睾碁蕊曇ﾅ医科大

学術委員長橋本寿三男病院管理研究所所長
また委員として次の人びとが推された。
組織委員（五十音順）

岩井宏方岩井総合病院院長
岡山義雄岡山病院院長

落合勝一郎聖路加国際病院常務理事

会場との打合わせ，運営に関する手配（機

小野肇大口病院理事長

材，通訳等)，当日運営，当日受付業務

川北祐幸順天堂医院副院長

式典・レセプション委員会

開・閉会式業務，レセプションに関する業務
病院見学病院接待委員会

紀伊国献三筑波大学教授

榊田博京都産業大学教授

沢崎博次関東逓信病院院長

病院見学に関する業務，各病院主催のレセプ

関武矩聖路加国際病院秘書課長

ションに関する業務

高山螢高山整形外科病院院長

展示委員会

展示に関する業務全般
２３２
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菱山博文福岡城南病院院長

平野一彌港北耳鼻咽喉科病院院長
藤岡萬雄共済病院院長
堀内光東京都済生会中央病院院長

た。

その他の陳情’１月20日育児休暇に関する要
望書を厚生大臣に提出した。

１２月４日看護婦等養成施設の拡充およびその

堀口銀二郎堀口整形外科病院院長

運営費補助についての要望書を厚生大臣に提出

吉武泰水筑波大学教授

した。

吉武直子

つづいて第２回組織委員会は９月20日，第３

賛助会員の制度

日本病院会に病院以外に医
療に関連し病院医療の向上

回は10月11日にそれぞれ番町共済会館において

に賛成する個人または法人が賛助会員として会

開かれた。

に加入しうる制度が設けられ昭和50年７月より

ロンドンの国際病院連盟本部において10月２４

その募集に着手した。

日25日執行理事会が開かれ会長Veyret（フラ

賛助会員は，日本病院会の主催する学会，研

ンス)，前会長Gronwoll（スエーデン），次期

究会に参加できる，日本病院会雑誌および日本

会長Kohler（スイス），副会長Muller(西独)，

病院会ニュースを無料配布する，会費は法人Ａ

同MacMahon（米），事務総長Hardieの諸氏

会員月額５，０００円，Ｂ会員２，５００円，個人会員

と事務次長，財務理事が出席，わが国からは落

年額8,000円である。

合勝一郎委員が1977年第20回国際会議の連絡の

病院合同に２月７日合同第２回理事会にお

対する動きいて日本病院会の方針に対して

ために出席した。

この会議において，ザグレブの国際会議は相

当額の赤字を出し，その対策に困っているとい

不満をもつ数名の理事が退場をしたことは前述
のとおりである。

法的には，なお存在する全日本病院協会の議

う報告がなされた。

第４回組織委員会は11月４日，第５回は12月
13日にそれぞれ番町共済会館において開かれ，

各部門における業務の進捗状況が報告された。

長の要請により小沢凱夫氏は２月14日臨時理事
会を開いた。

この理事会において，さき頃の日本病院会理

募金のための開催趣意書がつくられ会員に配布

事会において東代表が「日本病院会は日医窓口

された。

一本とはまいらぬ。全国公私病院連盟とは過去
昭和50年５月31日，医療

の関係を考えて，今後とも友好関係を保ってゆ

費の引上げについての要

く」と明言したことで，数名の人が退場したと

望書を厚生大臣および日本医師会会長に提出し

いう経過報告があり，また日本医師会より出席

た。

の理事が２月18日の医師会全理事会の結果「日

医療費引上げ要望

また９月９日，同じく医療費引上げ要望書を
厚生大臣に提出した。

１２月23日三たび医療費の緊急値上げ要望書を
厚生大臣，中医協会長，日本医師会長に提出し

医としては全国の病院が日本病院会の運営に関
する基本理念に疑義をもたれる現段階において
は入会することを極力阻止する。これは日本医
師会の正式決定である」と説明した。
２３３
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その後，議論は沸騰し，ときには怒声が乱れ

病院院長)，内藤景岳（総合病院南大阪病院院

とぶという混乱となり，議論伯仲のうちに解散

長)，遠山豪（遠山病院院長)，大屋拳吾（神戸

となった。

市立中央病院院長）が選出されたことは前述の

２月26日，日本医師会病院担当理事は都道府

とおりである。

県医師会長および病院委員会委員にあてて日本

この役員選挙に車椅子で出席した小沢凱夫氏

医師会常任理事会決定として「病院問題の現状

はそのまま大阪にかえった。同じ３月29日「全

について」の文章を送付し「日本病院会は日医

日病有志の会」の代表３名の名を連ね，重ねて

にとって好ましい団体でないから各病院ができ

日本病院会に加入しないことを勧誘する書状を

るだけこれに入会しないよう指導せよ」と通達

送った。

した。

２月27日，小沢凱夫氏は全日本病院協会会長
としてつぎの文章を会員に配付した。

－国破れて山河あり城春にして草木深し，

４月３日，小沢氏は｢再び会員に告ぐ｣を発表
し同日，日本病院会を脱会した。昭和49年10月

18日，東・小沢両氏が握手を交わし合同を天下
に声明していまだ半年にみたぬときであった。

もし２．２６事件がなかったらば，わが日本は

前年昭和49年10月６日すべての役職を辞退す

塗炭の苦しみをなめ，敗戦の惨状をもろに受

ると声明した菊地真一郎氏は小沢凱夫氏が日本

けることはなかったであろう。

病院会を脱会すると声明した直後の４月９日全

全日本病院協会は設立当初から全国病院の

大同団結を理念として進み今日に及んでい
る。今にして日本病院会の芽をつむ輩の策動
には絶対に加担することはできない。

今日まで全日本病院協会の運営はこの点に
ついて充分善処してきたつもりである。今一
度全日本病院協会の主張を記してご参考に供
したい。

日本病院協会の役職に復帰すると発表し，次期
役員改選において全日病会長となった。
アジア病院連盟

前年昭和49年，日本がアジ
ア病院連盟の会長国とな

り，その事務局も日本に移され，常任理事会の
審議に加盟の勧誘がうたわれた。

小野田連盟常任理事および落合連盟事務局長
は東連盟会長に代わって未加盟国に病院協会の

１．日本医師会と緊密な連けい協調を保つ

結成を勧め連盟への加入を誘うために昭和50年

２．全国公私病院連盟には団体加入しない

２月15日，まずタイ国を訪れ，ついでシンガポ

会員諸君，病院は医師等のモラルの修練道

ール国を訪問，さらにインドネシア国を訪問し

場であることを心すべきである｡－

て，それぞれ要路の人びとにうえのことを説い

野村秋守常務理事はただちに小沢氏を訪ねて

た。これらの国々の病院の多くは国立で官僚に

文章の真意をただしたが，これを得ることがで

よる病院支配がおこなわれている。わずかにイ

きぬまま握手を交わして別れた。

ンドネシアではジャカルタに首都病院協会が設

昭和50年３月29日日本病院会の新役員を選出
し４月１日から日本病院会会長として阿久津'直

(名鉄病院長)，副会長として小野田敏郎（佼成
２３４

立されている。２人の使者は２月23日に帰国し
た。

中華民国病院協会総会に出席のため内藤副会

４日本病院会時代

長が昭和50年５月５日より７日まで台北に出張

れた゜この会議に参加するために日本病院会は

をした。

第２回ヨーロッパ病院管理専門視察団を募り，

昭和50年５月20日，第１回日本病院学会を機

落合勝一郎氏を助言者とし，神崎前会長をふく

に，東京国際ピルの日本倶楽部においてアジア

む29名の参加者が６月13日出発した。小野田，

病院連盟理事会を開いた。会は東連盟会長が議

河野両副会長は視察団と別個に会議に参加し

長となり，韓国より宋浩星会長，中華民国より

た。

印仕栄会長，フィリピンよりカエド会長が出

国際病院連盟常任理事会には神崎三益連盟常

席，インドネシアのスーダルソー・ジャカルタ

任理事が出席，落合勝一郎氏が陪席し国際病院

病院協会長が陪席した。

連盟行事の承認が行われた。

マニラにおけるフィリピン病院協会第26回年

総会においては任期のきれる６か国の後任の

次大会に小野田副会長，落合アジア病院連盟事

選挙が行われ，日本はフィリピン，ニュージー

務局長が出席した。会長にはカエド氏に代わっ

ランドおよびフィンランドを推し，いずれもが

てロア氏が選ばれた。

当選した。とくにフィリピン病院協会長カード

大会は11月26日より29日まで４日間開かれ，
この間にアジア病院連盟の准理事会が会場ヴィ
リジホテルにおいて開かれた。

アジア病院連盟の会長国となった日本は，

「アジア病院連盟ニュース」を刊行し参加国に
送った。

第19回国際病院会1977年東京で開催される
議一ザグレブ第20回国際病院会議をひ
かえて，そのまえの会議はユーゴスラビアのザ
グレブにおいて開かれた。クロアチア地方はユ

ーゴのなかで文化のたかい地区，ザグレブはさ
しずめ京都という街である。

氏が推薦を感謝した。

日本病院会雑誌

日本病院協会と全日本病院
協会との合同により，昭和

50年１月号より日本病院協会雑誌と全日本病院
協会雑誌が合同して日本病院会雑誌となった。
表紙の意匠は双方の雑誌を，ユニオンジャッ

クの国旗の要領で２つを重ねた姿としたが，結
果は良好との評判を得た。

編集委員は両協会より３名ずつ６名とし，そ
の他は協力委員として24名が加わっている。

編集は日本病院協会よりの西山君枝氏が担当
をする。

会議は昭和50年６月15日より20日まで開催さ

２３５

４日本病院会時代

昭和５１年
研究部会のなかに，さらに図書室部会が誕生
した。メディカルクラークの通信教育がはじ

まった。病院大会が開かれ政治連盟が設立さ
れた。病院にコンピュータが普及してきた。

国際病院学会の準備が進んだ。学術雑誌「病
院学」の発行を決めた。

常任理事会昭和51年１月17日(士)，常任理
事会を番町共済会館において開
き昭和51年度事業計画，同年度予算について協

議。また委員会の新設について検討をした。常

病院学会開催の件であった。

委員会教育委員会は年間４回の委員会を開
き研究部会の開催の計画と調整にあ

たった。

任理事会は第１火曜日，第３土曜日に開催する

病院制度委員会は年間'2回の委員会を開き主

こととし，以後１か月に２回，年間１９回開催

題とした「緊急医療体制の改善」を日本病院会

し，日本病院会のはたらきの計画，実施，調整

雑誌第23巻11号に発表した。

を行った。

常任理事会の出席者は前年度のとおりであ

学術委員会は年間４回の委員会を開き学術雑
誌の発刊について検討した。

臨床予防医学委員会は年間６回の委員会を開

る。

理事会，代議昭和51年３月27日番町共済会
員会，総会館において理事会，代議員

き人間ドック，自動化健診運営について協議を
行った。

会，総会が開かれ昭和51年度事業計画，同年度

コンピュータ委員会は別項記載のごとく年間

予算に対する承認がなされ，また国際病院学会

９回の委員会を開きセミナーの企画,レセプト

特別会計の設置と学会予算の承認が行われた。

についての要望の起案等がなされた。

第２回日本病院学会にさきだって５月21日，

編集委員会は年間'2回毎月日本病院会雑誌の

理事会，代議員会，総会が倉敷市川崎医科大学

編集会議を開き，広報委員会は年間５回病院ニ

附属病院においてひらかれ，昭和50年度事業報

ュースの編集方針について協議した。

告と同年度決算の承認がなされた。さらに昭和

企画委員会は年間６回の委員会をもち，メデ

51年通信教育予算図書出版特別会計仮決算がそ

ィカルクラーク通信教育，病院大会の企画’出

れぞれ承認された。

版の検討等を行った。

９月４日番町共済会館において，理事会，代

医療費問題委員会は年間９回の委員会を開き

議員会，総会が開催された。議案は政治連盟の

病院経営実態調査，医療費改訂について検討を

設置，病院大会の開催，病院会館の建設，国際

した。

2３６
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看護制度委員会は年間４回委員会を開き看護
業務担任調査について検討をした。
労務委員会は年間３回の委員会をもち，潜在
看護婦等について検討をした。
ホスピタルショウ委員会は年間６回の委員会

を開き'77国際展示についての計画を行った。

中小病院管理部会（病院管理総合部会改題）

は２月18日神奈川県医師会館において「病院税

制」について検討，年間７回の研究を行った。
薬事管理部会は２月18日番町共済会館におい
て「薬局方」について研究，年間６回の研究会
を開いた。

海外医療研究委員会は年間２回のオリエンテ

看護管理部会は２月３日同会館で「現場教育

ーションと４回の結団，解団式を行った。その

を考える」と題して研究し165名が参加，年間

他通信教育委員会，組織委員会，税制委員会は

の研究は３回であった。

年間１回の委員会を開いた。地域医療委員会，
厚生福利委員会の開催はなかった。

放射線管理部会は２月27日都立駒込病院にお
いて「放射線技師の採用と定着」について検

新設された病院会館建設委員会は堀口銀二郎

討し年間６回の研究を行った。また臨床検査管

代議員議長が委員長となり，年間９回の委員会

理部会は２月６日順天堂病院で「臨床検査室の

を開き，建設用地の下見３回，募金方法等につ

排水処理」について検討し年間の研究３回であ

いて検討をした。同年度新設の医療事故対策委

った。

員会は４回の委員会を開きセミナー開催につい

栄養管理部会は２月３日東京厚生年金病院に

て計画し，年金検討委員会は１回の委員会開催

おいて「厨房設備の改善」について検討し年間

にとどまった。

８回の研究会をもった。調理研究会は３月10日

研究部会の病院診療部会は昭和51年１月2O
はたらき日都立駒込病院で「感染症につ
いて」を検討，年間10回の研究会を開いた。
事務管理部会はこの年間の研究会開催はなか
った。

傘下の医事研究会は年間６回の勉強会をも
ち，庶務人事研究会は３月11日番町共済会館に
おいて「交通ゼネスト対策」について検討して
年間３回，用度研究会は２月20日同会館で「給
食材料の購入」について研究し年間４回，施設
研究会は２月25日国立競技場会議室において

「病院施設の問題点」について検討して年間７

河北病院において研究会を開き年間５回の勉強
を行った。ハウスキーピング部会は１月22日聖

路加国際病院において「アメリカ病院視察報告
会」を行い年間６回の研究会を開いた。

病歴管理部会は１月10日杏林大学病院の見学
を行い年間10回の勉強会を開いた。

内科臨床協議会は東京３群の病院の間で年間
23回におよぶ症例研究を行った。

昭和51年３月には恒例の研究部会委員の反省
とねぎらいの会が開かれることはなかった。

全国勉強会昭和50年度の計画に基づく病院
診療全国研究会は，昭和51年３

回，会計経理研究会は１月21日番町共済会館に

月12日13日静岡市において開かれ，事務管理全

おいて「経営分析，収支明細書」等について研

国研究会は１月23日24日仙台市において，医事

究して年間４回，それぞれの研究を行った。労

全国研究会は２月12日13日伊勢市において開催

務研究会は年間１回の研究会にとどまった。

し135名が参加，病院管理総合全国研究会改め，
２３７
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中小病院管理全国研究会は１月16日17日京都市

で開催された。ハウスキーピング全国研究会は

図書室部会の誕生

日本病院会はすでに17の
研究部会をもって病院各

２月20日21日高松市において開催し50名が参加

般の勉強を行ってきたが，病院図書室管理につ

した。

いての研究はなされていなかった。東京都内の

昭和51年度の計画に基づくものは，事務管理

病院で図書室をもついくつかの病院の司書は互

全国研究会は12月13日14日鈴鹿市において開い

いに連絡をもって研究をはじめていたが，これ

た。医事全国研究会は４月以降３回開かれた。

を日本病院会のなかの事業とすることとし，昭

すなわち５月27日28日札幌市において，７月１４

和51年７月17日，１１月11日と後藤文夫（都養育

日１５日大阪市において，１１月１５日１６日岡山市に

院附属病院),三竹年子(東京警察病院)，小田谷

おいて開き，それぞれ56名，160名，127名の参

律子（佼成病院）の諸氏が部会組織と事業計画

加者があった。庶務人事全国研究会は11月25日

について検討をはじめた。

26日京都市において，用度全国研究会は９月１６
日17日高松市において，施設全国研究会は５月

13日14日甲府市において，会計経理全国研究会
は10月14日15日大阪市において，労務全国研究

図書室部会の誕生により日本病院会は18研究
部会をもつこととなった。

講習会病院長セミナーは昭和51年７月23日

２４日東京ヒルトンホテルで開かれ

会は８月26日27日福島市においてそれぞれ開か

た。講師には前大蔵大臣坊秀男氏，日本経営能

れた。

率研究所長児玉龍介氏等を招いた。

中小病院管理全国研究会は７月10日11日長崎
市，１０月22日23日甲府市において開いた。

薬事管理全国研究会は９月９日10日奈良市に
おいて開かれた。

看護管理全国研究会は６月29日30日新潟市，
９月16日17日大阪市，１１月１５日横浜市で開き，
それぞれ145名，135名，102名が参加した。

副院長セミナー（診療幹部セミナー改め）は

11月19日20日東京の番町共済会館において開か
れた。このたびは第２日の病院見学は行わず両
日とも講義の形式がとられた。

事務長セミナーは７月16日東京の全社連会館
において開催された。

総婦長セミナーは８月27日28日東京・食糧会

放射線管理全国研究会は６月25日26日和歌山

館で開催され，行天良雄氏（ＮＨＫ）の「附添

市において開催，臨床検査管理全国研究会は１１

婦と病院」の講演をきいたあと，附添婦問題の

月５日６日高松市において開かれた。

グループ討議を行い，その総括発表を行う形を

栄養管理全国研究会は７月８日９日広島市，

９月３日４日長崎市において，調理全国研究会
は11月12日13日福山市において開かれた。ハウ

スキーピング全国研究会は９月24日25日秋田市

で開催された。

病歴管理全国研究会は９月22日呉市において
開かれた。
２３８

とった。

７月１日，番町共済会館において税制セミナ
ーを開いた。

医療紛争が増加している現状から10月23日２４

日医療紛争防止セミナーを新宿の安田ビルにお
いて開いた。

放射線一泊セミナーは９月18日19日裾野市に
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ラークをおき実績を挙げている報告が日本病院

おいて行われた。
コンピュータセミナーは別項に記載のとおり

学会においてなされている。
昭和51年６月１日の常務理事会においてこの

である。

病院監督者研修会は６日間コースの合宿訓練

メディカルクラークの通信教育に対する実施要

は６月13日より18日まで湯河原厚生年金会館に

項を決定した。修学年限は１か年間，修了者は

おいて行われた。３日間の講習は２月１８日より

日本病院会認定メディカルクラークとして登録

20日まで大阪において，また10月７日より９日

する。昭和51年９月30日までに申込む。受講料

まで東京公立学校共済組合本部において行われ

は46,000円と定められた。

た。

集中スクーリングは大阪地区において74名に

診療録管理診療録管理士の通信教育は，規
通信教育定の通信教育のほか集合研究を
行い，東京地区年間23回，近畿地区年間11回，
名古屋地区年間12回，仙台地区年間10回を実施
した。集中スクーリングは２月と８月に東京，
大阪，福岡の３か所で行った。

４月３日24名に対して第４回の認証式，１０月
30日31名に対し第５回の認証式が行われた。

臨床予防医学活動昭和51年８月現在の人間

ドック指定病院は２９５病

院，自動化健診の指定施設は39を数えている。

第17回人間第17回人間ドック学会は昭和５１

ドック学会年８月20日21日仙台市斉藤報恩

対し10月９日より，東京地区においては88名に

対し10月12日より，それぞれ３日間ずつ行って
メディカルクラークの通信教育が開始された。

第16回病院管前年昭和50年には日本全国の
理視察研究会なかで残されていた３つの
県，和歌山，徳島，高知をめぐり，日本一巡を
完成した病院視察旅行は，昭和51年には役員の

なかからのつよい希望もあって，再び出雲路の
病院を訪れることとなった。

昭和51年10月27日鳥取市に集合，２８日には改
築して間もない鳥取県立中央病院，地域の信頼

により発展した倉吉市の私立病院，野島病院，

株式会社として発足し銀行の信託をうけて新築

会館において丹野三男氏（仙台市立病院長）が

した米子市の博愛病院を見学して皆生温泉泊，

学会長となり開催された。特別講演には「老化

第２日は松江赤十字病院，松江市立病院を見学

と整形外科疾患」若松英吉氏（東北大学教授）

して玉造温泉に投じ，第３日最後の島根県立中

その他，シンポジウムは清瀬潤氏（三井記念病

央病院を見学した。

院中央検査部長）が司会して「精度管理上の実
`肩と問題点」が論議された。一般演題は36題で
あった。

メディカルクラー多様化する病院機能のな

春の一泊見春の一泊見学研究会は昭和5'年

学研究会６月１１日１２日，名古屋市の５病

院を見学した。

第１日目は，私的総合病院の岡山病院（岡山

クの通信教育開始かで医師のはたらきを十

義雄院長)，肛門科専門病院の野垣病院（野垣茂

分に発揮するために医療事務業務の専門職をお

吉院長),私鉄ターミナルに位置する上飯田第一

いて，これによる医師の介助が必要であると考

病院（福田浩三院長）を見学した。第２日は名

えられてきた。この業務のためにメディカルク

古屋第二赤十字病院（富永健二院長),愛知県が
２３９
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んセンターを見学した。
外国研修

の川崎医科大学において開催した。大学理事長

ヨーロッパ病院視察

兼附属病院長川崎祐宣氏を学会長として行われ

ヨーロッパ病院視察団14名は昭和

た。

51年６月12日より12日間，上林三郎氏（聖路加

昭和38年第３回病院視察研究会で岡山市の川

国際病院事務長）を助言者として英国，ドイ

崎病院を見学し，そのときに承った川崎病院長

ツ，スイス，フランスの４か国をめぐった。

の医科大学設立の構想がここに結実してこの学

英国バーミンガムの国際展示場に，病院設備

会を迎えたのである。

および医療展示会を見学し，ロンドンではノー

アジア病院連盟よりは韓国から12名，中華民

スウィックパーク病院，ハンブルグではワンズ

国より２１名，フィリピンより１名，計34名が参

ベック病院，チューリッヒでトリニムリ病院，

加し，海外特別出題として台湾大学より３題，

パリでサン・アントワーヌ病院を見学した。

韓国より１題の発表があった。

メキシコ・南米病院視察研究

日本病院学会会則は昭和32年７月に改訂され

メキシコ・南米病院視察研究団は参加者は少

ているが前年よりこれを検討してきた。倉敷の

なかったが視察を決行，昭和51年１１月９日出

学会評議員会において評議員の選任，辞任は評

発，ペルーでは国立リマ精神病院，ブラジルの

議員会の議決とされていたが，これを日本病院

リオデジャネイロでは，サンタマリア病院，連

会常任理事会の推薦者の中より評議員会が選任

邦立歯科大学附属病院を，サンパウロではサン

すると改め，また評議員数の過半数は日本病院

タカーザ病院を，ベネズエラではカラカス国立

会の会員またはその施設の職員と定めていたも

大学病院とカラカス中央病院を，またメキシコ

のを削除することを議決し，昭和51年５月24日

市ではモオセエル病院を見学した。この他，ブ

より新会則を実施した。

ラジル厚生省リオデジャネイロ本部，ブラジル

’76国際モダンホスピタルショウ

病院協会，サンパウロ病院協会，ベネズエラ病

’76国際モダンホスピタルショウは東京晴海

院協会，ラテンアメリカ病院協会，メキシコ病

展示場で昭和51年５月19日より23日まで開催さ

院協会を歴訪した。

れた。展示120社であった。

視察団は次年，東京における国際病院学会へ

の多数参加の伝言を依頼され28日帰国した。
ハワイの旅
全日本病院協会が'巨例として実施してきた病

参観者は併設のビジネスショウを合わせて１２
万名に達した。

政治連盟の設立病院の経済に対しては政治
的な運動が必要であり，こ

院職員厚生のためのハワイ旅行を日本病院会が

のためには日本病院会と－体をなす日本病院政

継承し，２月10日より13名が，１２月28日より１５

治連盟の設立が必要ではないかとの議がおこ

名がそれぞれ５日間のハワイの観光をたのしん

り，昭和51年７月６日の常務理事会において政

だ。

治連盟規約案が審議せられ委員長に代議員議長

第２回日本第２回日本病院会学会は昭和５１

病院会学会年５月21日より３日間，倉敷市
２４０

堀口銀二郎氏が推された。

１０月15日病院危機突破大会のあと阿久津会長
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が招集した政治連盟各地区懇談会が永田町町村

会館において開かれた。出席者は大会役員およ
び陳情団として各方面に赴いた団員が中心とな
り，つぎのことを議決した。

日本病院会政治連盟の各府県代表は委員長が

病院大会は「病院医療危機突破大会」とされ
３つ標題を掲げた。

１）入院料を適当に引き上げよ－差額料金
をとる必要のない入院料
２）技術料を適正に評価せよ

指名する。会員は１会員１万円とする。連盟推

３）病院税制を抜本的に改正せよ

薦代議士の推薦状は各地よりの推薦に基づき１１

大会宣言のあと議長団が選出され菅原虎彦

月２日に開く常任理事会にて選考認定しこれを

（東京)，六車清茂（岡山)，野瀬善三郎(兵庫)，

推薦者に送付する。

杉岡直登（福岡)，浜光治（和歌山）の諸氏が選

１１月２日の常任理事会において，推薦議員は
衆議院を当面の対象とし，参議院議員は保留す

ばれた。

阿久津'眞会長の挨拶のあと議事に入り「入院

料引上げに関する件」福井順（長崎)，「技術科

ることとした。

病院大会の開催日本病院会の主催する病院
大会は昭和51年10月15日，

の適正評価に関する件」遠山豪（三重)，「病院
税制の抜本的改正に関する件」小原知次郎（兵

東京大手町のサンケイホールにおいて開催され

庫）の諸氏の発表があり，これに対して各地代

た。

表河野稔（東京)，島津寿秀（関東甲信越)，藤

日本病院協会の定款に，協会の事業の１つに

病院大会の開催があげられている。昭和33年の
橋本寛敏氏が会長就任の翌年病院大会開催の発
議が行われたが，橋本会長はそのようなものは

原拓士（中国四国)，平野明（近畿)，岡山義雄
（東海北陸）の賛成演説がなされた。
ここで堀口銀二郎氏司会により大会宣言が決
議された。

必要ないとこれを否定した。

決議

日本病院協会は全日本病院協会との合同によ

医療費の改定が物価，人件費の上昇ならび

り日本病院会となりその定款にもこの事業を行

に近代医学の進歩と社会生活の向上に対応し

うよう規定している。

て実施されないため，公私病院を問わずその

病院の医療費は公定されている。機械化によ
る国の産業の興隆は人の経済価値の向上，すな

わち人件費の高騰につながり，これはまた材料

費の値上りにつながる。医療費はこれにスライ
ドして上げられなければならない。しかし医療

経営と運営は窮地に陥り医療の荒廃を来して
いる。

われわれは国民の生命を守るため，つぎの

事項を速やかに実施するよう強く要求する。
１．入院料を大幅に引き上げよ

費引上げは厚生省の中医協への諮問により行わ

２．技術料を適正に評価せよ

れるが，ここは利害相反する立場から常に争い

３．病院税制を抜本的に改正せよ

の場となる。争いがつづけば医療費は動かな

右決議する。

い病院は常に経済的な破綻に脅かされつづけ
ている。昭和51年10月もまたそのときである。

昭和51年10月15日

日本病院会主催病院医療危機突破大会
２４Ｚ
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配慮願いたいこと

大会には自由民主党総裁三木武夫氏のメッセ

ージがあり自民２名，社会，公明，民社，新自

昭和51年７月６日医療費値上げについて田中

由クラブより各１名の衆議員議員が来賓として

正巳厚生大臣，中医協会長等に要望書を提出し

出席した。

た。

要望書

大会において陳'清団が結成され，厚生省，大
蔵省，中医協，日本医師会に要求の実現を訴え

第２回日本病院会学会において，国民皆保

険下における病院医療の諸問題につき熱心に

た。

医療費問題昭和51年４月１日医療費につき
経済的問題９．０％（病院10.0％，診療所8.1

討議されました。

なかでも入院時室料差額ならびに，付添看
護料が重大な社会問題となっていることがと

％）の要望をした。

５月24日防火設備に対しての措置について，

り上げられ，その原因は国民宿舎の宿泊料に

厚生大臣，自治大臣に対してつぎのとおり要望

も及ばない入院料にあるとの結論に達しまし

を行った。

た。

スプリンクラー等防災設備取
付に対し特別措置の要望書

病院はその社会的使命から最も人命を尊

政府は速やかに適正な医療を行いうるよ

う，下記事項を早急に実現されんことを要望
します。

重するところであり，特に病院火災予防に

記

ついては，すべての病院が日夜細心の注意

近代医療を推進しうるよう技術料ならびに

を払いこれが対策に万全の策を講じており

入院料（室料・看護料・給食料）を適正に引

ます。

き上(ずよ

さて，昭和49年の消防法一部改正による

スプリンクラー取付の猶余期限がいよいよ

また７月23日電気税ガス税の減免についてつ
ぎの請願を衆議院議長に提出した。

近づいてまいりましたが，現在の社会保険

請願書

診療報酬下における病院経営ではこれが完

「電気税・ガス税減免」に関する請願

全実施はとうてい不可能であり，かつまた

病院経営向上近代化のため税制上「電気

現行診療報酬中には防災施設改善の経費は

税・ガス税」を非課税とされたい。

いっさい含まれておりません。消防法を遵

理由

守するには何らやぶさかではありませんが，

電気税・ガス税は，各種鉱工業・国鉄・

かかる病院の窮状をご了解のうえ，国等に

地方私鉄・学校学術研究・綿毛紡績業等に

おいて特別の措置を講じていただきたく要

おいては,産業政策上非課税になっている。

望いたします。

病院は私的病院のみならず公的病院にお
記

いても非課税ではない。社会福祉政策上，

１．国費または公費負担を願いたいこと

病院に対しても電気税・ガス税を非課税と

２．公費負担不能なときは長期低利の融資を

されたい。

２４２
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コンピュー病院に対するコンピュータ普及

タの普及のために前年昭和50年にひきつ
づき昭和51年もまたセミナーを数多く行った。

メイトランド女史（国際病院連盟事務次長）
が３月23日来日し，２４日ホテルニューオータニ

において日本組織委員会代表と会同し，プログ

すなわち２月25日26日松山市においては参加

ラム・予算・通訳・開閉会式・展示等全般にわ

者55名，５月18日19日東京都においては参加７４

たって具体的事項について打合わせが行われ

名，６月25日26日和歌山市においては参加４４

た。ＩＨＦの予算については，外国人参加者

名，８月25日26日新潟市においては参加60名，

550名，日本人参加者400名計950名を予想し収

９月８日９日広島市においては52名，１０月13日

入48,750ポンド，ＩＨＦの支出はこれに見合う

14日名古屋市では参加66名，１１月24日25日会津

ものとされた。因みに学会参加費はすべてＩＨ

若松市においては参加者49名，１２月15日16日厚

Ｆ本部に納入し，本部は会場費，同時通訳費，

木市において35名と，年間計８回のセミナーを

本部人員旅費，学会小冊子作成をまかなう。開

行った。

催国の日本病院会はレセプション，病院見学，

コンピュータの普及に伴い請求事務上の問題
が生じ，昭和51年７月30日田中正巳厚生大臣に
対して１）レセプト記号をコード化すること，

婦人プログラムその他，上記一切をまかなうこ
とが学会の前例となっている。

会場費を担当するＩＨＦ本部は，ホテルニュ

2)保険者名をコード化すること，３)氏名はカナ

ーオータニの会場費の高価なことにおどろき，

書きを可とすること，４)病名をカナ書き，英字

これに対する検討を求めてきたが，開会式およ

も可とする，５)入院レセプトのコンピュータ化

び連盟総会開催のために用いるニューオータニ

を認めること，６)請求書の型式を入院・外来の

芙蓉の間の170万円を節するために会場運営委

２本立に統一すること，７)甲乙表を一本とする

員会は国立劇場を借用することに成功した。国

こと，８)医療費改正の告示を早めて切替えに余

立劇場の使用料は20万円である。これに対し，

裕を与えること，９)診療行為をコード化するこ

主催国としてその他一切を担当する日本病院会

と，１０)診療行為名（同効果薬品，検査，手術

の所要経費は114,618,409円と概算された。

等）に標準コードをつくることを要望した。

この要望はさらに東京都知事，社会保険診療

前年度よりこれに対する募金のために強化委
員会，財務委員会が設けられ，内藤景岳強化委

報酬支払基金，健保連，国保中央会等にも提出

員長以下特別会員の獲得による会員を主とし，

した。

関係団体を従とする募金を行ってきたが，その

国際病院学組織委員会は昭和51年１月20日
会の準備第６回会議を全国町村会館で開
催した。

紀伊国委員が欧州出張を機に２月９日ＩＨＦ
本部に連絡し，学会の剰余金として１０，０００ポ
ンドの寄附を要求しているが，わが国としては
15,000ドルといたしたい旨申し出た。

実績は遅々として進まず役員会員は率先して多
額の応募を行うとともに，これら委員会は東奔
西走の努力をつくした。

アジア諸国昭和51年５月15日16日，中華民
との交流国医院行政協会（病院協会）総
会に渡邊進常任理事が出席した。
アジア病院連盟の常任理事会は日本病院会学
２４３
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会を機に５月20日岡山市の国際ホテルにおいて

開かれた。フィリピンよりロア会長とカエド前

会長，中華民国より江萬喧氏ら，韓国より宋浩

あり，第２日は慶州の観光が行われた。
病院会館の建設

日本病院会が設立された

が，病院会事務局は番町共

星会長が出席，阿久津連盟会長が議長をつとめ

済会館の一室を借用している現状を破り，独自

た。この会議で，連盟の行事として参加各国の

の会館を建設すべきであるという発議は堀口銀

病院見学旅行の実施が決議され，まず韓国が本

二郎代議員議長の強い希望であり，昭和51年９

年より実施することとなった。

月４日の理事会に議案として提出され，会館設

マニラのフィリピン病院協会年次大会は11月

立委員会を設けて建設案を検討することとなっ

14日より17日まで開かれ河野常任理事と落合連

た。会館建設委員会はただちに組織され，堀口

盟事務総長が出席した。

銀二郎氏が委員長となり委員９名が決定した。

韓国では昭和52年より健保制度を実施し５００

９月18日の常任理事会において，この建設の

名以上の企業と地域の希望者を対象として開始

ために「財団法人日本病院会館設立準備委員会

することとなり，その実施についての調査研究

規約（案)」が審議された。

のため５名の代表が来日して済生会中央病院，
聖路加国際病院，佼成病院等を視察した。

アジア病院連昭和51年５月岡山におけるア
盟の視察旅行ジア病院連盟常任理事会の決
議に基づいて，大韓病院協会が主催する韓国病
院視察旅行が10月５日６日ソウル市において行
われた。

わが国からはアジア病院連盟誕生の産婆役を

１２月18日の常任理事会において日本病院会の
社団法人化に伴い財団法人たる必要なしと決せ
られた。

学術雑誌の発行

昭和51年８月３日の常任理
事会において学術委員会

（委員長左奈田幸夫氏）において検討した学術
雑誌の発刊について発議があり，この審議は８
月21日の常任理事会に継続，日本病院会雑誌と

つとめた岡山義雄常任理事のほか小野田，内藤

の記事管掌の範囲が明確でないとの意見あり，

両副会長，落合連盟事務総長その他合計７名が

学術誌発刊はようやく１１月２日の常任理事会に

参加をした。またフィリピンから３名の参加が

おいて承認された。創刊は昭和52年創刊と決定

あった。

した。

１０月５日の第１日はソウル市の西部にある延

世大学附属のセブランス病院を見学し，さらに

出版新刊書の出版はしばらく途絶えてい

たが，昭和51年３月10日「病院診療

ソウルの南部の漢陽大学の附属病院を見学し

~その20年のあゆみ」が竹内春彦氏（都立荏

た。セブランス大学は聖路加国際病院と同系の

原病院長）が編著して発刊された。

病院で管理がゆきとどき，漢陽大学病院は22階

昭和51年７月「病医院のコンピュータ導入の

１万坪の建坪をもち新しい施設を完備した病院

早わかり」を刊行した。これは病院におけるコ

である。

ンピュータの入門の害として解説をおこなった

夜は北漢山麓の料亭に韓国病院協会の招待が

２４４

ものである。

４日本病院会時代

昭和５２年
左奈田幸夫氏会長に推される。第20回国際病
院学会が参会者1,911名を得て東京で開催さ
れた。第１回日本診療録管理学会が開催され
た。学術雑誌「病院学」が創刊された。

常任理事会前年昭和51年９月18日の常任理

た゜その新年第１回の常任理事会は１月８日

事会で昭和52年１月より常任理

（士）にひらかれ'恒例により昭和52年度事業計

事会を第１・第３土曜日に開催することを決め

画案とその予算案について検討し，事業のなか

役員業務分掌
副会長’業務区分

落合勝一郎

堀内

医療費問

委員

会

国際委員会

中小病院対

制度
教育

防医学

医療費問題
年金・税金・厚生

拓士

義雄

中小病院

博文

医療事故対策

吉岡観八

看護婦問題

〃

組織拡大

島津寿秀

教育

医療従事者対策
着護制度

組織
宅浩之

．ソピ１－夕

条勝夫

学

黒田幸男

編労地

術

院学）

亀山

域医療

若月

総務・渉外・広報
（ニュース）

野村秋守

理｜平野一彌

調

査｜細）'’一郎

条勝
宅浩

報

夫之

会計・経

広

域医

集務療

秋山

宏俊

病院会雑誌
務対策

博平一

病本

学く日労地

徳岡

術雑誌

郎次肇

〃

史松

〃

医療従事者

宅野野

病院管理

大小

河野

各種委員会・勉強会

知次郎

原原山山

健保法

病院

通信

臨床子
高山螢

小藤岡菱

税制問

夫頑

公衆衛生

茂政

長谷川

辺橋

村田

通信教育

渡高

病院・教育制度

題題他策争

内藤景岳
郎

委員長

（国際・国内）
勇功光

小野田敏郎

学会関係

医事紛

稔

常任理事

２４５
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に事務長養成通信教育と雑誌「病院学」の発行

名不足し，私的病院は59名で４名超過し，理事

を加えた。

は公的，私的病院とも28名でそれぞれ３名ずつ

常任理事会の出席者は６月25日の役員改選に

超過となり，超過地区において選出数の調整が

より，別項に述べるとおりとなった。また役員

おこなわれ，監事２名，代議員議長，副議長各

の業務分掌が前掲のように定められ，また委員

１名は定員数であった。

長は常任理事会に出席して発言し得るようにき
められた。

理事会，代議昭和52年１月22日番町共済会

昭和52年６月25日全国町村会館において代議
員会が行われ，つづいて新理事による理事会が
開かれた。阿久津I真会長の勇退により新会長に

員会，総会館において理事会が開かれ，

左奈田幸夫氏（国立埼玉病院長）が推された。

日本病院会法人化の報告が承認された。また国

副会長，常任理事，監事にはつぎの諸氏が推さ

際病院学会開催準備の進捗状況の報告のあと，

れた。

昭和52年度事業計画案，同予算案が審議承認さ
れた。

副会長小野田敏郎（佼成病院長）

理事会のあと，内幸町日本プレスセンター１０

内藤景岳(隻合病院南大阪病院）

階ホールにおいて日本病院会法人化祝賀会を開

河野稔（北品川総合病院長）

き，坊大蔵大臣，各党代議士を来賓に迎えて大

徳岡三郎（大分県立病院長）

同団結を祝った。

常任理事長谷川功（山形県立中央病院長）

３月５日東京トラック事業健保会館において

秋山博(薑生会川口総合病院）

理事会を開き，また３月19日に食糧会館におい

野村秋守（野村病院長）

て代議員会，総会を開いて昭和52年度の事業計
画，同年度予算の承認を得た。
５月21日全国町村会館において理事会，代議

堀内光(臺鬘都済生会中央病）
平野一彌儂区耳鼻咽喉科病院）
亀山宏平（新潟中央総合病院長）

員会，総会が開催され，昭和51年度の事業報

村田勇（富山県立中央病院長）

告，１日年度決算が承認された。

島津寿秀（甲州中央温泉病院長）

６月26日全国町村会館において理事会．代議

若月俊一（佐久総合病院長）

員会が開かれ新役員の選出が行われた。その細

細川一郎（静岡赤十字病院長）

部は別項，記載のとおりである。

岡山義雄（岡山病院長）

９月３日東京トラック事業健保会館において

吉岡観八（新千里病院長）

理事会が開催ざれ委員会の設置，全国公私病連

小原知次郎（小原病院長）

絡会，病院会館建設計画等について審議され

藤原拓士（水島中央病院長）

た。

菱山博文（福岡城南病院長）

左奈田幸夫氏新役員の改選

会長に推さる昭和52年度の役員改選は，
立候補締切日までに代議員は公的病院52名で３
２４６

監事太田清一（太田総合病院長）
戸川潔（茨城県立中央病院長）

代議員議長堀口銀二郎（堀口整形外科病院長）

４日本病院会時代

同副議長財津晃（長浜赤十字病院長）

１６．年金厚生福利委員会小原知次郎

左奈田新会長は就任にあたりつぎのような主

１７．中小病院管理委員会岡山義雄

張を述べた。

１８．医療事故対策委員会菱山博文

１)医療体系の改善と充実，２)健康管理と健康

これにより教育委員長は三宅史郎氏が新任さ

教育への参加，３)医療団体の協力と前進，４)病

れ，また16年間の長期にわたり日本病院会雑誌

院サービスの向上と普遍化，５)病院費用の適正

の編集に携った渡邊進氏が退いた。

評価と早期是正，６)医療従事者の充実とその健
康管理。

年間さらに防災対策委員会が新設され委員長
には小原知次郎氏が推された。

委員会日本病院会に合同がなされた翌年昭
和50年度委員会は著しくその数を増

した。

昭和52年７月２日，新しい執行部によるはじ

また定款等諸規定検討委員会が年末に新設さ
れ堀口銀二郎氏が委員長に推された。

教育委員会は年間４回の委員会を開いて勉強
会の計画実施調整にあたった。

めての常任理事会において委員会の統廃合につ

病院制度委員会は年間10回の委員会を開き救

いて審議がなされその任務を果たした国際病院

急についで医師卒後教育について検討を加え

学会委員会ほか医師問題委員会，企画委員会，

た。

経営委員会が廃された。ただし，新たに医療事
故対策委員会が設けられた。
新しく推された委員長はつぎのとおりであ
る。委員の任期は役員と同じく３年である。

学術委員会は年間９回の委員会をもち雑誌
「病院学」の編集に当った。

臨床予防医学委員会は年間４回，人間ドック
の運営について協議を行った。

Ｌ教育委員会三宅史郎

通信教育委員会は年間６回委員会を開き診療

２．病院制度委員会渡辺茂夫

録，メディカルクラーク，事務長養成について

３．学術委員会一条勝夫

の通信教育の運営に当った。

４．臨床予防医学委員会堀内光

コンピュータ委員会は年間９回の委員会を開

５．通信教育委員会高橋政頑

き，セミナーの運営，導入案内書の編集，実態

６．コンピュータ委員会三宅浩之

調査等のことに当った。

７．編集委員会秋山博
８．国際委員会落合勝一郎
９．ホスピタルショウ委員会河野稔

１０．広報委員会野村秋守
１１．組織委員会島津寿秀
１２．医療費問題委員会高山螢

編集委員会は毎月１回日本病院会雑誌の編集
についての会議を行った。

ホスピタルショウ委員会は年間９回の委員会
を開きその運営実施に当った。
医療費問題委員会は年間４回医療費改訂のた
めの分析と資料の作成に当った。

１３．看護制度委員会小野肇

看護制度委員会は年間４回看護大学の設置，

１４．地域医療委員会若月俊一

実態調査補助金増額資料作成等について検討し

１５．労務委員会黒田幸男

た。
２４７
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病院会館委員会は７回の委員会で別項記載の

て「医薬品流通の安全性」について研究，年間
５回の勉強を行った。

活動を行った。

医療事故対策委員会は年間４回委員会を開き
セミナー実施に当った。

看護管理部会は２月３日番町共済会館におい
て「新卒業生に何を期待するか」について１０６

組織委員会，労務委員会は年間それぞれ２

名が参加して研究，１１月10日看護会館において

回，医療従事者対策委員会，定款等諸規定検討

「卒後１～２年の実務指導をいかにするか」を

委員会，税制委員会は年間それぞれ１回の委員

研究して230名が参加，年間の勉強会は４回で

会を開いた。

あった。

広報委員会，地域医療委員会，防災対策委員

放射線管理部会は２月18日同愛記念病院にお

会，勤務医対策委員会は昭和52年の１年間に委

いて「放射線科における保険点数の検討」につ

員会を開くことはなかった。

いて勉強し，年間研究６回であった。

定例の勉強会病院診療部会は昭和52年１月

１８日国立療養所中野病院にお

いて「胸部疾患の専門病院は成り立ち得るか」
について検討し，年間11回の研究を行った。

事務管理部会の研究会は本年も開かれなかっ
た。

臨床検査管理部会は２月25日順天堂大学病院
において「劇物，毒物の管理」について研究，
年間研究３回であった。

栄養管理部会は２月１日聖マリアンナ医科大
学病院において「これからの病院給食｣について

研究，年間５回の研究会を，また調理研究会は

傘下の医事研究会は２月23日東京トラック事

３月９日東京厚生年金病院において「中性洗剤

業健保会館において「自費料金に関する諸問

の追求」を行い，年間４回の勉強を行った。ハ

題」について130名が参加して研究し,年間４回

ウスキーピング部会は２月23日都立荏原病院に

の研究会を開いた。庶務人事研究会と会計経理

おいて「病院におけるハウスキーピング業務の

研究会は番町共済会館において「入院・外来患

分析」について検討，年間４回の勉強を行っ

者１人当りの診療原価」について合同して研究

た。

し，年間それぞれ３回ずつの研究を行った。用

度研究会は２月18日同会館で「缶詰食品の購
入」について研究し年間５回の勉強を行った。

施設研究会は２月23日同会館において「病院に
おける施設経費と予算」について研究，年間６

回の研究会を開いた。労務研究会は12月13日同

会館で１回の勉強会にとどまった。
中小病院管理部会は２月24日，清瀬の織本病

診療録管理部会は１月８日聖路加国際病院の
見学を行い，年間４回の研究を行った。
図書部会は１月27日，委員会を開いてアンケ

ート実施に備えた。
内科臨床協議会は３群の合計年間９回の症例

研究会が行われた。
日本病院会19の研究部会の総合集会は３月１９
日，かねてJ恒例の虎の門霞山会館で開かれ，そ

院に71名が集まって「中小病院の生きぬく道」

れぞれ年間のはたらきの発表を行い，またその

について研究，年間４回の研究会を開いた。

反省がなされた。

薬事管理部会は２月９日番町共済会館におい
２４８

その内容はつぎのとおりである。
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１）参加者をできるだけ多くするため，病院

庶務人事全国研究会は11月10日11日静岡市，

内各担当部門への周知方法を考えたい。

施設全国研究会は10月26日27日大阪市，会計経

２）施設見学や，テーマの選び方で参加人員

理全国研究会は名古屋市，労務研究会は７月７

がかなり多くなる傾向がある。

３）ワークショップでは，参加人員を制限し
たほうが効果があった。

４）担当部門だけの会に終った感じがあり，

日８日鳥羽市において開かれ，用度全国研究会
は新潟市で開かれ112名が参加して勉強した。

中小病院管理全国研究会は昭和51年度計画の
ものは１月21日22日名古屋市，昭和52年度計画

でき得る範囲で他部会と合同で勉強(定例）

のものは６月17日18日東京，１０月28日29日岡山

したいこともある。日程調整が問題とな

市で開き，それぞれ75名，８３名，８１名の参加者

る。

があった。

５）合宿研究会を考えたい。自分たちの会館
があれば，比較的簡単に実現できよう。

薬事全国研究会は６月９日10日東京で開催，
132名が参加した。

６）全国研究会では，意外に地元からの参加

看護管理全国研究会は６月23日24日札幌市に

が少ないケースを見受ける。開催地と共催

て開き136名が，１０月20日21日は福岡市で開き

して応援を願いたい。

145名が参加した。

７）研究会などへの参加者は少ないが，アン

放射線管理全国研究会は７月１日２日新潟市

ケートをとると「意義あり」と答える者が

にて開催し，また臨床検査全国研究会は９月１６

多い。ＰＲを積極的にしたい。

日17日秋田市において開催した。

８）他学会やセミナー等と開催時期がぶつか
ることを避けたい。

栄養管理全国研究会は９月27日28日甲府市で
144名の参加を得て開いた。

９）病院の予算とも関連するが，でき得る限

ハウスキーピング全国研究会は６月24日25日

り研究会へ関係者を派遣されるよう，病院

京都市において開催，診療録管理全国研究会は

長にお願いしたい。

９月14日金沢市において開いた。

委員120名の労をねぎらう懇親パーティーは
地下ホールで開かれ交歓がなされた。

全国勉強会病院診療全国研究会は昭和52年
１１月４日５日甲府市において実

施し98名が参加した。

事務管理全国研究会は11月４日５日水上温泉
において開催された。

医事全国研究会は７月21日22日福島市，９月

21日22日水上（群馬)，１０月20日21日鹿児島市

と３回開催しそれぞれ115名，100名，５６名が参
集した。

全国研究会の参加者の会費については，４月

２日開催の常任理事会において，同一病院より
の参加２人目より参加会費を50％逓減とするこ

ととし，４月16日の常任理事会では，セミナー
についても同様に扱うことを決めて実施した。

講習会病院長セミナーは昭和52年７月22日

２３日に会場をJ恒例の東京ヒルトンホ

テルより神戸六甲オリエンタルホテルに移して
行われた。

事務長セミナーは８月18日19日食糧会館にお
いて開かれ105名が参加した。
2４９

４日本病院会時代

総婦長セミナーは８月26日27日電設健保会館
と私学会館で開催し86名が参加した。

放射線セミナーは９月16日17日恒例の御殿場

東山荘において，また栄養セミナーは伊東市で
10月16日17日に開かれた。

コンピュータセミナーは２月２３日２４日神戸

第17回病院管病院の視察研究は日本を一周
理視察研究会して，前年昭和5’年秋は鳥
取，島根へ赴いたが，本年は計画を新たに再ス
タートをすることになった。

昭和34年第１回の旅行は，橋本会長の聖路加
国際病院を出発病院としたことに因んで，この

市，６月22日23日東京，７月13日14日静岡市，

たびは11月28日左奈田会長の国立埼玉病院を最

９月21日22日岐阜市，１０月９日10日甲府市にお

初の見学病院に選んだ。ついで東京に入り，日

いて開催した。

本赤十字医療センターを見学，横浜グランドホ

医療紛争防止セミナーは２月９日１０日大阪
市，７月13日14日名古屋市において開催した。

病院監督者研修会は５泊６日合宿コースは６

月19日より24日まで湯河原厚生年金会館におい
て，３日間コースは公立学校共済組合本部にお
いて９月12日より14日まで開催された。

通信教育診療録管理通信教育は東京地区，

近畿地区，名古屋地区，仙台地区

共に前年と同様に集合教育が行われ，また集中
スクーリングも東京，大阪，福岡でなされた。

テルに泊る。

第２日は神奈川県に入り肛門科専門病院であ

る横浜の松島病院，神奈川県立こども病院を見
学，塔の沢福住楼に泊る。

第３日は神奈川県立足柄上病院，神奈川県立
七沢障害交通リハビリテーション病院を見学し
た。

海外研修

アメリカの病院給食施設専門視察
研究

病院給食施設を視察するために昭和52年４月

また４月16日霞山会館で第６回の認定証授与

６日出発，１５名が榊田博氏を助言者として米国

式が39名に対し，第７回は番町共済会館におい

の病院をめぐり，ロスアンゼルスのシーダスサ

て37名に対し行われた。

イナイ病院，ワズウォース在郷軍人病院，ミネ

メディカルクラーク通信教育は集中スクーリ

アポリスのセントメリー病院，サラトガ市のサ

ングが４月と８月にそれぞれ東京地区，大阪地

ラトガ病院の給食施設等を見学して４月16日に

区で，第１回認定証授与式が85名に対し番町共

帰国した。

済会館において行われた。
人間ドック

昭和52年の人間ドックの料金は
48,100円に引上げられた。

第18回人間ドック学会は昭和52年８月26日２７

カナダ・アメリカの病院視察
カナダ・アメリカ病院視察団22名は８月５日
出発，８月24日帰国した。

アメリカ・メキシコ・キューバの病院管理視

日東京第一生命ホールを会場とし清瀬潤氏（三

察

井記念病院）が学会長となって開催された。特

米国，メキシコ，キューバの病院視察団18名

別講演として「乳がんの最近の診断法」藤森正

は落合国際委員長を助言者として昭和52年８月

雄（埼玉がんセンター総長）その他が発表され

24日出発し１６日間にわたり，ニューヨークのレ

－般演題は41題の多数にのぼった。

ノックスヒル病院，シカゴ地区のシャーマン病

２５０
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院，ジョージア州アトランタのエモリー大学病

第１回日本診日本病院会が主催する３つ目

院，ニューオルリンズのツーロー病院，桑港の

療録管理学会の学会が誕生した。日本病院

聖ルカ病院，メキシコ中央病院，ハバナ市国営

会の通信教育の卒業者による研究学会が昭和５０

診療所を見学し９月８日に帰国した。

年より行われていたが，これを日本病院会の主

第２回診療録管理アメリカ病院視察研究

催とすることとなったのである。

一昨年昭和50年につづき昭和52年９月26日よ

昭和52年５月20日21日東京・砂防会館におい

り10月５日までの10日間，第２回診療録管理ア

て日野原重明氏（聖路加看護大学長）を学会長

メリカ病院視察研究が行われた。

としてはじめての日本診療録管理学会が日本病

桑港ではスタンフォード大学病院，聖ルカ病

院会が主催して開かれ500名が参加した。田中

院，ロスアンゼルスでは加州大学病院，ロマリ

敏行氏（大阪逓信病院副院長）司会「診療記録

ンダ大学病院等を見学した。３２名が参加，助言

は誰のものか」のパネルほか18題の一般演題の

者として高橋政祓氏（杏林大学教授)，栗田静

発表が行われた。

枝氏（聖路加国際病院）が同行した。
ヨーロッパの病院視察

全国公私病院連盟昭和39年，わが国の多数
との無関係宣言の病院団体を糾合して設

ヨーロッパ病院視察団15名は11月15日出発し

立された全国公私病院連盟は，かつては日本病

て11月26日帰国した。デュッセルドルフでは聖

院協会とうらはらの関係をもち，主として病院

マリア病院と国際医療器機展を見学，ベルンで

の政治的活動を行うものとされていた。しか

はインゼル病院，リヨンではリヨン病院，ロン

し，全国公私病院連盟はその公式発表の場にお

ドンでは王立慈善病院を見学した。

いて日本病院協会の名称を他の病院団体名と並

第３回日本前年昭和51年５月の倉敷市にお
病院会学会ける第２回病院会学会において

列し，日本病院協会は外見的にはその連盟の一

翌年第３回の病院会学会は名古屋市で開催する

日本病院協会と全日本病院協会との合同の時

ことが決まり，学会長に推された田代勝洲氏

点において，公私病連もまた大同団結のなかに

（愛知県病院協会長，名古屋第一赤十字病院

かかわるべきであるとの意見が有志の間に持た

長）が受任のあいさつをしたが，田代氏は昭和

れたが，そのことは実現しなかった。両協会の

52年４月２日急逝した。学会は田代氏をそのま

合同以後，日本病院会は公私病連に対する分担

ま学会長に戴き中西真吉氏（中京病院名誉院

金は納付せずこれに加盟しない態度を守ってき

長）を学会長代行として学会を運営した。

た。

員である観を呈していた。

学会は５月に国際病院学会が行われたため異

昭和52年６月に左奈田幸夫新会長と新執行部

例の秋季の開催となり，昭和52年11月18日より

が誕生したが，左奈田会長は７月２日の常任理

３日間，名古屋市公会堂で開催された。

事会において，さらに日本病院会は他の医療団

開会式には厚生省医務局長佐分利輝彦氏，日

体，病院団体と相携えて進むが，いかなる他団

本医師会長武見太郎氏（代読）の祝辞があっ

体の傘下にも属さぬ自主的団体であるとの態度

た。

表明を行い全国公私病連の医療費改訂要望書の
２５Ｚ
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なかに加盟団体として加えられた日本病院会の

並記の削除をもとめ，日本病院会は公私病連と
は無関係であるとの申入れを行った。この後に

陳情

日本病院会は昭和52年３月28日，厚
生大臣に対し医療費の引上げについ

て要望書を提出した。

左奈田会長は全国公私病連よりの退会の可否に

１０月15日看護大学の設置と看護学校の運営費

つき代議員に書面による回答をもとめ，回答９１

補助の増額，看護臨床実習経費の増額について

名中退会に賛成53名で退会が決せられ，９月１７

渡辺美智雄厚生大臣に要望害を提出した。

日退会届が出された。

曰医会長と日本病左奈田会長以下,小野田，

院会幹部の懇談内藤，河野，徳岡の４副
会長と総務担当の野村常任理事の６名は，７月

20日午後１時，日本医師会の武見会長を訪ね，
新執行部の誕生を報告しつづいて厚生省，議員
会館に表敬を行った。

８月４日武見日医会長は，さきに表敬訪問を

また病院建物・建物附属設備の耐用年数の短
縮，医療法人および特定の医療法人に関する税
率軽減につき衆参両院議長に請願書を提出し
た。

第２回病院危診療報酬改定実施の遅延によ
機突破大会り，病院経営はつねに極度に
圧迫され，組織医療の機能維持に重大な支障を
生じている。

行った日本病院会の幹部６名を，赤坂の料亭に

この現状打破のため，日本病院会はこうした

招き自らホストとして２．２６事件の思出から終

国民医療の崩壊を防ぐべく昭和52年10月28日東

戦秘話についで現在の教育問題に至る広範な話

京・第一生命ホールにおいて第２回病院医療危

題で２時間半にわたって歓談した。歓談中武見

機突破大会を700名の参加を得て開催した。

会長は病院問題に触れてつぎのように述べた。
1）病院の施設，設備については，もっともっ

と国庫補助がなされなければならない。

2）病院自身が病院の公共性をもっと強く打ち
出さなければならない。

3）病院が目先の利害関係にのみ走る傾向があ

開会宣告のあと議長団に常任理事吉岡観八氏
（新千里病院長）と浜光治氏（浜外科病院長）

の２名が選出され，左奈田会長のあいさつ，来
賓祝辞のあと議事に入り，１)地域医療の推進と

社会福祉の向上に関する件，２)医療費の大幅引
上げに関する件，３)施設安全管理料の新設に関

るのは困ったことだ。

する件，４)病院税制の改正に関する件について

赤坂招待の答礼の意味を兼ねて12月１日，銀

述べられたのち，東北，近畿，九州地区代表の

座の吉兆で，日本医師会・日本病院会両幹部の

賛成演説があり，①入院料を中心に20％以上の

懇談会が行われた。武見日本医師会長は，近畿

医療費改定を直ちに実施せよ，②医療技術料に

地区で開催の医師大会に出席中その懇親会を省

対し適正な診療報酬を設定せよ，③施設管理料

いて会場に出向き本会の幹部と医療の原理と倫

・安全管理料を新設せよ，④病院税制を抜本的

理等について種々懇談した。とくに勤務医対策

に改正せよ，

の問題にふれて「日本病院会でとりあげてみた

以上の４点を決議した。

らどうか，日本医師会で全面的に応援する」と

１０月28日の病院医療危機突破大会決議に基づ

述べた。
２５２

き医療費引上げに関する要望書を大蔵大臣，厚
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生大臣，中医協会長，自民党政調委員，日本社

ｉｎJapanを編集し，日本の病院の概説と見学

会党，公明党，民社党政審委員，新自由クラブ

病院その他の病院の機構，見取図を附したもの

政策委員，日本医師会長にそれぞれ提出した。

を作成した。

大会後，日本倶楽部において政治連盟主催のパ
ーティーが催された。

福祉食品流日本シアード・フードセンター

通研究会に助成

榊田博常任理事が指導して病院の食品流通に
ついて研究をつづけた福祉食品流通研究会は昭

式典レセプション委員会は岩井宏方委員長が
主となって会場の選定，企画実施について力を
つくした。

学会観光旅行については交通，旅行，宿泊委
員会（藤岡萬雄委員長）が日本交通公社を督励
して京都，伊勢路の旅を計画した。

和52年度より日本シアード．フードセンターと

吉田幸雄運営委員長はこれら運営の全般につ

名称を改めた。日本病院会は５月21日の理事会

いて統合を行い，落合勝一郎委員は各般にわた

においてフードセンターに対し50万円の助成金

っての実務に携わった。

を支出することを承認した。

学術委員会としての学術プログラム出版委員

日本シアード・フードサーピス協会と日本病

会は紀伊国献三委員長が主となってわが国の医

院会の関係について，中村理事から「昨年岡山

療機構の概要を記述したHealthServicesin

の学会で榊田博氏が病院の給食の合理化をする

Japanを編集した。また日本組織委員会の主催

ためにつくられたシアード・フードサービス協

する分科会の企画と実施とに力を尽くした。

会に対し日本病院会予備費から昨年50万円，本

資金委員会は学会の免税措置の取得とともに

年度50万円の助成金を支出しているが，この協

堀口銀二郎委員長，高山螢委員が主となり寄附

会に対して日本病院会は今後どのような援助を

金の獲得に精力を傾け，学会の経済を安泰にし

するのか，はっきりと決めていただきたい」旨

た。

の発言があった。これに対し左奈田会長は「こ

学会経費の募金については，病院学会会員は

の場で決めるのは資料，‘情報が不足しているの

特別会員として加入の方法をとったが，関係団

で，いましばらく待ってほしい」と答えた。

体よりの寄附については免税の措置が必要であ

第20回国際病国際病院学会の学会外行事と

る。大蔵省がその措置を行うためには，日本病

院学会の準備してのレディス．プログラム

院会の申請に対し所轄の厚生省よりこの学会が

すなわち同伴夫人接待の委員会は小野肇委員

学術的なものであることの添書が必要とされ

長，吉武直子委員等が日本的な案を企画した。

る。この事務処理はなかなか行われず，学会予

病院見学，病院接待委員会は，吉武泰水委員
長，伊藤誠委員が主となり接待病院の募集，計
画の打合わせにつとめた。

ＩＨＦ国際会議においてはその国の病院概要

算はさらにきりつめて修正予算95,210,146円と
した。

あたかもこのとき坊秀男氏が大蔵大臣に就任

した。坊大蔵大臣と同郷の日本病院会役員はこ

を編集し参加者に配布することとなっている。

の事Ｉ肩を直訴した。坊大臣はただちに新任の渡

吉武泰水委員長が主となってHospita］Visits

辺美智雄厚生大臣に直接に談判を行うことによ
２５３
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りょうや<大蔵省より寄附金の免税についての

た。

「寄附金指定通知」による許可が得られた。し

午前10時半，佼成雅楽団による雅楽が奏でら

かしその実効期間は学会開催直前の４月22日か

れて開会，ＩＨＦ次期会長Ｄｒ・Kohler（スイ

ら５月21日までの１か月に過ぎなかった。また

ス）による式辞(会長Veret（フランス)病欠)，

その限度は45,726,000円と指定され，財務委員

厚生大臣，東京都知事，日本病院会長の歓迎の

会の高山螢委員以下この期間に関係団体よりの

挨拶につづいて，SirGustavNossal（オース

寄附募集に東奔西走した。

トラリア）により「科学研究と運営の進歩」と

第20回国際第20回国際病院学会は組織委員
病院学会会を中心として日本病院会会員

題してルネサンド記念講演が行われた。
正午より東条会館にアジア病院連盟の役員の

方がた，香港およびバングラデシュよりの講演

の力を集めて開催された。

昭和52年５月22日（日）午前９時より会場東京

者を日本病院会が招いて昼食会が催された。

赤坂のホテル・ニューオータニにおいて会員の

午後３時よりＩＨＦ総会が国立劇場で開催さ

登録が行われた。ＩＨＦが４５０名と予想した外

れ，次期会長にはＤｒ、Humerfelf（ノルウェ

国人参加者は1,478名であった。この日，山吹

ー）が選ばれ，また６年間常任理事に在任した

の間でＩＨＦ常任理事会が開かれた。主催国よ

神崎三益氏にかわり，落合勝一郎氏が日本より

よりは神崎ＩＨＦ常任理事が出席した。午後６

の常任理事に選出された。午後６時30分より同

時より目黒の八芳園においてWelcomeParty

じく国立劇場において狂言，能，日本舞踊，太

歓迎会が開かれ，1,000名の人びとが日本の美

鼓などの日本の伝統芸能を披露，最後の阿波踊

酒をたのしんだ。

りはにぎやかであった。

５月23日（月）開会式場国立劇場前には，す

第２日より第４日まで，ホテルニューオータ

でに午前９時30分より多数の参加者が集まり開

ニの鳳凰の間の東中と西，桂の間の３会場を用

門とともに，たたちまち会場は参会者で埋もれ

いてつぎの５つの分科会が開かれた。

第１分科会「大都市における医療」

大都市の医療サービスの地域化ＡＬＡｄａｍｓ（AUSTRALIA）
首都マニラの保健衛生業務におけるバランゲイ・GGGaereon（PHILIPPINENS）
ヘルス・センターの活動

財政困難時の大都市医療（ニューヨークの場合）Ｓ・nPomrinse（Ｕ､S､Ａ､）

大都市における医療Ｊ，Arias（COLOMBIA）
大都市移住者の医療GuiltermoFajardsOrtiz（MEXICO）
東京における救急医療活動高橋勝三（日本）
一般病院の病床必要数の決定OdairPedroso（BRAZIL）
医療のモニター方法ＲＡｌａｎＨａｙ（ＣＡＮＡＤＡ）

精神医療面で地域社会が果たす役割Ｅ・Morgan（ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ）

香港の補助医療サービスGeorgeTONGKai-Chuen（ＨＯＮＧＫＯＮＧ）
パリ都市圏の病院EveErrahmani（FRANCE）
パリ首市圏及びイル・ド・フランス地域におけるＪ､Ｍ、Ｓｉｍｏｎ（ＦＲＡＮＣＥ）

教育機関併設病院の役割

ブリュッセル大都市圏における救急医療組織Ｊ、Descy（BELGIUM）
２５４
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リヨン市保健システム報告MRochaix（FRANCE）
大都市における医療（まとめ）ＧＣｕｓｔ（ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ）
第２分科会「医療における電子機器利用」

医用電子機器の開発岩井喜典（日本）
病院と企業間の協力について

電子機器利用の経済的考察ＪＴｈｏｒｐ（SWEDEN）
ヘルスサービスのための医用電子機器安全工学と樫田良精（日本）

安全教育

自動化される予防的保全計画システム

FrankKane（Ｕ・ＳＡ.）

病院及び地域社会における電子機器の最適利用法開原成允（日本）
について

電子機器一発展途上国における供給とサービスMrs．Ｈ・BRichter（BRAZIL）
医療サービスにおける電子機器利用（まとめ）斉藤正男（日本）
第３分科会「医療補助者と医療チーム」

医学教育と教育病院の任務StephenJaseph（ＵＳＡ.）
看護教育と看護婦の役割の拡大RebeccaBergman（ISRAEL）
保健補助者の教育と訓練ZafrullahChowdhury（ＢＡＮＧＬＡＤＥＳＨ）
保健補助者および保健チームの活用についての地Ｄ・Werner（MEXICO）
域的アプローチ

医療補助者及び医療チームの活用法についての各DociaKisseih（ＧＨＡＮＡ）

地のアプローチ

保健看護婦(士)，Indonesiaの進展する保健医療WirjawanDjojosugito（INDONESIA）
システムにおける決定的な役割
保健補助者及び保健チーム一般討論（映画上映のあと）

医療補助者と医療チーム報告・討論（まとめ）KatherineElliott（ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ）
第４分科会「疫学と医療，特に計画と管理」

保健サービス上の疫学の諸問題，方法・組織に関WalterHolland（ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ）
する展望

管理と地域保健学及び保健サービス研究との関係ＪＷ・Ｏｗｅｎ（ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ）
地域保健学と疫学その保健サービスへの貢献LBreslow（ＵＳ.Ａ､）
誰がいかに訓練されるべきかRameshwarSharma（ＩＮＤＩＡ）
カナダの場合Ｄ・OAnderson（ＣＡＮＡＤＡ）
ニュー・サウス・ウェールズ州の保健サービス設ＡＡｄａｍｓ（ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ）
計への疫学の実践的応用

疫学と医療，特に計画と管理（まとめ）大野良之（日本）
第５分科会「都市における病院の近代化」

日本の病院建築の過去と現状伊藤誠（日本）
東独における一例RolandJaenisch
（GERMANDEMOCRATICREPUBLIC）

カイロのＥ１Ａｇｏｕｚａ病院のための研究RonaldJWeeks（ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ）
既存病院の発展についての基本的な考え方Ｒ・ＪＳａｈｌ（ＷＥＳＴＧＥＲＭＡＮＹ）

既存建築物の評価に関する方法論HowardGoodman（ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ）
カリフォルニアにおけるケーススタディと進展すDerekParker（Ｕ､ＳＡ.）

る技術をめぐって

都市における病院の近代化に関する諸問題ErvinPiitstep（SWEEDEN）
ブラジルの場合JarbasBKaeman（BRAZIL）
Basle州立病院建設の第３段階FelixStalder（SWITZERLAND）
病院と都市環境の融合JanEKruisheer（ＮＥＴＨＥＲＬＡＮＤ）
２５５
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近代計画の機能的プログラミング

ViviAnnLundeherg（SWEEDEN）

都市における病院の近代化（まとめ）

MariaPerezSheriff（SPAIN）

以上のほかに，わが組織委員会が主催する分科会でつぎの２題が桜の間で検討された。
１．病院管理の経済的側面

アメリカ合衆国における病院経営管理の経済的側RobertMFarrier．Ｍ､，．（Ｕ､S､Ａ､）

面

オーストラリアにおける病院管理の経済的側面Ｍｒ,RoyceKronborg（AUSTRALIA）
２．病院管理の教育プログラム

日本における病院管理の概要倉田正一（日本）
オーストラリアにおける医療管理者のための通信JohnDewdney（AUSTRALIA）

講座

日本における病院管理者養成一条勝夫（日本）
日本における病院管理学の医師に対する教育高橋政頑（日本）
－医科大学での経験一

第２日の24日（火）午後７時30分より日本病

間，会員夫人，令嬢による琴の演奏，日本舞踊

院会主催の野外歓迎会が聖路加国際病院隅田河

などが興を添え，甲州ワインもよろこばれて午

畔庭園において開かれた。コーラー会長は月光

後11時までダンスに興ずるというにぎやかさで

を浴びてよろこびの言葉を述べ，参会者は日本

あった。

の屋台に桝酒を酌んで交歓をした。会場へはバ
スの送迎がなされた。

LadiesProgramme夫人接待は第２日午後
会場よりパスにて国立博物館と浅草を案内し，

HospitalVisits病院見学はＩＨＦ学会の永

第３日は午前10時バスにて，役員夫人が接待に

年のしきたりである。第３日25日午後１時３０

加わり畠山記念館を見学して，庭園めぐりは磐

分，病院見学バスは会場を出発して次の12病院

若苑において茶の湯をたのしみ琴，尺八の演奏

を訪問した。

をきいて午後３時30分会場に帰着。第４日は午

国立病院医療センター関東逓信病院都立

駒込病院都養育院附属病院都立松沢病院

前中，明治神宮とＮＨＫをめぐった。

第５日５月27日午前10時より全鳳凰の間をひ

日赤医療センター済生会中央病院聖路加国

らいて全員出席で５分科会議のそれぞれのまと

際病院北品川総合病院佼成病院順天堂医

めが５人の演者により行われた。

院三井記念病院

以上の12の病院は茶菓をもてなして遠来の客
を歓待した。

CongressDinner学会正餐会もまたＩＨＦ
学会の伝統の行事である。

１２時30分より閉会式が行われた。コーラー会
長は第20回学会の盛会を称え，この会の開催に
かかわった人びとの労を謝した。

本学会への参加国は60か国1,970名が登録さ

れ，参加者は正会員1,527人，同伴者384人の計

会は第４日５月26日午後７時よりホテルニュ

1,911人であった。これは過去19回の学会中最

ーオータニ芙容の間において開かれた。正餐の

多数の参加者である。参加者の国別の内訳はっ

２５６
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ぎのとおりである。

学会の収支は学会協賛会費の拠金7,377万円
のほか会員外の351の組織から6,169万円の援助
を得，さらに万博記念基金補助金500万円その
他を得て１億4,834万円の収入となった。

一方支出は免税許可の措置のおくれにより収

入予想が危ぶまれ，縮小予算にしたことは前述
２５７
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のとおりで，学会終了時点の支出は予算にした

小野田敏郎，落合勝一郎の３氏となった。理事

がって８，９７８万円であった。この中でＩＨＦ本

会終了後同じ場所でカクテルパーティーを開き

部への拠金は９０７万円と約束を上廻った。

ＩＨＦ新会長コーラー氏夫妻，ＩＨＦ事務総長

学会は剰余が許されないので，残る５，８５５万

円は学会記念誌の発行，翻訳，印刷料に充てる
こととして収支決算の報告がなされた。

’77国際モダンホ’77国際モダンホスピタ

ハーディー氏夫妻を迎えた。

アジア病院連盟の事務局引継ぎについて７月
29日落合勝一郎氏が台湾を訪問した。

１１月25日フィリピン病院協会年次大会の機に

スピタルシヨウノレショウは河野稔委員長

左奈田会長，内藤副会長，落合国際委員長が出

以下の企画により第20回国際病院学会にて昭和

席しアジア病院連盟準理事会が開かれた。この

52年５月26日より３１日までの６日間，東京晴海

会議で新たにインドネシアがＡ会員として加入

国際貿易センターにおいて開催された。

が承認された。Ａ会員として加入を申請してい

出品社は139社，出品5,000点，会場2,000平

方米，学会会場のホテルニューオータニより展

たオーストラリアとニュージーランドは代表が

欠席したため審議が延期された。

示場ゆき定期バスを運転，６日間の来場者は１７

アジア病院連盟の台湾病院視察旅行

万6,100人を記録した。

アジア病院連盟は前年昭和51年韓国の病院視

国際病院連盟第20回国際病院学会の会期中

察研究についで昭和52年２月，台湾において研

総会・理事会に行われた国際病院連盟総会

究旅行を行った。参加者は韓国より１０名，フィ

において，神崎三益常任理事ほか６名が任期満

リピンより７名，わが国よりは小野田・内藤両

了となり，日本からは落合勝一郎氏（国際委員

副会長，河野・渡辺両常務理事，落合連盟事務

長，聖路加国際病院常務理事）が立候補して当

総長その他計26名，主催国台湾より廷90名が参

選し神崎委員のあとを継いだ。

加した。

その他の当選国は米国，豪州，カナダ，デン
マーク，ユーゴスラビアであった。

視察は主催国邸仕栄病院協会長の案内によ

り，２月５日台北においては国立台湾大学附属

また次年昭和53年には第15回病院研修旅行が

病院，長庚記念病院，栄民総合病院を見学し

米国テキサス州，第６回地域会議は６月プエル

た。２月６日は台中市への途次，台中県沙鹿鎮

トリコ，第７回は11月フィリピンにおいて行わ

光田病院を，台中においては清澄総合病院を見

れることが決まった。

学した。

アジア病院連盟

アジア病院連盟は東京にお

２月７日，さらに中央の山脈を越えて花蓮に

ける国際病院学会を機に昭

いたり，ここでは省立花蓮病院，基督教門諾病

和52年５月21日東京日本プレスセンターにおい

て常任理事会を開いた。この常任理事会で，連

盟憲章に基づいてわが国よりの会長は退き新た

院を見学した。

病院会館の建設病院会館建設委員会は具体
的検討をつづけ８月20日の

に中華民国病院協会長郎仕栄氏が連盟会長に推

常任理事会において，堀口委員長はつぎのよう

された。わが国からの常任理事は左奈田幸夫，

に報告，提案して承認された。

２５８
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－建設資金は総額約20億円（土地10億円，

管理に関して既刊の日本病院会雑誌，病院ニュ

建築関係10億円）が必要と思われる。候補地

ースと混同しない学術的，実学的論文を主体と

は六本木５丁目にあり面積535坪，建築延坪

して，学会報告の原案，会員の研究報告，学会

1,600坪のピルを予定できる。環境はよく坪

シンポジウムおよび特別講演等を掲載するもの

単価も安い。ただ明年３月以降建築基準法の

とした。雑誌の編集は学術委員会が担当する。

改正が施行されると建物面積は１，０００坪に限

出版５２年７月「外科手術診断およびその

定されるので，できる限り早目に対処した

他の診療処置分類表対訳版｣，１０月

い。専門家に資金調達について検討を依頼し

に「病医院へのコンピュータ導入ハンドブッ

ているが，公私立を問わず会員全員の参加を

ク」が新刊された。後者はコンピュータ委員会

原則とし，出資金形式が困難な病院は病院会

の編集によるものである。

の本会費にプラスすること等を骨子とした

事務局長交替従前より,辞意を表明してい

い。本日の常任理事会で前向きの姿勢で対処

た大城三郎事務局長は，本年

することの賛同を得れば全理事会に具体的な

３月嘱託として事務局長を委嘱してきたが，８

建設計画と資金計画の資料を提出する。－

月１日付で事務局長委嘱を解き，後任に村上正

学術雑誌「病前年昭和5'年より刊行を検討

敏氏を事務局長心得で採用した。

院学」創刊していた日本病院会学術雑誌

事務局長の任免は定款上理事会の承認事項と

｢病院学」が昭和52年４月創刊された。雑誌は

なっているので，９月３日の理事会の承認を得

１月，４月，７月，１１月の季刊とし病院運営，

たうえで９月３日付にて正式に発令した。

昭和５３

年

調査室が設置された。事務長養成の通信教育

が開始された。病院情報センターの設立の構
想ができた。看護制度についての要望を行っ

た。国際交流基金を設けた。アジア病院連盟
の日本の視察旅行が行われた。

常任理事会

昭和53年１月７日（士）家の光

議がなされた。

会館において常任理事会が開か

以後第１士曜日を臨時に，第３土曜日を定例

れ，都道府県医師会長，病院協会長合同懇談会

に年間17回の常任理事会を開き，日本病院会の

案，賛助会員増強方策，日本病院会雑誌増刷増

はたらきを司った。

配案等について協議が行われ，１月21日（士）

昭和53年度事業計画案，同予算案についての審

理事会，代議昭和53年２月18日番町共済会
員会，総会館において理事会が開かれ
２５９
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た。３月25日日本出版クラブにおいて理事会，

ドコンピュータ委員会は年間14回の委員会を開

代議員会，総会が開かれ，昭和53年度事業計画

き，国保レセプト形式，共同利用システム計

案，同予算案について承認がなされた。また定

画，セミナーの企画等について検討をした。病

款の一部改訂案が承認された。

院'情報センター設立のための特別委員会は４回

４月22日東京トラック事業健保会館で理事会

が開かれ，昭和52年度事業報告，同決算が承認

開催し，上記の件について協議を行った。

編集委員会は毎月１回の委員会を開き日本病
院会雑誌の編集に当った。

された。

５月27日家の光会館において代議員会，総会

が開催され，昭和52年度事業報告と同決算が承

広報委員会は年間２回集まり病院会ニュース
の編集について協議した。
組織委員会は年間３回，名簿作成，県支部組

認された。

１０月19日大阪市の若竹において理事会が開催

され，昭和54年度の事業計画案に対する意見の

開陳が要請され，病院会の運営についての各方
面の報告がなされた。

織等について協議し，県別，開設者別，公私
別，ブロック別の組織（加盟）図を作成した。

医療費問題委員会は年間６回の委員会を開
き，入院料についての検討協議を行った。

１２月２日東京トラック事業健保会館において

看護制度委員会は年間10回開かれ看護婦長教

理事会が開催され，昭和54年度事業計画案と同

育実態調査について協議し，また看護学校施設

年度予算案について審議された。

運営費助成について要望案をまとめた。

委員会教育委員会は昭和53年度に５回の委

員会を開き研究部会の教育活動の企

画調整を行った。教育委員会のなかで，研究部

会の委員長会議は３回開かれた。全国研究会は

年々参加者数の増大をみているがその経費が逐
年赤字を増大しているとの指摘がなされ，経費

節減のために開催案内は日本病院会雑誌および
病院会ニュースをもって適応することとした。

病院制度委員会は年間10回の会合をもち，医

師卒後教育，病院機能評価について検討した。
学術委員会は年間５回の委員会を開き，雑誌
「病院学」の編集に当った。

通信教育委員会は事務長養成のために３回，
診療録管理教育のために２回，メディカルクラ

ーク教育のために２回の委員会を開いた。

臨床予防医学委員会は年間１回の委員会を開
き人間ドック運営を協議した。
２６０

地域医療委員会は年間５回委員会を開いて医

療機関の地域化，包括医療等について検討をし
た。

労務委員会は年間５回会合して，労務管理の
アンケートの集計を検討をした。

年金，厚生，税制委員会は年金，厚生につい
て１回，税制について３回の委員会を開いた。

医療事故防止委員会は年間５回開き，セミナ
ーについての企画実施を行った。

医療従事者対策委員会は年間５回，実態調査
についての企画を行った。

防災対策委員会は年間４回，避難施設の整備
について検討をした。

勤務医対策委員会は年間11回の委員会を開
き，医師急増の対策，医師人材銀行について協
議を行った。

ホスピタルショウ委員会は年間16回集まり昭

４日本病院会時代

和54年の'79国際モダンホスピタルショウの企

ける病院罹災」について報告され，年間２回の

画を行った。

研究を行った。

病院会館建設委員会は別項記載のとおり会館

医事研究会は２月15日番町共済会館において

建設準備を進めていたが，堀口銀二郎委員長の

「レセプト点検」の勉強をし参加者170名，年

逝去に伴い，以後のはたらきを休止した。

間５回の研究会を開いた。庶務人事研究会は，

定款等規定検討委員会も同様である。

２月23日同会館で「職員教育の実情とあり方」

調査室の設置

昭和53年春，日本病院会は詞

について勉強し研究会は年間２回にとどまっ

査室を設置し室長に細川一郎

た。用度研究会は２月17日同会館で「給食材料

氏（静岡赤十字病院長）を任じた。
調査室は10月31日現在の第１回病院概況調査

の流通経路」について研究し年間５回の勉強を
行った。会計経理研究会は２月８日北品川病院

を実施し，日本病院会会員病院全数および調査

において勉強し，年間３回の研究会を開いた。

に協力可能な病院合計２，１１２病院に対しアンケ

施設研究会は２月22日番町共済会館において

ートを送付した。

「病院の防火防災」について勉強し年間研究４

研究部会研究部会は年間つぎの開催計画に

回であった。労務研究会は３月９日会館におい

１．病院診療部会毎月第３火曜開催

４回勉強を行った。

より研究会を開催した。

２．事務管理部会随時開催
３医事研究会偶数月第３水曜開催
４．庶務人事研究会奇数月第２木曜開催

５．用度研究会偶数月第３金曜開催
６．施設研究会偶数月第４水曜開催

て「非常勤医師の給食について」研究し，年間

中小病院管理部会はふたたび病院管理総合部
会と名を改め，１月28日練馬区の東海病院にお

いて「腎透析」についての管理研究を行い，年
間６回の勉強会を行った。

７．会計経理研究会奇数月第３水曜開催

薬事管理部会は２月15日番町共済会館におい

８．労務研究会奇数月第３金曜開催

て「麻薬管理」等について研究し，年間６回の

９．着護管理部会奇数月第２木曜開催
１０薬事管理部会偶数月第２水曜開催
１Ｌ栄養管理部会偶数月第１火曜開催

研究会を開いた。

看護管理部会は２月２日同会館において「病

１２調理研究会奇数月第２水曜開催

棟における実務指導」について勉強し108名が

１３．診療録管理部会３か月毎第２土曜開催

参加した。年間の研究は３回であった。

１４．中小病院管理部会毎月第３木曜開催
１５．放射線管理部会偶数月第３金曜開催
１６．臨床検査管理部会偶数月第１金曜開催

放射線管理部会は４月21日，駿河台日大病院
において「医療監視の現状」について検討し，

１７．ハウスキーピング部会偶数月第４木曜開催

年間５回の研究をおこなった。臨床検査管理部

１８．図書室部会随時開催

会は６月２日佼成病院において「職場リーダー

病院診療部会は昭和53年１月17日久我山病院

の地位と役割」について勉強し，年間４回の研

において「久我山病院の特徴と悩み」について

研究し年間10回の研究会を開いた。
事務管理部会は９月28日「宮城県沖地震にお

究会をもった。

栄養管理部会は２月７日東京都養育院附属病
院において「老化と栄養」等について勉強，年
２６１

４日本病院会時代

間の研究会は４回。調理研究会は３月８日東邦

放射線管理全国研究会は６月23日24日岡山市

大学大森病院において厨房見学を行い年間研究

において，また臨床検査管理全国研究会は９月

会は同様３回であった。

１日２日新潟市において開催された。

ハウスキーピング部会は１月26日聖路加国際

病院において「院内清掃業務外注」について検
討し年間５回の研究会を行った。

診療録管理部会は１月14日慶応大学病院の見
学をおこない，年間３回の見学を実施した。
図書室部会は年間２回の研究を行った。

全国勉強会昭和52年度計画に基づく事務管

理全国研究会は昭和53年２月２３

日24日京都市の私学会館において開催され63名
が参加した。

また調理全国研究会は１月26日27日名古屋第
一赤十字病院において開催100名が参加した。

栄養管理全国研究会は９月７日８日金沢市で
開かれ180名が参加した。

ハウスキーピング全国研究会は仙台市におい
て開き107名が参加した。
図書室部会全国研究会は東京において開催し
110名が参加した。

内科臨床協議会の症例勉強会は年間５回の実
施であった。

研究部会総合集会昭和52年度の研究部会の

報告と反省を行う。研究

部会の総合集会は昭和53年３月17日東京虎の門
霞山会館において開かれた。

昭和53年度計画に基づくものは，病院診療全

各勉強会に共通していえることは，テーマに

国研究会は昭和53年11月17日18日三重県湯の山

より会員の参加数に影響があること，また演

において開かれ52名が参加した。

者，講師の選び方の問題，各部門の研究課題に

事務管理全国研究会は秋田市と高松市に開か
れ，それぞれ60名，８６名の参加があった。
医事全国研究会は札幌市，山梨県石和町およ

焦点をしぼる方式などにより，参加討議の意義
があることなどが指摘された。
また，部会によっては，例えば病院監督者研

び神戸市の３か所で開催された。庶務人事労務

修部会から，現在の委員構成６人は事務系４，

合同全国研究会は名古屋市で，用度全国研究会

臨床検査１，放射線１で，全体を把握する意味

は仙台市で，施設全国研究会は大阪市で，会計

からリーダーとして看護，栄養部門の委員が仲

経理全国研究会は同じく大阪市で開かれ，それ

間に加わってほしいなどの要望もあり，各研究

ぞれ83名，107名，106名，106名の参加者があ

会同士の横のつながりについても連絡を密接に

った。

とっていくことなどが申し合わされた。

病院管理総合研究会は５月26日27日富山市，

午後６時からは，地階に会場を移し，１００名

11月24日25日高知市で開かれ，それぞれ118名，

におよぶ委員の参加のもと村上事務局長の司会

124名の参加者があった。

により懇親パーティーが開かれた。

薬事管理全国研究会は新潟市で開かれ166名
が参会した。
看護管理全国研究会は仙台市，松本市および

広島市で開催され合計325名が参加した。
２６２

研究会，全国研究会，セミナー，国内海外病

院視察研究会等の通知には相応の通信費を支出
してその都度会員に広報をしてきたが，郵税の
高騰に伴いこれを日本病院会雑誌に掲載して伝

４日本病院会時代

えることとし，昭和53年２月号より会誌にみど
り色の頁を設けた。これにより事務局の事務量

も減少した。しかし情報の浸透についても若干

の問題のあることは免れがたい。

研究部会は日本病院協会の時代より10数年に
わたって研究を行いその成果をさらに拡大する

日東京において65名が参加して開催された。
放射線セミナーは９月28日より３日間，御殿
場市において開かれた。

防災セミナーは宮城県沖地震を機に７月21日
22日東京において開かれ，消防および建築の法
律の推移についての検討が行われた。

ように努力をつづけ，その参加者数も増加をみ

第一線リーダー研修会（病院監督者研修会

ているが，しかし各研究部会の研究教育につい

改め）６日間コースは６月18日より23日まで湯

ての原価計算を行うと，あるものについては赤

河原厚生年金会館で合宿して行われ，３日間コ

字が出るとの批判が昭和53年12月16日の常任理

ースは２月15日より17日まで大阪リパーサイド

事会でなされた。日本病院会の病院のはたらき

ホテルにおいて，さらに９月１２日より１４日まで

を向上するために行う事業には金がかかる。会

東京の池坊お茶の水学院において行われた。

員はそのために会費を支払っているのである

日本病院会としては，看護の管理だけではな

と，この教育を支えてきた理事はこれに答えた。

く看護そのものの研究が重要であるとして，さ

講習会病院長セミナーは昭和53年７月28日

きに看護研究会が設けられ，その第１回の研究

２９日東京ヒルトンホテルにおいて定

員30名で実施した。
副院長セミナーを管理者セミナーと改題して
１月20日21日京王プラザホテルにおいて開催し

会が12月６日７日神戸市において開催され，
119名の参加者があった。

通信教育診療録管理の通信教育は第８回の
認定証授与式が行われ昭和53年４

た。このセミナーはさらに昭和53年度には副院

月８日番町共済会館で38名に，また第９回は１０

長等管理者セミナーの名称に改め11月17日18日

月17日大阪国際ホテルにおいて36名に対しそれ

の両日番町共済会館において開催した。参加者

ぞれ認定証がわたされた。

は35名であった。

事務長セミナーは９月７日８日食糧会館で行
い90名が参加，総婦長セミナーは８月24日25日

同じく食糧会館で開催し146名が参加した。
コンピュータセミナーは病院システム化セミ

メディカルクラークの第２回認定証の授与式
は10月11日に行われ52名に授与された。

事務長養成通昭和52年１月８日の常任理事
信教育の開始会において，事務長養成通信
教育の実施が決められた。

ナーと改名された。セミナーは年間４回，３月

その骨子は１月，７月を始業月とし，昭和５２

１５日より３日間大阪市において，５月１７日１８日

年７月より開講すること，２月と８月に集中ス

東京において，７月15日16日秋田市において，

クーリングを行うこと，受講料は半期48,000円

９月15日16日松江市において開かれ，７０名ない

とすることなどであった。

し90名の参加があった。

通信教育委員会はその教育課程の検討をつづ

医療紛争防止のためのセミナーは６月14日１５

け，その開講は１年おくれて昭和52年末より申

日福岡市において158名が参加し，１１月16日1７

込受付けを開始し，昭和53年７月17日より22日
２６３
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までの６日間，聖路加国際病院における集中ス

ラハでは小児病院と大学病院を，パリではルイ

クーリングをもってこの通信教育は開始され

・ムリエー病院を見学した。

た。第１回の受講生は28名であった。

カナダ・アメリカ・プエルトリコ病院

人間ドックの料金は昭和53年に

視察研究

は６９３％引上げて51,000円とな

カナダ・アメリカ・プニルトリコの病院視察

った。ドック料金は人事院勧告による給与改定

研究団は昭和53年８月20日出発，９月２日に帰

の２年平均をもってスライドすることを健保連

国した。一行は18名，助言者として落合国際委

との間でとり決められている。

員長が同行した。まずシカゴ郊外シャーマン病

人間ドック

第19回人間ドック学会は昭和53年８月18日１９

院，市内のルイス・ウェイス記念病院，セント

日京都市の府立文化芸術会館において小関忠尚

ルイスのデパウル地域病院，ニューオルリンズ

氏（京都第二赤十字病院）を学会長として開催

のディラード大学プリント，グッドリチ病院を

された。特別講演は「前立腺の集団検診」渡辺

見学，さらにカソリック病院協会を訪問した。

快氏（京都府立医大教授）がなされた。一般演

プエルトリコの首都サンファンドでは，プニル

題は40題であった。

トリコ・メディカル・センターを見学した。

海外研修米国中小病院管理視察

スペイン・イギリス・フランス病院視察

米国の中小病院を視察するために

スペイン・イギリス・フランス病院視察研究

視察団を募り，岡山義雄理事が助言者となり参

団は昭和53年９月５日出発，ロンドンでノース

加者は９名であったが決行された。

ウィック・パーク病院，マドリッドではラモン

一行は，昭和53年１月３日出発，１５日帰国し

・カハル病院，フランスのリヨンでは心臓血管

た。シカゴでは聖ルカ病院，シャーマン病院，

呼吸器病院とパリのルイ・ムーリエ病院を見学

ニューオルリンズのディラード大学病院，フリ

９月17日帰国した。助言者は国重信彦氏（佼

ントグッドリッジ病院，フェニックスではサマ

成病院部長，ボルドー大学客員教授）であっ

リタン病院，ロスアンゼルスではハリウッド地

た。

域病院，ホノルルでは聖フランシス病院の７病

スイス・ヨーロッパ病院視察研究

院を視察した。

昭和53年10月５日スイス，ヨーロッパ病院視

東欧圏病院視察研究

察団は岡山義雄氏を助言者として一行25名が出

昭和53年７月５日より19日まで，モスクワ，

発した。デンマークのコペンハーゲンではヴィ

東欧，パリの病院視察研究が行われた。１行１５

ドパー病院，スイスのベルンではインゼル病

名，助言者は高橋勝三氏（武蔵野赤十字病院外

院，ローマではサン・スプリット病院，ジェメ

科部長）がつとめた。

リー総合病院を，パリではゴネス病院，ロンド

モスクワでは病院見学が許されず，ベオグラ

ンでガイ病院を見学した。

ニアのブカレストでは市救急病院を，ブダペス

第18回病院管第18回病院管理視察研究会は
理視察研究会前年埼玉，東京，神奈川につ

トではテテニウズコロハズ病院を，チェコのプ

いで西に移り，静岡，愛知両県の６病院を見学

ードにおいてはベザニスカ・コサ病院，ルーマ

２６４
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した。

昭和53年11月５日夕，浜松市に集まった研究

台市を中心に東北各県に被害を与え，病院もま
た被害をうけた。

員は第１日は浜松市の聖隷浜松病院，県西浜松

日本病院会は，上林三郎（聖路加国際病院事

医療センター，遠州総合病院を見学し，第２日

務長)，倉持一雄（自治医科大学施設課長）の

は豊明市の名古屋保健衛生大学病院，一宮市の

両氏を現地の見舞と調査のために派遣した。両

総合大雄会病院を，第３日は名古屋抜済会病院

氏はなお余震のつづく現地を詳細に調査を行い

を見学した。

調査報告書を作成した。報告書は病院会ニュー
ス，日本病院会雑誌に掲載するとともに，日本

第４回日本第４回日本病院会学会は前年国
病院会学会際病院学会の春季開催により秋

病院会の研究部会においても発表した。日本病

季に移したため本年も秋季となり，１０月20日よ

院会はその功労を称えて両氏に感謝状と記念品

り３日間，大阪市中の島の大阪ロイヤルホテル

を贈呈した。

において内藤景岳氏（南大阪病院長）を会長と
して開催された。一般演題は124題を数えた。

病院情報センタコンピュータ委員会は病院
一設立の構想管理,情報の処理サービスの

アジア病院連盟会長であり，中華民国病院協

普及と運用により病院管理の合理化と，地域病

会会長である印仕栄氏より「各国の医療費の比

院相互の肩報交流の促進により病院医療能率の

較」について特別講演があった。

向上と医療内容の高度化と平均化を目的として

’78国際モダンホスピタルショウ

日本病院会内での'情報センターの設定を企画

病院会学会に併催される’７８国際モダンホス

し，そのための特別委員会を作ってつぎのよう

ピタルショウは昭和53年度も時期を前年どおり

な構想をたてた。

春季とし５月18日より２１日まで，東京晴海の国

そのはたらきは次の４点である。１.共同利用

際貿易センターにおいて開かれた。出品は１１３

型病院`情報システムの利用の促進と普及のため

社，5,000点であった。入場者数は80,200名で

のサービス活動ならびに附帯的に必要となる'情

あった。

報処理サービスの実務，２病院管理'情報システ

ムとしての'情報の一括処理，集計処理業務と病

第２回診療第２回診療録管理学会は昭和５３
録管理学会年10月18日19日，大阪市の大阪

院運営に必要な資料の提供，３.病院運営の合理

コクサイホテルにおいて吉岡観八氏（新千里病

化，システム化の手段としてのコンピュータ利

院長）が学会長となり行われた。特別講演には

用の指導相談部門の設置とサービスの提供，

「診療録と医事紛争」松倉豊治氏（兵庫医科大
学教授)，「人間教育」葉上照澄氏（延暦寺大僧
正上藺)，一般演題25題であった。中華民国よ

り台湾大学病院の診療録管理士の女'性２名が参
加した。

宮城県沖地震昭和53年６月12日午後５時に
の被害調査発生した宮城県沖の地震は仙

4.地域別コンピュータ利用病院グループの設置
指導，等である。
この設立のために８月８日小沢厚生大臣につ
ぎのごとき要望書を提出した。

病院情報センター設立についての要望
日本病院会は，日本国内８千余の病院の組
織化と諸外国病院団体との交流を目的として
２６５
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設立され，昨年の国際病院学会をはじめ，国

縮された。

内では年間200回をこえる研究会活動を行う

昭和53年８月８日，税制の改正について国税

とともに，都道府県病院協会との交流のもと

では１)所得税・法人税２）資産税３）間接

に病院管理運営の合理化推進に着女と成果を

税。地方税については①事業税②固定資産税

あげております。本年度は，会員病院の要望

③不動産取得税④士地保有税⑤電気ガス税

により病院管理資料の収集と処理結果の提供

についてその非合理を訂正するよう昭和54年度

を目的とする調査室を開設し活動を開始いた

税制改正要望書を磯部律男国税庁長官，佐分利

しました。

輝彦医務局長に提出した。

病院運営管理の充実には，まず病院内での

１１月14日さらに病院・診療所の建物，医療器

管理'情報，事務情報を病院管理者が適確に把

械の耐用年数の短縮，特定医療法人の要件緩

握することが必要です。同時にこれらの管理

和，相続税の納税猶予，その特例などについて

情報を病院間で比較検討するためには，病院

の要望書を提出した。

団体としてこれらの管理'情報の集計・分析を

行う情報センターからの適時の情報提供が要
望されます。

これらの基本的な２つの要件を満たすた

健康保健制度の改昭和53年４月７日，厚生
正についての諮問省は，健康保険制度の改
正を図るべ<，社会保険審議会ならびに社会保
障制度審議会に対し諮問を行った。

め，日本病院会会員病院から病院'情報センタ

その内容は被保険者，被扶養者ともに10割給

ーを設立運用しサービス提供を行うことが要

付とすること，薬剤費を現物給付の対象から除

望されています。

外し，償還制を導入すること，保険料率の上限

このときに当り日本病院会ではこれらの会

を1,000分の80とすること等である。

員病院を中心とする要望に答えて下記センタ

日本病院会は，５月１日健保法問題研究会議

ーの設立が必要と考えます。しかし，病院団

（議長小野田副会長）を設けてこれを検討する

体のみで独力でこのセンターを設立し運営す

こととした。

るには計画内容および資金的にみて大きな困

日本医師会は，薬剤費の自己負担に反対して

難が予想されます。将来の我が国医療の中核

７月３日より１週間の院外処方菱発行を指示し

である病院運営合理化のために，国家的見地

た。

より計画，資金面での援助をいただきたく，
要望いたします。

室料差額の規制厚生省が中医協の支払側の
意見をうけて，保険局長名

陳情前年昭和52年10月病院建物等の耐用

で都道府県あて室料差額規制に関する通牒を出

が，昭和53年５月，建物については鉄筋が50年

日本病院会はこれに対処して，２月６日つぎ

年数の短縮について請願を行った

から47年に，木造は22年から18年に，木造モル
タルは20年が16年になり，ハーバードタンク，

電子装置については，現行の10年から６年に短
２６６

した。

の要望書を小沢辰男厚生大臣に提出した。
要望書

減速経済の困難なる状況のもとにおい
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て，このたびの診療報酬改訂が行われ，特

に病院部門に関し，種々ご配慮を賜わった

要望書

1．国立大学看護学部の増設について

ことを厚く御礼申し上げます。ただし次の

看護は医療チームの中で患者に最も身

事項については，病院として非常に誤解非

近かな立場にあり，看護チームの質はそ

難され，その対応に苦慮しているところで

のまま医療に反映され国民の評価につな

ありますので，その間の実'盾ご賢察の上よ

がってまいります。

ろしく善処方を要望いたします。
記

１．室料は１，０００円となりましたが，適正

優秀な看護婦の確保は現状の問題であ

るとともに将来にわたっての大きな課題
でもあります。

な室料とは如何程のものでしょうか。３

近年の`患者の疾病構造の変化に対応し

人以上収容の病室で差額をとった場合は

た診療機能の高度化は多くの看護力を必

保険医療機関の指定取消しをすると報道

要としており，質，量ともに充足できる

されております。

よう看護制度に関してさまざまな提言が

２．３人以上収容する病室を称して大部屋

なされてまいりました。

としておられますが，わが国の実態から

特にわが国の国民の高学歴化志向は年

みて３人以上の部屋においても状況に応

年その傾向を強めており，高等学校の女

じて基準外料金を徴収しなければ到底経

子卒業生の35％近くが大学，短期大学に

営が成り立たず，同時に病室の管理運営

進学する状況にかんがみ看護の中枢的役

にも支障を来たします。

割を担う人材の育成は大学教育を基礎に

３．付添看護の廃止問題については看護要

おくべきであると考えますので，国が率

員の不足と低医療費がその根源をなすも

先して国立大学看護学部を至急増設する

ので，これらの問題の解決が先決と考え

よう要望いたします。

ます。

２月23日聖路加国際病院は差額ベッドにつき
東京都民生局より規制をうけた。

2．幹部看護婦育成費の予算化について
看護界における教育および業務の指導
者はその任務と責任が果せるように卒後

これに対処するための委員会を設け，遠山豪

の教育体制を強化しなければならないと

理事を委員長として検討を行った。８月に解散

考えますが，現状においては幹部看護婦

をした。

が組織の中で正確にその責任を反映させ

看護教育に看護制度委員会は前に述べたよ
ついて要望うに，厚生大臣への要望につい

ることのできるよう再教育すること，ま

た今後能力や適性を持つ看護婦が昇格，

て協議を行ったが，昭和53年６月26日，前年に

昇任する際は必ず必要な教育訓練を行な

ひきつづき，つぎのように小沢辰男厚生大臣に

い能力を十分発揮，貢献できるようにす

要望した。

る必要があると考えます。

現在，国，地方公共団体あるいは日本
２６７
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看護協会で実施している研修会等は回数

されて以来，総合病院だけでなく母性看

や定数が少なく十分とはいえないので，

護や小児看護は小規模病院でも条件が整

専任教員養成と同様幹部看護婦教育費を

っていれば集中的に学校からの実習依頼

予算化し，地方においても国立看護研究

が重なり，実習病院における臨床指導者

研修センターを増設するよう要望いたし

は労働強化に等しい負担がかかっていま

ます。

す。

3．看護婦等養成施設運営費補助の大巾増

平常の看護業務に従事しながらの学生

額について

指導であるため十分な指導ができにくい

看護婦等養成施設運営費補助は’昭和

との理由で，学生指導を敬遠する傾向が

４６年から開始され，以来毎年増額されて

あり現状のままでは看護教育そのものに

おりますが文部省の学校教育に比べて格

大きな影響があります。臨床指導者や実

段の差があり，専任教員や講師に要する

習病院の協力に十分報いることのできる

人件費は施設運営費の80％を上回ってお

措置を講じ実習病院の受け入れ体制を強

ります。しかも民間においては十分な支

化する必要があると考えます。

給額となっていないため専任教員の確保

看護婦の質と量の充足なしには国民の

は困難を極めており，外来講師依頼も同

保健衛生向上に寄与することが極めて困

様に多大の支障をきたしております。従

難であることをご賢察のうえ,下記事項

って教育環境の整備は深刻な状態にあ

にご尽力賜りますようお願いいたしま

り，看護婦の質にも影響しかねません。

す。

現状においては，これら民間施設によ

る養成なしにはわが国の看護婦の需給維

持は不可能であり，既存施設の運営の安

定化はとりもなおさず国民皆保険制度の

病院従業員’１月'5日医療従業者保護につい
保護の要請て山本鎮彦警察庁長官につぎの
要望書を提出した。
要望書

効率的運営と無縁ではあり得ない関係に

社団法人日本病院会は，あらゆる経営主

ありますので，看護婦等養成施設運営費

体を網罹した我国最大の病院団体として幾

補助の大巾増額を要望いたします。

多の苦難を自らの手で克服し確固たる実績

4．臨床看護実習経費補助の大巾増額につ
いて

のもとに国民医療を健全に確保するため日
夜検討を重ね真剣に取り組んでおります。

看護婦の専門教育に要する総時間の２

社団法人日本病院会では今夏,「病院職

分の１が医療機関においての実習教育で

員が患者側から危害をうけたアンケート調

あり，病院附属でない養成施設は最低３

査」を実施いたしました。その結果26パー

～５の実習病院の確保が必須条件となっ

セント強の病院が何らかの危害をうけ,な

ています。

かには死者，重傷者を出すなど特に救急指

昭和43年看護教育カリキュラムが改定
２６８
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らかにされました。病院は公，私を問わず

院からの委員が多い）

公共的な責任を担う機関として，このよう

6）研修医制度は今後，義務づけと資格認定の

な実態を放置して黙過することはできませ

制度とし身分と経済の保障を十分ならしめる

ん。

必要がある。

私たち医療人が安心して，さらにより良

7）今後，卒後教育については文部，厚生両省

い医療を国民に提供するためにも国家的保

が密接に提携してゆく必要があるので，教育

障を含めこの実'盾をご賢察のうえ，全国警

方針等に関する共同委員会を設定する必要が

察本部はもとより交番駐在所に至るまで法

ある。

治国家である我国において，二度とこのよ

8）大学院制，学位制，認定医制の何れの場合

うな事態が発生せぬよう十分に周知徹底を

においても研修医制との結び付きを考え特に

図られることを強く要望するものでありま

Primarycaremedicineの教育を基本路線と

す。

してスタートすべき体制を考えるべきであ

卒後研修病病院制度委員会委員長渡辺茂夫
院の進む道氏（社保中央病院長）は卒後医

る。

9）大学の講座の中にPrimaryhealthcare

学教育について全国２００余の研修指定病院にア

medicineの教育をする必要があるが，少な

ンケートをもとめその結果を発表した。多くの

くともPrimaryemergencycaremedicine

病院はつぎの諸項に賛成した。

の教育の体制を直ちに作らなければならな

1）研修医の教育の中にPrimarycaremedi‐

い。

ｃｉｎｅの教育の可能な方法を編入する。
2）前項の教育の中で，少なくともPrimary

emergencycaremedicineの可能な体制作り
は絶対必要である。

3）研修医教育は一般の研修病院を主体となす

都道府県医師

日本病院会主催の第１回全国

会・病院協会都道府県医師会長・病院協会

長合同懇談会長合同懇談会は，，月2,日

（士）午後３時30分から，東京音羽の椿山荘で
開かれた。

こと。もし大学病院で行なうときは直接の指

当日の出席は，医師会側から相沢新潟県医師

導医，利用病床，カリキュラム等の整備によ

会長ら９氏，病院会側から六車岡山県病院協会

り研修病院と同様の方針で教育内容を義務付

長ら13氏，来賓として厚生省の佐分利医務局

けることが必要である。

長，岸本指導助成課長，日本医師会の斎藤副会

4）現在の研修制度を延長し，更に２～４年の

長（武見会長の代理)，白浜仁吉代議士らが出

研修を行なう教育病院については，経済的補

席，日本病院会の左奈田会長以下34名の役員と

助，研修生の待遇，出身大学の関連医局との

意見の交換を行った。この懇談を通じて，当会

連携について十分の考慮を払うべきである。

の意図する「医師会と病院団体の交流を深め両

5）医師研修審議会の委員の構成については，

者の親睦と協調化を図る」方針は全面的に支持

少なくとも大学病院と研修病院とからの委員

され，より深い理解のもとに今後の協調が約束

数を５対５とすべきである。（現在は大学病

された。
２６９
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堀口銀二郎代議堀口銀二郎代議員会議長は

員会議長逝く６月26日死去した。享年６０
歳であった。

左奈田会長ほか日本病院会役員多数が葬儀に
参列し左奈田会長は次の弔辞を述べた。
一君は常に病院には公とか私とかはあっ

日本病院会館建設については，昭和51年以

来準備委員会委員長，続いて同発起人会委員
長として，数十か所の土地検分を終え基本方

針がほぼ決まり資金募集にかかる寸前であっ
た。

君は和歌山県にとっても，いや全国民を対

てはならないといっていたが，今や私的病院

象とする病院に精魂をかたむけたことから，

も公的使命を担う形となってきた。

日本人全部から惜しまれてよい人である。本

君の発言には，常に「医道に徹する｣，「得

日惜別の辞を述べるにあたり，君の安らかな

たものは社会に還元する｣，「正しい者が必ず

眠りを祈るものである。－

勝つ」という信念をもっており，整形外科的

手腕と政治力は，さる２月25日本県の勉強会

国際交流基前年昭和52年東京における第２０
金の設定回国際病院学会にあたり，日本

に参加し，かつ君の病院や琴の浦リハビリセ

病院会は前事務総長ハリントンホーズ氏との約

ンターをみせてもらい，同一専門学会員とし

束を上回る金額を国際病院連盟に対して寄附を

て，その実行力の絶大なことに感服したばか

した。このほか'77国際モダンホスピタルショ

りであった。

ウより国際病院連盟に対し300万円の寄附をい

君は両病院協会合同後の昭和50年以来，日

たしたが，国際病院連盟事務総長ハーディ氏よ

本病院会代議員会議長に就任，合同は天の声

りこの300万円をアジア病院のために用いられ

として団結に精魂を傾け，また定款改正委員

たいと日本病院会に寄贈された。

長としても個人会員を新たに設定し，国立の

日本病院会はこれを国際交流基金とし，元金

病院長，療養所長の入会を容易にしてくれた

はそのままとし利息によりアジア発展途上国の

のである。

病院協会，病院人のための助成に用いることと

日病政治連盟は昭和51年以来，公務員は加
盟できないので，自らの政治力を長として発
揮し，１２月４日，社団法人の認可にあたり，

した。

アジア病院連盟

アジア病院連盟理事会は中

華民国病院協会総会を機

当時，早川崇厚生大臣が和歌山県選出の代議

に，昭和53年５月13日台北市において開かれ

士であり，君と親友であるところから，天の

た。出席者は中華民国は印仕栄連盟会長以下３

利，地の利，人の利が融合し大臣を大いに動

名，日本は左奈田会長，落合国際委員長，イン

かされ英断を下してくれたことと深く感謝し

ドネシアはスーダルソー氏（ジャカルタ病院協

ている。さらに坊秀男大蔵大臣の日病への理

会長)，フィリピンはクリンストモ氏（フィリ

解もあり，早川，堀口，その他の人々の協力

ピン病院協会長)，韓国から３名で，これに陳

によって，第20回国際病院学会の特定寄付行

事務総長が加わった。

為の認可も得たことは，同学会の陰の功労者
と全会員より称賛されている。
２７０

アジア病院連盟ニュースの発行に加えて，郎
仕栄連盟会長の尽力により昭和53年５月「アジ

４日本病院会時代

ア病院連盟雑誌」が創刊，２，０００部が印刷され

妻はじめ計19名，大韓病院協会は李復煕副会長

各国に配られた。

以下12名，わが方は小野田，内藤両副会長ほか

中華民国病院協会年次大会において左奈田会

長は「日本の健康保険の病院と医師への影響」
について招待講演を行った。

16名であった。

マニラの国際病国際病院連盟は２年に’度
院連盟地域会議の病院会議のほかに，1年

アジア病院連盟アジア病院連盟の行事とし
病院視察・日本て参加各国の病院を順次に

日より30日まで，第７回地域会議はマニラにお

見学する旅行が企てられ，その第１回が昭和５１

いて開かれた。日本よりは小野田，内藤両副会

年10月に韓国において行われ，第２回が翌52年

長ほか合計19名が参加した。

２月に中華民国台湾において行われた。第３回

１回小規模の地域会議を開く。昭和53年11月２６

主題は「発展途上国の医療供給制度における

はフィリピンということが決定されていたが，

病院の役割」「発展途上国における医療および

本年11月フィリピンが国際病院連盟（ＩＨＦ）

病院設備計画」「発展途上国における医療およ

の地域会議を開催するために日本に肩がわりす

び病院職員教育プログラム」「発展途上国の病

るよう要請された。

院における財政，物品管理」であった。地域会

日本における視察旅行はＩＨＦの米国におけ

るStudyＴｏｕｒにさきだつ数日前であること，

視察地域は関西地区を選ばれたき旨，邸仕栄会

議終了後，病院見学が行われマカティ・メディ
カル・センターと比国空軍病院を巡った。

１１月29日マニラにおける国際病院連盟地域会

長より希望された。日本病院会国際委員会は，

議の機に，アジア病院連盟常任理事会が開かれ

この要請にこたえて計画をたてた。５月16日箕

た。出席者は中華民国は郎仕栄連盟会長，フィ

面観光ホテルにおいて登録，結団式を行い17,

リピンはカエド理事，日本からは小野田理事，

18,19の３日間を視察期間とした。大阪におい

落合理事，韓国は大韓病院協会副会長李根化

ては国立循環器センター，近畿大学医学部附属

氏，インドネシアは病院協会長ダルソノ氏であ

病院，奈良においては天理よるづ相談所病院，

った。クリストストモ比国病院協会長，コンコ

京都においては京都第二赤十字病院の４病院を

ー前会長も陪席した。議事は来年度の行事，報

視察した。

告は決算と機関誌発行，日本における病院視察

本来，視察旅行は観光をいれないのであるが

せっかくのことでもあり奈良においては半日観
光の時間をとった。

宿泊については，はじめホテル宿泊を計画し

旅行等であった。

賛助会員の拡大

まえに述べたように日本病

院会の会員には正会員，特

別会員のほか，賛助会員の制度を設け，「この

たが，米国のStudyTourの参加費と較べても

会の目的および趣旨に賛同し入会した正会員，

極めて高価なものになり，むしろ日本,情緒を味

特別会員以外の法人または個人」を賛助会員と

わってもらう意味から宿舎は日本旅館を選んで

した。

よろこばれた。

参会者は中華民国病院協会より邸仕栄会長夫

日本病院会は，昭和52年５月の国際病院学会
の経済的運営に協力した企業に対して，入会を
２７Ｚ
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すすめたことにより賛助会員が増加し，昭和５２

広報

年３月末から53年10月までに，Ａ会員６０が１１６

「日本病院会ニュース」は創刊以来
毎月１回15日発行をつづけたが，昭

に，Ｂ会員64が91に，Ｃ会員72が79と合計の９０

和53年５月より毎月３回，５日15日25日の刊行

会員の増加を見た。

とすることとなった。

昭和５４年
診療統計用語の統一が行われた。医療費適正

化，救急医療対策，税制改正につき陳情を行
った。事務長会が設立された。和歌山県に支
部が設立された。医療従事者無料職業紹介を
行うこととなった。事務局を麹町に移転した。

常任理事会昭和54年１月20日番町共済会館
において常任理事会が開催さ
れ，昭和54年度事業計画案および同年度予算に
ついて審議を行った。

２月３日の常任理事会において平野経済担当

常任理事より常任理事会の開催は年間１８回と
し，このうち４回は理事会と合同してほしい旨

の発議があり了承された。昭和54年度常任理事
会は14回行われた。

理事会，代議昭和54年２月３日，東京トラ
員会，総会ツク事業健保会館において理
事会が開催され，昭和54年度事業計画案と同年
度予算案が承認され，会務一般の報告がなされ
た。

３月17日同会館において代議員会，総会が開

かれ，昭和54年度事業計画，同予算が承認され
た。

４月21日同会館において理事会が開かれ，昭
和53年度事業報告，同年度決算が承認された。

５月19日同会館において代議員会，総会が開
２７２

かれ，昭和53年度事業報告，同年度決算が承認
された。

’0月20日同会館において理事会が開催され，
昭和54年度事業の中間報告がなされ，病院会学
会の改称，幹部医部会，事務長会の新設が承認
された。

委員会教育委員会は年間２回の委員会と３
回の部会研究会の委員長会を開き，

教育の計画と実施とにあたった。教育委員会は
定例研究会，全国研究会の開催実施を原価計算
により評価をうけ，その実施の内容に対しても
批判をうけた。

病院制度委員会は年間''回の会合をもち，病
院機能評価についての研究を行った。

学術委員会は年間２回の会合をもって「病院
学」の編集にあたった。
通信教育委員会は事務長養成教育について２

回，診療録管理教育について２回，メディカル
クラーク教育について２回の会合をもった。

臨床予防医学委員会は年間６回の委員会を開

４日本病院会時代

催して，人間ドック，自動化健診の運営に当っ
た。

コンピュータ委員会は年間12回の委員会を開
き，コンピュータ利用状況調査，セミナーの企

画，導入手引書の編集等について協議した。
病院情報センター特別委員会は年間11回の委
員会を開きセンターの設置について協議を行っ
た。

編集委員会は年間12回の委員会を開き，日本
病院会雑誌の編集に当った。
広報委員会は年間２回，病院会ニュースの発
行について検討した。

組織委員会は年間３回，組織拡大，県支部設
置について検討をした。

医療費問題委員会は年間３回，医療費改訂に
ついての要望について協議を行った。

勤務医対策委員会は年間10回委員会を開き人
材銀行，幹部医部会新設について協議し，別項

記載のごとく医療従業者無料職業紹介所の開設
と病院幹部医会設立の実現をみた。

定款等諸規定対策委員会は年間１回会同をし
た。

年間に新設された医療統計用語統一委員会は
３回の会同を行い用語統一の目的を果たして年
内に解散した。

研究部会昭和53年度の部会研究会反省会は
昭和54年３月24日麹町のダイヤモ

ンドホテルにおいて開かれた。

午後３時冒頭に三宅史郎教育委員長は昭和５３

年度の勉強会の経費について常任理事会におけ
る批判にかかわらず昭和53年度後半には黒字を
出す研究会も多く，これは委員の努力によるも

看護制度委員会は「看護婦長の実態調査」を

のであると述べた。つづいて３時間余にわたっ

実施し，その集計に基づく「看護管理者への教

て，各部会，研究会の年度間の報告，反省，意

育の必要性に関する研究」を日本病院会雑誌に

見が述べられた。

発表した。

地域医療委員会は年間６回の委員会を開き地
域医療と初期医療等について協議を行った。
労務委員会は年間６回の会合を開き，病院の
労務管理について検討した。

年金厚生税制委員会は年間２回委員会を開き

税制につき協議した。また病院厚生年金制度の

必要性を兵庫県の例を挙げて各県病院協会によ
びかけた。

医療従事者対策委員会は年間７回，中間管理
者の評価等について検討を行った。

医療事故対策委員会は年間５回の委員会を開
き，セミナー開催についての企画を行った。

防災対策委員会は年間４回，防災についての
協議を行った。

反省会の終了後，懇談会が開かれて出席１００
名の委員の労をねぎらった。
病院診療部会は昭和54年１月18日，国立武蔵

療養所において「老年期の痴呆」について勉強
し，年間11回の研究会を開いた。
事務管理部会は３月23日，「経営管理技術」
について検討し，年間５回の研究を行った。

医事研究会は２月21日私学振興財団において

「医事課への電算機導入」について研究して年
間５回，庶務人事研究会は３月16日「病院の諸
手当」について検討し年間２回，用度研究会は

３月９日「用度業務とコンピュータ」について
研究し年間４回，施設研究会は２月25日「施設

管理上の人・物・金」について検討し年間５
回，会計経理研究会は２月13日北里大学病院に
２７３
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おいて「未収金管理業務」について研究し年間

日大阪市において開催し72名が参加した。

４回，労務研究会は３月６日「これからの病院

昭和54年度の計画に基づくものとして事務管

給与」について検討し年間２回，それぞれの勉

理全国研究会が昭和54年11月８日富山市におい

強会を行った。

て開かれた。

病院管理総合部会は１月25日朝日生命成人病

医事全国研究会は５月17日18日長崎市，７月

研究所において「予約診療制度」等について勉

19日20日富山市，１０月18日19日諏訪市において

強し年間７回の研究会を開いた。

開かれた。参加者はそれぞれ72名，８６名，６１名

薬事管理部会は２月14日「医療紛争防止のた

であった。庶務人事全国研究会は労務研究会と

めの医薬品情報」について検討し年間５回の研

合同し７月19日20日甲府市で開かれ103名が参

究会を開いた。

加した。

看護管理部会は２月８日電設健保会館におい

病院管理総合全国研究会は６月22日新潟市，

て「何をよい看護と考えるか」について検討し

11月16日17日千葉市において開催，参加はそれ

290名が参加した。年間の研究会は２回にとど

ぞれ56名，５７名であった。

薬事管理全国研究会は11月15日16日静岡市に

まった。

放射線管理部会は２月23日「中小病院におけ

おいて開催し99名が参加した。

る経営問題と技師の役割」について検討し年間

看護管理全国研究会は６月14日15日郡山市，

４回の研究会を，臨床検査管理部会は２月２日

11月15日16日大阪市において開催し，それぞれ

「アメリカにおける緊急検査の現況」について

の報告をし年間４回の研究会をもった。
栄養管理部会は４月17日「給食施設の災害対

109名，103名が参加した。

放射線管理全国研究会は６月22日23日松本市
において，臨床検査全国研究会は９月７日８日

策」について検討し82名が参加し，年間研究会

高知市において開催，参加者はそれぞれ18名，

は３回。調理研究会は５月24日「これからの病

60名であった。

院調理師」について検討し年間４回の研究会を
開いた。

図書室全国研究会は，８月29日30日大阪市に
おいて開かれ56名が参加した。

ハウスキーピング部会は２月22日聖路加国際

看護研究全国研究会は，５月24日25日高松市

病院において「基準寝具の標準帳票」について

に，１０月18日名古屋市において開催，それぞれ

検討し年間３回の研究会をもった。

211名，234名が参加した。

診療録管理部会は１月１３日東京逓信病院のコ

さきに研究会の案内の費用を節約するために

ンピュータ室を見学し年間４回の研究会をもっ

日本病院会雑誌，病院会ニュース掲載をもって

た。

これに代えたが，その結果は研究会の出席者数

内科臨床協議会は年間10回の症例研究会を開
いた。

１月より直接に通知することに改められた。

全国勉強会昭和53年度の計画による調理全

国研究会は昭和54年３月28日2９

２７４

に直接に影響した。このために，翌年昭和55年

講習会病院長セミナーは昭和54年６月９日

１０日東京ダイヤモンドホテルにおい

４日本病院会時代

て開催，５５名の参加があった。

副院長等管理者セミナーは11月17日18日東京

食糧会館において開き41名が参加した。
事務長セミナーは10月12日１３日東京トラック
事業健保会館において開き54名の参加をみた。
総婦長セミナーは８月23日24日東京食糧会館
において開かれ109名が参加した。
病院システム化セミナー（コンピュータセミ

病院調理師の通昭和54年９月19日の常任理

信教育の構想事会において，栄養管理部
会の山本委員長より病院調理師の通信教育につ

いての提案があった。すなわち昭和48年３月に

日本病院会に調理研究会が設けられ病院調理師
の資格認定の制度について役員よりすすめをう
け，昭和52年８月全国の病院に通信教育につい
てのアンケートを実施し，その必要性がみとめ

ナー改め）は１月26日27日福岡市，５月11日１２

られていると報告された。さらに調理研究会の

日東京，７月13日14日静岡市，１０月11日12日大

福村委員長より受講資格，修業年限についての

村市において開催，参加者はそれぞれ87名，２８

説明がなされた。

名，２４名，２４名であった。
医療紛争防止のためのセミナーは６月14日１５
日金沢市，１０月18日19日和歌山市において開き

参加者はそれぞれ31名，４０名であった。

放射線技師監督者セミナーは10月25日より３

日間19名が湯河原に合宿訓練を行った。

栄養セミナーは５月31日６月１日北里大学病
院で行われ，４３名が参加した。

第一線リーダー研修会は６日間コースは６月
17日より湯河原厚生年金会館で合宿訓練を行
い，３日間コースは２月12日より京都私学会
館，１０月12日より池坊お茶の水学院で実施し

常任理事会はこれを宿題として検討すること
とした。

第20回人間ドック学会は昭和５４

人間ドック

年８月23日24日，銀座ガスホー

ルにおいて菅原虎彦氏（聖路加国際病院長）を

学会長として開催された。特別講演には「初老
期以後の精神衛生」長谷川和夫氏（聖マリアン
ナ医大教授)，「高血圧診療の動向」金子好宏氏
（横浜市立大教授）などがあった。一般演題は
32題であった。

海外研修

国際病院会議・欧州病院視察研究
団

オスロの国際病院会議参加と欧州病院視察研

た。

通信教育診療録管理の通信教育は昭和54年

究団は落合勝一郎国際委員長を団長に，昭和５４

４月７日第10回の認定者38名に対

年６月19日出発，レニングラード観光，フィン

し東京霞山会館において授与式を行い，また９

ランドのへルシンキにへルシンキ大学附属メイ

月17日第11回の認定者48名に対し仙台市共済会

ラーティ病院，ヘルシンキ市立老人病院を見学

館において授与式を挙行した。

したのち，オスロに４日滞在して第２１回国際病

メディカルクラークの通信教育は10月20日６８

院会議に出席，オスロではウレヴァル病院，ホ

名の認定者に対し東京のダイヤモンドホテルに

ブステル老人ホーム，ついでコペンハーゲンの

おいて授与式を行った。

ビドベール病院，老人ホームを視察し，パリに

事務長養成課程通信教育は７月９日第２回生
13名に対し集中スクーリングを始めた。

新都市計画を，ロンドンではチャリングクロス
病院を見学した。
２７５
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カナダ・北アメリカ病院視察

する一般演題の発表があった。また第１日目の

米国西海岸病院視察団は昭和54年７月21日よ

夕刻から４つの教育講演が学会初の試みとして

り12日間，カナダのロッキーを観光したのち桑

４会場に分散し行われた。

港地区の聖ルカ病院，プロビデンス病院，サン

ホスピタルショウは秋田県産業会館大ホール

ノゼのグッド・サマリタン病院，ロスアンゼル

で35社の出品があり，アトラクションは県民会

スの加州大学病院，最後にホノルルのクィーン

館前での秋田名物甑竿灯"の催しなどが盛り込ま

ズ・メディカルセンターを見学した。助言者は

れた。

関武矩氏（聖路加国際病院）がつとめた。
スイス・ヨーロッパ病院視察
スイス・ヨーロッパの病院視察団は24名が参
加して10月４日出発し15日に帰国した。

’79国際モダンホ’７９国際モダンホスピタ

スピタルシヨウノレショウは昭和54年５月

10日より13日まで，東京晴海の展示場において
開催された。103社が出品したが，病院への電

第３回アメリカ病院診療録管理視察

算機導入がさかんとなり，情報処理機械の展示

アメリカ西海岸の病院診療録管理視察団は昭

が多かった。入場者は８万人であった。

和54年11月４日より13日間の業務視察の旅を行
った。

第３回日本診第３回日本診療録管理学会は
療録管理学会昭和54年９月18日19日仙台市

サンフランシスコでは，加州大学病院，聖ル

において開催された。学会長は高野昭氏（宮城

カ病院，さらにロスリンダ大学病院，ロスアン

県衛生部保健管理課長）で500名の参会があっ

ゼルスでは加州大学病院を見学した。

た。

第19回病院視察研昭和54年10月23日第19回
究会一岐阜・滋賀病院視察研究会に参加の

明夫氏（厚生省公衆衛生局長）「米国における

研究員は岐阜県の多治見市に集合し，２４日県立

診療録管理業務と教育の現状」ロレイン．ヴォ

多治見病院を見学して岐阜市長良川畔に泊り，

ルツ女史の講演が行われた。一般演題は32題で

25日は大垣市民病院と長浜赤十字病院を見学し

あった。

て彦根に泊り，２６日は済生会滋賀県病院と国立
滋賀医科大学病院を見学した。

第５回日本病院第５回日本病院会学会は昭
会学会一秋田和54年９月20日より３日
間，秋田市の秋田県民会館において竹本吉夫氏

特別講演として，「診療録と厚生行政」田中

診療統計用診療録管理のはたらきが向上
語の統一し，病院の診療統計が多くの病
院において実用されるようになったが，その診

療統計の用語の定義に統一を欠いているところ
が多い。

（秋田赤十字病院長）を学会長として全国から

通信教育の高橋政頑委員長よりこの統一につ

約2,000名の医療関係者とアジア病院連盟加盟

いての提議が昭和54年１月20日の常任理事会で

国からの病院人を迎えて開催された。今学会で

なされ，医療統計用語統一検討委員会を設立し

は，はじめて参加の日本医師会武見太郎会長の

委員長には高橋政頑氏が委嘱された。委員には

特別講演「国民医療の社会的進歩」をはじめ，

厚生省大臣官房統計'情報部よりも委嘱した。

２つのシンポジウムと，過去最高の180題に達
２７６

委員会は数次の会同をもち，その総括報告を
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昭和54年９月第５回日本病院会学会，また同年

くされるに至っております。

10月号の日本病院会雑誌に発表した。対象とな

ついては別添のとおり本年２月現在にお

った用語は１)入院患者数，２)入院日数，３)病

ける診療報酬額（病院入院関係費）を検討

床利用率，４)平均入院日数，５)全院内死亡率，

し，当面の経済変動要素に対応した診療報

6)院内術後死亡率，７)院内新生児死亡率，８)病

酬改定要求案を作成いたしました。

院解剖率，９)院内対診率，でその用語の定義が
統一された。

わたくしたちは，国民医療を担当する直

接の責任者として経営困窮による病院機能

この定義は昭和55年１月厚生省官房統計'情報
部長宛に，国家統計にも使用するよう要望をし

の停廃が国民生活におよぼす影響を真に蔓
うるものであります。

つきましては，国民医療を確保する最高

た。

陳情昭和54年２月28日一般消費税に関す

責任者である貴職において本要求案を充分

る要望書を金子一平大蔵大臣，橋本

検討され，診療報酬改定につき，速やかな

龍太郎厚生大臣に対し，社会保険医療が非課税

措置が採られるよう，格別のご配慮を要望

とされるがその範囲を明確にすべきこと，室料

するものであります。

差額を対象とすべきではないと要望をした。

昭和54年５月２日左奈田会長はじめ役員８名

さらに，救急医療対策について５月２日を目標
につぎの要望を行った。

が，橋本龍太郎厚生大臣を訪問し医療費引上げ
についてつぎのように要望した。

要望害

要望書

昭和52年７月，厚生省は救急医療対策事
業実施要綱を定め爾来，救急医療体制の確

国民皆保険下の国民医療を健全に維持す

立に努力されていることは，わたくしたち

るには，医療原価を常時補償する診療報酬

病院関係者として，敬意を表するものであ

の確立が必要なことは論を俟たないところ

ります。

であります。

ご承知のとおり，救急医療体制の整備は

しかるに現行診療報酬は不適正なばかり

国民的要望であり病院組織医療に携わるも

か，改定実施日以後の経済変動要素を加味

のとして，この整備には鋭意努力を重ねて

しない改定方式が採用され，病院は'慢性的

いるところであります。

窮乏のもとに固定されている実'肩にありま
す。

このため，昭和53年２月に診療報酬改定

が実施されたものの，この改定に算入され

しかしながら，現行診療報酬体系下にお

いて病院の努力のみでは到底，万全を期す
ことが困難なことは貴職のよく理解される
ところと存じます。

ていない52年10月１日以降１年８か月に及

ついて，わたくしたちは，貴省において

ぶ，人件費・物価の上昇，また，医療水準

策定された救急医療対策の実効を挙げ，こ

向上に伴なう人的，物的整備費用の増大に

れを一層推進するために下記事項が実現で

よって，病院は緊迫した経営困窮を余儀な

きるよう要望いたします。
２７７

￣
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(3)既存建築のスプリンクラー装置に

記

１．今年度で最終年次となる「救急医療対

ついての特別償却を従前どおり３分

策事業」の計画をさらに延長すること。

の１に引き上げること。（措置法１１

２．第二次救急医療体制，とくに病院群輪

条，４３条，令６条，２８条）

(4)スプリンクラー装置の設置を必要

番制病院に対する運営費(現行58,600円）

としない3,000平方メートル以下の

を引上げること。

３．同じく施設整備における補助基準面積

面積を有する病院にあっても，スプ

（現行150㎡）の拡張および設備整備費

リンクラー装置の代替として設置す

における補助基準額（現行20,000千円）

る消防用設備については特別償却の

を引上げること。

範囲に含めること。（同上）

(5)救急医療のため下記の税制措置を

５月２日，昭和55年度税制改正について，国税
関係，地方税関係について，つぎの要望を行っ

講ずること。

た。

イ救急医療の拡充を図るため救急
医療準備金制度を設ける。

要望書

わが国における病院経営は国民皆保険下

ロ救急医療のための補助金を非課

の社会保険診療収入によって運営され極め

税扱いとする。

(6)不測の医療紛争発生に対し特別引

て高い公共性が要請されております。
しかしながら税制面にあっては営利を目

当金制度を創設すること。

的とする一般企業と同等に取扱われ，医療

(7)病院建物および付属設備の法定耐

の公共性が必ずしも反映しているとは言い

用年数を短縮すること。

難い実情にあります。

(8)医療機器の法定耐用年数を短縮す

ついては，医療経営の健全化を図り国民
医療の維持発展に寄与するため，昭和55年

ること。

2）

度の税制改正において下記事項が実現され

相続税関係

(1)医療相続人が継続して医業の用に

ますよう格段のご配慮を要望いたします。

供する土地，建物に係る相続税につ

記

いて，納税猶予制度（20年経過する

１．国税関係

日まで使用する場合，一定要件に該

１）所得税，法人税関係

当するとき，納税猶予分の相続税免

（１）剰余金の配当禁止をされている医
療法人について公益法人並の法人税

率を適用すること。（法66条）

２７８

除の規定を含む）を創設すること。
3）

間接税

(1)看護婦養成等医療従事者の養成施

（２）全国厚生農業協同組合連合会の行

設において直接教育の用に供する映

う医療保険業を収益業から除外する

写機等の機器・機材については物品

こと。（令５条）

税を免除すること。（物品税22条別
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表第３）
2．地方税関係

１）事業税関係

（１）事業税の課税標準額の計算方法は

各都道府県間で区々なばかりか，同

１０月１日，看護婦長教育研修施設の設置，看

護学校運営費補助増大，国立大学への看護学部
設置についての要望を前年につづいて行った。

勤務医部会新設開業医と病院勤務医の数の
比率が昭和51年より逆転し

一都道府県内においても異なってい

て勤務医の方が多くなりこの傾向はますます進

る実情にある。

む。このために勤務医対策委員会は勤務医部会

課税の公平をはかるため，現状に

を設置すべきであるとの議を出し昭和54年９月

おいて最も合理的であり，簡易な方

１日の常任理事会において河野稔委員長よりこ

法で計算できる東京方式で全国を統

れを提案し部会新設が承認された。

一すること。

２）固定資産税関係

医療遂行のための必要に応じて，病
院に近接して建築された医師ならびに

従業員宿舎について，固定資産税を非
課税とすること。
３）不動産取得税関係

上記固定資産税を非課税とする不動

産取得にあたっては，不動産取得税を
免除とすること。（地方税法348条）
４）土地保有税関係

病院が看護婦等の養成施設設置の用

さらに９月19日の常任理事会においてこれを

「病院幹部医会」として，医の倫理，忠誠心の
高揚，卒後教育と病院の質的向上，を目的とし
たいと述べた。

事務長会を新設昭和54年10月20日の理事会
において，落合勝一郎国際

委員長より，「事務長会」を設立して日本病院

会のはたらきに関与する組織をつくりたいとの
発議がなされ承認をされた。

衛生検査所の開業医のために臨床検査を行

施設の認定う衛生検査所の設置が増加し

て－部病院の臨床検査をも請負う実I情にある。

に供するため保有している土地につい

これらの施設が協同する全国臨床検査所協会が

ては特別士地保有税を非課税とするこ

施設の規準を権威あらしめその設備の向上をは

と。（地方税法586条）

かるために，その資格認定を日本病院会に依頼

５）電気税・ガス税関係

してきた。

病院並びに看護婦等，養成施設等に

日本病院会は，１）指定業務分類，２）必須規

おいて直接教育の用に供する電気およ

準，３)評価規準，等につき全国臨床検査所協会

びガスについて，それぞれ電気税，ガ

と協議を行った。

ス税を非課税とする。（地方税法489
条の２）

和歌山県に曰昭和54年８月25日，和歌山市
本病院会支部の県民会館において日本病院

さらに６月15日，重ねて重点事項についての要

会和歌山支部が結成されその発足の総会が開催

望をした。また９月１日医療法人に対する相続

された。支部長には浜光治氏（浜外科病院長・

税の改正に関する要望書を提出した。

元和歌山県病院協会長）が就任した。
２７９
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この総会に左奈田会長と島津組織委員長が出

席した。和歌山県の72病院中93％が入会した。

賛助会員との交歓昭和52年５月の国際病院
学会の賛助を契機として

賛助会員の日本病院会への加入が増加してきた
ことは別項に記載のとおりである。

昭和54年１月20日，日本病院会役員をまじえ

際委員長等が参加した。

フィリピンよりの帰途，台北に立ち寄り長庚
記念病院林口病院を見学した。

オスロの第２１回昭和52年1977年東京会議か
国際病院会議ら２年，昭和54年６月第２１
回国際病院会議はノルウェーの首都オスロで開
かれた。

て賛助会員の会員新年名刺交換会が椿山荘にお

登録日の６月24日に日本からは落合国際委員

いて開かれた。賛助会員の出席は66名，日本病

長が団長をつとめる日本病院会視察団45名，和

院会の役員23名が出席した。

歌山県病院協会視察団15名，日本病院管理学会

富士見産婦人日本病院会会員である富士見

科病院の問題産婦人科病院北野早苗理事が

視察団30名が出席，単独に小野田副会長が参加
した。

無資格診療行為を行った事実について常任理事

２５日学会の開会式はオスロ大学の体育館にお

会において審議の結果，本会定款第９条に照ら

いて王女殿下の臨席のもとにリスラ社会保健大

し日本病院会の名誉を段損し，かつ目的達成に

臣の挨拶にはじまった。ルネサンド記念講演は

反する行動と認め，９月26日理事および代議員

メキシコ病院協会前会長のオリス氏が行った。

の書面審理により同病院の除名を確定し，これ

つづいて国際病院連盟総会があり，２日目より

を通告した。

３日間４つの会場に分れて５つの主題について

第４回アジア病院第４回アジア病院連盟病
連盟病院視察旅行院視察旅行はフィリピン

の討議が行われた。
この間，オスロ市長と厚生大臣とのふたつの

において行われ，昭和54年11月21日その開会式

招宴があり，オスロの新しいコンサートホール

がマニラホテルで行われた。

で学会音楽会が開催された。

視察旅行は韓国，台湾，インドネシア，日本

国際病院連盟の常任理事会は６月24日に開か

の４か国が参加し視察第１日，バス３台を連ね

れ，落合勝一郎常任理事が出席した。総会にお

て，まずサンフェルナンドでは公立のう・ウニ

いて新しい常任理事にポルトガル，英国，メキ

オン地域病院とメソジストのべサニー病院，ロ

シコ，エジプト，フランス，スウェーデンが選

ーマ院を見学した。

ばれ，副会長にはハンガリー，メキシコ，フィ

第２日，バギオにおいて士官学校病院，セン

リピンのカエド氏が選ばれた。

トルダム病院，公立バギオ病院，私立のバギオ

医療従事者無昭和26年，日本病院協会の発
料職業紹介足とともに看護婦の求人求職

・メディカルセンターを見学した。第３日はマ

を扱い有料職業紹介事業としての認可を受けて

ニラにもどり，フィリピン心臓センターと医師

広く会員病院の利用を得て来たが専任担当職員

共同メディカルセンターを見学した。この旅行

の退職とともに中止されていた。開業医を上回

は日本より左奈田会長，小野田副会長，落合国

る伸び率で増加する病院勤務医の将来を見越し

トルイス大学附属聖心病院，カソリックのノー

２８０
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て医療従事者対策委員会はかねてより無料紹介

会館より５００米のところ，千代田区麹町２丁目

所の設置について検討を加えてきたが，昭和５４

14番の麹町パレス２階を適格なところとし，昭

年10月25日に，労働大臣に対し日本病院会の行

和54年３月31日に移転を行った。建坪152.1坪

う職業紹介事業の許可申請を行った｡この申請

で，会長室，役員室，事務室のほかに，２室の

は12月１日に許可された。

会議室をとる。

日本病院会事日本病院会は昭和42年８月よ

務局の移転り千代田区二番町２の番町共

移転により，月額120万円の事務所費の増加
となった。

済会館５階に事務局を設置してきたが，昭和４９

会館建設に力を傾けた堀口委員長の逝去に伴

年の合同以来，業務の拡大，事務局職員の増加

い，その具体化が頓座し，さらに新事務所への

などにより狭院となっていた。

移転により当面の支障が解消されたので翌年３

常任理事会では病院会館の建設の問題をかか
えて事務局の移転を検討していたが，番町共済

月の代議員会，総会において会館建設の無期延
期が承認された。

昭和５５年
内藤景岳氏が会長に推された。委員会の数を

１２に統合した。病院概況調査報告書がつくら

れた。病院幹部医部会が設置された。病院視

察研究会は20回，日本病院学会は通算30回を
数えた。病院診療報酬の改訂，税制改正の陳
情をした。病院倫理綱領が制定された。

常任理事会昭和55年の第１回の常任理事会

は１月19日，日本病院会第２会

議室において開かれ，昭和55年度事業計画案お
よび予算案について審議し，診療報酬改訂，差

常任理事会は第２土曜，第４火曜の２時30分よ

り５時30分までとすることが決められた。常任
理事会は年間18回開催された。

額徴収問題についての協議がなされた。常任理

理事会，代議理事会は昭和55年２月２日東
員会，総会京トラック事業健保会館にお

事会は以後第１士曜，第３士曜日に開催され

いて開かれ，昭和55年度事業計画案，同予算案

た。

について協議承認された。

４月19日東京トラック事業健保会館において

代議員会，総会は３月15日同会館で開かれ昭

行われた昭和55年度の第１回常任理事会は，内

和55年度事業計画，同年度予算が承認された。

藤景岳新会長が議長となって開かれた。昭和５４

４月１日同会館において代議員会が開かれ，

年度事業報告と同年度決算が承認されたあと，

役員の任期満了に伴って別項記載の新役員の選
２８Ｚ
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出が行われた。

藤景岳氏（南大阪病院長）が会長に選出され，

昭和55年４月19日東京トラック事業健保会館

つづいて副会長には公的より若月俊一氏（佐久

において理事会を開き昭和54年度事業報告と同

総合病院長)，村田勇氏(富山県立中央病院長）

年度決算の報告が承認された。

が，また，私的より河野稔氏（北品川総合病院

５月17日同会館において代議員会，総会が開

長)，吉岡観八氏（新千里病院長）が選出され

かれ野呂恭一厚生大臣が列席してつぎのように

た。左奈田幸夫，小野田敏郎の両氏は所属病院

あいさつをした。

の定年により退いた。常任理事には公的は秋山

「厚生省としては，日本病院会の意見等を医

博，池谷亘，諸橋芳夫，渡邊進，堀内光，三宅

療行政に寄与させていくことは当然であると

史郎，榎本敏雄，細川一郎の各氏８名，私的は

思っている。国民医療を取りまく諸情勢の変

野村秋守，大野松次，平野一弥，岡山義雄，有

化の中で病院の使命は大であり，医療需要に

沢源義，北村行彦，榊原宏の各氏７名，計15名

十分こたえるための経営基盤の確立等の課題

を選出した。

を日本病院会は克服していく必要がある。厚
生省は医療施設整備等に対する助成処置を行

内藤会長は就任にあたり次のようにあいさつ
をした。

なっているが，病院がその役割に即した医療

－日本病院会はわが国最大の病院団体と

供給を適切に行なうことが必要であり，病院

してこれまで伝統的に教育研修活動を熱心に

に課せられた使命を再確認し国民医療の確保

推進して病院職員の資質の向上，病院医療の

と医療水準向上のためご尽力願いたい｡」

機能向上に努めてきました。今後この実績を

昭和54年度の事業報告と同年度決算が承認さ

更に発展させるとともに病院倫理の昂揚に努

れた。また従来27の委員会を10委員会とし委員

め，医師と患者との信頼関係の恢復に努めた

数を10名内外とすることが承認された。

いと存じます。

１０月21日弘済会館において理事会が開かれ，

また医学医術の進歩は目覚ましく医療機器

昭和55年度上半期の事業報告と収支報告がなさ

の開発とともに医療水準は近時飛躍的に向上

れた。また部会，研究会を８研究会に統合する

致しました。しかし医療を支える諸制度は必

ことが承認された。

ずしも現状に適合しているとはいえまぜん。

内藤景岳氏会４月１日弘済会館において代
長に推される議員会が開かれ財津晃氏（長
浜赤十字病院）が代議員議長に，河井博氏（東

本会は従来の教育研究活動に注ぎ込んだ以上
の情熱をもって政治，経済問題に積極的な対
応をしなければならないと考えます。

京・河井病院長）が代議員副議長にそれぞれ無

特に政治連盟の活動は対外的にも日本病院

競争で選出された。また太田清一氏（太田総合

会の実力を示す大きな場であろうと存じま

病院理事長)，戸川潔氏（茨城県立中央病院

す。

長）がいずれも無競争で監事に再選された。さ
らに予め推薦された60名の理事を選出した。

このあと，新理事による理事会が開かれ，内
２８２

また診療報酬問題，税制問題は病院経営の
基盤をなすもので，診療報酬の適正化，物価

人件費の高騰に伴う医療原価の補償ならびに
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病院税制の改善は急務の問題で，国民医療の

員会委員長堀内光，医療制度委員会委員長

健全な維持に必須の条件であると考えますの

小西宏，通信教育委員会委員長高橋政頑，学

で積極的な活動をいたしたいと考えます。

術委員会委員長渡邊進，広報委員会委員長

次に日本病院会の組織の拡大強化も重要な

高山螢，,盾報センター委員会委員長細川一

課題であります。本会は会員病院の病床数が

郎，社会保険委員会委員長諸橋芳夫，医療経

全病院病床の40％強を占めておりますが，会

済委員会委員長有沢源義，病院管理委員会

員数は残念ながら未だ2,000病院に充たない

委員長野村秋守，国際委員会委員長河野稔，

状況であります。少なくとも日本の全病院の

病院倫理綱領特別委員会委員長吉岡観八。

過半数に入会して頂くことを目途に計画を進

めたいと思います。病院の諸制度の改善には

８月19日の常任理事会において委員会の設置
および運営に関する規定案が承認された。

どうしても組織力が必要なことは言を俟ちま

教育委員会は年度６回の委員会を開き研究会

せん。どうぞ相互の力を結集して有力な病院

の統合について検討し，全国研究会，セミナー

会にしていただくようご協力をお願いいたし

の一部休止等，教育事業の縮小を企画した。

ます。

臨床予防医学委員会は年度３回の委員会を開

さらに左奈田会長が努力された日本医師会

き人間ドックの運営，人間ドック学会の企画に

との緊密な関係を継承し併せて他の医療団体

つき協議を行った。病院，施設の認定にはそれ

との連繋も一層深めてゆきたいと考えていま

ぞれ第１部会，第２部会を設けて行っている。

す。－

医療制度委員会は年度４回の委員会を開き，

顧問の委嘱

昭和55年７月12日の常任理事会

1)医療法人理事長を医師に限定すべきか，２)看

において内藤会長より日本病院

護学校の卒業者が国立病院に就職する場合，養

会顧問の委嘱についての発議があり，全理事，

成費の一部を当該学校より申しうけるべきか，

代議員に書面審理を行って，神崎三益，東陽

3)地域医療計画はいかにあるべきか，について

一，左奈田幸夫，小野田敏郎の４氏に顧問を委

検討し答申を行った。

嘱することとなった。

委員会昭和49年日本病院協会と全日本病院
協会の合同のあと，昭和50年度より

委員会の数が増加し，その数27を数えるにいた

通信教育委員会は診療録管理教育については
年度２回，メディカルクラーク教育については

２回，事務長養成教育については１回の委員会
をもった。

った。昭和55年度内藤新会長の就任とともにこ

学術委員会は毎月会同し，日本病院会雑誌の

の委員会を統合して10委員会とした。統合の目

編集に当った。これは従来，編集委員会といわ

的は委員会の細分化により運営に支障を生じ’

れてきたものである。

かつ経費の面においても支出がかさみ，これを
合理化することにあった。

委員会はつぎのとおりである。
教育委員会委員長村田勇，臨床予防医学委

広報委員会は年間５回会同し，日本病院会ニ
ュースの編集に当った。

‘盾報センター委員会は，年度のあいだ本来的

委員会２回，運営委員会２回，技術協力委員会
２８３
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４回開き，従来のコンピュータ委員会，’情報セ

について検討し年末に別項記載のごとく病院倫

ンター特別委員会の事業を継承した。

理綱領を作定した。

社会保険委員会は年間２回会合を開き，診療

報酬の改善，診療録管理科新設につき検討，
「健康保険法等一部改正について」の意見をま

研究部会前年度の’年間の成果をふりかえ

り来る年の発展をめざす'恒例の年

度末部会研究会の反省会は３月15日（士）午後

とめ８月18日つぎのように答申を行った。

４時から東京麹町のダイヤモンドホテルで開か

1）本人家族を通じ同一の給付水準とする

れた。三宅教育委員長から「委員長に任ぜられ

給付率は現行88％を上まわるようにする

2）高額医療費負担は１か月２万円を超える額
を負担する

てから３年を経たが，ここで全体的に黒字基調
になったことは大変喜ばしいことといえる。部

会研究会委員の皆さんの努力は高く評価されて

3）部門別原価補償方式を採用する

よいと思う。研究会の成果は日本医療の前進に

4）室料の格差料金制導入，個室加算制度新設

寄与している」と述べた。

5）基準看護に助手の大幅導入

6）特三類看護（患者２人対看護員１）小児重
症加算導入

病院管理委員会は，労務，年金・厚生，勤務
医（病院職員）対策，医療事故対策，防災対

反省会終了後，午後６時から会場を孔雀の間
に移し懇親会が催された。

病院診療部会は昭和55年１月22日東京電力病

院において「電撃，雷撃」について研究，年間
11回の研究会を開いた。

策，の５委員会のはたらきを統合したものであ

事務管理部会は５月22日，日本病院会会議室

るが，それぞれの小委員会を開くべしとして年

において「院内教育の実際」について検討し年

間２回の会同にとどまった。

間３回の研究を行った。

医療経済委員会は年間３回の委員会を開き，

医事研究会は４月18日三井記念病院において

16項目におよぶ税制改正の要望を関係省庁に提

152名が参加して「医事の電算化」について研

出し，その実現に努力してきた。その結果，医

究し年間３回。庶務人事研究会は２月22日日本

療用機器に係る特別償却，救急医療用機器に係

病院会会議室において「新入職員教育」につい

る固定資産税の軽減措置の延長と省エネ設備投

て検討し年間３回。用度研究会は５月29日「価

資税額控除の業種指定，等が昭和56年度の税制

格変動の高い物品の実態調査」等について検討

改正の要望事項として実現の見込みである。

し年間３回。施設研究会は２月19日｢予防保全」

１０委員会のほかに国際委員会が再び復活し委

について検討し年間５回。会計経理研究会は１

員長は河野稔氏がつとめた。年間５回の会同を

月21日東京衛生病院において「昭和54年度病院

もち昭和55年度の旅行の反省と56年度の企画を

経営分析」の発表を行って研究し年間３回。労

行った。

務研究会は２月17日「Ｂ型肝炎と労務対策」等

さらに特別委員会として病院倫理綱領特別委
員会を新設し吉岡観八副会長が委員長となり，
病院倫理綱領，病院倫理綱領指針，医の倫理，
２８４

について検討し年間２回，それぞれ研究会を開
いた。

病院管理総合部会は２月21日「政治から見た

４日本病院会時代

将来の看護婦像および看護婦と病院の立場」に

るという全国研究会の趣旨から，東京での開催

ついて講演をうけ，年間６回の研究をおこなっ

は異例であった。

事務管理全国研究会は２月28日29日神戸市に

た。

薬事管理部会は２月13日番町共済会館におい

おいて開かれ98名が参加した。また医事全国研

て「患者応対の問題点」について研究し年間５

究会は２月21日22日大阪市で行われ１５４名が参

回の勉強会をもった。

加した。用度全国研究会は２月14日15日倉敷市

看護管理部会は７月24日，番町共済会館にお

いて121名が参加して「未来の医療」について
講演をうけたにとどまった。

放射線管理部会は２月15日都立墨東病院にお
いて「放射線業務のシステム化」について検討
し年間４回の勉強会をもった。臨床検査管理部
会は６月20日半蔵門会館において「洗剤の安全

性と環境汚染」について勉強し年間３回の研究
会をもった。

において開き137名が参加した。

看護管理全国研究会は１月31日２月１日横浜

市において開催し参加者は459名であった。
栄養管理・調理合同全国研究会は１月30日３１
日広島市に開き106名が参加した。
ハウスキーピング全国研究会は２月８日浜松

市に開催し参加者は44名であった。
昭和55年度計画に基づく全国研究会は昭和５５

年11月21日22日病院診療全国研究会を横浜市に

栄養管理部会は４月22日雪印乳業会議室にお

いて「洗浄剤の科学」について研究し年間の研
究会は２回，調理研究会は５月28日電通生協会
館において「糖尿病食」について検討を行い年
間３回の勉強会をもった。

開き90名が参加した。

事務管理全国研究会は10月16日17日札幌市に
おいて開き151名が参加した。

医事全国研究会は５月15日16日山口市に，７
月17日18日軽井沢に，１０月23日24日青森市に開

ハウスキーピング部会は３月11日都立荏原病

き，それぞれ86名，６７名，126名が参加した。

院において「高度安全病棟」の見学を行い年間

庶務人事全国研究会は11月13日14日山口市に，

４回の勉強会を開いた。

施設全国研究会は５月22日23日新潟市に，会計

診療録管理部会は１月12日千葉大学医学部附
属病院の病歴室と電算室を見学し年間３回の研
究会をもった。

経理全国研究会は労務研究会と合同して10月１６
日17日浜松市に開いた。

病院管理総合全国研究会は10月21日22日東京

内科臨床協議会は年間９回の症例研究会を開
いた。

で開いた。

薬事管理全国研究会は10月13日14日神戸市に

全国研究会昭和54年度の全国研究会の計画

て開催126名が参加した。

として，病院診療部会は栄養管

看護管理全国研究会は９月25日26日甲府市に

理部会と合同して，昭和55年３月１８日１９日東京

おいて，また11月６日７日山形市において開催

において全国研究会を開き，120名の参加を得

し，それぞれ148名，228名が参加して勉強をし

て勉強会を行った。東京を中心として行う定例

た。

研究会の成果を提げて全国各地の有志と勉強す

放射線管理全国研究会は６月27日28日神戸市
２８５
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において開催された。臨床検査管理全国研究会

５月16日東京の日本離島センターにおいて開催

は９月12日13日岐阜市で開き94名が参加した。

した。

栄養管理全国研究会は９月４日５日新潟市で
開き１３１名が，また調理全国研究会は11月１２日
１３日富山市に開き89名が参加した。

放射線技師監督者セミナーは10月23日より２５
日まで湯河原において開催した。
第一線リーダー研修会は，６日間コースは６

診療録管理全国研究会は９月20日郡山市にお

月22日より27日まで湯河原厚生年金会館に合宿

いて，図書室全国研究会は８月23日24日東京に

訓練を行い，また３日間コースは２月14日より

おいて開き，それぞれ79名，９７名が参加して勉

16日まで京都市に開いた。１１月13日よりの３日

強をした。

間コースは鎌倉市において合宿制により実施し

看護全国研究会は10月７日滋賀県草津市で開
き226名が参加した。

講習会昭和54年度の講習会計画に基づく病
院システム化セミナーは昭和55年１

月15日より４日間東京に開き75名が参加した。
医療紛争防止セミナーは３月４日５日東京で
開き132名が参加した。

臨床検査管理セミナーは２月１日２日熱海市
に開き参加54名であった。

た。

通信教育診療録管理の通信教育は’５月'０
日第12期卒業生33名に，１０月15日

第13期卒業生33名にそれぞれ番町共済会館にお

いて認定証の授与を行った。第13期までの卒業
生総数は506名となった。
メディカルクラークの通信教育については１０
月11日同会館において第４回卒業生51名に対し
認定証の授与を行った。

昭和55年度の計画に基づくものとして昭和５５

事務長養成課程の通信教育のその第１回卒業

年11月21日22日病院長セミナーが東京ダイヤモ

生に対し７月19日半蔵門会館において認定証授

ンドホテルにおいて開催した。

与式が行われ13名に認定証が授与された。

年度計画に基づく病院幹部セミナー，事務長
セミナーは，それぞれ翌年２月に実施と計画さ
れる。

総婦長セミナーは８月21日22日番町共済会館

人間ドック

昭和55年２月，人間ドック実施
病院の指定内規を改訂した。人

間ドック健診料は昭和５５年に５５，０００円となっ
た。

において行い，206名が参加して講習をうけた。

第２１回人間ドック学会は昭和55年８月21日２２

労務管理セミナーは６月14日同会館において

日大阪赤十字病院において二本杉皎氏（大阪赤

実施し101名が受講した。

栄養セミナーは６月17日安田火災海上保険ホ
ールにて行い93名が参加した。
医療紛争防止セミナーは５月９日１０日京都市

十字病院長）が学会長となり開催された。特別

講演は３題，一般演題31題で参会者２００名であ
った。

昭和33年３病院をもって試験的に開始した人

において，また９月１２日１３日名古屋市で開き，

間ドックは22年を経た昭和55年の７月現在，指

参加者はそれぞれ136名，115名であった。

定病院は321病院となった。

本年度計画による病院システム化セミナーは
２８６

また昭和49年にはじめた自動化健診の指定施
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設は56を数えるにいたった。

海外研修台湾病院視察団は昭和55年６月１

日より５日間，台北より高雄に至

る旅行を行い各地の病院を視察した。参加者は
６名であった。

中国病院視察団は７月16日出発し北京より藩

陽，ハルビン，長春，大連を巡り各地の病院を
視察した。参加者は22名であった。

人経営として７００床病院を育成した内藤景岳会
長の南大阪病院を見学することとなった。

第６回日本前年，第５回学会会期中の学会
病院学会評議員会において「日本病院会
学会」の名を「日本病院学会」に復するとの提
案に対し出席評議員の同意を得た。

この学会評議員会の提案に対し主催者である
日本病院会の承認を得たい旨申出であり，１０月

パリ・ヨーロッパ病院視察団は７月１９日出発

６日の常任理事会において承認あり，爾後書面

して13日間の視察を行い７月31日帰国した。参

審理により理事会，代議員会，さらに昭和55年

加者は16名であった。

２月総会の承認を得たので第６回の富山学会は

米国病院看護視察団18名は８月６日に出発し

16日帰国した。参加者は18名であった。

「日本病院学会」の名称に復することとなっ
た｡

スイス・ヨーロッパ病院視察団17名は10月１１

第６回日本病院学会は昭和55年６月６日より

日出発，ストックホルムでスウェーデン保健研

３日間，富山市において村田勇氏（富山県立中

究所，ソレントウナ病院，コペンハーゲンで市

央病院長）が学会長となり開催された。第１会

立看護センター，Hvidovre病院，アムステル

場は県民会館，第２会場は農協会館，第３会場

ダムでHuizeAumdlicht老人ホーム，ロンド

は同研修室，と３会場で行われた。一般演題は

ンでキングス・フンドを見学，とくに老人医療

202題に達した。

福祉の状況について視察した。助言者として高
橋勝二氏（武蔵野赤十字病院部長）が同行し
た。

米国チェン病院視察団は11月８日出発，１７日
に帰国した。参加は12名であった。

第20回病院第20回の病院視察研究会は昭和
視察研究会５５年10月24日25日の２日間，京
都と大阪で行われた。見学病院は京都第二赤十
字病院，京都木津川病院，新千里病院，南大阪
病院の４病院であった。

’80国際モダンホ日本病院学会と併催の'８０
スピタルシヨウ国際モダンホスピタルショ
ウは学会より早く昭和55年５月15日より18日ま

で東京晴海の展示会場において開催された。展

示には電算機に関するものが多かった。
出品の企業は１０４社で，81,300人の見学者が
あった。

第４回日本診第４回日本診療録管理学会は
療録管理学会６月４日５日新潟市の新潟東
映ホテルにおいて，藤野藻策氏（県立がんセン

国際病院連盟２週間の病院視察旅行に範をと

ター新潟病院部長）が学会長となり開催され

り，昭和36年に３日間の国内病院視察研究会が

た。一般演題は36題で参会者は５００余名であっ

はじめられて19年を閲しその第１回の壁頭日本

た。

病院協会第２代会長橋本寛敏氏経営の聖路加国
際病院を見学した。昭和55年第20回の悼尾に個

病院幹部医会前年昭和54年勤務医対策委員

会は開業医を上回る伸び率で
２８７
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増加する病院勤務医対策について検討し，病院

上げます。

内の施策の担当責任者としての副院長，部・科

このたび日本病院会理事会においては当

長，医長を会員とし，その会員を核とした病院

面の医療問題について次の如く意見をまと

幹部医師相互の自己研蹟を図ることを目的とす

めましたので格段のご高配を賜わりますよ

る病院幹部医会設立構想を樹てたが，いよいよ

うお願い申し上げます。

昭和55年６月８日富山市の第一生命ホールにお

１．今国会に提出されている健保法改正政

いて日本病院会幹部医会設立総会が開かれた。

府案は財政赤字を患者負担の拡大によっ

病院幹部医会は，その後に幹事会１回，常任

て（受診抑制）解消しようとするもので

理事会４回を開き，幹部医会の規約，セミナー

あり，特に入院時一部負担の著しい増額

の開催について検討を行った。年末の会員数は

については承服できない。尚低所得層に

50名となった。

対しては自己負担を免除するよう考慮さ

医療費問題

レントゲンフィルム対処

れたい。

昭和55年初頭世界的な銀価格の

２．最近のエネルギー関係費，公共料金を

高騰により医療用レントゲンフィルムの実勢価

はじめ物価，人件費の高騰に加えて金融

格が急騰し前年11月比本年２月の価格が２．２倍

引締め，金利引上げ等により病院経営は

となり診療報酬請求額を上廻ることとなった。

極めて逼迫し，今後の病院運営の見通し

日本病院会は２月13日野呂厚生大臣に対し購

ができない状況にある。そこで健全なる

入価格を標準価格に見合うよう速やかに改訂す

医療を期待するためには医療原価を補償

ること，また円滑な供給が阻害されないよう要

しなければならない。特に入院時医学管

望した。

理料，室料，看護料，給食料，寝具料等

厚生省はこれに対応して３月１日付Ｘ線フィ
ルムの告示価格を２倍弱引上げた。

については物価の上昇に応じて原価を補
償するよう取り計られたい。それにより

診療報酬改定の要望

差額ベッド料，付添看護料は自然に解決

医療費はこの３か年近くに亘って依然として

できるものである。

据えおきのままに放置されて，病院の経済はい

３．昭和53年５月２日，日本病院会は診療

つのときにおいても窮乏のままにさらされてい

報酬，特に入院部門の診療報酬について

る。

速やかな改訂措置をとられるよう資料を

４月24日政府が今国会に提出している健康保

添えて要望したところであるが，今日に

険法の一部改正案ならびに診療報酬改定の早期

到るも全く実施されないことは誠に遣』感

実現について４月19日の全理事会の意向をまと

であるので，早急にその善処方を強く要

め，これを厚生大臣等に要望した。

望する。

要望書

平素貴職におかれましては病院管理運営

に深いご理解とご指導を頂き厚くお礼中し
２８８

さらに５月，２年７か月据置かれている病院
の困窮を訴えて厚生大臣に対し重ねてつぎの請
願を行った。
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請願書

昭和56年度税制改正要望事項
1．国税関係

請願事項

病院診療報酬の改定を促進されるよう請
願します。
理由

１）所得税，法人税関係

（１）剰余金の配当禁止されている医療
法人について協同組合等と同等の法

従来，病院診療報酬は概ね２年に１回の

割合で改定されてまいりましたが，今回に

人税率を適用すること。（法人税法
第66条第３項）

おいては，昭和53年２月に改定が行なわれ

（２）医療用機器の取得価額の25％特別

て以来，実に２年７か月もの間据置かれた

償却制度の適用期限を昭和56年４月

状態であります。加えるにこれまでの改定

以降も引続き延長すること。（措置

のあり方は，物価および人件費の後追い改

法第12条の３第２項・同法第45条の

定に外ならず，医療の進歩に対応するため

２第３項）

の適正資本報酬はもとより，借入金利子等

も配慮されていないのが実'肩であります。
また，その後の第二次石油危機に伴う諸

（３）救急医療の緊急な拡充を図るため
救急医療準備金制度を創設するこ
と。（措置法第20条第１項，同法第

物価の上昇，各年度における給与上昇と，

５４条第１項，同法第55条第１項（方

相次ぐ公共料金の引上げ等で，今年度の病

式を準用)）

院経営はすでに破綻の状況に対面しており
ます。

（４）救急医療等の補助金については，
前１年間取得の資産に対して圧縮記

従って，現状のままで推移いたせば，病

帳の損金処理を認められるようにす

院組織医療はもとより医療水準の維持も困

ること。（措置法第37条第３項，同

難な状態に立至ることは避け得られないと

法第65条の７第３項（方式を準用)）

ころと考えます。

以上のような病院運営の現状とその社会
的公共性にかんがみ，病院診療報酬のすみ

やかな改定を促進するため，特段のご配慮

（５）病院用建物および建物附属設備に
ついて法定耐用年数を短縮するこ
と。（耐年省令別表第１）

（６）医療保健業における緊急構造改善

を賜りたく，ここに請願いたします。

による近代化設備の整備拡充を図る

陳情昭和55年７月，昭和56年税制改正に

ため産業転換設備等を取得した場合

関して日本病院会はつぎの要望を行

った。

の取得価額10％相当額の税額控除対
象業種に医療保健業を指定するこ

税制改正の要望

と。（措置法第10条の２第１項第３

さらに７月25日国税・地方税関係の昭和56年

同法第42条の２第１項第３号）

度税制改正要望事項をまとめ厚生大臣等に提出
した。

（７）特定の医療法人の承認申請に際

し，現在の医療実施の一般水準に照
２８９
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１４第１項同法第72条の17第１項）

らしてその承認要件を緩和するこ

と。（行政指導取扱い内容）

２）固定資産税

（８）措置法第40条の承認による贈与

（１）医療保健業に対する全国各市町村

（遺贈も含む）がなかったものとみ

の課税実態は，その軽減の有無，並

なされた財産提供については特定の

びにその軽減の対象内容ともに不均

医療法人成立後も法人税を非課税と

一であるため，全国的に統一的な軽

すること。（措置法第40条第１項）

減措置を講ずること。（地方税法第
６条第２項）

（９）非常勤医師の給与所得源泉徴収額
は－率10％適用若しくは月額表甲欄

（２）救急病院等の救急医療用機器の課

扶養親族等の数０人の欄適用の特例

税標準価格５分の４に関する適用期

を設けること。（所得税法第204条

限を，昭和56年４月以降も引続き延

第１項第２号(準用）所得税法第185

長すること。（地方税法附則第15条

条関係別表第５）

第18項）

２）相続税

（１）医療法人社団の出資持分について

望を厚生大臣に対して行った。

相続税財産評価を，その非営利性，

制度に関する要望事項

剰余金配当禁止に適合した払込済出

わが国の医療施設において私的医療機関

資額とすること。

なお，その出資額評価方法を財産
評価基本通達に独立条文として明記
すること。（相・財評基通195）

の占める比重は極めて大きなものがありま
す。

このうち，経営規模の大きい病院等にあ
りましては，その正常な発展的再生産につ

（２）医療法人社団の出資持分割合50％

いて，経営組織，運営資金の調達を含め

未満の出資者グループについては同

て，法人組織による運営の選択は不可避的

族会社等と同じく財産評価額の80％

な課題となりつつあります。

評価とすること。（相・財評基通188

(6)但し書）
2．地方税関係
１）事業税

２９０

さらに７月医療法人の制度についてつぎの要

ここに，現下の情勢に鑑みまして下記事
項を要望申上げます。

１．医療法第39条関係
医療法に基づく医療法人制度に関し，

（１）事業税の社会保険診療報酬外の課

同法第39条の「医師若しくは歯科医師が

税標準額計算について，各都道府県

常時３人以上勤務」するという規定を削

に計算基準の相違が著しいため，合

除し，病院，診療所ともに一定規模の施

理的で簡易な東京都方式（収入によ

設，従事員の経営に対しては法人組織を

る所得按分方式）をもって全国的に

選択して医療保健業に従事し得るように

統一すること。（地方税法第72条の

同法を改正されんことを要望いたしま

４日本病院会時代

す。

２．医療法人設立認可関係

委員会となり歴史のながい編集委員会の名は消
えた。

医療法人の設立認可に関しその主務官

日本病院会学術委員会の主唱により学術雑誌

庁は都道府県知事でありますが，全国的

として「病院学」が昭和52年４月に創刊された

にみてその行政基準について医療の実'盾

が，１団体が同時に２つの雑誌を刊行すること

に照らし，かなりの難易の相違がありま

は経済的にも難しく「病院学」を廃刊して誌令

す。

のながい「日本病院会雑誌」に統合することと

とくに，総資産の２分の１以上の出資

若しくは寄附の財産・負債構成比率要
件，医療従事員の２か年間の法的充足要

なった。

病院基準米の普及病院基準米の普及と差額
補償の予算化の陳情のた

件ならびに２か年間の診療実績要件など

めには日本病院会だけが動いているというので

を必須条件とする都道府県が多くなりつ

はだめで，不特定多数の病院が一致して推進し

つあり，個人病院の法人化はその設立機

ていることを裏づけるために，各病院団体を統

会を見出せない実‘肩にあります。

合して特別陳'肩団体として日本病院団体連合会

これらについて，必要以上に厳格な行

をつくった。日本船舶振興会笹川会長の政治力

政基準を設けることなく本来の医療法人

を借り自民党，国会議員，大蔵省，農林省，厚

制度成立の趣旨に鑑み，弾力的に運営さ

生省の有力者に幅広い陳I盾活動を展開した。

れるよう格別のご配慮を要請します。

５３年病院概況調昭和53年10月日本病院会調

賛助会員交歓会

日本病院会の賛助会員と本

会役員との交歓会は前年に

査報告書成る査室（細川一郎室長）は全

ひきつづき昭和55年１月19日東京プリンスホテ

国２，１１２病院に対し病院調査のアンケートを送

ルにおいて開かれ本会役員19名，賛助会員67名

ったが回答660病院，回収率31.5％を得てこれ

が参加した。左奈田会長のあいさつに答えて，

を集計し「昭和53年病院概況調査報告書」を昭

大正製薬常務取締役門野十四氏の会員紹介のの

和55年１月完成した。この集計にはコンピュー

ち交歓が行われた。

タ委員会が協力した。

これは単純集計表で充分な分析を加えていな

「病院倫理綱日本の医療は一部において傷
領」の作定病者の信頼感を失いつつあ

いが，会員病院の運営指針として充分な内容を

り，社会からきびしく自浄作用を問われてい

もつものである。日本病院会はこれをＡ４判

る。このことについては医道とともに病人道の

160頁の印刷物とし，これを有料で希望病院に

必要'性をはじめ多くの論点や意見もある。かね

頒布した。

てアメリカ病院協会は病院を律する「病院倫理

会誌「病院昭和55年度には前年度27を数え
学」の廃刑た委員会の数が,0に統合され
た。

編集委員会と学術委員会が統合されて，学術

綱領」を設定して，アメリカの病院医療の倫理
化につとめている。日本病院会もまた病院倫理

綱領を自主的に設定し，これを病院運営の指針
にすべきであると主張してきた。
２９Ｚ
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昭和55年４月新執行部が発足し，病院倫理の

３)医療の道義的混迷と経済的混乱

昂揚を事業計画の第１にあげ，同年６月に病院

病院倫理の基本原理は傷病者の治療に尺庫す

倫理綱領特別委員会（委員長吉岡観八氏）を編

ることが病院の一義的責務で，経済的報酬およ

成した。同委員会は５か月余に亘って鋭意その

び他の利益は二義的に考慮されるべきものであ

病院倫理の本質を審議する作業をしてきた。

る。さらに，科学的知識と技術の進歩，向上に

同委員会の病院倫理の根底をなす考えはつぎ
のとおりであった。

伴い，医療に従事しているすべての職員は常に
生涯教育を推進し道義観を中心に公衆の健康増

１）医道・看護道・病院道と病人道

進に積極的な役割を果たすことが病院の義務で

病院運営の基本理念は倫理に立脚した管理の

ある。しかるに，第二次大戦後，新憲法を基調

原則を確立することに始まる。すなわち，病院

にした日本の民主主義は，未熟児として生まれ

は公衆の医療福祉を増進するため経営者，管理

栄養不良のまま育成されてきたため，経済成長

者を中心として全医療従事者の行為規範を設定

のみが一義的となり，民主主義の本質は未完成

し病院としての責務を果たす必要がある。なか

のままである。

んずく医療には医師と傷病者の倫理があり医師

すなわち国民は，飢餓の状態から最も富裕な

倫理は病院人としての一般倫理と職域倫理から

国への急激な高度経済成長で物質中心主義の世

成る。この際，傷病者の闘病上の自己責任と病

相を招来した反面，精神面の荒廃箸し<，医療

院人への対応についても，また，その倫理観が

倫理の概念においても，この風潮を脱脚し得な

問われるであろう。

い。

医は学と術と道の三つから成りたっている

医療経済統制下に拡大再生産を含む病院運営

が，今日傷病者は国民皆保険下に法的な医療契

の向上をはかるためとの口実のもとに，利潤の

約概念と国民福祉理念下の権利意識が交錯する

追求を中心にして，今日病院の道義的な混迷と

中で，現代の医療の在り方を模索するとき，医

経済的混乱が交錯してきている。いわゆる巷間

道と看護道を始めとする病院道と病人道との調

「薬づけ」「検査づけ」「乱診」「乱療」「乱手

和と信頼関係が適切な医療の基本となる。
病院の職種は極めて多様化しており，医師，

術」「医療沙漠」など医療に対する怨瑳の批判
が横行するに至った。

看護婦以外の職種の人も，聖職の使命を速やか

４）傷病者に苦痛を与えぬ医療を

に認識し医道，看護道に遵じた病院道，即ち病

医の倫理の実践について具体例として病院人

院の責任と責務を病院人の倫理観として理解

は，人間としての傷病者の取り扱いに留意する

し，その昂揚を計ることが焦眉の急である。

必要がある。傷病者に不快感をもたれるような

２)生命の尊厳'性

非人間的診断方式や検査はこれをひかえるべき

医の原点は，生命への畏敬の精神を基本に，

である。また不適切できびしい苦痛を与える検

あらゆる生命科学を結集して常にヒューマニテ

査などは病院サイドの診断方式を一方的に傷病

ィ_をもって医療人としての使命感に徹し情熱

者におしつけるべきでない。医薬品は，疾病治

を燃やすことである。

療に必要な最小限にとどめるべきである。臨床

２９２
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検査は，診断に必要にして適切な検査にとどめ

する明るい光となるとき，医の基本的な本質が

るべきである。医療が専門的にすぎて，病気を

遂行されることになる。病院人は，愛'肩豊かな

診ることで本質的な傷病者の保健が軽視されが

人間性の発揚を基本倫理として一般倫理を遵守

ちで病人を診ていない傾向がある。近代医療は

し生命の尊厳を原点にして病院医療を遂行すべ

技術を誇りすぎ，医術におぼれ，また医療経済

きである。

のみを優先する傾向を反省すべき時である。

この観点から，病院倫理特別委員会は，日本

５）慈眼診よ衆生

の全病院が守るべき病院倫理綱領の設定につい

思想的，社会的，政治的に混乱した背景の中

て検討を加えた。

で病院人は新しい秩序を模索し，これに如何に

同年12月はじめ同委員会は日本病院会の「倫

対応すべきかに苦慮している。病院人は医の原

理綱領」ならびに「同指針」を答申した。綱領

点を個々人の倫理性に求めその行為を規制して

ならびに同指針の基本はヒポクラテスの医の倫

いく必要がある。そしてすべての国民は，個人

理の徒や誓いに始まり，フーフェランドの医戒

的な一般倫理を基本にして社会的倫理を確立

や古今東西の古典的医の倫理，またアメリカ病

し，さらにすべての病院人は近代的職域倫理，

院協会等を参考にした。さらに日本の先人の病

すなわち生命倫理を自主的に充実していく他は

院倫理綱領を分析し，これを集大成したもので

ない。傷病者は，医師に対し全く無抵抗，無防

ある。特に，近くは遠山豪博士の論説をも引用

備の状態で，病の加療を全面的に医師に依頼す

した。

本病院倫理綱領の根幹をなす医の倫理は，沢

る。

このとき医師が診療するのは病気ではなく病

潟阪大名誉教授の医学概論を通じての思考を中

人，病気をもった人そのものであることを銘記

心にし東洋哲学的倫理感をその基本理念とし

しなければならない。これらの意味ですべての

病院人は医療の原点に立ち，あらためて襟を正

し自らの果たすべき責務を認識する必要があ

た。

日本病院会が設定した「病院倫理綱領」は次
のとおりである。

る。

病院倫理綱領

６）道心一最澄のことば

「国の宝とは何ものであるか，宝とは道心で
ある。道心あるものを名づけて国の宝という。

一隅を照らすものが，すなわち国の宝である。

日本病院会は，国民の医療を守るために，病
院人が遵守すべき行動基準を病院倫理綱領とし
て次の通り定める。

１．病院の使命

悪いことは自らにふり向け，善いことは他人に

病院人は，傷病者のために限りなき愛情

与え，自分を忘れて他人のためにすることは最

と責任をもって最善の努力を払わねばなら

高の慈悲である」，一隅を照らすということは

ない。

社会を明るくし社会人としての倫理を確立する

ことになる。病院人が，このような職業奉仕，
社会奉仕の人間性を復活し，自ら傷病者が信頼

２．研修・教育

病院人は，たゆみなき研修に励み，医術
の錬磨と医道の高揚に努めるとともに後進
２９３
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の教育に力を尽くさねばならない。

3．医療記録の保管と守秘の義務

５．病院の管理運営

病院人は，病院の管理運営にあたり，い

病院人は，傷病者の医療記録を完備しこ

たずらに利潤追求を目的としたり放漫経営

れを確実に管理するとともに傷病者の秘密

に流れて，病院の信頼を損うことがあって

は正当な理由なくして漏洩してはならな

はならない。

い。

４地域社会への協力

社団法人日本病院会

世界救ライ推進昭和55年６月５日の常任理
協議会への協力事会において，世界ライ救

病院人は，地域住民の疾病予防および健

済推進協議会に対し，日本病院会がライ救済の

康増進のためにシ他の機関と積極的に協力

ために５，０００万円の寄附金を要請し，１)東南ア

せねばならない。

ジア地域のライ患者の実'盾調査，２)記録映画作

成，３)救ライの啓蒙を行うことが承認された。

2９４
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部

第Ⅱ

１定款

l定
１創立時定款

第１部総説に述べた経緯により昭和26年６月

款
査研究に関する事項

６薬品及び食品等病院用品の調査研究に関
する事項

24日制定された日本病院協会創立当時の定款は

７病院事業の国際的活動に関する事項

つぎのとおりである。この定款は昭和27年５月

８病院事業に関して政府その他の関係機関

６日の認可となっている。
社団法人日本病院協会定款
第１章名称と事務所

第１条〔名称〕この会は，社団法人日本病院協

会（JapaneseHospitalAssociation略称Ｊ
Ｈ.Ａ､）といふ。

第２条〔事務所〕この会は，事務所を東京都文

京区湯島３丁目１番地病院会館内に置く.
第２章目的及び事業

並に団体との連絡協議に関する事項

９病院学会並に病院大会主催に関する事項
１０機関紙その他の刊行物発行に関する事項
１１病院の弘報活動に関する事項
１２その他この会の目的達成のため必要な事
業

第３章組織及び会員

第５条〔組織及び会員〕この会は，理事会の承
認する都道府県を区域とする病院の団体（以

第３条〔目的〕この会は，日本全病院の一致協

下都道府県病院団体と云ふ）を構成する病院

力によって，病院の向上発展とその使命遂行

の代表者で，この会の趣旨に参同し入会した

とを図り，社会の福祉増進に寄与すろを目的

者を以て組織する

とする。

第４条〔事業〕この会は，前条の目的を達成す

第６条〔入退会〕①この会に入会しようとする
ものは，都道府県病院団体を通じ所定の様式

るため，以下に掲げる事業を行ふ゜

による申込をなし理事会の承認を得なければ

１病院の管理運営及び施設の改善向上に関

ならない。

する事項

２病院関係者の教育，指導，待遇改善及び
表彰に関する事項

３病院の公衆衛生活動に関する事項
４病院の規格並に医師実地習練施設の調査
研究に関する事項

５社会保険制度，医療法人，医療金融並に
医業所得に関する税法その他関係法規の調

②会員は左の各号に掲げる場合，退会したも

のと見散す。
１本人よりこの会に脱退の申入れがあった
とき

２都道府県病院団体から脱退したとき

３都道府県団体から除名の通知があったと
き

第７条〔会費〕この会の会員は，代議員会の議
２９５

１定款

を経て別に定める会費を納めなければならな

い。但し会費の徴収に関しては都道府県病院

団体に於て責任を負ふものとする。

第８条〔既納会費及び鱸出金〕既納の会費又
は，酸出金は，その理由の如何を問わずこれ
を返還しない。

第９条〔戒告又は除名の勧告〕会員で，この会
の名誉を毅損し，又は目的達成に反するやう
な行動があったときは，代議員会の議決を経

て会長は都道府県団体に戒告又は除名の勧告
をすることができる。

Ｔ第４章役員

第10条〔役員〕①この会に左の役員を置く。

中から選出する。

②会長，副会長は理事の互選とする，理事及
び監事は，代議員会の議を経て別に定めると

ころにより，代議員会に於て会員中から選出
する。

第13条〔役員の任期及び解任〕①役員の任期
は，２年とする。但し，再任を妨げない。

②補欠により，就任した役員の任期は，前任
者の残任期間とする。

③役員は，任期満了後と錐も，後任者の就任
するまではその職務を行ふ。

④役員は，任期中と錐も，この会の名誉を段
損し又は目的趣旨に反するやうな行動があっ

会長１名

たときは，代議員会の議決を経て，会長は，

副会長２名

これを解任することができる。

理事５名

第５章顧問参与委員及び職員

監事２名

代議員若干名

②会長及び副会長は理事とする。

第14条〔顧問及び参与〕①この会に顧問及び参
与若干を置くことができる。

②顧問及び参与は，この会に功労ある者又は

第11条〔役員の職務〕①会長は，この会を代表

学職経験ある者の中から代議員会の承認を経

し，会務を統理し総会及び理事会を招集し，

て，会長が委嘱する。但し，その任期は役員

その議長となる。

の任期と同じである。

②副会長は，会長を補佐し，会長が事故ある
ときは職務を代理する。

③常務理事は，会長の指示を受けて，この会
の常務を掌理する。

④理事は，理事会を組織し，業務の執行をは
かる。

③顧問は，この会の重要事項について会長の
諮問に応ずる。

④参与は，この会の重要事項に関して会議に
出席し意見を述べることができる。但し可否
の決に加はることができない。
第15条〔委員〕①会長は，理事会の議決を経

⑤監事は，民法第59条の職務を行ふ゜

て，事業達成のため必要なる委員を置くこと

⑥代議員は，代議員会を組織して重要事項を

ができる。

審議する。

第12条〔役員の選出〕①代議員は代議員会の議
を経て別に定めるところにより，都道府県病

院団体より，その所属会員数に比例して会員
２９６

②委員は，委員会を構成し，会長から委託さ
れた事項を処理する。
第16条〔職員〕①この会に，事務処理上必要な
職員を置く。

１定款

②職員の任免は，理事会に諮って会長がこれ
を行ふ。

第６章会議

第17条〔会議の種類〕会議は，これを総会，理
事会及び代議員会の三種とする。
第18条〔総会及び代議員会の種類〕①総会は，

定期総会及び臨時総会の二種に分ける。

②代議員会は，定期代議員会及び臨時代議員
会の二種に分ける。
第19条〔総会及び代議員会の開催時期〕定期総

再招集のときは，この限りでない。

第23条〔会議の議決〕会議の議事は,出席者の
過半数の同意をもってこれを決する。

可否同数のときは，議長がこれを決する。
第24条〔書面表決及び委任表決〕已むを得ない
理由のため会議に出席できない会員又は役員
は，予め通知された事項に付いてのみ書面を
もって表決をなし，又は代理人に委任して表
決することができる。

第25条〔書面審理〕会長又は代議員会議長は,

会及び臨時代議員会は，毎年１回６月にこれ

簡易な事項又は急施を要する事項について

を開催し，臨時総会及び臨時代議員会は随時

は，書面を送付して賛否を求め会議に替へる

必要なときこれを開催する。

ことができる。

第20条〔理事会の種類〕①理事会は，定時理事

第26条〔総会釧付議事項〕総会には，この定款に

会及び臨時理事会とし，定時理事会は，毎年

規定してあるものの外，左の各号に掲げる事

２回６月及び12月に開催する。

項を付議する。

②臨時理事会は随時必要なとき開催する。

１事業計画の承認

第21条〔会議の招集及び議長副議長〕①総会及

２その他会長が付議した事項

び理事会は，会長がこれを招集してその議長
となる。

②代議員会は，代議員会の議を経て別に定め

第27条〔理事会付議事項〕理事会には’この定
款に規定してあるものの外，左の各号に掲げ
る事項を付議する。

るところにより代議員中から選挙された議長

，歳入歳出予算の認定並に決算の承認

が，これを招集して，その議長となる。

２事業計画の承認

③代議員会は副議長を選出することができ
る。

④議長及び副議長の任期は〆代議員の任期に
同じである。

⑤会議を構成する会員，役員の５分の１以

３その他会長が付議した事項

第28条〔代議員会審議事項〕代議員会はこの定
款に規定してあるものの外左の各号を審議す
る。

１総会に提出する事項

上，又は監事から連名を以て請求があったと

２理事会に於て必要と認めた事項

きは，会長又は代議員会議長は，夫々その会

第７章資産と会計

議を招集しなければならない。

第22条〔会議の定足数〕会議は，その会議を構

成する会員又は役員の過半数の出席がなけれ

ば，これを開会することができない。但し，

第29条〔資産の構成〕この会の資産は’左の各
号により構成される。

，設立当初寄附された別紙財産目録記載の
財産
２９７

１定款

２会費及び寄附金

した時の残余財産は，代議員会の議決を経，

３事業に伴ふ収入

なほ主務官庁の認可を得て，この会と類似の

４その他の収入

目的を持つ他の団体に寄附するものとする。

第30条〔資産の管理〕①この会の資産は，理事
会の議決を経て会長がこれを管理する。

②資産のうち現金は，郵便官署，確実なる銀
行又は信託会社に預入，若しくは，信託し，

又は国債その他確実な有価証券に替へ保管す
るものとする。

第31条〔経費の充当〕この会の経費は，資産を

な細則は，理事会の議決を経て会長がこれを
定める。

第40条〔経過規定〕第12条の規定による理事及

び監事が就任するまで，次のものを以て理
事，監事とする。

同

の全部若しくは－部を翌年度に繰越すか，又

常務理事

経て，代議員会の認定に付し，歳入歳出決算
は，事業年度終了後１ケ月以内に，その年度

末財産目録と共に，監事の監査を経て，理事
会の認定に付し，代議員会の承認を求めるも
のとする。

第34条〔特別会計〕この会は，代議員会の議決
を経て，特別会計を設けることができる。

第35条〔事業年度〕この会の事業年度は，毎年
６月１日に始まり翌年５月31日に終る。

第36条〔定款の変更〕この定款は，代議員４分

の３以上の同意を経，主務官庁の認可を得な
ければこれを変更することができない。

第37条〔解散〕この会は，民法第68条の場合，

代議員４分の３以上の同意を経，なほ主務官
庁の認可を得て，解散することができる。
第38条〔解散残余財産の処分〕前条により解散
２９８

山藤本元田山島岩

第８章定款の変更

事

武
佐

歳出の予算は，年度開始前に理事会の議決を

岐屋地山藤藤沼木田原

第33条〔予算及び決算〕この会の毎年度の歳入

同同同同理同同同同同同同同同同同同同同同

は積立金として積立てるものとする。

代
千準

を生じたときは，代議員会の議決を経て，そ

介泰九二寛郎博郎助一房郎蔵郎一郎夫隆郎順界次速二郎
四
一之
次
真栄隆豊貞清文太武茂元
正廣宗八

副会長

秀

会長

條村谷子

第32条〔剰余金の処分〕年度末において剰余金

第39条〔施行細則〕この定款施行について必要

上西熊金荘長守菊中佐加大青豊松柳許佐藤村竹横大赤

以て支弁する。

第９章附則

１定款

雄助義太

強直敬憲

事

村米沢森

中久三犬

理同監同

事

２昭和29年７月変更

昭和29年７月１日，創立時の定款の一部を改

３．病院の公衆衛生活動に関する事項
４．病院の規格及び医師実地習練施設の調査
研究に関する事項

５．社会保険，医療法人，医療金融，医業課

税その他の関係諸制度の調査研究に関する
事項

６．薬品及び食品等病院用品の調査研究に関
する事項

正した。

主たる改訂事項は

７．病院事業の国際的活動に関する事項

①会員には都道府県団体のほかに，特定団

８．病院事業に関して政府その他の関係機関

体を構成する病院の代表者を入会せしめう
ることとしたこと。

並に団体との連絡協議に関する事項
９．病院学会及び病院大会主催に関する事項

②特別会員の制を設けたこと。

１０．機関紙その他の刊行物発行に関する事項

③常務理事を５名より７名に増加したこ

１１．病院の弘報活動に関する事項

１２．その他この会の目的達成のため必要な事

と。

社団法人日本病院協会定款
（昭和29年７月１日一部改正）

第１章名称と事務所

業

第３章会員

第５条(会員）この会は，理事会の承認する都

第１条(名称）この会は，社団法人日本病院協

道府県を区域とする病院の団体（以下都道府

会（JapaneseHospitalAssociation略称

県病院団体という）を構成する病院の代表者

ＩＨ.Ａ,）という。

及び理事会の承認する全国又は国の大部分を

第２条(事務所）この会は，事務所を東京都文

区域とする病院の団体（以下特定病院団体と

京区湯島３丁目１番地に置く。

いう）を構成する病院の代表者でこの会の趣

第２章目的及び事業

旨に賛同し入会した者を以て組織する。

第３条(目的）この会は，日本全病院の一致協

第５条の２(特別会員）①病院の代表者でない

力によって，病院の向上発展とその使命遂行

者でも，この会の趣旨に賛同する者は会員の

とを図り，社会の福祉増進に寄与するを目的

紹介と理事会の承認を得て特別会員となるこ

とする。

とができる。

第４条(事業）この会は，前条の目的を達成す

②特別会員は総会に出席して意見を述べるこ

るため，左に掲げる事業を行う。

とができる。但し，選挙権，被選挙権及び議

１．病院の管理運営及び施設の改善向上に関

決権行使の数に加わることはできない。

する事項

２．病院関係者の教育，指導，待遇改善及び
表彰に関する事項

③第６条以下第９条は特別会員について準用
する。但し，この場合都道府県病院団体又は
特定病院団体を理事会と読み替えるものとす
２９９

１定款

監事２名

ろ。

第６条(入退会）①この会に入会しようとする

代議員若干名

者は，都道府県病院団体又は特別病院団体を

②会長及び副会長は理事とする。

通じて所定の様式による申込をなし理事会の

第11条(役員の職務）①会長は，この会を代表

承認を得なければならない。

②会員が左の各号の一に該当する場合は退会

し，会務を統理する。

②副会長は，会長を輔佐し，会長が事故ある
ときはその職務を代理する。

した者とみなす。
１．本人からこの会に脱会の申入があったと

③理事は，理事会を組織し，業務の執行をは

シご

かる。

２．都道府県病院団体及び特定病院団体から

④常務理事は，会長の指示を受けて，この会

の常務を掌理し，会長及び副会長がともに事

脱退したとき

３．都道府県病院団体又は特定病院団体から
除名の通知があったとき

第７条(会費）①会員は代議員会の議を経て別
に定める会費を納めなければならない。会費
の徴収に関しては都道府県病院団体及び特定

故あるときはその職務を代理する。

⑤監事は，民法第59条の職務を行う。
⑥代議員は，代議員会を組織して重要事項を
審議する。

第'2条(役員の選出）①代議員は代議員会の議

病院団体において責任を負うものとする。

を経て別に定めるところにより都道府県病院

②会費の納入は年２期に分ち前半を毎年９月

団体及び特定病院団体より各々その所属会員

末日，後半を翌年３月末日までに，この会に

数に比例して会員中から選出する。

②会長，副会長及び常務理事は理事の互選と

納めるものとする。

第８条(既納会費及び賑出金）既納の会費又は

する。理事及び監事は，代議員会の議を経て

鱸出金は，その理由の如何を問わずこれを返

別に定めるところにより代議員会に於て会員

還しない。

中から選出する。

第９条(戒告又は除名の勧告）会員でこの会の
名誉を段損し又は目的達成に反するような行
動があったときは，会長は代議員会の議決を

経て都道府県病院団体又は特定病院団体に戒
告又は除名の勧告をすることができる。

２年とする。但し，再任を妨げない。

②補欠により，就任した役員の任期は，前任
者の残任期間とする。
③役員は，任期満了後と錐も，後任者の就任

するまではその職務を行う。

第４章役員

第10条(役員）①この会に左の役員を置く。

④役員は，この会の名誉を段損し又は目的趣

会長１名

旨に反するような行動があったときは，代議

副会長３名

員会の議決を経て，会長これを解任すること

理事若干名（内７名を常務理事

ができる。

とする）
３００

第13条(役員の任期及び解任）①役員の任期は

第５章顧問，参与，委員及び職員

1定款

第14条(顧問及び参与）①この会に顧問及び参
与若干名を置くことができる。

②顧問及び参与は，この会に功労ある者又は
学識経験ある者の中から代議員会の承認を経

て，会長が委嘱する。但し，その任期は役員
の任期と同じとする。

③顧問は，この会の重要事項について会長の
諮問に応ずる゜

④参与は，この会の重要事項に関して会議に
出席し意見を述べることができる。但し，可
否の決に加わることができない。

②臨時理事会は随時必要なとき開催する。

第21条(会議の招集及び議長副議長）①総会及
び理事会は，会長がこれを招集してその議長
となる。

②代議員会は，会長が招集し代議員会の議を
経て別に定めるところにより代議員中から選

挙された議長が，その議長となる。

③代議員会は副議長を選出することができ
る｡

④議長及び副議長の任期は，代議員の任期と
同じとする。

第15条(委員）①会長は，理事会の議決を経

⑤会員，若しくは役員の５分の１以上から請

て，事業達成のため必要なる委員を置くこと

求のあったとき又は監事から連名を以て請求

ができる。

があったときは，会長は，臨時総会を招集し

②委員は，委員会を構成し，会長から委託さ
れた事項を処理する。

第16条(職員）①この会に，事務処理上必要な
職員を置く。

②職員の任免は，理事会に諮って会長がこれ
を行う。

第６章会議

第17条(会議の種類）会議は，総会，理事会及
び代議員会の３種とする。

第18条(総会及び代議員会の種類）①総会は，
定期総会及び臨時総会の２種に分ける。

②代議員会は，定期代議員会及び臨時代議員
会の２種に分ける。

第19条(総会及び代議員会の開催時期）定期総

なければならない。

第22条(会議の定足数）会議は,その会議を構
成する会員又は役員の過半数の出席がなけれ

ば，これを開催することができない。但し〆
再招集のときは，この限りでない。

第23条(会議の議決）会議の議事は，この定款
に別段の定めある場合の外出席者の過半数の
同意をもってこれを決する。

第24条(書面表決及び委任表決）已むを得ない
理由のため会議に出席できない会員又は役員
は，予め通知された事項に付いてのみ書面を

もって表決をなし，又は代理人に委任して表
決することができる。

第25条(書面審理）会長又は代議員会議長は,

会及び定期代議員会は，毎年１回６月に開催

簡易な事項又は急施を要する事項について

し，臨時総会及び臨時代議員会は会長が必要

は，書面を送付して賛否を求め会議に替える

と認めたとき随時開催する。

ことができる。

第20条(理事会の種類）①理事会は，定期理事

第26条(総会附議事項）総会には,この定款に

会及び臨時理事会とし，定期理事会は，毎年

規定してあるものｈ外，左の各号に掲げる事

２回６月及び12月に開催する。

項を附議する。
３０１
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１．事業計画の承認

歳出の予算は，年度開始前に理事会の認定を

２．その他会長が附議した事項

経て，代議員会及び総会の議決を得るものと

第27条(理事会附議事項）理事会には，この定

し，歳入歳出決算は，事業年度終了後１ケ月

款に規定してあるものの外，左の各号に掲げ

以内に，その年度末財産目録と共に，監事の

る事項を附議する。

藍杏を経て理事会の承認に付し，代議員会及

Ｌ歳入歳出予算の認定並に決算の承認

び総会の承認を求めるものとする。

２．事業計画の承認

３．その他会長が附議した事項
第28条(代議員会審議事項）代議員会はこの定

第34条(特別会計）この会は，代議員会の議決
を経て，特別会計を設けることができる。
第35条(事業年度）この会の事業年度は，毎年

款に規定してあるものの外，左の各号に掲げ

６月１日に始まり翌年５月31日に終る。

る事項を審議する。

第８章定款の変更及び解散

１．総会に提出する事項

第36条(定款の変更）この定款は，総会に於て

２．理事会に於て必要と認めた事項

出席者４分の３以上の同意による議決を経，

第７章資産と会計

主務官庁の認可を得なければこれを変更する

第29条(資産の構成）この会の資産は，左の各
号に掲げるものにより構成される。

１．設立当初寄附された別紙財産目録記載の
財産

２．会費及び寄附金
３．事業に伴う収入
４．その他の収入

第30条(資産の管理）①この会の資産は，理事
会の議決を経て会長がこれを管理する。

②資産のうち現金は，郵便官署，確実なる銀

ことができない。

第37条(解散）この会は，民法第68条に規定す
る場合，総会において総会員の４分の３以上
の同意による議決を経，主務官庁の認可を得
て，解散することができる。

第38条(解散残余財産の処分）前条により解散
したときの残余財産は，代議員会の議決を
経，主務官庁の認可を得て，この会と類似の

目的を持つ他の団体に寄附するものとする。
第９章附則

行又は信託会社に預入，若しくは信託し，又

第39条(施行細則）この定款施行について必要

は国債その他確実な有価証券に替え保管する

な細則は，理事会の議決を経て会長がこれを

ものとする。

定める。

第31条(経費の充当）この会の経費は資産を以
て支弁する。

第32条(剰余金の処分）年度末に於て剰余金を
生じたときは，代議員の議決を経て，その全

３昭和32年１月変更

昭和32年１月17日定款の一部がさらに変更さ
れた。

部若しくは－部を翌年度に繰越すか，又は積

主なる改訂点は

立金を積立てるものとする。

①正会員の名称を設けたこと。

第33条(予算及び決算）この会の毎年度の歳入
３０２

②会費の納入は従来２期であったものを４

１定款

期としたこと。

③臨時会費を徴収しうるようにしたこと。

④地方，特定両団体に加入する会員の会費
は特定団体の長が徴収して納入すること。

税その他の関係諸制度の調査研究に関する
事項

６．薬品及び食品等病院用品の調査研究に関
する事項

⑤代議員解任の制を設けたこと。

７．病院事業の国際的活動に関する事項

⑥会長，副会長，理事，監事が代議員会に

８．病院事業に関して政府その他の関係機関

出席し意見を述べるようにしたこと。

⑦会費１年以上未納の会員より発言表決権
を禁止したこと。

③事業年度の開始を６月１日より４月１日
と改めたこと。

社団法人日本病院協会定款
（昭和32年１月17日一部変更認可）

第１章名称と事務所

並びに団体との連絡協議に関する事項
９．病院学会及び病院大会主催に関する事項

１０．機関紙その他の刊行物発行に関する事項
１１．病院の弘報活動に関する事項

１２．その他この会の目的達成のため必要な事
業

第３章会員

第５条①会員を分けて次の２種とする。

第１条〔名称〕この会は，社団法人日本病院協

正会員都道府県を単位として設置する病院

会（JapaneseHospitalAssociation略称

の団体（以下地方病院協会という｡）を構

ＪＨ.Ａ､）という。

成する病院の代表者，又は，この会の目的

第２条〔事務所〕この会は，事務所を東京都文

及び趣旨を同じうする特定の病院団体（以

京区湯島３丁目１番地に置く。

下特定病院団体という｡）を構成する病院

第２章目的及び事業

の代表者で，この会の趣旨に賛同し入会し

第３条〔目的〕この会は，日本全病院の一致協

た者。

力によって，病院の向上発展とその使命遂行

特別会員病院の向上発展を目的として設置

とを図り，社会の福祉増進に寄与するを目的

した団体の代表者，若しくは個人にして，

とする。

この会の趣旨に賛同し，理事会の承認を経

第４条〔事業〕この会は，前条の目的を達成す
るため，左に掲げる事業を行う。

１．病院の管理運営及び施設の改善向上に関
する事項

２．病院関係者の教育，指導，待遇改善及び
表彰に関する事項

３．病院の公衆衛生活動に関する事項
４．病院の規格及び医師実地習練施設の調査

研究に関する事項
５．社会保険，医療法人，医療金融，医業課

て入会した者。

②特別会員は総会に出席して意見を述べるこ
とができる。但し，選挙権，被選挙権及び議
決権行使の数に加わることはできない。

第６条〔入会又は退会〕①この会に入会しよう
とする者は，地方病院協会又は特定病院団体
を経て申込をしなければならない。

②左記名号の１に該当する会員は，退会した
ものと看倣す。

１．本人から，この会に退会の申入れがあっ
３０３
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たとき

２．地方病院協会又は特定病院団体から退会
したとき

３．地方病院協会又は特定病院団体から除名
されたとき

③この会の会費を継続して納入しない会員
は，理事会の議を経て退会せしむることがで
きる。

還しない。

第９条〔戒告又は除名の勧告〕会員でこの会の
名誉を段損し，又は目的達成に反するような
行動があったときは，会長は代議員会の議決
を経て地方病院協会に戒告又は除名の勧告を
することができる。

第４章役員

第10条〔役員〕①この会に左の役員を置く。

第７条〔会費〕①この会の会員は，代議員会の

会長’名

議を経て別に定めた毎年度の会費を，この会

副会長３名

に納入する義務を負う。

理事若干名（内７名を常務理事

②正会員の会費は，次の四期に分けて毎期の

とする）

初めに納入しなければならない。但し全期分

監事２名

を納入しようとするときは，その年度の７月

代議員若干名

末までに納入することができる。
第１期分４月より６月まで
第２期分７月より９月まで
第３期分１０月より１２月まで
第４期分１月より３月まで

③会費の徴収に関しては地方病院協会及び特
定病院団体において責任を負うものとする。

④特別会員の会費は，理事会においてこれを
定める。

第７条の２〔臨時会費〕会長は，緊急已むを得

②会長及び副会長は理事とする。
第'1条〔役員の職務〕①会長は，この会を代表
し，会務を統理する。

②副会長は，会長を補佐し，会長が事故ある
ときはその職務を代理する。

③理事は｡理事会を組織し,業務を執行する。
④常務理事は，会長の指示を受けて，この会
の常務を掌理し会長及び副会長がともに事故

あるときは会長が指名した者が，会長の職務
を代理する。

ない事』肩ありと認めたときは，理事会の承認

⑤監事は，民法第59条の職務を行う。

を経て会員から臨時会費を徴収することがで

⑥代議員は，代議員会を組織してこの定款に

きる。

第７条の３〔会費納入の原則〕この会の会員が

地方病院協会及び特定病院団,体の相互の会員
であるときは，特定病院団体の長が，この会
の会費を徴収して，第７条第３項の規定によ
って，この会に納入しなければならない。

第８条〔既納会費及び酸出金〕既納の会費又は

酸出金は，その理由の加何を問わずこれを返
３０４

定めた事項を審議する。
第'2条〔役員の選出〕①会長，副会長及び常務
理事は理事の互選とする。

②理事及び監事は，正会員の中から代議員会
において，これを選出する。

③理事及び監事は，この会の代議員を兼ねる
ことができない。

④代議員は地方病院協会又は特定病院団体に

１定款

委任して，正会員の中から選出する。

第13条〔役員の任期及び解任〕①役員の任期
は，２年とする。但し，再任を妨げない。

②補欠により，就任した役員の任期は，前任
者の残任期間とする。

③役員は，任期満了後と錐も，後任者の就任
するまではその職務を行う。

④役員（代議員を除く）は，この会の名誉を

職員を置く。

②職員の任免は，理事会に諮って会長がこれ
を行う。

第６章会議
第17条〔会議の種類〕会議は，総会，理事会及
び代議員会の３種とする。

第18条〔総会の種類及び開催時期〕①総会は，
定期総会及び臨時総会の２種に分ける。

段損し又は目的趣旨に反するような行動があ

②定期総会は毎年１回臨時総会は必要ある

ったときは，代議員会の議決を経て，会長

場合に会長が，これを招集し，会長が，その

は，これを解任することができる。

議長となり，副議長は議長が指名する。

⑤代議員は任期中と錐も，この会の名誉を段

③正会員又は代議員の３分の２以上から会議

損し，又は目的趣旨に反するような行動があ

の目的たる事項を示し臨時総会招集の要求が

ったときは，地方病院協会又は特定病院団体

あったときは，会長は30日以内に，これを招

の意見を徴し，理事会の議を経て，会長は，

集しなければならない。

これを解任することができる。

第５章顧問参与委員及び職員
第14条〔顧問及び参与〕①この会に顧問及び参
与を各々若干名を置くことができる。

第19条〔理事会の種類及び開催期間〕①理事会
は定期理事会及び臨時理事会の２種に分け
る。

②定期理事会は毎年２回，臨時理事会は会長

②顧問及び参与は，この会に功労ある者又は

が必要と認めたとき随時これを招集し，会長

学識経験ある者の中から代議員会の承認を経

が，その議長となる。会長が事故あるとき

て，会長が委嘱する。但し，その任期は役員

は，会長が指名した理事が議長となる。

の任期と同じとする。

③顧問は，この会の重要事項について会長の
諮問に応ずる。

④参与は，この会の重要事項に関して会議に
出席し意見を述べることができる。但し可否
の決に加わることができない。

第15条〔委員〕①会長は，理事会の議決を経
て，事業達成のため必要なる委員を置くこと
ができる。

②委員は，委員会を構成し，会長から委託さ
れた事項を処理する。

第16条〔職員〕①この会に，事務処理上必要な

③理事の３分の２以上から会議の目的たる事
項を示し，臨時理事会招集の要求があったと

きは，会長は20日以内に，これを招集しなけ
ればならない。

第20条〔代議員会の種類及び開催時期〕①代議
員会は，定期代議員会及び臨時代議員会の２
種に分ける。

②定期代議員会は毎年１回，臨時代議員会は
必要ある場合に会長が，これを招集する。

③議長及び副議長は，その会議の都度，代議
員の互選により，これを選出する。

④代議員の３分の２以上から会議の目的たる
３０５
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事項を示し，臨時代議員会招集の要求があっ

款に規定してあるものの外，左の各号に掲げ

たときは，会長は，２０日以内に，これを招集

る事項を付議する。

しなければならない。

１．歳入歳出予算の認定並びに決算の承認

第21条〔意見申述〕この会の会長，副会長，理

事及び監事は代議員会に出席して意見を述べ
ることができる。

第22条〔会議の定足数〕会議は,その会議を構
成する会員又は役員の過半数の出席がなけれ
ば，これを開会することができない。
但し，再招集のときは，この限りでない。

第23条〔会議の議決〕会議の議事は,この定款

に別段の定めある場合の外出席者の過半数の
同意をもってこれを決する。可否同数のと
き，議長が，これを決する。

前項の場合において，議長は，表決権に加
わることができない。

第23条の２〔発言表決権の禁止〕この会の会費

を１年以上納入しない会員に対しては，会長
は，理事会の議を経て会議に出席して発言，
表決に加わることを禁止することができる。

２．事業計画の承認

３．その他会長が付議した事項

第28条〔代議員会審議事項〕代議員会はこの定
款に規定してあるものの外左の各号に掲げる
事項を審議する。

１．総会に提出する事項
２．理事会において必要と認めた事項

第７章資産と会計

第29条〔資産の構成〕この会の資産は，左の各
号に掲げるものにより構成される。

１．設立当初寄附された別紙財産目録記載の
財産

２．会費及び寄附金
３．事業に伴う収入
４．その他の収入

第30条〔資産の管理〕①この会の資産は，理事
会の議決を経て会長がこれを管理する。

第24条〔委任表決〕已むを得ない理由のため会

②資産のうち現金は，郵便官署，確実なる銀

議に出席できない会員又は役員は，予め通知

行又は信託会社に預入，若しくは信託し，又

された事項についてのみ，それぞれの会を構

は国債その他確実な有価証券に替え保管する

成する会員又は役員に委任して表決すること

ものとする。

ができる。

第25条〔書面審理〕会長は簡易又は緊急の事項
については，書面又は口頭を以て賛否を求め
会議に替えることができる。

第26条〔総会付議事項〕総会には’この定款に

規定してあるものの外，左の各号に掲げる事
項を付議する。

第31条〔経費の充当〕この会の経費は，資産を
以て支弁する。

第32条〔剰余金の処分〕年度末において剰余金
を生じたときは，代議員会の議決を経て，そ

の全部若しくは一部を翌年度に繰越すか，又
は積立金として積立てるものとする。

第33条〔予算及び決算〕この会の毎年度の歳入

１．事業計画の承認

歳出の予算は，年度開始前に理事会の認定を

２．その他会長が付議した事項

経て，代議員会及び総会の議決を得るものと

第27条〔理事会付議事項〕理事会には，この定
３０６

し，歳入歳出決算は，事業年度終了後２ケ月

１定款

以内に，その年度末財産目録と，監事の監査

これは総説に記載のように地方団体の一

を経て，理事会の承認に付し，代議員会及び

部が脱会するようなことがおこると，その

総会の承認を求めるものとする。

地方の病院が加入の方法をなくしてしまう

第34条〔特別会計〕この会は，代議員会の議決
を経て，特別会計を設けることができる。

第35条〔事業年度〕この会の事業年度は，毎年
４月１日に始まり翌年３月31日に終る。

第８章定款の変更及び解散
第36条〔定款の変更〕この定款は，総会におい

ことになるからである。

②会費納入は従来地方または特定団体を通
じて行われたが直接納入するよう改められ
たこと。

会費の徴収はむずかしい仕事で，これを
他に委ねことは適当ではないとされた。

て出席者４分の３以上の同意による議決を

③副会長，常任理事は会長が選考して理事

経，主務官庁の認可を得なければこれを変更

会の承認を経て任命するようにしたこと。

することができない。

第37条〔解散〕この会は，民法第68条に規定す
る場合，総会において総会員の４分の３以上

の同意による議決を経，主務官庁の認可を得
て，解散することができる。

第38条〔解散残余財産の処分〕前条により解散

した時の残余財産は，代議員会の議決を経，
主務官庁の認可を得て，この会と類似の目的
を持つ他の団体に寄附するものとする。

第９章附則
第39条〔施行細則〕①この定款施行について必

要な細則は，理事会の議決を経て会長が，こ
れを定める。

これは業務執行の円滑を期するためにこ
のように改められた。

④常務理事に正会員以外の学識ある医師３
名以内を加えるようにしたこと。

⑤代議員を評議員と名称を改めたこと。

⑥委員には会員以外の者を委嘱しうるよう
にしたこと。

すなわち病院長以外の有能の士を委員と
なしうるようにした。

⑦事務局の制を明確にし，出版部を設けた
こと。

③理事会の開催を年２回より６回としたこ
と。

②この定款中一部改正は主務官庁の認可があ

理事は協会の執行部を形づくるととも

ったとき（昭和32年１月17日）から，これを

に，会員と執行部との意志疎通のはたらき

施行する。

をなすものであるのでその開催の回数が増

４昭和39年２月変更

加された。

社団法人日本病院協会定款
（昭和39年２月４日一部変更認可）

昭和39年２月４日定款の一部が変更された。
主たる改訂はつぎのとおりである。

①入会は従来，地方団体または特定団体を
通じて行われたが，このたびは直接加入と
したこと。

第１章名称及び事務所
（名称）

第１条この会は，社団法人日本病院協会（英

文名TheHospitalAssociationofJapan）
３０７

１定款

という。

（事務所）

第２条この会は，事務所を東京都文京区湯島
３三丁目１番地におく。

第２章目的及び事業
（目的）

第３条この会は，日本全病院の一致協力によ

って病院の向上発展とその使命遂行とを図
り,社会の福祉増進に寄与するを目的とする。
（事業）
第４条この会は，前条の目的を達成するた
め，次に掲げる事業を行う。

１．病院の管理運営及び施設の改善向上に関
する事項

２．病院関係者の教育，指導，待遇改善及び
表彰に関する事項

第５条会員を分けて次の２種とする。

正会負この会の目的及び趣旨に賛同し入会
した病院の代表者。但し，代表者はその病
院を管理する病院長とする。

特別会員病院の向上発展に寄与するため，
この会に入会を希望する個人若しくは法人
その他にして，理事会の承認を経て入会し
た者。

２特別会員は総会に出席して意見を述べるこ
とができる。但し，選挙権，被選挙権及び議
決権行使の数に加わることはできない。
（入会又は退会）

第６条この会に入会しようとする者は，所定
の入会申込書により会長あて申込をしなけれ
ばならない。

２理事会が承認した病院団体等に所属する者

３．病院の公衆衛生活動に関する事項

は，その病院団体等を経て入会の申込をする

４．病院の規格及び医師実地習練施設の調査

ことができる。

研究に関する事項

３前各項の規定により入会の申込があった場

５社会保険，医療法人，医療金融，医業課

合，理事会が適当と認め，会長が会員名簿に

税その他関係諸制度の調査研究に関する事

登録した時，申込者は会員の資格を取得す

項

る。

６．薬品及び食品等病院用品の調査研究に関
する事項

７．病院事業の国際的活動に関する事項
８．病院事業に関して政府その他の関係機関
並びに団体との連絡協議に関する事項
９．病院学会及び病院大会主催に関する事項

１０．機関紙その他の刊行物発行に関する事項
１１．病院の弘報活動に関する事項

１２．その他この会の目的達成のため必要な事
業

第３章会員
（会員の種類）
３０８

４次の各号の１に該当する会員は，退会した
ものとみなす。

１本人から，この会に退会の申込れがあっ
たとき

２会員たる資格を喪失したとき
（会費）

第７条会員は，総会の議を経て別に定めた会
費を納入しなければならない。

２会費は，毎年度の７月末日までに，この会
に納入しなければならない。但し，事`肩やむ
を得ないときは分納することができる。

３会費は，この会に会員が直接納入すること

１定款

を原則とする。但しこの会が承認した病院団

３理事は，理事会を組織し業務を執行する。

体等に所属する正会員の会費についてはその

４常務理事は，会長の指示を受けて，この会

病院団体等に徴収を委嘱することができる。
（臨時会費）

の常務を掌理し，会長及び副会長がともに事
故あるときは，会長が指名した者が，会長の

第７条の２会長は，緊急やむを得ない事情あ

職務を代理する。

りと認めたときは，理事会の承認を経て会員

５監事は，民法第59条の職務を行う。

から臨時会費を徴収することができる。

６評議員は，評議員会を組織して，この定款

第７条の３削除

に定めた事項を審議する。
（役員の選任）

（既納会費及び拠出金）

第８条既納の会費又は拠出金は，その理由の
加何を問わずこれを返還しない。
（戒告又は除名）

第12条会長，理事及び監事は，正会員の中か
ら評議会において，これを選出する。

２副会長は，正会員及び理事の中から，ま

第９条会員で，この会の名誉を段損し，又は

た，常務理事は，理事の中から，会長におい

目的達成に反するような行動があったとき

て選考し，理事会の承認を経て選任するもの

は，会長は理事会の議決を経て，戒告又は除

とする。

名することができる。

３評議員は，正会員の中から選出する。

第４章役員

４理事，監事及び評議員は，相互に兼ねるこ
とができない。

（役員の種類）

第10条この会に，次の役員を置く。

（役員の任期及び解任）

第13条役員の任期は，２年とする｡~但し，再

会長１名

任を妨げない。

副会長３名

理事若干名（内７名を常務理事
とする｡）
監事２名

評議員若干名

２会長及び副会長は理事とする。

３第１項の常務理事の外に，理事会の同意を
得て正会員以外の学識経験ある医師３名以内
を，常務理事として置くことができる。
（役員の職務）

第11条会長は，この会を代表し，会務を統理
する。

２副会長は，会長を補佐し，会長が事故ある
ときはその職務を代理する。

２補欠により，就任した役員の任期は，前任
者の残任期間とする。

３役員は，任期満了後と雛も，後任者の就任
するまではその職務を行う。
４役員は，この会を退会したとき解任された
ものとする。

５役員は，任期中といえども，この会の名誉
を段損し，又は目的趣旨に反するような行動

があったときは，理事会の議決を経て，会長
は，これを解任することができる。

第５章顧問，参与及び委員
（顧問及び参与）

第14条この会に，顧問及び参与を各々若干名
３０９

１定款

を置くことができる。

２顧問及び参与は，この会に功労ある者，又

は学識経験ある者の中から，評議員会の承認
を経て，会長が委嘱する。但し，その任期は
役員の任期と同じとする。

３顧問は，この会の重要事項について会長の
諮問に応ずる。

４参与は，この会の重要事項に関して会議に
出席し，意見を述べることができる。但し，
可否の決に加わることができない。

（委員）

第15条会長は，事業達成のため必要なる委員
会又は部会を，理事会の決議を経て設置し，
その会を構成する委員を，会員又は会員以外
の者に委嘱することができる。

２委員は会長から委託された事項を処理す
る。

第６章事務局及び出版部
（設置）

第16条この会に会務の円滑，迅速かつ適正な

（会議の種類）

第17条会議は，総会，理事会及び評議員会の
３種とする。

（総会の種類及び開催時期）

第18条総会は，定期総会及び臨時総会の２種
に分ける。

２定期総会は毎年１回，臨時総会は必要ある
場合に，会長が，これを招集し，会長が，そ
の議長となり，副議長は議長が指名する。

３正会員又は評議員の３分の２以上から，会
議の目的たる事項を示し，臨時総会招集の要

求があったときは，会長は，３０日以内に，こ
れを招集しなければならない。

（理事会の種類及び開催時期）
第19条理事会は定期理事会及び臨時理事会の
２種に分ける。

２定期理事会は，毎年６回，隔月に開催し，

臨時理事会は，会長が必要と認めたとき随時
これを招集し，会長が，その議長となる。会
長が事故あるときは，副会長が議長となり，

る処理を図るため事務局及び出版部を設置す

会長及び副会長がともに事故あるときは，会

る。

長が指名した理事が議長となる。

（組織）

第16条の２この会に，事務局長及び必要な職
員を置く。

２事務局及び出版部の組織は，理事会の議を
経て会長が別に定める。
（任免）

第16条の３会長は，理事会の承認を経て，事
務局長の任免を行う。

２事務局及び出版部の職員の任免は，理事会
の議を経て，別に定めるところにより，会長
がこれを行う。

第７章会議
３１０

３理事の３分の２以上から，会議の目的たる
事項を示し，臨時理事会招集の要求があった

ときは，会長は，２０日以内に，これを招集し
なければならない。

（評議員会の種類及び開催時期）
第20条評議員会は，定期評議員会及び臨時評

議員会の２種に分ける。

２定期評議員会は，毎年１回，臨時評議員会
は必要ある場合に，会長がこれを招集する。

３議長及び副議長は，その会議の都度，評議
員の互選により，これを選出する。
４評議員の３分の２以上から，会議の目的た

１定款

る事項を示し，臨時評議員会招集の要求があ
ったときは，会長は，２０日以内に，これを招

集しなければならない。
（意見申述）

第21条この会の会長，副会長，理事及び監事
は，評議員会に出席して意見を述べることが
できる。

（会議の定足数）

第22条会議は，その会議を構成する会員又は

（総会付議事項）

第26条総会には，この定款に規定してあるも
のの外，次の各項に掲げる事項を付議する。
１．事業計画の承認
２．その他会長が付議した事項
（理事会付議事項）
第27条理事会には，この定款に規定してある
ものの外，次の各号に掲げる事項を付議す
る。

役員の過半数の出席がなければ，これを開会

１．歳入歳出予算の認定並びに決算の承認

することができない。但し，再招集のとき

２．事業計画の承認

は，この限りでない。

３．その他会長が付議した事項

（会議の議決）

（評議員会審議事項）

第23条会議の議事は，この定款に別段の定め

第28条評議員会は，この定款に規定してある

ある場合の外，出席者の過半数の同意をもっ

ものの外，次の各号に掲げる事項を審議す

て，これを決する。可否同数のときは，議長

る。

が，これを決する。

１総会に提出する事項

２前項の場合において，議長は，表決権に加
わることができない。

（発言表決権の禁止）

第23条の２この会の会費を，１年以上納入し

２理事会において必要と認めた事項

第８章資産及び会計
（資産の構成）

第29条この会の資産は，次の各号に掲げる

ない会員に対しては，会長は，理事会の議を

ものにより構成される。

経て会議に出席して発言，表決に加わること

１．設立当初寄付された別紙財産目録記載の

を禁止することができる。
（委任表決）

第24条やむを得ない理由のため会議に出席で

きない会員又は役員は，予め通知された事項
についてのみ，それぞれの会を構成する会員
又は役員に委任して，表決することができ
る。

（書面審理）

財産

２．会費及び寄付金
３．事業に伴う収入
４．その他の収入

（資産の管理）

第30条この会の資産は，理事会の議決を経
て，会長がこれを管理する。

２資産のうち現金は，郵便官署，確実なる銀

第25条会長は，簡易又は緊急の事項について

行又は信託会社に預入，若しくは信託し，又

は，書面又は口頭を以て賛否を求め会議に替

は国債その他確実な有価証券に替え保管する

えることができる。

ものとする。
３２１

１定款

（経費の充当）

第31条）この会の経費は，資産を以て支弁す
る。

（剰余金の処分）

第32条年度末において剰余金を生じたときは
評議員会の議決を経て，その全部若しくは－

部を翌年度に繰越すか，又は積立金として積
立てるものとする。r

（予算及び決算）

第33条この会の毎年度の歳入歳出の予算は，

第38条前条により解散した時の残余財産は，
評議員会の議決を経，主務官庁の認可を得

て，この会と類似の目的を持つ他の団体に寄
付するものとする。
付則
（施行細則）

第39条この定款施行について必要な細則は，

理事会の議決を経て会長が，これを定める。
（施行期日）

２この定款中一部改正は主務官庁の認可があ

年度開始前に理事会の認定を経て，評議員会

ったとき（昭和32年１月17日）から，これを

及び総会の議決を得るものとし，歳入歳出決

施行する。

算は，事業年度終了後２カ月以内に，その年

（経過規定）

度末財産目録と共に,_監事の監査を経て，理

第40条（略）

事会の承認に付し評議員会及び総会の承認を
求めるものとする。
（特別会計）

第34条この会はブ評議員会の議決を経て，特
別会計を設けることができる。

（事業年度）

第35条“この会の事業年度は，毎年４月１日に

付則
（施行期日）

１この定款は，主務官庁の認可があったとき

（昭和39年２月４日）から施行する。
（経過措置）

２この定款施行前から現に会員であって，定

款第５条の資格を有する者は，定款第６条の

始まり翌年３月31日に終る。

規定にかかわらず，会員の資格を取得したも

第９章定款の変更及び解散

のとみなす。

（定款の変更）

３前項に該当する会員は，定款第６条第１項

第36条この定款は，総会において出席者４分

の入会申込書と同様の文書を，速かに，会長

の３以上の同意による議決を経，主務官庁の

１こ提出するものとする。なお腓この場合従前

認可を得なければこれを変更すること力;でき

の関係団体を経由することができる。

ない。

４会費が，昭和38年度中にこの会に納入する

（解散）

会費はジなお従前の例によることができる。

第37条この会は，民法第68条に規定する場

５この定款施行の際に，現に役員である者

合，総会において総会員の４分の３以上の同

は，この定款の規定によって新に役員の選出

意による議決を経，主務官庁の認可を得て，
解散することができる。

（解散残余財産の処分）
３１２

力:行われるときまで，なお従前の任にあるも
のとする。

１定款

５昭和43年１月・昭和45年７月変更

昭和43年１月17日の一部変更は事務所を東京
都千代田区二番町２番地（番町共済会館）に移
したことだけである。

Ａ）という｡
（事務所）

第２条この会は，事務所を東京におく。

第２章目的および事業
（目的）

昭和45年７月16日の一部変更は橋本寛敏会長

第３条この会は，日本全病院の一致協力によ

の勇退に件い，名誉会長推戴のための項を設け

って病院の向上発展とその使命遂行とを図

たものであった。すなわち

り，社会の福祉増進に寄与するを目的とす

（名誉会長）

第14条この会に名誉会長を置くことができ

る。

（事業）

第４条この会は、前条の目的を達成するた

る。

２名誉会長は，多年会長の職にあって，この

会に顕著な功労ある者を総会の承認を経て，
推戴する。

顧問及び参与は第14条の２とされた。
６昭和49年合同のための変更
昭和49年，日本病院協会，全日本病院協会の

合同の準備として，まず両協会の定款を全く同
じものとしておくことが同意され，両協会より

定款制定のための委員会をつくってつぎのもの
を制定，昭和49年８月26日定款一部政定の認可
をうけた。

め，次に掲げる事業を行なう。

１わが国の医療制度殊に病院制度の調査研
究に関する事項

２病院の管理運営および施設の改善向上に
関する事項

３病院関係者の教育，指導および医療職員
の養成確保に関する事項

４病院の公衆衛生および地域社会活動に関
する事項

５病院資質の向上，医師の教育研修および
病院施設の調査研究に関する事項
６社会保障制度および医療保険制度，その

その定款は合同後，第１条で日本病院会（英

他病院関係諸法規の調査研究に関する事項

文名JapanHospitalAssociation）が用いられ

７税制，金融その他病院財政一般に関する

た他，前記の定款とかわりがないことは，合同
の経過上当然のことである。

合同後昭和51年12月４日より施行の定款はつ
ぎのとおりである。

社団法人日本病院会定款

第１章名称および事務所
（名称）

第１条この会は，社団法人日本病院会（英文
名〃Pα〃HDS”αノAssocjα//o〃略称ノＨ

事項

８病院用品の調査研究に関する事項

９病院事業の国際的活動に関する事項
１０病院事業に関して政府その他の関係機関
並びに団体との連絡協議に関する事項

１１学会および病院大会に関する事項
１２病院機能評価に関する事項

１３機関紙その他の刊行物発行に関する事項
１４病院の広報活動に関する事項言
３１３

１定款

１５その他この会の目的達成のため必要な事
業

（戒告又は除名）

第９条会員で，この会の名誉を段損し，又は

第３章会員

目的達成に反するような行動があったとき

（会員の種類）

は，会長は理事会の議決を経て，戒告又は除

第５条会員を分けて次の２種とする。

正会員この会の目的および趣旨に賛同し入

会した病院の代表者。代表者はその病院を
管理する病院長又は医師である開設者とす

名することができる。

第４章役員
（役員の種類）

第10条この会に，次の役員を置く。
会長１名

る。

副会長４名

特別会員病院の向上発展に寄与するため，

学識経験者等にして，理事会において推せ

理事若干名（内若干名を常任理

んしたる者。

事とする｡）

（入会又は退会）

監事２名

第６条この会に入会しようとする者は，所定
の入会申込書により会長あて申込をしなけれ
ばならない。

２前項の規定により入会の申込があった場合

理事会が適当と認めた者。

３次の各号の１に該当する会員は，退会した
ものとみなす。

代議員若干名

２会長および副会長は理事とする。
（役員の職務）

第11条会長は，この会を代表し，会務を統理
する。

２副会長は，会長を補佐し，会長が事故ある
ときはその職務を代理する。

①本人から，退会の申入れがあったとき。

３理事は,理事会を組織し,業務を執行する。

②会員たる資格を喪失したとき。

４常任理事は，会長の指示を受けて，常務を

（会費）

第７条会員は，総会の議を経て別に定めた会
費を納入しなければならない。
２会費は，毎年度の７月末日までに納入しな
ければならない。

（臨時会費）

第７条の２会長は，緊急やむを得ない事'盾あ
りと認めたときは，代議員会の承認を経て臨
時会費を徴収することができる。
（既納会費および拠出金）
第８条既納の会費又は拠出金は，その理由の

加何を問わずこれを返還しない。
３１４

掌理し，会長および副会長がともに事故ある

ときは，会長が指名した者が，会長の職務を
代理する。

５監事は，民法第59条の職務を行なう。
６代議員は，代議員会を組織して，この定款
に定めた事項を審議する。
（役員の選任）

第12条代議員は別に定める規定により選出す
る。

２理事および監事は，会員のなかから代議員
会において選出する。

３会長,副会長および常任理事は,理事の互選

１定款

とする。但し,会長,副会長は正会員とする。
４理事および監事は，この会の代議員を兼ね
ることができない。

５監事は，理事を兼ねることができない。
（役員の任期および解任）
第13条役員の任期は，３年とし，再任を妨げ

ない。但し会長は２期を限度とする。
２補欠により，就任した役員の任期は，前任
者の残任期間とする。

３役員は，任期満了後といえども，後任者の
就任するまではその職務を行なう。
４役員は，この会を退会したとき解任された
ものとする。

５役員は，任期中といえども，この会の名誉

ことができる。

２顧問および参与は，この会に功労ある者，
又は学識経験ある者の中から，代議員会の承

認を経て，会長が委嘱する。但し，その任期
は役員の任期と同じとする。

３顧問および参与は，会議に出席し，意見を

述べることができる。但し，表決に加わるこ
とができない。

（委員）

第15条会長は，事業達成のため必要なる部

会，委員会を，理事会の議決を経て設置し，
その会を構成する委員を，会員又は会員以外
の者に委嘱することができる。

２委員は，会長から委託された事項を処理す

を段損し，又は目的趣旨に反するような行動

る。

があったときは，理事会の議決を経て，会長

第６章事務局および出版部

は解任することができる。

第５章名誉会長，名誉会員，顧問，参与お
よび委員
（名誉会長）

第14条この会に，名誉会長を置くことができ
る。

２名誉会長は，多年会長の職にあって，この
会に顕著な功労ある者を総会の承認を経て推
戴する。

（名誉会員）

第14条の２この会に，名誉会員をおくことが
できる。

２名誉会員は，多年本会の会員にして功労あ

る者を総会の承認を経て推せんする。
３名誉会長，名誉会員は随時会議に出席する
ことができる。

（顧問および参与）

第14条の３この会に，顧問および参与を置く

（設置）

第16条この会に，会務の円滑，迅速かつ適正
なる処理を図るため事務局および出版部を設
置する。

（組織）

第16条の２この会に，事務局長および必要な
職員を置く。

２事務局および出版部の組織は，理事会の議
を経て会長が別に定める。
（任免）

第16条の３会長は，理事会の承認を経て，事
務局長の任免を行なう。
２事務局および出版部の職員の任免は，理事

会の議を経て，別に定めるところにより，会
長がこれを行なう。

第７章会議
（会議の種類）

第17条会議は，総会，代議員会，理事会およ
３１５

１定款

び常任理事会の４種とする。

（総会の種類および開催時期）

第18条総会は，定期総会および臨時総会の２
種に分ける。

２定期総会は毎年１回，臨時総会は必要ある
場合に，会長が招集し，会長が，その議長と

なり，副議長は議長が指名する。

３正会員の３分の２以上から，会議の目的た
る事項を示し，臨時総会招集の要求があった

ときは，会長は，３０日以内に，これを招集し
なければならない。

（代議員会の種類および開催時期）

第19条代議員会は，定期代議員会および臨時
代議員会の２種に分ける。

２定期代議員会は毎年１回，臨時代議員会は
必要ある場合に，会長が招集する。

ときは，会長は，２０日以内に，これを招集し
なければならない。

（常任理事会）
第21条常任理事会の運営は別に定めるところ
による。

（意見申述）

第22条会長，副会長，理事および監事は，代
議員会に出席して意見を述べることができ
る。

（会議の定足数）
第23条会議は，その会議を構成する会員又は

役員の過半数の出席がなければ，これを開会
することができない。但し，再招集のとき
は，この限りでない。

（会議の議決）
第24条会議の議事は，この定款に別段の定め

３議長および副議長は，代議員の互選により

ある場合の外，出席者の過半数の同意をもっ

選出し，その任期は役員の任期と同じとす

て，これを決する。可否同数のときは，議長

る。

が，これを決する。

４代議員の３分の２以上から，会議の目的た
る事項を示し，臨時代議員会招集の要求があ
ったときは，会長は，２０日以内に，これを招
集しなければならない。

（理事会の種類および開催時期）

第20条理事会は，定期理事会および臨時理事
会の２種に分ける。

２定期理事会は，毎年４回開催し，臨時理事
会は，会長が必要と認めたとき随時これを招

２前項の場合において，議長は，表決権に加
わることはできない。

（書面表決および委任表決）

第25条やむを得ない理由のため会議に出席で

きない会員または役員は，あらかじめ通知さ

れた事項についてのみ書面をもって表決をな
し，または代理人に委任して表決することが
できる。
（書面審理）

集し，会長が，その議長となる。会長が事故

第26条会長または代議員会議長は，簡単な事

あるときは，副会長が議長となり，会長およ

項または急を要する事項については，書面ま

び副会長がともに事故あるときは，会長が指

たは書面または口頭をもって賛否を求め会議

名した理事が議長となる。

に代えることができる。

３理事の３分の２以上から，会議の目的たる

事項を示し，臨時理事会招集の要求があった
３１６

（総会付議事項）

第27条総会には，この定款に規定してあるも

１定款

のの外，次の各号に掲げる事項を付議する。
１事業計画の承認

２その他会長が付議した事項
（代議員会審議事項）

第28条代議員会は，この定款に規定してある

ものの外,次の各号に掲げる事項を審議す
る。

１総会に提出する事項
２理事会において必要と認めた事項
（理事会付議事項）

第29条理事会には，この定款に規定してある

る。

（剰余金の処分）

第33条年度末において剰余金を生じたとき
は，代議員会の議決を経て，その全部若しく

は－部を翌年度に繰越すか，又は積立金とし
て積立てるものとする。

（予算および決算）

第34条この会の毎年度の歳入歳出の予算は，

年度開始前に理事会の認定を経て，代議員会
および総会の議決を得るものとし，歳入歳出
決算は，事業年度終了後２カ月以内に，その

ものの外，次の各号に掲げる事項を付議す

年度末財産目録と共に，監事の監査を経て，

る。

理事会の承認に付し代議員会および総会の承

１歳入歳出予算の認定並びに決算の承認

認を求めるものとする。

２事業計画の承認

３その他会長が付議した事項

第８章資産および会計
（資産の構成）

第30条この会の資産は，次の各号に掲げるも

（特別会計）

第35条この会は，代議員会の議決を経て，特
別会計を設けることができる。

（事業年度）

第36条この会の事業年度は，毎年４月１日に

のにより構成される。

始まり翌年３月31日に終わる。

１設立当初寄付された別紙財産目録記載の

第９章定款の変更および解散

財産

２会費および寄付金

（定款の変更）

第37条この定款は，総会において出席者４分

３事業に伴う収入

の３以上の同意による議決を経て，主務官庁

４その他の収入

の認可を得なければこれを変更することがで

（資産の管理）

第31条この会の資産は，理事会の議決を経
て，会長がこれを管理する。

きない。

（解散）

第38条この会は，民法第68条に規定する場

２資産のうち現金は，郵便官署，確実なる銀

合，総会において総会員の４分の３以上の同

行又は信託会社に預入，若しくは信託し，又

意による議決を経て，主務官庁の認可を得

は国債その他確実な有価証券に替え保管する

て，解散することができる。

ものとする。

（経費の充当）

第32条この会の経費は，資産を以て支弁す

（解散残余財産の処分）

第39条前条により解散した時の残余財産は，
代議員会の議決を経て，主務官庁の認可を得
３１７

１定款

て，この会の類似の目的を持つ他の団体に寄

め，次に掲げる事業を行なう。

付するものとする。

１わが国の医療制度殊に病院制度の調査研

（施行細則）

究に関する事項

第40条この定款施行について必要な細則は，

理事会の議決を経て会長が，これを定める。
附則

２病院の管理運営および施設の改善向上に
関する事項

３病院関係者の教育，指導および医療職員

１この定款は主務官庁の認可があったとき
昭和51年12月４日から施行する。
７昭和54年７月・５５年２月の変更

さらに合同後３年，昭和54年７月18日，第５

の養成確保に関する事項
４病院の公衆衛生および地域社会活動に関
する事項

５病院資質の向上，医師の教育研修および

病院施設の調査研究に関する事項

条に賛助会員の項を加え，昭和55年２月には第

６社会保障制度および医療保険制度，その

４条15項に医療従事者の職業紹介に関する事項

他病院関係諸法規の調査研究に関する事項

を加えた。現行の定款はつぎのとおりである。

社団法人日本病院会定款

７税制，金融その他病院財政一般に関する
事項

昭和51年12月４日名称変更認可

８病院用品の調査研究に関する事項

昭和54年７月18日一部変更認可

９病院事業の国際的活動に関する事項

昭和55年２月１日一部変更認可

１０病院事業に関して政府その他の関係機関

第１章名称および事務所
（名称）

第１条この会は，社団法人日本病院会（英文

並びに団体との連絡協議に関する事項
１１学会および病院大会に関する事項
１２病院機能評価に関する事項

名JapanHospitalAssociation略称ＪＨ

１３機関紙その他の刊行物発行に関する事項

Ａ）という。

１４病院の広報活動に関する事項

（事務所）

第２条この会は，事務所を東京都千代田区麹
町２丁目14番におく。

第２章目的および事業
（目的）

第３条この会は，日本全病院の一致協力によ

１５医療従事者の職業紹介に関する事項
１６その他この会の目的達成のため必要な事
業

第３章会員
（会員の種類）

第５条会員を分けて次の３種とする。

って病院の向上発展とその使命遂行とを図

正会員この会の目的および趣旨に賛同し入

り，社会の福祉増進に寄与すろを目的とす

会した病院の代表者。代表者はその病院を

る。

管理する病院長又は医師である開設者とす

（事業）

第４条この会は，前条の目的を達成するた
３１８

る。

特別会員病院の向上発展に寄与するため，

１定款

学識経験者等にして，理事会において推せ

処分を受ける会員に理事会ならびに代議員会

んしたるもの。

において弁明する機会が与えられる。

賛助会員この会の目的および趣旨に賛同し
入会した正会員・特別会員以外の法人また
は個人。

第４章役員
（役員の種類）

第10条この会に，次の役員を置く。

（入会又は退会）

会長１名

第６条この会に入会しようとする者は，会長

副会長４名

あて所定の入会申込書を提出しなければなら

理事若干名（内若干名を常任理

ない。

事とする｡）

２正会員ならびに賛助会員の入会承認は常任

監事２名

理事会が行なうものとし，特別会員の入会承

代議員若干名

認は理事会が行なうものとする。

３次の各号の１に該当する会員は，退会した
ものとみなす。

①本人から，退会の申入れがあったとき。

②会員たる資格を喪失したとき。
（会費）

第７条会員は，総会の議を経て別に定めた会
費を納入しなければならない。

２会費は，毎年度の７月末日までに納入しな
ければならない。

（臨時会費）

第７条の２会長は，緊急やむを得ない事情あ
りと認めたときは，代議員会の承認を経て臨
時会費を徴収することができる。

（既納会費および拠出金）

第８条既納の会費又は拠出金は，その理由の
加何を問わずこれを返還しない。
（戒告又は除名）

第９条会員で，この会の名誉を段損し，又は
目的達成に反するような行動があったとき

は，会長は理事会ならびに代議員会の議決を
経て，戒告又は除名することができる。

２前項の処分がなされるに当たっては，当該

２会長および副会長は理事とする。
（役員の職務）

第11条会長は，この会を代表し，会務を統理
する。

２副会長は，会長を補佐し，会長が事故ある
ときはその職務を代理する。

３理事は,理事会を組織し,業務を執行する。

４常任理事は，会長の指示を受けて，常務を
掌理し，会長および副会長がともに事故ある

ときは，会長が指名した者が，会長の職務を
代理する。

５監事は，民法第59条の職務を行なう。
６代議員は，代議員会を組織して，この定款
に定めた事項を審議する。

（役員の選任）

第12条代議員は別に定める規定により選出す
る。

２理事および監事は，正会員のなかから代議
員会において選出する。

３会長，副会長および常任理事は，理事の互
選とする。

４理事および監事は，この会の代議員を兼ね
ることができない。
３Ｚ９

１定款

５監事は，理事を兼ねることができない。

（役員の任期およよび解任）

第13条役員の任期は，３年とし，再任を妨げ
ない。但し会長は２期を限度とする。
２役員に欠員が生じ業務の執行に支障がある

ことができる。

（顧問および参与）
第14条の３この会に，顧問および参与を置く
ことができる。

２顧問および参与は，この会に功労ある者，

とみとめられる場合に補欠の役員を選出す

又は学識経験ある者の中からァ代議員会の承

る。補欠により，就任した役員の任期は，前

認を経て，会長が委嘱する。但し，その任期

任者の残任期間とする。

は役員の任期と同じとする。

３役員は，任期満了後といえども，後任者の
就任するまではその職務を行なう。
４役員は，この会を退会したとき解任された
ものとする。

５役員は，任期中といえども，この会の名誉

３顧問および参与は，会議に出席し，意見を

述べることができる。但し，表決に加わるこ
とができない。

（委員）

第15条会長は，事業達成のため必要なる部

を段損し，又は目的趣旨に反するような行動

会，委員会を，理事会の議決を経て設置し，

があったときは，会長は理事会ならびに代議

その会を構成する委員を、正会員又は正会員

員の議決を経て，その役員を解任することが

以外の者に委嘱することができる。

できる。

６前項の処分がなされるに当たっては，当該

処分を受ける役員に理事会ならびに代議員会
において弁明する機会が与えられる。

第５章名誉会長，名誉会員，顧問，参与お
よび委員
（名誉会長）
第14条この会に名誉会長を置くことができ
る。

２名誉会長は，多年会長の職にあって、この

会に顕著な功労ある者を総会の承認を経て推
戴する。

（名誉会員）
第14条の２この会に，名誉会員をおくことが
できる。

２名誉会員は，多年本会の会員にして功労あ
る者を総会の承認を経て推せんする。
３名誉会長，名誉会員は随時会議に出席する
３２０

２委員は，会長から委託された事項を処理す
る。

第６章事務局および出版部
（設置）

第16条この会に，会務の円滑，迅速かつ適正
なる処理を図るため事務局および出版部を設
置する。
（組織）

第16条の２この会に，事務局長および必要な
職員を置く。

２事務局および出版部の組織は，常任理事会
の議を経て会長が別に定める。

（任免）

第16条の３会長は，理事会の承認を経て，事
務局長の任免を行なう。

２事務局および出版部の職員の任免は，常任
理事会の議を経て，別に定めるところによ
り，会長がこれを行ない，理事会に報告する

１定款

ものとする。

第７章会議
（会議の種類）

第17条会議は，総会，代議員会，理事会およ
び常任理事会の４種とする。

（総会の種類および開催時期）

第18条総会は，定期総会および臨時総会の２
種に分ける。

２定期総会は毎年１回，臨時総会は必要ある
場合に，会長が招集し，会長が，その議長と
なり，副議長は議長が指名する。
３正会員の３分の２以上から、会議の目的た

る事項を示し，臨時総会招集の要求があった
ときは，会長は，３０日以内に，これを招集し
なければならない。

（代議員会の種類および開催時期）

第19条代議員会は，定期代議員会および臨時
代議員会の２種に分ける。

２定期代議員会は毎年１回，臨時代議員会は
必要ある場合に，会長が招集する。
３議長および副議長は，代議員の互選により
選出し,その任期は役員の任期と同じとする。

４代議員の３分の２以上から，会議の目的た

名した理事が議長となる。

３理事の３分の２以上から，会議の目的たる

事項を示し，臨時理事会招集の要求があった

ときは，会長は，２０日以内に，これを招集し
なければならない。

（常任理事会）

第21条常任理事会の運営は別に定めるところ
による。

（意見申述）

第22条会長，副会長，理事および監事は，代
議員会に出席して意見を述べることができ
る。

（会議の定足数）

第23条会議は，その会議を構成する正会員又
は役員の過半数の出席がなければ，これを開
会することができない。但し，再招集のとき
は，この限りでない。
（会議の議決）

第24条会議の議事は，この定款に別段の定め
ある場合の外，出席者の過半数の同意をもっ

て，これを決する。可否同数のときは，議長
が，これを決する。

（書面表決および委任表決）

る事項を示し，臨時代議員会招集の要求があ

第25条やむを得ない理由のため会議に出席で

ったときは，会長は，２０日以内に，これを招

きない正会員または役員は，あらかじめ通知

集しなければならない。

された事項についてのみ書面をもって表決を

（理事会の種類および開催時期）

第20条理事会は，定期理事会および臨時理事
会の２種に分ける。

なし，または代理人に委任して表決すること
ができる。

（書面審理）

２定期理事会は，毎年４回開催し，臨時理事

第26条会長または代議員会議長は，簡単な事

会は，会長が必要と認めたとき随時これを招

項または急を要する事項については，書面ま

集し，会長が，その議長となる。会長が事故

たは口頭をもって賛否を求め会議に代えるこ

あるときは，副会長が議長となり，会長およ

とができる。

び副会長がともに事故あるときは，会長が指

（総会付議事項）
３２Ｚ

１定款

第27条総会には，この定款に規定してあるも
のの外，次の各号に掲げる事項を付議する。
１事業計画の承認

２その他会長が付議した事項
（代議員会審議事項）

第28条代議員会は，この定款に規定してある
ものの外，次の各号に掲げる事項を審議す
る。

１総会に提出する事項
２理事会において必要と認めた事項
（理事会付議事項）

第29条理事会には，この定款に規定してある

第32条この会の経費は，資産を以て支弁す
る。

（剰余金の処分）
第33条年度末において剰余金を生じたとき

は，代議員会の議決を経て，その全部若しく
は－部を翌年度に繰越すか，又は積立金とし
て積立てるものとする。
（予算および決算）

第34条この会の毎年度の歳入歳出の予算は，
年度開始前に理事会の認定を経て，代議員会

および総会の議決を得るものとし，歳入歳出

決算は，事業年度終了後２カ月以内に，その

ものの外，次の各号に掲げる事項を付議す

年度末財産目録と共に，監事の監査を経て，

る。

理事会の承認に付し代議員会および総会の承

１歳入歳出予算の認定並びに決算の承認

認を求めるものとする。

２事業計画の承認

３その他会長が付議した事項

第８章資産および会計
（資産の構成）

第30条この会の資産は，次の各号に掲げるも

（特別会計）

第35条この会は，代議員会の議決を経て，特
別会計を設けることができる。
（事業年度）

第36条この会の事業年度は，毎年４月１日に

のにより構成される。

始まり翌年３月31日に終わる。

１設立当初寄付された別紙財産目録記載の

第９章定款の変更および解散

財産

２会費および寄付金

（定款の変更）

第37条この定款は，総会において出席者４分

３事業に伴う収入

の３以上の同意による議決を経て，主務官庁

４その他の収入

の認可を得なければこれを変更することがで

（資産の管理）
第31条この会の資産は，理事会の議決を経

て，会長がこれを管理する。

きない。

（解散）

第38条この会は，民法第68条に規定する場

２資産のうち現金は，郵便官署，確実なる銀

合，総会において総会員の４分の３以上の同

行又は信託会社に預入，若しくは信託し，又

意による議決を経て，主務官庁の認可を得

は国債その他確実な有価証券に替え保管する

て，解散することができる。

ものとする。

（経費の充当）
３２２

（解散残余財産の処分）

第39条前条により解散した時の残余財産は，

１定款

代議員会の議決を得て，主務官庁の認可を得

第２条定款第６条第２項の各号に該当するも

て，この会の類似の目的を持つ他の団体に寄

のがあったときは，地方病院協会長又は特定

付するものとする。

病院協会長は，会長に報告しなければならな

（施行細則）

い。

第40条この定款施行について必要な細則は，

第３条(会費不納会員の報告）地方病院協会長

理事会の議決を経て会長が，これを定める。

又は特定病院協会長は，定款第７条第３項の

附則

規定による会費を会員から徴収することがで

Ｌこの定款は昭和51年12月４日から施行す
る。

きなかったときは，その会員名及び事由を会

長に報告しなければならない。

２．この定款は昭和54年７月18日から施行す
る。

第４条(入退会様式）定款第６条の規定による
入会又は退会の様式は，第２号様式による。

３．この定款は昭和55年２月１日から施行す
る。

第２章選挙
第５条(選挙事務）役員の選挙に関する事務

定款施行細則

定款に対する施行細則もまたいくつかの変遷
を経た。
１昭和29年の制定

昭和29年にはじめて制定した細則はつぎのと
おりである。

社団法人日本病院協会定款施行細則
社団法人日本病院協会定款第39条の規程によ

は，理事会が，これを掌理する。
第６条(役員の立候補）理事，監事及び代議員

に立候補しようとするものは，選挙日前30日

までに地方病院協会長又は特定病院協会長に
立候補の届出をしなければならない。

②前項の立候補届を受けた地方病院協会長及
び特定病院協会長は，会長に報告しなければ
ならない。

第７条(選挙告知）役員の選挙期日は，地方病

院協会長及び特定病院協会長に会長が，これ

り，社団法人日本病院協会定款施行細則を次の

を告知する。

ように定める。

②前項の告知を受けた地方病院協会長及び特

第１章会員

第１条(会員名簿）地方病院協会長及び特定病

定病院協会長は，各選挙人に，速かに報知し
なければならない。

院協会長は，社団法人日本病院協会定款（以

条８条(代議員の選出）代議員の選出は，この

下定款という｡)第５条の規定による正会員の

施行細則（以下細則という｡)第１条の規定に

名簿を，毎年12月末日現在を以て調製し,社

よる会員名簿によって連記を以て，これを行

団法人日本病院協会会長（以下会長という。）

う。但し，地方病院協会又は特定病院協会の

に報告しなければならない。

議を経たときは，この限りでない。

②名簿の様式は第’号様式によるものとす
る。

第９条(代議員の数）代議員の数は，地方病院
協会若しくは特定病院協会の会員の数が40名
３２３

１定款

○第一号様式

社団法人日本病院協会会長殿
地方病院

協会会長

協会会長

名④

特定病院

会員名簿（昭和年十二月末現在）

会員名一会員病院名一病床数一病院所在地

病院名称

代表者氏

団体

ノ、１ノノー、、ノノｌ‐、１ノノー、１ノノノー、Ｉノノノー、１Ｊノー、、ノノノー、１ノノし、１ノノ！、ｉノノー、、ｊノノー「、ｊノノー、１ノノ「、～ノノノし、１ノノノし、１ノノノ、１ノ

○第二号様式

地方病院協会長殿

特定病院協会長殿

入（退）会届

昭和年月日から、貴脇絵｛晒鮴一脈杁般会いたしたいの

で、お届けをいたします。

地方病院協会会長

特定病院協会会長

蛉員誌ろ零氏難病院名称病床数所在地

○第三号様式

社団法人日本病院協会会長殿

代議員選任届

選任代議員氏名会員資格取得年月日会員脈峨名称

まで１人とし，それ以上は，その端数を増す

於て会長は単記，副会長及び常務理事は連記

毎に１名の割合とする。

無記名をもって，これを行う。但し，理事会

②代議員は，地方病院協会又は特定病院協会

の議を経たときは，この限りでない。

から，それぞれ選出する。但し，理事会の承

第13条(立候補者一覧表）立候補届出の期日が

認を経たときは，この限りでない。

満了したときは，速かに立候補者一覧表を選

③地方病院協会長又は特定病院協会長は，選

挙人に配布しなければならない。

出した代議員を別記第３号様式によって理事
会に報告しなければならない。

第14条(投票用紙）役員の選挙に用いる投票用

紙は，理事会が，その都度これを定める。

第10条(理事及び監事の選出）理事及び監事の

第15条(開票立会人）役員を投票によって選出

選出は，連記無記名投票によって，これを行

するときは，２人以上の開票立合人を置かな

う。但し，代議員会の議を経たときは，この

ければならない。

限りでない。

第11条(理事の数）理事の数は理事､会で，これ
を定める。

第12条(会長，副会長及び常務理事の選出）会

長，副会長及び常務理事の選挙は，理事会に
３２４

第16条(無効投票）次の各項の１に該当する投
票は，これを無効とする。
１正規の投票用紙を用いていないもの：

２候補者でない者の氏名が記載してあるも
の

l定款

３この細則で定めた，規定に随っていない
もの

又は特定病院団体長は，定款第６条第１項の

「規定による入退会届を受理したときは第２号

第17条(当選者）各選挙において，投票によっ

様式により，同条第２項第２号若しくは第３

て選挙を行ったときは，有効投票の最多数を

号に該当するものがあったときは，会長に速

得たものを以て当選者とする。但し，得票数

に，事由を附して報告しなければならない。

が同数であるときは，同数である得票者に，

第３条(会費不納会員の報告）地方病院協会長

開票立合人が識を引かせて，これを決する。

又は特定病院団体長は，定款第７条第３項の

第18条(異議の申立）各選挙について異議があ

規定による会費を会員から徴収することがで

るときは，この会の理事会に申立るものとす

きなかったときは，その会員名及び事由を会

る。

長に報告しなければならない。

附則

第２章選挙

１この細則は，定款中一部改正が，主務官

庁の認可があったとき(昭和29年７月１日）
から，これを施行する。

２社団法人日本病院協会選挙規定は，これ
を廃止する。
２昭和32年１月の細則変更

昭和32年１月施行の細則はつぎのとおりであ
る。

第４条(選挙事務）理事及び監事の選挙に関す

る事務は，理事会が，これを掌理する。

第５条(選挙告知）理事，監事及び代議員の選

挙期日は，会長が，地方病院協会長及び特定
病院団体長に，これを告知する。

(2)前項の告知を受けた地方病院協会長及び特
定病院団体長は，選挙人に，速かに報知しな
ければならない。

第６条(選挙及び被選挙）選挙及び被選挙権

社団法人日本病院協会定款施行細則
社団法人日本病院協会定款第39条の規定によ

は，この施行細則（以下細則という｡）第１
条の規定による会員名簿によってこれを行

り，社団法人日本病院協会定款施行細則を次の

う。

ように改正する。

(2)選挙の委任代理は，これを認めない。

第１章会員

第７条(立候補届）理事又は監事に立候補しよ

第１条(会員名簿）地方病院協会長及び特定病

うとする者は，選挙日前14日までに立候補を

院団体長は，社団法人日本病院協会定款（以

しようとする者が所属する地方病院協会長又

下定款という｡)第５条の規定による正会員の

は特定病院団体長を経て，この会の会長に立

名簿を,毎年12月末日現在を以て調製し,毎翌

候補の届出をしなければならない。

１月末までに社団法人日本病院協会会長（以

(2)前項の立候補届を受けた地方病院協会長又

下会長という｡)｡に報告しなければならない。

は特定病院団体長は第３号様式の推薦届を，

(2)名簿の様式は，第１号様式によるものとす

この会の理事会に届け出なければならない。

る。

第２条(入退会報告及び様式）地方病院協会長

(3)代議員の立候補届は，立候補者が所属する
地方病院協会長又は特定病院団体長に提出し
３２５

１定款

第12条(代議員の選出）代議員の選出は単記無
１名の割合とする。

第三号様式
昭和年月日

会長
殿

名

地方病院協会長
特定病院団体長

立候補者氏

社団法人日本病院協会
推薦届

て、お届けいたします。

右の者を社団法人日本病院協会理事（監事）候
補者として推薦いたしたく、別紙経歴書を添え

名

（別紙）
理事（監事）立候補者経歴書
生年月日（男女）

て氏

二、所属桃勧赫鵬醐船名

殿

特定病院団体長

地方病院協会長

一一一、立候補者の住所
歴
四、経
日学歴ロ職歴
罰
五、賞
第一号様式
昭和年月日

日本病院協会
長

名長

第四号様式
昭和年

社団法人日本病院協会
会長

代議員選任届

地方（特 会員
選任
定）病院 資格
代議員
団体に於 取得
氏名
ける地位 年月日

入退会申込

会長

社団法人日本病院協会

殿

地方病院協会長

名④

病床数

特定病院団体長

会員病院

称

（団体）名称

殿

代表者氏

脈嫉名

昭和年月日

第二号様式

日

疏表緒一病床数一病院所在地

３２６

長，副会長及び常務理事の選挙は，理事会に
れを定める。

第11条(会長，副会長及び常務理事の選出）会
第８条(理事の数）理事の数は代議員会で，こ

月

昭和年月日から貴協会に入会（退

名長

会）いたしたいので申込みいたします。
氏院

会

峨表鯖一病床数一病院所在地

称院

社団法人

氏院

会員名簿（昭和年十二月末現在）
会員
病院名

名病

りでない。
なければならない。

第９条(代議員の数）代議員の数は，地方病院

おいて会長は単記，副会長及び常務理事は連
協会又は特定病院団体の会員の数が40名まで

記無記名をもって，これを行う。但し，理事
を１名とし，それ以上は40名までを増す毎に

会の議を経たときは，この限りでない。

第10条(理事及び監事の選出）理事及び監事の

記名によって，これを行う。但し，地方病院
選出は連記無記名投票によって，これを行

協会又は特定病院団体の議を経たときは，こ
う。但し代議員会の議を経たときは，この限

の限りでない。

１定款

(2)地方病院協会長又は特定病院団体長は，前
項によって選出した代議員の当選確定届を第
４号様式によって，この会の会長に届出なけ
ればならない。

昭和42年に改訂された細則はつぎのとおりで
ある。

第１章会員
第１条(会員名簿）社団法人日本病院協会定款

第13条(投票用紙）役員及び代議員の選挙に用

（以下定款という。）第５条の規定による会員

いる投票用紙は，理事及び監事は代議員会

の名簿は，毎年12月末日現在を以て調整す

が，会長副会長並びに常務理事は理事会が，

る。

代議員は地方病院協会又は特定病院団体が，
その都度これを定める。

第14条(開票立合人）役員及び代議員を選出す
るときは，２人以上の開票立合人を置かなけ

ればならない。但し，別の方法によって選出
するときは，この限りではない。
第15条(無効投票）次の各項の１に該当する投
票は，これを無効とする。

(2)名簿の様式は，第１号様式によるものとす
る。

第２条(入退会及び様式）定款第６条第１項の
規定による入退会届は第２号様式による。

第３条(会費不納会員の報告）特定病院団体長
は，定款第７条第３項の規定による会費を会
員から徴収することができなかったときは，
その会員名及び事由を会長に報告しなければ

１．正規の投票用紙を用いていないもの

ならない。

２．候補者でない者の氏名が記載してあるも

第２章選挙

の

３．この細則で定めた規定に随っていないも
の

第４条(選挙事務）理事，監事及び評議員の選
挙に関する事務は，理事会が，これを掌理す
る。

第16条(当選者）各選挙において，投票によっ

第５条(選挙告知）理事，監事及び評議員の選

て選挙を行ったときは，有効投票の最多数を

挙期日は，会長が会誌によりこれを告知す

得たものを以て当選者とする。但し，得票数

る。

が同数であるときは，同数である得票者に，

第６条(選挙及び被選挙）選挙及び被選挙権

開票立合人が銭を引かせて，これを決する。

は，この施行細則（以下細則という。)第１条

第17条(異議の申立）各選挙について異議があ

の規定による会員名簿によってこれを行う。

るときは，この会の理事会に申立るものとす

(2)選挙の委任代理は，これを認めない。

る。

第７条(立候補届）理事・監事及び評議員に立

附則

候補しようとする者は，選挙日前30日までに

この細則は，定款中一部改正が，主務官庁の

会長に立候補の届出をしなければならない。

認可があったとき（昭和32年１月17日）から，
これを施行する。
３昭和42年細則変更

第８条(理事の数）理事の数は評議員会で，こ
れを定める。

第９条(評議員の数）評議員の数は，都道府県
単位にて会員10名に付１名の割合とし，１０名
3２７

１定款

未満については四捨五入法による。

行する。

第10条(会長，理事及び監事の選出）会長の選
出は単記，理事及び監事の選出は連記無記名

第１号様式

会員名簿

投票によって，これを行う。但し，評議員会

昭和年12月末日現在

の議を経たときは，この限りでない。

第11条(副会長及び常務理事の選出）副会長及
び常務理事は，会長において選考し，理事会
の承認を経て選任する。

第12条(評議員の選出）評議員の選出は，都道
府県単位に単記無記名によって，これを行

う。但し，立候補者が定数に満たない場合は

二門=fjf竺占I
第２号様式（正会員用）

獣日本病院協会入会申込書

選挙を行わない。

第13条(投票用紙）役員の選挙に用いる投票用

第14条(開票立合人）役員を選出するときは，

病院長

紙は，理事会でこれを定める。

２人以上の開票立合人を置かなければならな

い。但し，別の方法によって選出するとき

病

の

院

得たものを以て当選者とする。但し，得票数

この細則は昭和42年３月１６日から，これを施
3２８

電

話

種別(琶蓋む)|医鑿:難病震核やい
内．小．外．鑿．皮．泌．
産婦．眼．耳．放．神．
精．呼．消．性．歯

基準看護〃給食〃寝具
（該当を○で囲む）

(生徒数）

事務長氏名

が同数であるときは，同数である得票者に，

附則

称

看護学院又は養成
所等ある場合はそ
の名称

て選挙を行ったときは，有効投票の最多数を

るときは，理事会に申立るものとする。

話

診療科名
(該当を○で囲む）

３．この細則で定めた規定に随っていないも

第17条(異議の申立）各選挙について異議があ

雷

総病床数

の

開票立会人が識を引かせて，これを決する。

所

所在地

２．候補者でない者の氏名が記載してあるも

第16条(当選者）各選挙において，投票によっ

住

名

第15条(無効投票）次の各項の１に該当する投
１．正規の投票用紙を用いていないもの

名

病院開設者

は，この限りではない。

票は，これを無効とする。

ふりがな
氏

備

考

昭和４年月日提出

申込者署名印

社団法人日本病院協会長殿

１定款

４昭和51年細則

合同による定款改訂に伴う昭和51年12月４日

改訂の細則はつぎのとおりである。
日本病院会定款施行細則
日本病院会定款第40条の規定による施行細則
を次の如く定める。
（入会届の様式）

第１条日本病院会定款(以下定款という)第６
条の規定による入会届は第１号様式による。
（退会届の様式）
第２条定款第６条の規定による退会届は第２
号様式による。

（会費）

第３条定款第７条の規定による正会員の年額
会費は基本会費と病床数別会費の合計額とす
る。

２特別会員の会費は別に定める。
（選挙告示）

第４条選挙の告示は選挙期日の３カ月前に会
長が行なう。

（代議員の選出）

第５条代議員は各都道府県毎に会員のうちか

所定の様式（第３号様式）により会長に立候

補の届出をしなければならない。

（役員の立候補届出の締切）
第７条役員になろうとする者の立候補届出の

締切は選挙期日の４週間前とし，会長は選挙
期日の２週間前に立候補者の氏名を会員に通
告しなければならない。
（理事，監事の選出）

第８条理事，監事は会員の中から代議員会に
おいて選出する。但し特別会員の中から選出
される理事の数は全理事数の10分の１以内と
し，監事は２分の１以内とする。

２理事の数は60名以内とし，そのうち常任理
事の数は15名以内とする。

（常任理事会の運営）

第９条定款第21条の規定による常任理事会の
運営は理事会の議を経て会長が之を定める。

２常任理事会は毎月１回以上開催する。
３監事および代議員会議長ならびに副議長は

常任理事会に出席することが出来る。但し表
決に加わることができない。
（支部の設置）

第10条全国を次のブロックに分け各ブロック

ら会員50名迄は２名，５０名又はその端数を増

毎に支部を設置することが出来る。

す毎に１名の割で選出する。

ブロックの名称北海道，東北,関東甲信越，

２前項の定数は各都道府県別を主体とする

が，公私病院より選出される代議員の数の均

北陸，東海，近畿，中国，四国，九州
（賛助会員）

衡を保ち得るよう必要に応じ理事会は特定病

第11条本会の主旨に賛同し，入会を希望する

院団体から別に定める規定により推せんされ

法人又は個人を理事会の承認を得て賛助会員

た者を加えることが出来る。

とする。会費については別に定める。

（役員の立候補届出）

第６条理事，監事および代議員会議長ならび

に副議長に立候補しようとする者は，所定の
期日までに会員３名以上の推せん状を付して

＊第１～３号様式は後載現行のものに同じ
５昭和53年．５４年の細則変更
昭和51年12月施行の細則は昭和53年４月一部
３２９

１定款

変更，さらに昭和54年施行の現行の細則はつぎ
のとおりである。

賛助会員

Ａ株式会社等主として会社組織の会員

社団法人日本病院会定款施行細則
社団法人日本病院会定款第40条の規定による

施行細則を次の如く定める。
（入会届の様式）

第１条社団法人日本病院会定款（以下定款と

100,000円

Ｂ社団法人・財団法人・その他の法人お
よび個人経営的な企業の会員50,000円

Ｃ正会員として入会することが困難な病
院の代表者で個人的に入会した会員

いう）第６条の規定による入会届は第１号様
式による。

（退会届の様式）

第２条定款第６条の規定による退会届は第２
号様式による。
（会費）

第３条定款第７条の規定による年額会費はつ

30,000円

，個人的に入会した会員10,000円

（選挙告示）

第４条選挙の告示は選挙期日の３カ月前に会
長が行なう。ただし補欠選挙の場合は１カ月
前とする。

（代議員の選出）

ぎに定める額とする。但し事業年度の中途で

第５条代議員は各都道府県毎に正会員のうち

入会した会員の当該年度の会費は下記算式に

から会員50名迄は２名，５０名又はその端数を

よる月割計算の額とする。

増す毎に１名の割で選出する。

会費×入会した月以降３月までの月数
１２

２前項の定数は公私病院より選出される代議

員の数の均衡をはかるものとする。

正会員基本会費と病床数別会費の合計額と

３本細則において公私の区別はつぎのとおり

する。ただし，病床数が50床以下の正会員

とする。公とは医療法第７条の２第１項各号

については病床数別会費を免除する。

に掲げるものに国立病院を加えたもの。私と

また，病床数が51床を超え100床以下の

は公を除いたもの。

正会員については病床数別会費に替えて一

（役員の立候補届出）

律6,000円を基本会費に加算した額とする。

第６条理事，監事および代議員会議長ならび

基本会費は１病院54,000円（月4,500円×

に副議長に立候補しようとする者は，所定の

１２)。病床数別会員はつぎによる。

期日までに正会員３名以上の推せん状を付し

墓篶鬮-床につ訓旧

て所定の様式（第３号様式）により会長に立

結核病院一床につき130円

一般病院にある結核病床も１３０円で計算
する。
ただし，600床をもって上限とする。

特別会員会費免除とする。
３３０

候補の届出をしなければならない。

（役員の立候補届出の締切）

第７条役員になろうとする者の立候補届出の

締切は選挙期日の４週間前とし，会長は選挙
期日の２週間前に立候補者の氏名を正会員に
通告しなければならない。

１定款

陸，東海，近畿，中国，四国，九州とする。

（理事，監事の選出）

第８条理事の数は60名以内とし，そのうち常

附則
１この定款は昭和51年12月４日から施行す

任理事の数は15名以内とする。

（常任理事会の運営）

る。

第９条定款第21条の規定による常任理事会の

運営は理事会の議を経て会長がこれを定め
る。

２常任理事会は毎月１回以上開催する。

２この細則は昭和54年７月18日から施行す
る。

選挙規定

３監事および代議員会議長，副議長ならびに

選挙規定は昭和27年６月に制定され，昭和２８

制度委員会委員長は，常任理事会に出席する

年に改訂されたのち，昭和29年以降選挙の規定

ことができる。但し表決に加わることができ

は細則の中にくみこまれた。

昭和51年12月の細則の改訂にあたり，ふたた

ない。

び選挙規定が細則から分離した。変遷はつぎの

（支部の設置）

第10条日本病院会に支部を置くことができ
る。

２支部の単位は都道府県別又はブロック別と

とおりである。

１創立時の選挙規定

創立後昭和27年６月８日に制定した選挙規定

する。

ブロックは北海道，東北，関東甲信越，北

第１号様式－１（裏面）
陀和年月【】現圧

第１号様式－１

病院状；兄表
記入著名
フリガナ

妬

巾

穂弼番号 （）

病院名
フリガナ

所在地 〒
フリガナ

卜や鋤

開没者
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病院長
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￣プ

経営主体

社団法人日本病院会会長殿

(○て囲む）
許可病床数

私は貴公の事業目的に賛同し、入会致したく申込します。

病院し、骨？ロ

入会ご承認の上は、貴会の定款を遵守いたすことを誓約いたしま

(○で囲む）
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内JIlqIlｉｆ

す。

呼吸器’}洲柾｝，

↓’ＸＯｈｌＩ＋Ｙ／'トオ１Ｍ人１１２Ａ砿器ｊｉＩｌｒｆＪ４１
ｌｉ１駄器外１１１ｺオ１｛'|ミ；Iijネク痢Ｊﾄﾞﾆｵﾋｲｊ:ｉ

in化撚11(１V鵬Ｊ１）‘韓１
鍬現認Ｊ；午形２１

｝心憾Iril７ﾅﾉ１１１」↓Ａ１いんとう；！とう｜'｢１Ｊ}′】、」)ｊＳｆ；２１
トノI、'1Ｌ外１１．匁行女ﾉﾊｲ１球学；＞豹#１（）Ｉｌ

'１、児Ｊ’昭1［汁
f'１坤ｌｌｒ１２Ｆノ［

ｌノドｉ）I｝人１１皮うひ１Ｋ器１１ルセ４'架ｊ１（）Ｊ１
｝'『外｝ゼフィｌ蝋齢ｉｌ（Ｍ１

三基準’基準衝

(○て閉む）
所在地〒

フリガナ！

ｌｊ癖長

名称

塞病院長･癌匪平米管哩苔

や、又は医師である理事長

鰹（）額､Ｍ（），ﾛ､Ⅲ

iL-L些鬮'W|｣壁|蝋わば`、Ｍ

電話

議員数’
⑩

公，ｉｆ『上人

.ｆｉＩ］ｊⅢ、ノ蕊ＩⅡ唾蛎」と」､(liiP1､財+fl、特疋）

ガ働嘔ｈトリｉ、註ｌｊｌ満/|：土４１｝口【'９１『《ｔ全’･堂技『上人
公＃ｔ」しバリ』ｈ’１公Ｄ１ｉＸ:１劃‘企！ifI1i｛Yo鰯411Ａ.及びそのjiL合公金！」

蕊準
給食

－ｒ;膨口鼻竺ｆ

基準薊ｊ衣
寝↓匙貸ノ子

lli災、乙表､歯『1,/J■し

’総婦長

｜FFB鮒(歯１１筐＃'１j）」ｆ'１，個｡､【要f』堀、その他ｲj寅麟迭鹸駁A１ﾆハ

袷食職員名、､顎務轍f」ｆｌ、ニリフイ也乞合dｌｆｉ

月平句題荷延数１入院名、外来塩行鯖保健所
創設年月日

申込取扱者氏名
職名

電話内線

環･については、会員名簿及び選挙人名簿に登載されます．

看誕学校(院）
（○て蝉む）

年月日開設年月日年月ｌ］
あり・なし

その他加盟している
mij院Ｉｘｉｌ体

（）

入会の動機

(社）日本病院会

への希望

その他、特徴
特殊機能、特殊
設備、沿革など

－－－

３３Ｚ

■■■_￣

１定款

第２号様式－２

第１号様式－２
社団法人日本病院会賛助会員入会申込書

昭和年月［１

賢公の趣旨に賛同し賛助会員として入会いたします。
社lj1iiA人口本1Ｉｉｊｌ児公
1．

ｌｕ

△小込
－グー

会社・団体名
会社略号

賛助公、名

会員名

所杠地〒

｢会ｎ名」の欄は法人会【iは代表苫名を記入

ＤＴＴ

［ＬＬ

≦Ｔｑ

ｎｐ

｢|↑）

代プミ荷名

2．

業秘

３

Ａ賛助会員

円

Ｂ賛助会員

円

今破下犯理111によりI1liド１１年

Ｃ賛助会員

円

を辿公いたしナニ〈おｍけします。

Ｄ賛助会員

円

退会

日付をもって、Ｆ１会

辿公IＩ１ｌｌｌ１（１１体ri1にごi2人下さい。）
(銀行送金・振替振込）
４

公費納入｜（１）年ｌ１ｌｊ１払い（２）年２回払い
○て囲んでください。

一〒

所

5．

電話番号
当

所属部課名

者

氏名

lＨ

今般下fglJHIj1により '1<{和年月［I付をもって、111公
を退会いたしナニ<オ

Ｍけします。

辺公理111（』し体的にご5L１人下さい。〕

⑳

３３２

氏名

辺会、

第三号様式

屯iin

ルビ長名

棚Ⅱ本病院会理事立候補届

所/[｣山〒

昭和年月日

記

ﾂﾞ,1Jルビ名

㈱日本病院会会長殿

会箕殿

このたび、㈱岡本病院会の理事に立候補いたしたく、別紙推せん状を付してお届けします。

名

ふりかな

氏

病院名

理事

社団法人ｎ本病ルビ会

病院所在地

第２号様式－１
ｌ１７１Ｆｌｌ年月□

立候補者

昭和年月日

日本病院会会長殿

立候補する
役員の種類

6．

１定款
第五号様式

今般、社団法人日本病院会

いたします。

和

承

諾
せ

⑳⑳⑳

'よつぎのとおりである。

選挙規定（昭和27年６月８日制定）
第１条(規定の因由）この規定は定款第12条及
び第２1条に因り定める。

第２条(代議員の選出）都道府県病院団体に於

承諾者氏名

状

書

⑳

私儀

の推せんを受けましたので、本件を承諾

ん

被推せん者氏名

推せん者氏名

同同

推

昭

年月日

[１

価日本病院会会長殿

月

第四号様式

年

右の者を理事に適任と認め推せん致します。

昭

和

する。但し，代議員会の議決により別段の方
法によることができる。

②選挙さるべき理事の数は，都道府県病院団
体の数と会長，副会長及び常務理事の数との
和を越えることはできない。

て，各々その定めるところにより，会員30名

第５条(会長，副会長及び常務理事の選出）会

又はその端数を加うる毎に１名の割合を以て

長，副会長及び常務理事の選挙は，理事会に

選出する。

於て会長は単記無記名投票，副会長及び常務

第３条(代議員会議長及び副議長の選出）代議

理事は連記無記名を以て互選する。但し，理

員会議長及び副議長は，代議員会に於て立候

事会の議決により別段の方法によることがで

補者中から単記無記名投票を以て選挙する。

きる。

但し，代議員会の議決により別段の方法によ
ることができる。

第４条(理事及び監事の選出）①理事及び監事
は，選挙前２週間迄に立候補した会員の中か
ら代議員会に於て連記無記名投票を以て選挙

第６条(規定の変更）この規定は代議員会に於

て出席者の４分の３以上の賛成がなければ変
更することができない。

さらに昭和28年６月８日一部改訂された。

選挙規定（昭和28年６月８日一部改正）
３３３

１定款

第１条(規定の因由）この規定は定款第12条及
び第２1条に因り定める。

第２条(代議員の選出）①代議員は，都道府県
病院団体及び特定病院団体において各女その

定めるところにより会員40名又はその端数を

て出席者の４分の３以上の賛成がなければ変
更することができない。
２昭和51年選挙規定

昭和51年12月４日選挙規定が改められた。

加える毎に１名の割合を以て選定する｡但し，

都道府県病院団体と特定病院団体と双方に加
入する者は，双方に於て選挙権の行使ができ
るけれども，被選挙権の行使は許されない。

②都道府県病院団体のみに属して特定病院団
体に属しない残余の者は，前項の場合におい

て全国を一括して特定病院団体とみなすこと
ができる。

第３条(代議員会議長及び副議長の選出）代議

日本病院会選挙規定

第１条(会員名簿）日本病院会会員名簿は，毎
年12月１日現在をもって調整する。
第２条(選挙事務）理事，監事，代議員および
代議員会議長，副議長の選挙に関する事務は
理事会が掌理する。

第３条(選挙権および被選挙権）選挙権および
被選挙権は，本規定第１条の会員名簿によっ
て行なう。

員会議長及び副議長は，代議員会に於て立候

２選挙の委任代理は認めない。

補者中から単記無記名投票を以て選挙する。

第４条(代議員の選出）代議員の選出は，都道

但し，代議員会の議決により別段の方法によ

府県単位に単記無記名投票によって行なう。

ることができる。

但し，立候補者が定数に充たない場合は選挙

第４条(理事及び監事の選出）①理事及び監事

を行わない。

は，選挙前２週間迄に立候補した会員の中か

第５条(理事および監事の選出）理事および監

ら代議員会に於て連記無記名投票を以て選挙

事の選出は単記無記名投票によって行なう。

する。但し，代議員会の議決により別段の方

但し，代議員会の議を経たときはこの限りで

法によることができる。

ない。

②選挙さるべき理事の数は，都道府県病院団

第６条(代議員会議長および副議長の選出）代

体及び特定病院団体の数と会長，副会長及び

議員会議長および副議長の選出は，単記無記

常務理事の数との和を越えることはできな

名投票によって行なう。

い。

第５条(会長，副会長及び常務理事の選出）会

長，副会長及び常務理事の選挙は，理事会に

第７条(投票用紙）役員の選挙に用いる投票用
紙は理事会で定める。

第８条(開票立会人）役員を選出するときは，

於て会長は単記無記名投票，副会長及び常務

２人以上の開票立会人をおかなければならな

理事は連記無記名を以て互選する。但し，理

い。但し，別の方法によって選出するときは

事会の議決により別段の方法によることが出

この限りではない。

来る。

第６条(現きり変更）こつ現きば代義員会)乙於
３３４

第９条(無効投票）つぎの各項の１に該当する
投票は無効とする。

１定款

１正規の投票用紙を用いていないもの。

２候補者でない者の氏名が記載してあるも
の。

第10条(当選者）各選挙において，投票によっ

第５条(理事および監事の選出）理事および監

事の選出は単記無記名投票，または制限連記
無記名投票によって行なう。ただし，代議員

会の議を経たときはこの限りでない。

て選挙を行なったときは有効投票の上位から

第６条(代議員会議長および副議長の選出）代

順次当選者とする。但し，得票数が同数であ

議員会議長および副議長の選出は，単記無記

るときは，同数である得票者に開票立会人が

名投票によって行なう。

識をひかせてこれを決する。

第11条(異議の申立）各選挙について異議ある
ときは理事会に申し立てるものとする。
３昭和54年改定選挙規定

昭和54年７月18日改訂の現行の選挙規定はつ
ぎのとおりである。

社団法人日本病院会選挙規定

第１条(選挙人名簿）社団法人日本病院会選挙
人名簿は，毎年12月１日現在をもって調整す
る。ただし過去３年間会費を納入していない
会員は選挙人名簿から除外する。

第７条(投票用紙）役員の選挙に用いる投票用
紙は理事会で定める。

第８条(開票立会人）役員を選出するときは，
２人以上の開票立会人をおかなければならな
い。但し，別の方法によって選出するときは
この限りではない。

第９条(無効投票）つぎの各項の１に該当する
投票は無効とする。
１正規の投票用紙を用いていないもの。

２候補者でない者の氏名が記載してあるも
の。

第10条(当選者）各選挙において，投票によっ

第２条(選挙事務）理事，監事，代議員および

て選挙を行なったときは有効投票の上位から

代議員会議長，副議長の選挙に関する事務は

順次当選者とする。但し，得票数が同数であ

理事会が掌理する。

るときは，同数である得票者に開票立会人が

第３条(選挙権および被選挙権）選挙権および

被選挙権は，本規定第１条の選挙人名簿によ
って行う。

２選挙の委任代理は認めない。
第４条(代議員の選出）代議員の選出は，都道

識をひかせてこれを決する。
第11条(異議の申立）各選挙について異議ある

ときは理事会に申し立てるものとする。
附則
１この規定は昭和54年７月１８日から施行す

府県単位に単記無記名投票によって行なう。

る。ただし，この規定の施行の日以後，その

但し，立候補者が定数に充たない場合は選挙

期日を告示される選挙について適用する。

を行わない。

３３５

～

２人事

２人

事
7代副会長神崎三益（再選)4０．６．１
１

歴代会長

４３．３．３１

歴代の会長名とその在職期間はつぎのとおり
である。

間島良二（同）
内藤比天夫（同）

８代副会長神崎三益（同）4３．４．１
１

（昭和）

初代会長上條秀介26.6.24～31.11.30(２期）
２代会長橋本寛敏３１．１２．１～45.3.31（６期）
３代会長神崎三益４５．４．１～49.3.31（２期）
４代会長東陽一４９．４．１～50.3.31（１期）
５代会長阿久津’直５０．４．１～52.6.30(１期）
６代会長左奈田幸夫５２．７．１～55.3.31（１期）
７代会長内藤景岳５５．４．１～583.31（１期）

４５．３．３１

間島良二（同）4３．４．１
４５．３．３１

内藤比天夫（同）

９代副会長内藤比天夫（同）4５．４．１
１

４７．３．３１

近藤六郎４５４．１～47.3.31（１期）
小野田敏郎４５４．１～55.3.31（５期）

２歴代副会長

10代副会長内藤比夫夫（再選)４７．４．１～

歴代の副会長名および在職期間はつぎのとお
りである。

阿久津’漠４７．４．１～50.3.31（２期）
11代副会長小野田敏郎（再選)４９．４１～

（昭和）

初代副会長西村泰26.6.24～29.9.30（１期）
熊谷千代丸26.6.24～29.9.30（１期）

２代副会長藤森真治29.10.1～34.5.30(２期）
神崎三益２９．１０．１～45.3.30(７期）

一見赴夫２９．１０．１３４．６．１（２期）
１１

３１．１１．３０３６．６．３０

３代副会長藤森真治（再選)31.12.1～
神崎三益（同）〃

佐谷有吉３１．１２．１～345.30（１期）
４代副会長神崎三益（再選)３４．６．１～
一見赴夫（同)隔年３４．６．１～

荘寛３４６．１～36.6.30（１期）
５代副会長神崎三益（再選)３６．７．１～

多賀一郎３６．７．１～38.8.30（１期）
６代副会長神崎三益（再選)３８．９．１～

間島良二３８．９．１～45.3.31（３期）
内藤比天夫３８．９．１～49.3.31（５期）
３３６

小野田敏郎（同）

阿久津’慎（同）〃

諸橋芳夫４９．４．１～50.3.31（１期）
12代副会長小野田敏郎（再選)５０．４．１～

内藤景岳５０．４．１～55.3.31（２期）

遠山豪５０．４．１～52.6.30(１期）
大屋拳吾５０．４．１～52.6.30（１期）
13代副会長小野田敏郎（再選)５２．７．１～
内藤景岳（同）〃

徳岡三郎５２．７．１～55.3.31（１期）
河野稔５２７１～55.3.31（２期）
14代副会長河野稔（再選)５５．４．１～

若月俊一５５．４．１～58.3.31（１期）
吉岡観八５５．４．１～58.3.31(１期）
村田勇５５．４．１～58.3.31（１期）

以上を一覧表にすると次のとおりである。

２人事

2６２７２９１２２９２４２８２８２９

閲－４’１

弧一ｎｌｗ

－戸一一一一一一一一

１１５６８５３３３３３

兜－６｜閉

|騨鼬 liwii
会＆縢 懸

３１３４３６３８４０４３４５４７４９５０

－．－Ｆ－

役職

蕊篭

雰霧蕊

甑塞壺iTirfLiTEDi
I藤
冒昔橋芳夫
'内藤景岳

１１

「■１

豪五 口郎稔一八一男

手三俊観

|葵崖拳篝

鼠ご蕊至ﾐﾐ雪

加藤豊次郎

会長，副会長を再記して，歴代の役員はつぎ

大沼貞蔵
青木清四郎

のとおりである。

豊田文一

昭和26年度（第１期）役員

一之
真英

京京京京京京京京潟

武
佐

東東東東東東東東新

代
千準

介泰九一寛郎博郎助

秀

岐屋池山

理事

條村谷子

常務理事

上西熊金荘長守菊中

長長

会副

会

松原太郎
柳武夫
許山茂雄

佐藤元一郎
藤本順

村元界
竹田正次
横山広遠
大島宗二
柴藤貞一郎

手城形木山川井梨野知阪庫良口知

佐藤隆房

３歴代役員

岩宮山栃富石福山長愛大兵奈山高

鑿ＴＩ
３３７

２人事

大

四格

田中照治群馬
工藤’准之群馬
高橋明群馬

成内穎三郎群馬
桜井三郎岐阜

小林専太郎岐阜
熊田丈吉岐阜
中田俊治栃木
荒木武雄栃木

小林英一栃木
山際源一郎三重
木村英雄新潟
寺田禾リ男新潟
桜井盛二新潟
星野正三新潟

長山利久大阪

本地亮一大阪
西山信雄大阪
問任

顧常

茂清繁多
耕
源

赴
多

岡崎皇京京京京京京京京川形取岡岡口媛媛庫庫庫手手手城城城城城城城城根
福長岐東東東東東東東東石山鳥福福山愛愛兵兵兵岩岩岩茨宮宮宮宮宮宮宮島

士ロ

井橋井代本田秋置田向俣井合藤幡田藤田橋藤見藤藤

郎雄助義大雄行雄一一一郎郎一一一郎雄秀郎一一一亨峻武澄平作保作馨久一弘夫栄作

友沢島

3３８

八強直敬憲恒素義總震陽他三純英正

代議員

岩村米沢森本

代議員議長

赤中久一一一大坂原一一一塩川東道棚永田桑原千王戸各小酒河武江上佐安高斉一佐武

監事

小池仲之助群馬

黒川厚生大臣
東医務局長
久下次長

安井都知事
小山都衛生局長

谷口日医会長
中山参議院議員
佐藤日歯会長
刈米日薬会長

島津日赤社長
柿沼東大部長

坂ロ国立東京第一病院長

藤森参議院議員
田沢結核会長
黒沢都医務会長

２人事

参与

田村

慶応義塾大学附属病院長東京

=と

橋本

聖路加国際病院長東京

口

田技官

中村事務官

原

寺田都課長

坂本

二階堂都係長

瀬川

山崎都事務官

名倉

伊藤国立東京第二病院

川島

副院長

石井東大病院事務長
昭和29年度（第２期）役員

中村

植松
竹内
太田

敏行雄功二一次治蔵武
寛素恒
英震文鋭信

河野課長

東京都立広尾病院長東京
三楽病院長東京

瀬川小児科病院長東京

名倉病院長東京
川島胃腸病院長東京
医療法人中村病院長東京

医療法人植松病院長神奈川
小千谷病院長新潟

新潟県厚生連中央病院長代理
新潟

会長

上條秀介昭和医科大学附属病院長東京

尾口平吉

新潟県立十日町病院長代理
新潟

副会長

常務理事

荘寛医療法人荘病院長東京
小山武夫済生会中央病院長東京
金子準二慈雲堂病院長代理東京
長岐佐武郎東京都立荏原病院長東京

守屋博国立東京第一病院長代理東京
片山弘医療法人片山病院長東京

高橋敏行新潟県立高田中央病院長新潟
敷波義雄国立盛岡病院長岩手
理事

棚橋三郎山形県立山形病院長山形

久保園善次郎前橋赤十字病院長群馬
小林英一厚生連下都賀病院長栃木

寺

高橋昇済生会宇都宮病院長栃木

一兀

一見赴夫仙台市立病院長宮城

郎郎郎一郎孝徹――三郎界一円善作泰徳
｛不
信孝信多
一大一文五吉
英敬三

神崎三益武蔵野赤十字病院長東京

賀原藤田合藤田辺谷井元仲院瀬藤村城
多松佐豊河伊黒渡亀浅村田中広武西遠

藤森真治医療法人藤森病院長兵庫

塩沢總一東京警察病院長東京

松原病院長石川

諏訪赤十字病院長長野
厚生連高岡病院副院長富山
社会保険三島病院長静岡

国立名古屋病院長愛知

黒田病院長愛知
厚生連昭和病院長愛知
医療法人亀谷病院長三重
浅井病院長岐阜
大阪赤十字病院事務長大阪
大阪回生病院事務長大阪
神戸医科大学附属病院長兵庫
山口赤十字病院長山口
松江赤十字病院長島根

愛媛県立愛媛病院長愛媛
九州大学医学部附属病院長
福岡

椎名泰三医療法人椎名病院長千葉
三友義雄日本鋼管清瀬浴風院長東京

富山県立中央病院長富山

団野建二

大分県立大分病院長大分

監事
３３９

２人事

石川正臣日本医大附属第一医院長東京

横山広速

代議員

稲田三郎

渡辺金次郎青森

三谷登

天野尹秋田

田代英太郎

高橋与市山形

松浦秀明

安田久宮城

赤星一郎

佐藤馨宮城

岡崎喜一郎

山本公彦岩手

多々見徳元

小野康平栃木

服部達太郎

高橋情群馬

間島良二

加瀬三郎千葉

成田敬太郎

佐々貫之東京

元吉功

名倉重雄東京

小川信一

村田三千彦東京

山崎輝男

田谷誠東京

樋口一成

院院院関

阪田良一

日日生生神立立育

五床朝一郎青森

歌

勝慶徳

庫良山口口媛岡岡岡賀赤赤会会病病病機

小俣武

兵奈和山山愛福福福佐全全済済精県県医

伊藤恭次郎国立東京第二病院副院長東京

石川洋平東京

米村長敏富山
茶谷良石川

中野秀孝福井
谷口喬岐阜

浜名竜靜岡

昭和31年度（第３期）役員

会長

橋本寛敏
寛敏聖路加国際病院長
副会長

多々良満寿雄静岡

神崎三益

武蔵野赤十字病院長

森泰樹愛知

藤森真治

藤森病院長

宮村隆基三重

佐谷有吉

国立大阪病院長

川脇茂一滋賀

常務理事

古玉太郎京都

一見赴夫

仙台市立病院長

谷野宇三郎大阪

塩沢總一

東京警察病院長

三矢暉吉大阪

荘寛

荘病院長

山本重文大阪

守屋博

国立東京第一病院長代理

谷向茂峻兵庫

片山弘

片山病院長

戸田亨兵庫

敷波義雄

国立盛岡病院長

３４０

２人事

田中義邦南知多療養所長

浅井三郎

浅井病院長

藤森真治藤森病院長

藤掛敏

藤掛第一病院長

河合五郎

社会保険三島病院長

黒田徹

黒田病院長

理事

佐藤馨

塩釜市立病院長

宇山安夫

大阪大学医学部附属病院長

参木錦司

秋田県立中央病院長

小沢凱夫

大阪府立病院長

棚橋三郎

山形県立山形病院長

鏡山松樹

健保星ケ丘病院長

椎名恭三

椎名病院長

野中藤太郎

東成病院長

小山武夫

東京都済生会中央病院長

中院孝円

県立神戸医科大学附属病院長

金子準二

慈雲病院長代理

武藤多作

松江赤十字病院長

三友義雄

日本鋼管清瀬浴風院長

西村泰

愛媛県立病院長

瀬川功

瀬川小児科病院長

田代英太郎

済生会福岡病院長

名倉英二

名倉病院長

岡崎喜一郎

国立嬉野病院長

長岐佐武郎

都立荏原病院長

問島良二

大阪済生会中津病院長

山本常市

昭和医科大学附属病院長

高橋昇

済生会宇都宮病院長

太田清一

太田病院長

成田敬太郎

済生会兵庫県病院長

太田武

新潟県厚生連中央病院長代理

桜井盛二

新潟県立加茂病院長

竹内信蔵

小千谷病院長

小坂政一

県立福井病院長

小穴聡

新潟県立津川病院長

南保吉郎

香川県立中央病院長

多賀一郎

富山県立中央病院長

岡部外志雄

彦三病院長

柳武夫

福井赤十字病院長

石川正臣日本医科大学第二医院長

許山茂隆

許山病院長

伊藤吉孝国立名古屋病院長

富田三郎

小倉市立病院長

中島正

岩見沢市立病院長

渡辺篇

三重大学医学部附属病院長

牧野寅三

市立堺病院長

植松鋭治

植松病院長

近藤六郎

右隣病院長

佐川誠一

市立江別国民健康保険病院長

亀谷敬三

亀谷病院長

青木亮貫

水口病院長

古玉太郎

京都第二赤十字病院長

佐藤元一郎

諏訪赤十字病院長

監事

巨貝

石巻赤十字病院長

太

山口同仁会病院長

秋田赤十字病院長

与辰修

中条病院長

太田綜合病院長

国立宇都宮療養所長

前橋赤十字病院事務長

清

大宮赤十字病院長

手城城田形島木馬玉
岩宮宮秋山福栃群埼

彦久平尹｜雄二清郎

公

議岬知叩刑箙畑刷箙島

代

一ノ関病院長

３４Ｚ

２人事

丸山正丸山病院長埼玉

松浦秀明

国立小倉病院長福岡

加瀬三郎加瀬病院長千葉

桑木正雄

八幡製鉄所病院長福岡

坂本恒雄三楽病院長東京

赤星一郎

国立福岡厚生院長福岡

河上利勝都立広尾病院長東京

百渓定七郎

神奈川済生会病院長済生会

神尾友彦神尾病院長東京

佐々木盛

鳥取県立中央病院長

石川洋平石川病院長東京
藤田吉一農協三条病院長代理新潟

全国都道府県立病院協議会
服部達太郎

山田赤十字病院長

米村長敏富山赤十字病院長富山

全日赤病院長連盟

松原太郎松原病院長石川

多々見徳元

小川赤十字病院長

関忠英城西病院長長野

山田鉄三郎

浜松赤十字病院長

谷口喬県立医科大学附属病院長岐阜

森山豊

横浜市立医科大学附属病院長

浜名葬清水市立病院長静岡

全国公立病院連盟

多々良満寿雄市立富士中央病院長静岡

宮尾啓

市立川崎病院長

今村嘉九二坂文種報徳会病院長愛知

野木佐憲

山梨県立病院長

中西正雄市立岡崎病院長愛知

加藤峰三郎

江戸川病院長

千田嘉八済生会愛知県病院長愛知
青井節郎国立療養所桜森光風園院長
愛知

日本結核療養所協会
鈴木佐内

武蔵野療園長

田中昇

市立赤平病院長

宮村隆基薬壬堂病院長三重

川脇茂一彦根市立病院長滋賀

北海道国保病院連盟
片倉義夫

鈴木仙次郎鈴木病院長京都

白河厚生病院長

全国厚生農業協同組合連合会
若月

大野良雄大野病院長大阪

豊田

野崎道郎野崎病院長大阪

榊原

一一一皀』
俊文暉

新海輝一日生病院長大阪

長野厚生連佐久綜合病院長

富山厚生連農地高岡病院長
静岡厚生連遠州病院長

菊地二郎大阪回生病院長大阪

島田永広島田病院桃園荘病院長大阪

野瀬善三郎野瀬病院長兵庫
小俟武姫路赤十字病院長兵庫

谷向茂竣谷向病院長兵庫

中野義尚鳥取赤十字病院長鳥取

昭和34年度（第４期）役員
会長

橋本寛敏東京
副会長

稲田三郎光鉄道病院長山口

神崎三益日赤

玉置格三松山赤十字病院長愛媛

荘寛医療法人協会

大岡義秋高知赤十字病院長高知

一見赴夫公立病院連盟

町田昌造町田病院長高知
３４２

常務理事

２人事

塩沢總一東京

高橋昇

済生会

多賀一郎都道府県立病院協議会

一見赴夫

公立病院連盟

野崎道郎大阪

多賀一郎

都道府県立病院協議会

近藤六郎結核療養所協会

富田三郎

公立病院連盟

高橋昇済生会

上月実

兵庫

村田三千彦東京

間島良二

済生会

神尾友彦東京

橋本寛敏

東京

黒田徹

愛知

玉置’洛三愛媛

天野尹

日赤

大岡義秋高知

村田三千彦

東京

佐藤幸三宮城

武藤多作

日赤

山田鉄三郎静岡

神尾友彦

東京

亀谷敬三三重

野崎道郎

大阪

古玉太郎京都

神崎三益

日赤

広瀬信善山口

前田武雄

東京

栗山重信国立病院長協議会

棟久一男

都道府県立病院協議会

参木錦司秋田

秋山勝

静岡

佐川誠一北海道

田代英太郎

福岡

久保園善次郎群馬

高橋金弥

千葉

樋口一成医育機関附属病院長協議会

古守豊甫

山梨

小野康平栃木

竹内信蔵

新潟

塩沢總一東京

太田武

新潟

名倉英二東京

桜井盛二

新潟

佐藤元一郎長野

井上正吾

都道府県立病院協議会

理事

坂井兼清島根

監事

河合繁平岩手

石川正臣

東京

棚橋三郎山形

椎名泰三

医療法人協会

島清一郎埼玉

顧問

服部達太郎日赤

加藤豊治郎

国立仙台病院長

近藤六郎結核療養所協会

栗山重信

国立東京第一病院長

小山武夫済生会

大槻菊男

虎の門病院長

荘寛医療法人協会

参与

鶴丸広長都道府県立病院協議会

守屋博

国立東京第一病院

片山弘東京

平賀稔

聖路加国際病院
３４３

２人事

勝慶徳

和歌山

小俣武

兵庫

田中昇北海道

野瀬善三郎

兵庫

高岸喜久雄北海道

森村茂樹

兵庫

河合繁平岩手

佐々木盛

鳥取

天野尹秋田

広瀬信善

山口

安田久宮城

三宅徳三郎

香三

黒沢公助福島

大場英雄

愛媛

田中英三栃木

町田昌直

高知

久保園善次郎群馬

赤星一郎

福岡

神山定治埼玉

岡崎喜一郎

佐賀

遠山実千葉

百渓定七郎

済生会

三友義雄東京

大和人士

済生会

矢田城太郎東京

伊藤実

全国都道府県立病院協議会

河上利勝東京

泉仙助

許山茂隆山梨

西岸貞玄

浜名葬静岡

下妻堅太郎

多々良満寿雄静岡

金原文四郎

関忠英長野

布目常雄

塚田恒助新潟

水町四郎

米村長敏富山

沢浦正三郎

河北忠薫福井

伊藤久栄

石田凱夫愛知

加藤峰三郎

今村嘉久二愛知

小柴清定

佐々木重夫愛知

御園生圭輔

結核予防会

岡田強岐阜

鈴木篤真

日本医療法人協会

藤掛敏岐阜

本間五郎

宮村隆起三重

宮崎達

小野田敏郎東京警察病院

代議員

後藤雅彦滋賀
中川卓哉京都
菊池二郎大阪
大野良雄大阪

新海輝一大阪

南賢次郎奈良
３４４

全日赤病院長連盟

全国公立病院連盟

日本結核療養所協会

国立病院長協議会

昭和36年度（第５期）役員
会長

橋本寛敏東京
副会長

神崎三益東京

２人事

佐藤元一郎

塩沢總一東京

菅敬二郎

近藤六郎東京

谷口喬

村田三千彦東京

山田鉄三郎

内藤比天夫茨城

秋山勝

岡田敏男千葉

井上正吾

宮尾啓神奈川

天野尹

間島良二大阪

細田忠四郎

理事

古玉太郎

佐川誠一北海道

武藤多作

中島正北海道

棟久一夫

河合繁平岩手

西岸真玄

一見赴夫宮城

田代英太郎

参木錦司秋田

鶴丸広長

棚橋三郎山形

団野健二

小野康平栃木

泉谷武近

高橋昇栃木

監事

久保園善次郎群馬

矢田城太郎

島清一郎埼玉

神尾友彦

根元儀一埼玉

一泉一兄

常務理事

潟梨野阜阜岡岡重重賀都根口媛岡賀分崎

三枝勇雄

東東

多賀一郎富山

滋京島山愛福佐大宮

太田武

新山長岐岐静静

荘寛東京

顧問

小山武夫東京

加藤豊治郎

国立仙台病院長

片山弘東京

栗山重信

国立東京第一病院長

名倉英二東京

大槻菊男

虎の門病院長

前田武雄東京

参与

酒井威東京

守屋博

国立東京第一病院

長谷川敏雄東京

宮崎達

国立国府台病院

林直敬東京

平賀稔

聖路加国際病院

服部達太郎神奈川

小野田敏郎

東京警察病院

入貞弥新潟

代議員

河路貞夫新潟

曽根崎日吉

北海道

武内信蔵新潟

阿部辰夫

岩手

桜井盛二新潟

高橋哲郎

山形
３４５

２人事

安田久宮城

御園生圭輔

結核予防会

塩川五郎福島

本間五郎

日本医療法人協会

成内穎三郎群馬

石川洋平

日本医療法人協会

神山定治埼玉
遠山実千葉

三友義雄東京
河上利勝東京

古守豊甫山梨

昭和38年度（第６期）役員
会長

橋本寛敏東京
副会長

浜名葬静岡

神崎三益東京

多々良満寿雄静岡

間島良二大阪

関忠英長野

内藤比天夫茨城

塚田’恒助新潟

常務理事

吉田捷治新潟

塩沢總一東京

井上芳之岐阜

村田三千彦東京

山本太喜岐阜

佐藤元一郎長野

後藤雅彦滋賀

根元儀一東京・埼玉

中川卓哉京都

宮尾啓神奈川

佐々木盛鳥取

石川洋平東京

天野寿島根

理事

浜崎邦夫山口

佐川誠一北海道

大場英雄愛媛

桂重鴻岩手

赤星一郎福岡

安田久宮城

百渓定七郎済生会

棚橋三郎山形

大和人士済生会

小野康平栃木

伊藤実全国都道府県立病院協議会

久保園善次郎群馬

山中義一全国都道府県立病院協議会

島清一郎埼玉

小坂政一全国都道府県立病院協議会

岡田敏男千葉

下妻堅太郎全日赤病院長連盟

五十嵐衡東京

布目常雄全日赤病院長連盟

片山弘東京

北村勇全日赤病院長連盟

桜井盛二東京

沢浦正三郎全国公立病院連盟

入貞弥新潟

伊藤久栄全国公立病院連盟

河路貞夫新潟

小松好郎全国公立病院連盟

三枝勇雄山梨

小柴清定日本結核療養所協会

乾成美岐阜

３４６

２人事

古玉太郎
高上動
多賀一郎

棟久一夫
団野建二
井上正吾

武藤多作

楠五郎雄

岩島福

河合繁平

天野尹

小山武夫
辻鼻
高橋昇

神尾友彦

近藤六郎
太田武

東東長栃東東新

長谷川敏雄

岡岡都媛山口分重手根岡重京京崎木京京潟

秋山勝

静静京愛富山大

山田鉄三郎

監事
一凪一泉

村田嘉彦
顧問

荘寛

関根正雄栃木
成内穎三郎群馬
神山定治埼玉
遠山実千葉
河上利勝東京

城所信五郎東京
吉田捷治新潟
塚田’疸助新潟

古守豊甫山梨
関忠英長野

井上芳之岐阜
細川一郎静岡
多々良満寿雄静岡

後藤雅彦滋賀
中川卓哉京都
坂井兼清島根

浜崎邦夫山口
大場英雄愛媛

山中義一全国自治体病院協議会
東東

矢田城太郎

塩川五郎福島

小坂政一同

伊藤実同

御園生圭輔結核予防会
荘病院

参与

松田一夫全国公立病院連盟
小松好郎同

守屋博

順天堂医院

沢浦正三郎同

宮崎達

国立国府台病院

下妻堅太郎日本赤十字社病院長連盟

水野近

三井健康保険組合

金原文四郎同

小野田敏郎

東京警察病院

渡邊進同

平賀稔

聖路加国際病院

百渓定七郎済生会

代議員

大和人士同

曽根崎日吉

北海道

石川洋平日本医療法人協会

小沢英作

岩手

小畑英介同

松木光彦

宮城

神尾友彦同
３４７

２人事

久保園善次郎前橋赤十字病院

昭和40年度（第７期）役員

島清一郎大宮赤十字病院

渡辺進成田赤十字病院

会長

小山武夫東京都済生会中央病院

橋本寛敏聖路加国際病院

近藤六郎有隣病院

副会長
武蔵野赤十字病院
神崎三益武蔵野赤十字病院

長谷川敏雄日本赤十字社中央病院

大阪府済生会中津病院
間島良二大阪府済生会中津病

片山弘片山病院

内藤比天夫茨城県立中央病院

山田鉄三郎浜松赤十字病院
秋山勝秋山病院

常務理事

村田三千彦大蔵省印刷局病院

多賀一郎富山県立中央病院

佐藤元一郎諏訪赤十字病院

三枝勇雄山梨療養所

根元儀一浦和市立結核療養所

山中義一岐阜県立岐阜病院

宮崎達国立国府台病院

乾成美岐阜県立医大附属病院

五十嵐衡晴和病院

入貞弥厚生連中央総合病院

平賀稔聖路加国際病院

太田武厚生連三条病院

水野近三井健康保険組合

星野則行小千谷総合病院

小野田敏郎東京警察病院

塚田恒助新潟県立新発田病院
阿久津’漠名鉄病院

監事

矢田城太郎東京共済病院

井上正吾三重県立高茶屋病院

村田嘉彦都立駒込病院

後藤光治大津赤十字病院
古王太郎京都第二赤十字病院

顧問

萩原義雄国立京都病院

荘寛荘病院

武藤多作松江赤十字病院

参与

守屋博順天堂医院

棟久一夫山口県立中央病院

石原信吾虎の門病院

日下連国立岡山病院

高上熱松山赤十字病院

理事

安田久石巻赤十字病院
棚橋三郎山形県立中央病院

高橋昇済生会宇都宮病院
佐野忠正大田原赤十字病院
３４８

道手手城形木木

河合繁平県立宮古病院

北

桂重鴻県立中央病院

海岩岩宮山栃栃

佐川誠一市立江別総合病院

東陽一九州厚生年金病院
横田素一郎長崎原爆病院
団野健二大分県立病院

楠五郎雄福岡赤十字病院

木馬玉葉京京京京岡岡山梨阜阜潟潟潟潟知重賀都都根口山媛岡崎分岡
栃群埼千束東東東静静富山岐岐新新新新愛一一一滋京京島山岡愛福長大福

小野康平足利赤十字病院

五十嵐正治日本結核療養所協会

評議員

高岸喜久雄伊達赤十字病院

北海道

奥田義正斗南病院

北海道

２人事

松木光彦仙台市立病院
菅原六夫公立刈田総合病院
沢浦正三郎公立岩瀬病院

塩川五郎竹田綜合病院
太田辰雄太田綜合病院

金原文四郎水戸赤十字病院

丹野清喜水戸済生会総合病院
神山定治深谷赤十字病院
藤岡萬雄県立小原療養所
千葉保次永吉の眼科病院

黒川利雄癌研究会付属病院
北錬平久我山病院

牧田中牧田病院
城所信五郎三楽病院

大塚文郎大塚病院

下妻堅太郎大森赤十字病院
河北恵文河北病院

御園生圭輔結核予防会保生園
河野稔北品川病院

多々良満寿雄市立富士中央病院

細川一郎静岡赤十字病院
大岡義秋静岡市立静岡病院

小松好郎市立岡谷病院
関忠英城西病院

小穴聡新潟労災病院

神

服部達太郎横浜赤十字病院

後藤雅彦大津市民病院
細田精一済生会滋賀県病院
古武弥六彦根市立病院
河野良一市立長浜病院

蒲田小吉国立京都療養所
細田孟済生会京都府病院
林茂雄大阪中央病院
北島好次川崎病院

成田敬太郎済生会兵庫県病院
沼正三兵庫県立尼崎病院
勝慶徳和歌山赤十字病院
花園直人済生会境港病院

安岡英武島根県立中央病院
西川正光松江市立病院
西村静－下関厚生病院
亀田五郎下関市立中央病院

大和人士岡山済生会総合病院
喜多鴫慎一岡山赤十字病院
白川吾一郎四国中央病院
操坦道浜の町病院

鶴丸広長佐賀県立病院好生館
井上芳之井上病院
昭和43年度（第８期）役員

会長

橋本寛敏聖路加国際病院
副会長

神崎三益武蔵野赤十字病院

県立ガンセンター新潟病院新潟
木村元県立ガンセンター新

間島良二済生会中津病院

石川済生会病院石川
吉野彦助石川済生会病院

内藤比天夫茨城県立中央病院

福井県立病院福井
小坂政一福井県立病院
刈羽郡総合病院新潟
吉田捷治刈羽郡総合病院

日

小畑英介浜田病院

天野尹山田赤十字病院

禾

諸橋芳夫国保旭中央病院

水谷政市済生会松阪病院

重重賀賀賀賀都都阪庫庫庫山取根根口口山山媛岡賀阜
一一一一一一滋滋滋滋京京大兵兵兵歌鳥島島山山岡岡愛福佐岐

小沢英作盛岡赤十字病院

森手城城島島島城城玉玉葉葉京京京京京京京京京京川岡岡岡野野潟
青岩宮宮福福福茨茨埼埼千千束東東東東東東東東東奈静静静長長新

伊藤実青森県立中央病院

常務理事

佐藤元一郎諏訪赤十字病院
３４９

２人事

高橋昇

済生会宇都宮病院

小野田敏郎

佼成病院

小野康平

足利赤十字病院

五十嵐衡

清和病院

根元儀一

浦和市立結核療養所

河上利勝

都立広尾病院

島清一郎

大宮赤十字病院

近藤六郎

右隣病院

渡遇進

成田赤十字病院

河野稔

第三北品川病院

小山武夫

済生会中央病院

守屋博

順天堂医院

上田守長

東京武蔵野病院

水野近

三井健康保険組合

長谷川敏雄

日本赤十字社中央病院

平賀稔

聖路加国際病院

太田清一

太田総合病院

山田鉄三郎

浜松赤十字病院

監事
矢田城太郎

東京共済病院

秋山勝

秋山産婦人科病院

村田嘉彦

都立駒込病院

多賀一郎

富山県立中央病院

山中義一

岐阜県立岐阜病院

顧問

荘寛

荘病院

星野則行

小千谷総合病院

東陽一

東京厚生年金病院

塚田‘疸助

新潟県立新発田病院

萩原義雄

国立京都病院

中畠陸

新潟県立吉田病院

阿久津’直

名鉄病院

参与
笠木茂伸

第三北品川病院

奥田幸造

公立能登総合病院

赤星一郎

九州中央病院

後藤雅彦

大津市民病院

中島克三

関東中央病院

古玉太郎

京都第二赤十字病院

森直一

武蔵野赤十字病院

美馬陽

健保鞍馬口病院

落合勝一郎

聖路加国際病院

棟久一夫

山口県立中央病院

石原信吾

虎の門病院

喜多嶋眞一

岡山赤十字病院

井上昌彦

日大板橋病院

日下連

国立岡山病院

鈴木淳

厚生省病院管理研究所

横田素一郎

長崎原爆病院

太田武

新潟厚生連三条病院

尾口平吉

県立十日町病院

高岸喜久雄

伊達赤十字病院

亀卦川正喜

宮城第一病院

岩田善輔

市立江別総合病院

板垣重夫

市立室蘭総合病院

評議員

奥田義正

斗南病院

北海道

今泉亀撤

八戸赤十字病院

石井主器夫

札幌逓信病院

北海道

遠山富夫

遠山病院

河合繁平

県立宮古中央病院

岩手

桂重鴻

岩手県立中央病院

安田久

石巻赤十字病院

宮城

鈴木芳彦

社保宮城第一病院

棚橋三郎

山形県立中央病院

山形

成川二郎

古川市立病院

道道道森手手城城
海海海青岩岩宮宮
北北北

理事

３５０

神

国立国府台病院

木木玉玉葉京京京川岡岡山阜潟潟潟知川賀都都口山山崎
栃栃埼埼千束東東奈静静冨岐新新新愛石滋京京山岡岡長

宮崎達

２人事

大田辰雄太田綜合病院
塩川五郎竹田綜合病院
金原文四郎水戸赤十字病院

藤岡萬雄県立小原療養所
左奈田幸夫国立埼玉病院

斉藤達郎大田原赤十字病院
平山圭一郎伊勢崎病院
白崎敬志前橋赤十字病院

角田富夫社保船橋中央病院
野村秋守野村病院
牧田中牧田病院

竹内春彦都立荏原病院
千葉保之中央鉄道病院

下妻堅太郎大森赤十字病院
河井博河井病院

佐藤彦次郎北里研究所附属病院
小島博社保都南総合病院
藤平治夫都立大塚病院

佐藤靖夫日本鋼管病院
西川太郎市立掛川病院

多々良満寿雄市立富士中央病院

大岡義秋市立静岡病院
細川一郎静岡赤十字病院

小松好郎市立岡谷病院
根本六郎長野赤十字病院

小川巖県立多治見病院
小穴聡新潟労災病院

神神

服部達太郎横浜赤十字病院

県立ガンセンター新潟病院新潟
木村元県立ガンセンター新

真島正済生会新潟病院
済生会新潟病院新潟
県立小出病院新潟
小林誠之助県立小出病院

名古屋第一赤十字病院愛知

山川幸男

市立半田病院

小坂政一

福井県立病院

中野保二

県立中央病院

天野尹

山田赤十字病院

河野良一

市立長浜病院

平岡庸之助

国立舞鶴病院

弓削経一

京都市立病院

菅野正雄

京都第一赤十字病院

矢野精太郎

阿武山赤十字病院

勝慶徳

和歌山赤十字病院

竹田正次

県立加古川病院

西川清一

鳥取赤十字病院

西川正光

松江市立病院

石倉幌

松江赤十字病院

亀田五郎

下関市立中央病院

西付静一

下関厚生病院

大和人士

岡山済生会総合病院

重藤文夫

広島赤十字病院

小神公一

高松赤十字病院

弘中満

住友別子病院

西村敏夫

高知赤十字病院

杉岡直登

九州厚生年金病院

増田義哉

久留米大学附属病院

前田実

長崎市立市民病院

船渡護

県立延岡病院

和

諸橋芳夫国保旭中央病院

田代勝洲

知井川重賀都都都阪山庫取根根ロロ山島川媛知岡岡崎崎
愛福石三滋京京京大歌兵鳥島烏山山岡広香愛高福福長官

岡田一郎県立新庄病院

田形島島城玉玉木馬馬葉葉京京京京京京京京京川川岡岡岡岡野野阜潟
秋山福福茨埼埼栃群群千千東東東東東東東東東奈奈静静静静長長岐新

立身政一平鹿病院

昭和45年度（第９期）役員
名誉会長

橋本寛敏聖路加国際病院
会長

神崎三益武蔵野赤十字病院
副会長
近藤六郎有隣病院
３５Ｚ

２人事

内藤比天夫茨城県立中央病院

石井主器夫札幌逓信病院

佐藤元一郎諏訪赤十字病院

河井繁平岩手県立宮古中央病院

小野康平足利赤十字病院

桂重鴻岩手県立中央病院

宮崎達国立国府台病院

安田久石巻赤十字病院

守屋博順天堂医院

鈴木芳彦宮城第一病院

野村秋守野村病院

棚橋三郎山形県立中央病院

阿久津’眞名鉄病院

高橋昇済生会宇都宮病院

中島克三関東中央病院

小野康平足利赤十字病院

河野稔北品川病院

島清一郎大宮赤十字病院

監事

根元儀一浦和市立結核療養所

村田嘉彦都立駒込病院

渡邊進成田赤十字病院

竹内春彦都立荏原病院

諸橋芳夫国保旭中央病院

顧問

上田守長東京武蔵野病院

荘寛荘病院

室賀不二男都立豊島病院

間島良二大阪府済生会中津病院

石川幸雄都立府中病院

萩原義雄国立京都病院

片山弘片山病院

東陽一九州厚生年金病院

渡辺茂夫社会保険中央病院

矢田城太郎東京共済病院

下妻堅太郎大森赤十字病院
太田清一太田総合病院

五十嵐衡晴和病院

山田鉄三郎浜松赤十字病院

水野近三井健康保険組合

細川一郎静岡赤十字病院

赤星一郎九州中央病院

米村長敏富山赤十字病院

笠木茂伸北品川病院

桜井三郎岐阜市民病院

太田武厚生連三条総合病院

中畠健新潟県立吉田病院

尾口平吉新潟県立十日町病院

星野則行小千谷総合病院

森直一武蔵野赤十字病院

奥田幸造公立能登総合病院

落合勝一郎聖路加国際病院

後藤雅彦大津市民病院

石原信吾虎の門病院

後藤光治大津赤十字病院

井上昌彦日大板橋病院

古玉太郎京都第二赤十字病院

亀卦川正喜社保宮城第一病院

豊島正忠済生会中津病院

鈴木淳厚生省病院管理研究所

石倉，屍松江赤十字病院

牧野永城聖路加国際病院

棟久一夫山口県立中央病院

３５２

神

参与

道道手手城城形木木王玉葉葉京京京京京京川岡岡山阜潟潟川賀賀都阪根口
海海岩岩宮宮山栃栃埼埼千千束東東東東東奈静静富岐新新石滋滋京大島山

常務理事

奥田義正斗南病院

と上
引引

小野田敏郎佼成病院

理事

２人事

杉岡直登

九州厚生年金病院

横田素一郎

長崎原爆病院

徳岡三郎

大分県立病院

評議員

名倉弓雄名倉病院
豊田勲都養育院付属病院
勝野六郎都立駒込病院

高山螢高山整形外科病院
中川恭一いす臣病院

市立室蘭総合病院

高岸喜久雄

伊達赤十字病院

笠島吉平

函館五稜郭病院

小野定男

小野病院

酒井清澄

岩手県立磐井病院

菊地俊雄

盛岡赤十字病院

成川二郎

古川市立病院

松木光彦

仙台市立病院

竹本吉夫

秋田赤十字病院

篠田秀雄

篠田総合病院

大田辰雄

大田綜合病院

若林俊一

福島赤十字病院

金原文四郎

水戸赤十字病院

丹野清喜

水戸済生会総合病院

斉藤達郎

大田原赤十字病院

村松陸

榛名荘病院

堀尾茂生

桐生厚生総合病院

藤岡萬雄

埼玉県立小原療養所

左奈田幸夫

国立埼玉病院

千葉保次

永吉の眼科病院

亀田俊孝

亀田総合病院

牧田中

牧田病院

中村兼次

関東逓信病院

河井博

河井病院

佐野寛二

厚生中央病院

松本筆

青山病院

山本修

都立大塚病院

林隆文

友愛病院

長崎太郎救世軍ブース記念病院
岡本丈京浜中央病院

服部達太郎横浜赤十字病院

佐藤靖夫日本鋼管病院
清原蕃郷稲田登戸病院

勝正孝市立川崎病院
西川六郎市立掛川病院
多々良満寿雄市立富士中央病院
大岡義秋市立静岡病院

中山耕作聖隷浜松病院
黒田恭一高岡市民病院
中沢忠雄加納岩病院

小松好郎市立岡谷病院
小川巌岐阜県立多治見病院
糟谷宗男済生会三条病院

真島正済生会新潟総合病院
寺田一郎水原郷病院
小林誠之助新潟県立小出病院

田代勝州名古屋第一赤十字病院
山川幸雄市立半田病院
小坂政一福井県立病院

中野保二石川県立中央病院
天野尹山田赤十字病院
松田方一吉田病院
河野良一市立長浜病院

平岡庸之助国立舞鶴病院
弓削経一京都市立病院

榊田博日本バプテスト病院

矢野精太郎阿武山赤十字病院

神神神神神

拓植重夫

道道道道道手手城城田形島島城城木馬馬玉玉葉葉京京京京京京京
海海海海海岩岩宮宮秋山福福茨茨栃群群埼埼千千束東東東東東東

市立江別総合病院

とヒヒヒヒ
＃訓引１１

岩田善輔

京京京京京京川川川川川岡岡岡岡山梨野阜潟潟潟潟知知井川重重賀都都都阪
東東東東東東奈奈奈奈奈静静静静富山長岐新新新新愛愛福石一一一三滋京京京大

岡山赤十字病院

山岡崎分
岡福長大

喜多嶋瘻－

３５３

￣

２人事

兵庫県立加古川病院
姫路赤十字病院
八家病院

鳥取赤十字病院

島根県立中央病院
下関市立中央病院
下関厚生病院

岡山済生会総合病院

社保広島市民病院
高松赤十字病院

敏正

高知赤十字病院
水戸病院

八幡製鉄所病院

市立熊本市民病院
至誠会病院

宮崎県立宮崎病院
大分赤十字病院

昭和47年度（第10期）役員
名誉会長
橋本寛敏

聖路加国際病院

会長

神崎三益

武蔵野赤十字病院

東京

副会長

小野田敏郎

佼成病院

阿久津’漠

名鉄病院

3５４

茨東愛

茨城県立中央病院

城京知

内藤比天夫

国立国府台病院

守屋博

順天堂医院

中島克三

関東中央病院

野村秋守

野村病院

河野稔

北品川総合病院

根元儀一

大和市立病院

左奈田幸夫

国立埼玉病院

河北恵文

河北病院

奥田幸造

公立能登総合病院

監事
村田嘉彦

日通東京病院

堀内光

済生会中央病院

顧問

東陽一

静岡県御殿場市

矢田城太郎

東京共済病院

近藤六郎

右隣病院

参与

五十嵐衡

晴和病院

水野近

三井健康保険組合

赤星一郎

九州中央病院

笠木茂伸

北品川総合病院

太田武

新潟厚生連本部

尾口平吉

県立十日町病院

森直一

武蔵野赤十字病院

落合勝一郎

聖路加国際病院

石原信吾

虎の門病院

井上昌彦

日本大学板橋病院

竹内春彦

北品川総合病院

日野原重明

聖路加国際病院

京京岡京潟潟京京京京京京
束東福東新新東東東東東東

精憲弾武逸

長崎市立市民病院

宮崎達

岡京京
静東東

住友別子病院

足利赤十字病院

一尺一尺
東東

三原赤十字病院

小野康平

神

松江市立病院

和

和歌山赤十字病院

常務理事

木葉京京京京川王京川
栃千束東東東奈埼東石

大阪逓信病院

阪阪山庫庫庫取根根口口山島島川媛知岡岡崎本賀崎分
大大歌兵兵丘〈鳥島島山山岡広広香愛高福福長熊佐官大

義敏慶正又正清正弘五静人雄太公

章雄徳次一俊一光毅郎一士碩郎一満夫美学郎章之近夫

田崎
田本家川川島田村和遠斐神中村戸島田原口谷巻
武嶋勝竹山八西西手亀西大恒甲小弘西水福柴楢山泉荒

大阪厚生年金病院

理事
奥田義正

斗南病院

北海道

石井主器夫

札幌逓信病院

北海道

２人事

社保宮城第一総合病院

森本茂

市立秋田総合病院

棚橋三郎

県立中央病院

大田辰雄

太田綜合病院

高橋昇

済生会宇都宮病院

小野昌宏

小山市立小山病院

堀尾茂生

桐生厚生総合病院

島清一郎

大官赤十字病院

諸橋芳夫

国保旭中央病院

渡邊進

成田赤十字病院

上田守長

東京武蔵野病院

石川幸雄

都立府中病院

山本ｌ参

都立大塚病院

大脇範雄

大脇病院

江木俊秀

東海病院

長崎太郎

救世軍ブース記念病院

柳沢浩気

池袋赤心堂病院

太田清一

大田総合病院

大野松次

京浜総合病院

服部達太郎

横浜赤十字病院

山田鉄三郎

浜松赤十字病院

細川一郎

静岡赤十字病院

岡本一男

静岡済生会病院

米村長敏

富山赤十字病院

三枝勇雄

山梨療養所

中沢忠雄

加納岩病院

佐藤元一郎

諏訪赤十字病院

桜井三郎

岐阜市民病院

中畠健

県立吉田病院

星野則行

小千谷総合病院

岡山義雄

岡山病院

弓削経一

京都市立病院

豊島正忠

済生会中津病院

吉岡観八

新千里病院

浜光治

浜外科病院

石倉，滉

松江赤十字病院

棟久一夫

県立中央病院

大和人士

岡山済生会病院

杉岡直登

九州厚生年金病院

士屋呂武

済生会福岡病院

鶴丸広長

県立病院好生館

徳岡三郎

大分県立病院

評議員

笹島吉平

函館五稜郭病院

岩田善輔

市立江別総合病院

上泉情

ルカ病院

酒井清澄

県立磐井病院

菊地俊雄

盛岡赤十字病院

成川二郎

古川市立病院

松木光彦

仙台市立病院

竹本吉夫

秋田赤十字病院

和泉昇次郎

由利組合総合病院

篠田秀雄

篠田総合病院

川上平太郎

竹田総合病院

大原喜一郎

大原綜合病院

松村亨

松村総合病院

金原文四郎

水戸赤十字病院

丹野清喜

水戸済生会病院

鈴木喬

県立友部病院

斉藤達郎

大田原赤十字病院

村松陸

榛名荘病院

真木実

真木病院

藤岡萬雄

県立小原療養所

道道道手手城城田田形島島島城城城木馬馬王
海海海岩岩宮宮秋秋山福福福茨茨茨栃群群埼

鈴木芳彦

大津赤十字病院

北北北

石巻赤十字病院

後藤光治

口

安田久

遠山病院

矛

県立宮古病院

遠山豪

重賀都阪阪山根口山岡岡賀分
三滋京大大歌島山岡福福佐大

河合繁平

神神神

青森県立中央病院

森手城城田形島木木馬王葉葉京京京京京京京川川川岡岡岡山梨梨野阜潟潟知
育岩宮宮秋山福栃栃群埼千千東東東東東東東奈奈奈静静靜富山山長岐新新愛

佐藤三郎

３５５

２人事

亀田俊孝亀田総合病院
柏戸正英柏戸病院
小原準三小原病院
河井博河井病院

勝野六郎都立駒込病院

名倉弓雄名倉病院

牧田中牧田総合病院
高山螢高山整形外科病院
下妻堅太郎大森赤十字病院
小林隆日本赤十字社産院

有賀槐三駿河台日本大学病院
大倉正二郎蒲田総合病院
佐野寛二厚生中央病院
岩井宏方岩井総合病院
中村兼次関東逓信病院
林隆文友愛病院
千葉保之中央鉄道病院
佐分利六郎同愛記念病院

山口’疸造済生会若草病院
内海栄一郎総合新川橋病院
士屋章渕野辺病院

多々良満寿雄市立富士中央病院
大岡義秋市立静岡病院
西川六郎掛川市立総合病院
黒田恭一高岡市民病院

小野良蔵小野病院

小口源一郎県立木曽病院
関守城西病院

百瀬岳夫豊科赤十字病院
3５６

栗本珍彦

県立岐阜病院

檜谷宗男

済生会三条病院

真島正

済生会新潟総合病院

寺田一郎

水原郷病院

小林誠之助

県立小出病院

田代勝洲

名古屋第一赤十字病院

中西真吉

社保中京病院

森泰樹

豊橋市民病院

小坂政一

福井県立病院

中野保二

石川県中央病院

天野尹

山田赤十字病院

水谷政市

済生会松阪病院

松田方一

吉田病院

細田精一

済生会滋賀県病院

財津晃

長浜赤十字病院

菅野正雄

京都第一赤十字病院

榊田博

日本バプテスト病院

宇山理雄

京都第二赤十字病院

中野進

四条外科病院

矢野精太郎

高槻赤十字病院

武田義章

大阪厚生年金病院

小山三郎

大阪赤十字病院

菊池二郎

大阪回生病院

勝慶徳

和歌山赤十字病院

依藤省三

済生会兵庫県病院

八家正俊

八家病院

北村常也

鳥取赤十字病院

西川正光

松江市立病院

手島弘毅

県立中央病院

亀田五郎

下関市立中央病院

西村静一

下関厚生病院

甲斐太郎

社保広島市民病院

'疸遠雄碩

三原赤十字病院

口

中山耕作聖隷浜松病院

県立多治見病院

禾

勝正孝川崎市立川崎病院

神神神神神

福井東一初声荘病院

小川巖

阜阜潟潟潟潟知知知井川重重良賀賀都都都都阪阪阪阪山庫庫取根根口口島島
岐岐新新新新愛愛愛福石一一一三奈滋滋京京京京大大大大歌丘〈兵鳥島島山山広広

千葉保次永吉の眼科病院

玉葉葉葉京京京京京京京京京京京京京京京京川川川川川岡岡岡岡山梨野野野
埼千千千東東東東東東東東東東東東東東東東奈奈奈奈奈静静静静富山長長長

秋山博済生会川口病院

２人事

士屋定敏松山赤十字病院

松葉清左衛門県立三好病院
広沢正久済生会八幡病院

副島謙社保小倉記念病院
柴田精郎長崎市立市民病院
三浦義一済生会熊本病院
山口弾之至誠会病院

泉谷武近県立宮崎病院
荒巻逸夫大分赤十字病院
昭和49年度（第11期）役員
名誉会長

大野松次京浜総合病院
五十嵐衡晴和病院

会長

岩田善輔市立江別総合病院
川又健吉札幌逓信病院
佐藤三郎青森県立中央病院
阿部辰夫岩手県立大船渡病院
成川二郎古川市立病院

安田久石巻赤十字病院

松木光彦仙台市立病院

長谷川功山形県立中央病院
本宿尚公立藤田総合病院
鈴木一郎公立岩瀬病院

高橋昇済生会宇都宮病院
村松陸榛名荘病院

東陽一

中伊豆リハビリテーションセンター
副会長

堀尾茂生桐生厚生総合病院

白崎敬志前橋赤十字病院
高木紹夫深谷赤十字病院

小野田敏郎佼成病院

大脇範雄大脇病院

阿久津’直名鉄病院

山本修都立大塚病院

諸橋芳夫国保旭中央病院

伊藤邦彦伊藤病院

常務理事

東京

理事

内藤比天夫茨城県立中央病院

神崎三益武蔵野赤十字病院名誉院長

神奈川

上田守長東京武蔵野病院

江木俊秀東海病院

守屋博順天堂医院東京

石川幸雄都立府中病院

野村秋守野村病院東京

小林隆日赤医療センター

河野稔北品川総合病院東京

浅井一太郎虎の門病院

根元儀一大和市立病院埼玉

小野肇大口病院

左奈田幸夫国立埼玉病院埼玉

太田清一大田総合病院

奥田幸造公立能登総合病院石川

中畠健新潟県立吉田病院

藤岡萬雄県立小原療養所埼玉

足立修嶽長岡赤十字病院

堀内光東京都済生会中央病院東京

米村長敏富山赤十字病院

渡邊進成田赤十字病院千葉

小坂政一福井県立病院

神神

小野康平足利赤十字病院栃木

北北

井出一郎聖マリア病院

監事

道道森手城城城形島島城木馬馬馬玉京京京京京京京京川川潟潟山井
海海青岩宮宮宮山福福茨栃群群群埼東東東東東東東東奈奈新新富福

水戸正美水戸病院

川媛島岡岡岡岡崎本賀崎分
香愛徳福福福福長熊佐宮大

小神公一高松赤十字病院

３５７

２人事

山田鉄三郎

浜松赤十字病院

岡本一男

静岡済生会病院

細川一郎

静岡赤十字病院

横田政信

静岡県立中央病院

森泰樹

豊橋市民病院

中西真吉

社保中京病院

岡山義雄

岡山病院

遠山豪

遠山病院

後藤光治

大津赤十字病院

榊田博

日本バプテスト病院

弓削経一

京都市立病院

小山三郎

大阪赤十字病院

豊島正忠

済生会中津病院

吉岡観八

新千里病院

大屋拳吾

神戸市立中央病院

遠藤香苗

和歌浦中央病院

石倉幌

松江赤十字病院

大和人士

岡山済生会総合病院

棟久一夫

山口県立中央病院

杉岡直登

九州厚生年金病院

士屋呂武

済生会福岡総合病院

井手一郎

聖マリア病院

鶴丸広長

県立病院好生館

大橋登

水俣市立病院

徳岡三郎

大分県立病院

評議員

金子保彦

岩手県立中央病院岩手

酒井清澄

県立磐井病院岩手

女川浩

仙台赤十字病院宮城

宮森照

公立刈田総合病院宮城

森本茂

市立秋田総合病院秋田

和泉昇次郎

由利組合総合病院秋田

岡田泰衛

山形市立病院済生館山形

川上平太郎

竹田綜合病院福島

大原光雄

大原綜合病院福島

丹野清喜

水戸済生会総合病院茨城

金原文四郎

水戸赤十字病院茨城

斉藤達郎

大田原赤十字病院栃木

戸部竜夫

県立がんセンター東毛病院群馬

真木実

真木病院

秋山博

済生会川口総合病院

加納寛－

大宮赤十字病院

浅野誠一

浦和市立病院

深町庫次

葛南病院

亀田俊孝

亀田総合病院

柏戸正英

柏戸病院

牧田中

牧田総合病院

大倉正二郎

蒲田総合病院

名倉弓雄

名倉病院

中村哲夫

板橋中央病院

高山螢

高山整形外科病院

荘寛

荘病院

岩井宏方

岩井総合病院

林隆文

友愛病院

田中瑞穂

留萠市立総合病院

北海道

河井博

河井病院

上泉情

ルカ病院

北海道

熊谷頼明

京浜病院

合掌義二

釧路赤十字病院

北海道

有賀槐三

駿河台日本大学病院

笹島吉平

函館五稜郭病院

北海道

城所達士

河北病院

橋本昌武

市立函館病院

北海道

東光平

豊洲厚生病院

鳴海康仲

鳴海病院

青森

菅原虎彦

聖路加国際病院

３５８

馬玉王玉葉葉葉京京京京京京京京京京京京京京
群埼埼埼千千千束東東東東東東東東東東東東東

岐阜市民病院

口

桜井三郎

下

加納岩病院

梨阜岡岡岡岡知知知重賀都都阪阪阪庫山根山口岡岡岡賀本分
山岐静静静静愛愛愛一一一滋京京大大大兵歌島岡山福福福佐熊大

中沢忠雄

２人事

士屋博文

永寿総合病院

田川重三郎

あそか病院

大井実

東京厚生年金病院

永田正夫

板橋区医師会病院

勝正孝

川崎市立病院

内海栄一郎

総合新川橋病院

士屋章

渕野辺病院

羽田正－

横浜市立市民病院

佐藤靖夫

日本鋼管病院

大井政栄

刈羽郡総合病院

寺田一郎

水原郷病院

桑名昭治

桑名病院

鈴木寛

県立津川病院

糟谷宗雄

済生会三条病院

越山健二

上市厚生病院

木越晴夫

高岡市民病院

中野保二

石川県中央病院

田中広昌

田中病院

小野良蔵

小野病院

百瀬岳夫

豊科赤十字病院

関守

城西病院

小口源一郎

長野県立木曽病院

森直之

大垣市民病院

山本直輝

県立岐阜病院

榎本敏雄

静岡厚生病院

中山耕作

聖隷浜松病院

杉浦’眞自

市立清水総合病院

石井静二

焼津市立総合病院

田代勝洲

名古屋第一赤十字病院

鈴木茂

春日井市民病院

加藤貞三郎

津島市民病院

沢井昭定

三重県立一志病院

済生会松阪病院

財津晃

長浜赤十字病院

加藤明

琵琶湖病院

宇山理雄

京都第二赤十字病院

中野進

四条外科病院

塩津徳晃

公立南丹病院

緒方豊

京都桂病院

武田義章

大阪厚生年金病院

矢野精太郎

高槻赤十字病院

田中治

東大阪病院

菊池二郎

大阪回生病院

川嶌－雄

長尾病院

宮地知男

宮地病院

千葉啓二郎

川崎病院

山本善信

県立病院柏原荘

依藤省三

済生会兵庫県病院

松田方一

吉田病院

月山和男

月山病院

内藤行雄

和歌山赤十字病院

瀬藤光仁

瀬藤病院

北村常也

鳥取赤十字病院

西川正光

松江市立病院

野手信哉

島根県立中央病院

秋本若二

岡山赤十字病院

恒遠雄碩

三原赤十字病院

槇坪時良

槇坪病院

吉富正一

山口赤十字病院

亀田五郎

下関市立中央病院

小神公一

高松赤十字病院

士屋定敏

松山赤十字病院

町田速雄

町田産研病院

水戸正美

水戸病院

大北良輔

八幡製鉄所病院

副島謙

社会保険小倉記念病院

和和和

厚生中央病院

水谷政市

重賀賀都都都都阪阪阪阪阪庫庫庫庫良山山山取根根山島島口口川媛知岡岡岡
一一一滋滋京京京京大大大大大兵兵兵兵奈歌歌歌鳥島島岡広広山山香愛高福福福

佐野寛二

神神神神神

都立大久保病院

京京京京京京川川川川川潟潟潟潟潟山岡川井梨野野野阜阜岡岡岡岡知知知重
東東東東東東奈奈奈奈奈新新新新新富高石福山長長長岐岐静静静静愛愛愛三

中沢武雄

３５９

２人事

福岡

金子保彦岩手県立中央病院

至誠会病院

佐賀

安田久石巻赤十字病院

長崎市立市民病院

長崎

長谷川功山形県立中央病院

済生会熊本病院

熊本

本宿尚公立藤田病院

熊本市民病院

熊本

森玄俊森病院

大分赤十字病院

大分

諸橋芳夫国保旭中央病院

県立宮崎病院

宮崎

岡田敬蔵都立松沢病院

鹿児島市民病院

鹿児島

沖縄赤十字病院

沖縄

荒川久荒川外科病院
愛知

名鉄病院

藤掛敏藤掛第一病院

副会長
佼成病院

内藤景岳

総合病院南大阪病院

遠山豪

遠山病院

大屋拳吾

神戸市立中央市民病院

京阪重庫
東大一一一兵

小野田敏郎

常任理事

横田政信県立中央病院
岡山義雄岡山病院
余語栄三余語病院

村田清市立伊勢総合病院
財津晃長浜赤十字病院

県立小原療養所

渡邊進

成田赤十字病院

野村秋守

野村病院

河野稔

北品川総合病院

堀内光

済生会中央病院

平野一彌

港北耳鼻咽喉科病院

奥田幸造

公立能登総合病院

小口源一郎

県立木曽病院

細川一郎

静岡赤十字病院

榊田博

日本バプテスト病院

小原知次郎

小原病院

岡田泰二

岡田病院

菱山博文

福岡城南病院

小山三郎大阪赤十字病院
林秀雄八尾市立病院
河崎茂水間病院

澤潤一さわ神経科病院

吉岡観八新千里病院
宮地知男宮地病院

松本功西奈良中央病院
遠藤香苗和歌浦中央病院
棟久一夫県立中央病院

杉岡直登九州厚生年金病院
岩永光治十善会病院
徳岡三郎大分県立病院

和

藤岡萬雄

神

国立埼玉病院

玉玉葉京京京川川野岡都庫島岡
埼埼千東東東奈石長静京兵広福

左奈田幸夫

3６０

島津寿秀甲州中央温泉病院

神

中畠健県立吉田病院

会長

理事

牧田中牧田病院
小野肇汐見台病院

昭和50年度（第12期）役員

阿久津’直

小林隆日赤医療センター

手城形島木葉京京京川潟井梨阜岡知知重賀阪阪阪阪阪庫良山口岡崎分
岩宮山福栃千束東東奈新福山岐静愛愛三滋大大大大大兵奈歌山福長大

明之茂一郎夫近美実
正弾
義二逸武勝
原
正
宗口原浦上巻谷高嘉
宮山一一一三井荒泉上比

済生会八幡病院

監事

太田清一太田総合病院

久保泰平茨城県立中央病院

神奈川

茨城

２人事

堀口銀二郎

伊藤邦彦伊藤病院
堀口整形外科病院

和歌山

同副議長

野村益朗第一病院
浜松赤十字病院

静岡

代議員

羽田正一横浜市立市民病院

熊田正春日吉病院

嘉戸達也

浦河赤十字病院

上泉清

ルカ病院

松田規六

国保黒石病院

菊地浴

県立一戸病院

女川浩

仙台赤十字病院

成川二郎

古川市立病院

鵜浦有紀

鹿角組合病院

竹木吉夫

秋田赤十字病院

岡田泰衛

山形市立病院済生館

篠田秀男

篠田総合病院

伊藤雄

公立岩瀬病院

星源之助

総合会津中央病院

三宅和夫

県西総合病院

金沢孝

大洗病院

浅葉義－

国立塩原温泉病院

佐藤幹雄

佐藤外科病院

戸部竜夫

がんセンター東毛病院

真木実

真木病院

高木紹夫

深谷赤十字病院

井上寿一

上福岡中央病院

深町庫次

葛南病院

柏戸正英

柏戸病院

稲田竜一

都立墨東病院

中沢武雄

都立大久保病院

石山俊次

駿河台日大病院

河井博

河井病院

名倉弓雄

名倉病院

高山螢

高山整形外科病院

道道道森手城城田凹形形島島城城木木馬馬玉玉葉葉京京京京京京
海海海青岩宮宮秋秋山山福福茨茨栃栃群群埼埼千千東東東東東東

留萠市立病院

北北北

田中瑞穂

篠崎功篠崎病院
鈴木寛県立津川病院

桑名昭治桑名病院
越山健二上市厚生病院

西能正一郎西能整形外科病院
中野保二県立中央病院
菊地誠金沢西病院
小坂政一福井県立病院

相木七艮右衛門相木病院

渡辺信夫石和町国保峡東病院
高山不二夫高山病院
鈴木辰四郎長野赤十字病院

鳥羽増人市立大町総合病院
桜井三郎岐阜市民病院
山田実男山田病院

山田鉄三郎浜松赤十字病院

中山耕作聖隷浜松病院
山崎健之更生病院
湯浅敬之助公立陶生病院
神谷八郎右衛門神谷病院
大野道夫刈谷豊田病院鮫
市川勝美光生会病院
河合正鳴海病院

伊藤研大雄会病院
沢井昭定県立一志病院
町野良彦永井病院
田中矩夫田中病院

葛谷覚元大津市民病院
九谷脩九谷病院

神神神

山田鉄三郎

前沢伯彦前沢整形外科病院

京京京川川川潟潟山山川川井井梨梨野野阜阜岡岡知知知知知知知重重重賀賀
東東東奈奈奈新新富富石石福福山山長長岐岐静静愛愛愛愛愛愛愛三一一一一一一滋滋

代議員会議長

３６１

２人事

野木一雄大手町病院

長谷広市立北市民病院
矢野尾三郎天王寺病院

中野博光中野こども病院
大道学大道病院
加納繁美加納病院
籔本秀雄阪和病院
田中治東大阪病院
有澤源蔵有澤病院

中嘉一郎市立芦屋病院
依藤省三済生会兵庫病院
望月憲雄姫路赤十字病院
芳野泰礼西武庫病院
野村正行野村病院

平野明共立会病院
菊田捷二済生会御所病院
南溢秋津病院

堀口銀二郎堀口整形外科病院
中村了生中村整形外科病院
北村常也鳥取赤十字病院
野島鉄之助野島病院

藤原拓士水島中央病院
恒遠雄碩三原赤十字病院
河村虎太郎河村病院

土屋定敏松山赤十字病院
３６２

高知市立市民病院

町田速雄

町田産研病院

弓削静彦

大牟田市立病院

大北良輔

八幡製鉄所病院

井手一郎

聖マリア病院

原安彦

原病院

鶴丸広長

県立病院好生館

山口弾之

至誠会病院

三原茂

長崎市立市民病院

福井順

福井病院

桜田重夫

桜田病院

宮川三男

荒尾市民病院

岡崎礼治

竜ヶ岳町立上天草病院

武内玄伸

県立療養所三重病院

泉谷武近

県立宮崎病院

船渡護

県立延岡病院

上高原勝美

鹿児島市民病院

比嘉実

沖縄赤十字病院

城間祥行

泉崎病院
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会長

左奈田幸夫

国立埼玉病院

埼玉

副会長
小野田敏郎

佼成病院

内藤景岳

総合病院南大阪病院

河野稔

北品川総合病院

徳岡三郎

大分県立病院

常任理事
長谷川功

山形県立中央病院

秋山博

済生会川口総合病院

野村秋守

野村病院

山埼東

村田寿太郎村田博愛病院

飯塚治

形玉京

吉富正一山口赤十字病院

鈴江病院

京阪京分

宮本祥郎津山中央病院

鈴江襄治

東大東大

野手信哉県立中央病院

和和和

内藤行雄和歌山赤十字病院

大久保病院

鹿

多胡楢祐多胡病院

大久保新也

島島知知岡岡岡岡賀賀崎崎崎本本分崎崎島縄縄
徳徳高高福福福福佐佐長長長熊熊大宮宮児沖沖

国重正敬富田病院

都都都阪阪阪阪阪阪阪阪阪庫庫庫庫庫庫庫良良山山山取取根山山島島口口媛

中野進四条外科病院

京京京大大大大大大大大大丘〈兵兵兵兵兵兵奈奈歌歌歌鳥鳥島岡岡広広山山愛

塩津徳晃公立南丹病院

２人事

有澤源蔵

有澤総合病院大阪

平野一弥港北耳鼻咽喉科病院神奈川

大屋拳吾

神戸市立中央市民病院兵庫

亀山宏平中央綜合病院新潟

北村行彦

優生病院兵庫

村田勇富山県立中央病院富山

宮地知男

宮地病院兵庫

島津寿秀甲州中央温泉病院山梨

南溢

秋津鴻池病院奈良

若月俊一佐久総合病院長野

遠藤香苗

和歌浦中央病院和歌山

細川一郎静岡赤十字病院静岡

中村了生

中村整形外科･外科病院和歌山

岡山義雄岡山病院愛知

石倉幌

松江赤十字病院

吉岡観八新千里病院大阪

棟久一夫

山口県立中央病院

小原知次郎小原病院兵庫

藤井昌富

高知県立中央病院

藤原拓士水島中央病院岡山

鍬塚登喜郎

福岡赤十字病院

菱山博文福岡城南病院福岡

岩永光治

十善会病院＝

理事

根口知岡崎
島山高福長

堀内光東京都済生会中央病院東京

監事

金子保彦岩手県立中央病院岩手

太田清一

太田総合病院

安田久石巻赤十字病院宮城

戸川潔

茨城県立中央病院

茨城

竹本吉夫秋田赤十字病院秋田

代議員会議長

星源之助総合会津中央病院福島

堀口銀二郎

堀口整形外科病院

和歌山

鈴木達也水戸協同病院茨城
諸橋芳夫国保旭中央病院千葉
渡邊進成田赤十字病院千葉

同副議長
財津晃

滋賀

長浜赤十字病院

代議員
浦河赤十字病院

東京

成川二郎

古川市立病院

高山豊高山整形外科病院東京

女川浩

仙台赤十字病院

小野肇汐見台病院神奈川

鵜浦有紀

鹿角組合総合病院

大野松次京浜総合病院神奈川

瀬戸泰士

中通病院＋

山本直輝岐阜県立岐阜病院岐阜

安藤静男

山形市立病院済生館

藤掛敏藤掛第一病院岐阜

篠田秀男

篠田総合病院

長谷川豊男静岡市立静岡病院静岡

本宿尚

公立藤田総合病院

榎本敏雄静岡厚生病院静岡

三宅和夫

県西総合病院

神谷喜作臨港病院愛知

丹野清喜

水戸済生会総合病院

村田清市立伊勢総合病院三重

会沢孝

大洗海岸病院

遠山豪遠山病院三重

堀尾茂生

桐生厚生総合病院

γj､山三郎大阪赤十字病院ゴ大阪

高木紹夫

深谷赤十字病院

‐河崎茂Ｌ水間病院、大阪

井上寿一

上福岡中央病院：▼

道城城田田形形島城城城馬玉玉
海宮宮秋秋山山（福茨茨茨群埼埼

嘉戸達也

北

小林隆日本赤十字社医療センター

神奈川

3６３

２人事

岡田敬蔵

都立松沢病院

吉植庄平

青梅市立総合病院

河井博

河井病院

前沢伯彦

東京前沢整形外科病院

野村益朗

第一病院

織本正慶

織本病院

松村英久

根岸国立病院

渡辺千春

府中医王病院

大内正夫

済生会神奈川県病院

篠崎功

篠崎病院

熊田正春

日吉病院

士屋章

渕野辺病院

鈴木寛

県立津川病院

寺田一郎

水原郷病院

桑名昭治

桑名病院

越山健二

上市厚生病院

西能正一郎

西能整形外科病院

道下忠蔵

石川県立高松病院

大月五

福井県立病院

藤沢正清

福井県済生会病院

腰塚浩

国保富士吉田市立病院

高山不二雄

高山病院

中村聡

韮崎外科病院

鈴木辰四郎

長野赤十字病院

相沢正樹

相沢病院

関守

城西病院

水川勇

l伎阜市民病院

山田実男

山田病院

杉浦’眞自

市立清水総合病院

中山耕作

聖隷浜松病院

篠田功

稲沢市民病院

緒方正吾

豊橋市民病院

３６‘

刈谷豊田病院

伊藤研

大雄会病院

加藤健

三九朗病院

筒井淳平

中勢総合病院

町野良彦

永井病院

田中矩夫

田中病院

菖谷覚元

大津市民病院

九谷脩

九谷病院

塩津徳晃

公立南丹病院

中野進

四条外科病院

矢野精太郎

高槻赤十字病院

小山英次

大阪警察病院

中野一博光

中野こども病院

大道学

大道病院

矢野尾三郎

天王寺病院

加納繁美

加納病院

依藤省三

済生会兵庫県病院

望月憲雄

姫路赤十字病院

野村正行

野村病院

平野明

共立会病院

多胡楢祐

多胡病院

安田俊吉

広野高原病院

菊田捷二

済生会御所病院

久米道雄

済生会奈良病院

沢井陽一

沢井病院

古田浩二

国保日高病院

内藤行雄

和歌山赤十字病院

瀬藤光仁

瀬藤病院

月山和男

月山病院

岩宮緑

済生会境港病院

野島鉄之助

野島病院

岩宮公平

島根県立中央病院

西川正光

松江市立病院

大和人士

岡山済生会総合病院

和和和和

柏戸病院

大野道夫

知知知重重重賀賀都都阪阪阪阪阪阪庫庫庫庫庫庫良良良山山山山取取根根山
愛愛愛一一一一一一三滋滋京京大大大大大大兵兵兵兵兵兵奈奈奈歌歌歌歌鳥鳥島島岡

柏戸正英

神神神神

小見川中央病院

葉葉京京京京京京京京川川川川渦潟潟山山川井井梨梨梨野野野阜阜岡岡知知
千千束東東東東東東東奈奈奈奈新新新富富石福福山山山長長長岐岐静静愛愛

小林慰之

２人事

三新見中央病院

宮本祥郎

津山中央病院

吉富正一

山口赤十字病院

村田寿太郎

村田博愛病院

武田七郎

小松島赤十字病院

士屋定敏

松山赤十字病院

白石善之

県立中央病院

飯塚治

高知市立市民病院

兵働貞夫

浜の町病院

大北良輔

八幡製鉄所病院

井手一郎

聖マリア病院

原安彦

香椎原病院

鶴丸広長

県立病院好生館

山口弾之

至誠会病院

三原茂

長崎市立市民病院

福井順

福井病院

梶山茂

大石共立病院

富永雄幸

佐世保中央病院

三浦義－

済生会熊本病院

武内玄信

県立療養所三重病院

泉谷武近

県立宮崎病院

船渡護

県立延岡病院
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諸橋芳夫

国保旭中央病院

渡邊進

成田赤十字病院

堀内光

東京都済生会中央病院

野村秋守

野村病院

大野松次

京浜総合病院

平野一弥

港北耳鼻咽喉科病院

三宅史郎

国立甲府病院

榎本敏雄

静岡厚生病院

細川一郎

静岡赤十字病院

岡山義雄

岡山病院

有澤源蔵

有澤総合病院

北村行彦

優生病院

榊原宏

榊原十全病院

理事
金子保彦

岩手県立中央病院岩手

安田久

石巻赤十字病院宮城

竹本吉夫

秋田赤十字病院秋田

長谷川功

山形県立中央病院山形

安藤静男

山形市立病院済生館山形

星源之助

総合会津中央病院福島

真木実

真木病院群馬

原俊夫

公立昭和病院東京

小林隆

日本赤十字社医療センター

東京

会長

内藤景岳総合病院南大阪病院

蕨市立病院

大阪

高山螢

高山整形外科病院東京

九毛英二

東京慈恵会医科大学附属病院
東京

副会長

河野稔北品川総合病院

吉岡観八新千里病院
村田勇富山県立中央病院

野京阪山
長東大富

若月俊一佐久総合病院

常任理事

秋山博済生会川口総合病院

神神

木田恵三

池谷亘

玉葉葉京京川川梨岡岡知阪庫山
埼千千東東奈奈山静静愛大兵岡

玉島中央病院

山山山口ロ島媛媛知岡岡岡岡賀賀崎崎崎崎本分崎崎
岡岡岡山山徳愛愛高福福福福佐佐長長長長熊大宮宮

高越秀明

埼玉

小野肇

大口病院神奈川

亀山宏平

中央綜合病院新潟

中沢忠雄

加納岩病院山梨

小口源一郎

昭和伊南総合病院長野

相沢正樹

相沢病院長野

山本直輝

岐阜県立岐阜病院岐阜
3６５

２人事

静岡市立静岡病院

下村尚一

海南病院

太田元次

名古屋抜済会病院

神谷喜作

臨港病院

村田情

伊勢市立伊勢総合病院

遠山豪

遠山病院

豊島正忠

大阪府済生会中津病院

二本杉皎

大阪赤十字病院

河崎茂

水間病院

田中治

東大阪病院

安東三郎

神戸市立西市民病院

白井潤

神戸披済会病院

小原知次郎

小原病院

平野明

共立会病院

南溢

秋津鴻池病院

遠藤香苗

和歌浦中央病院

中村了生

中村整形外科病院

石倉幌

松江赤十字病院

近藤慶二

高知県立中央病院

鍬塚登喜郎

福岡赤十字病院

三浦義~

済生会熊本病院

岩永光治

十善会病院

佼成病院院長

参与
牛場大蔵

日本医学教育学会会長

倉田正~

慶応義塾大学教授

佐分利輝彦

厚生省病院管理研究所所長

行天良雄

ＮＨＫ科学部チーフ・ディレク
ター

内田卿子

聖路ｶﾛ国際病院総婦長

代議員

中村雛形外科病院

倉光宏

北上済生会病院

遠山美和

遠山病院

丹野三男

仙台市立病院

女川浩

仙台赤十字病院

峯木照夫

秋田組合総合病院

瀬戸泰士

中通病院

桑島拾三郎

酒田市立酒田病院

篠田秀男

篠田総合病院

本宿尚

公立藤田総合病院

神奈川

渡辺正光

渡辺内科胃腸科病院

茨城

三宅和夫

県西総合病院

丹野清喜

水戸済生会総合病院

会沢孝

大洗海岸病院

鈴木達也

水戸協同病院

斉藤達郎

大田原赤十字病院

松本清一

自治医科大学附属病院

日本赤十字社常任理事

長洋

前橋赤十字病院

武蔵野赤十字病院名誉院長

山崎学

山崎病院

中伊豆リハビリテーションセン

高木紹夫

深谷赤十字病院

和和

中村登富雄

茨城県立中央病院

代議員会議長
長浜赤十字病院

滋賀

同副議長
河井病院

東京

顧問

３６６

小野田敏郎

白石中央病院

戸川潔

東陽一

東海大学教授

野田潔

太田総合病院

神崎三益

左奈田幸夫

浦河赤十字病院

太田清一

河井博

名鉄病院院長

嘉戸達也

監事

財津晃

阿久津’慎

道道森手手城城田田形形島島城城城城木木馬馬玉

長谷川豊男

ター顧問

海海青岩岩宮宮秋秋山山福福茨茨茨茨栃栃群群埼
北北

藤掛第一病院

阜岡知知知重重阪阪阪阪庫庫庫庫艮山山根知岡本崎
岐静愛愛愛三一一一大大大大兵兵兵兵奈歌歌島高福熊長

藤掛敏

２人事

上福岡中央病院

埼玉

加藤明

琵琶湖病院

小林唇之

小見川中央病院

千葉

緒方正吾

豊橋市民病院

柏戸正英

柏戸病院

千葉

富永健二

名古屋第二赤十字病院

原義雄

都立荏原病院

東京

伊藤研

総合大雄会病院

篠塚輝治

都立豊島病院

東京

加藤健

三九朗病院

高橋政夫

大森赤十字病院

東京

小山士郎

松阪市民病院

織本正慶

織本病院

東京

田中矩夫

田中病院

河井博

河井病院

東京

塩津徳晃

公立南丹病院

野村益朗

第一病院

東京

中野進

京都四条病院

前沢伯彦

東京前沢整形外科病院

東京

上月景光

高槻赤十字病院

藤森一平

川崎市立)||崎病院

神奈川

西田茂樹

大阪府済生会野江病院

大内正夫

済生会神奈川県病院

神奈川

大道学

大道病院

熊田正春

I｣吉病院

神奈川

杉本雄三

関西電力病院

士屋章

渕野辺病院

神奈川

加納繁美

総合加納病院

寺田一郎

水原郷病院

新潟

岸口繁

府中病院

桑名昭治

桑名病院

新潟

中野博光

中野小児病院

鈴木寛

新潟県立津川病院

新潟

岡田康男

姫路赤十字病院

越山健二

上市厚生病院

富山

依藤省三

済生会兵庫県病院

西能正一郎

西能整形外科病院

富山

安田俊吉

広野高原病院

道下忠蔵

石川県立高松病院

石川

元原利武

明舞中央病院

神野正一

恵寿病院

石川

多胡楢祐

城南多胡病院

長田文男

福井赤十字病院

福井

久米道雄

済生会奈良病院

藤沢正清

福井県済生会病院

福井

沢井陽一

沢井病院

安田宏

大月市立中央病院

山梨

古田浩二

国保日高病院

和歌山

島津寿秀

甲州中央温泉病院

山梨

内藤行雄

和歌山赤十字病院

和歌山

飯田文良

山梨県立中央病院

山梨

瀬藤光仁

瀬藤病院

和歌山

友野隆

諏訪赤十字病院

長野

神保勝俊

宮木病院

和歌山

関守

城西病院

長野

月山和男

月山病院

和歌山

水川勇

岐阜市民病院

岐阜

岩宮緑

鳥取県済生会境港病院

鳥取

山田実男

山田病院

岐阜

野島鉄之助

野島病院

鳥取

植田一郎

沼津市立病院

静岡

森本正紀

森本産婦人科病院

島根

中山耕作

総合病院聖隷浜松病院

静岡

大和人士

岡山済生会総合病院

岡山

後藤忠雄

静岡県立中央病院

静岡

宮本祥郎

総合病院津山中央病院

岡山

財津兇

長浜赤十字病院

滋賀

木田）恵三

新見中央病院

岡山

賀知知知知重重都都阪阪阪阪阪阪阪庫庫庫庫庫良良
滋愛愛愛愛三一一一京京大大大大大大大兵兵兵兵兵奈奈

井上寿一

3６７

￣

２人事

岡田泰二

岡田病院

広島

吉富正一

総合病院山口赤十字病院

山口

村田寿太郎

村田博愛病院

山口

萱田静海

香川労災病院

香川

藤原憲和

総合病院回生病院

香川

士屋定敏

総合病院松山赤十字病院

愛媛

松尾慎一郎

十全総合病院

愛媛

中西惨

中西整形外科病院

徳島

飯塚治

高知市立市民病院

高知

岡村一雄

岡村病院

高知

３６８

浜の町病院
聖マリア病院

香椎原病院

大牟田市立病院

済生会福岡総合病院
佐賀県立病院好生館
至誠会病院
福井病院

佐世保中央病院
沖縄赤十字病院

岡岡岡岡岡賀賀崎崎縄
福福福福福佐佐長長沖

広島

夫郎彦彦武長之順幸実
貞一安静呂広弾
雄

広島市民病院

働手
削屋丸口井永嘉
兵井原弓士鶴山福富比

甲斐太郎

３経済

済

３経
日本病院会の収支の経済については創設以来
つねに困難な経過をつづってきた。

31日に改められた。したがって，昭和31年度は

前年６月１日より翌年３月31日に終っている。
総合収支について

表でみるように，収支は昭和26年度から40年
度まではおおむね順調に推移しているが，昭和

41年度から46年度まで研究会活動が活発化し収

しかし昭和47年度から49年度までは会員の増加

と会費額の改訂，セミナー，海外視察研究会の
開始により大幅な収入の増加を見た。

昭和50年度以降は全日病との合同と50年度，

８９０１２３４５

加し収支差額（次期繰越）は極端に減少した。

４４５５５５５５

入も大幅に増加したが，支出もそれに伴って増

２，７４７

３，５７８

３，４６０

４，８３７

４，４７２

４，５８２

４，３０１

５，９７４

５，６９５

５，５３０

５，３００

７，０４８

６，５０４

７，７７０

７，３００

７８５１９０４０７３２５６９
４１６８７３４７３１１３５３

日とされたが，昭和31年以降４月１日より３月

２，８９４

１１３２２２５４７４

会計年度は創立以来６月１日より翌年５月３１

１２３４５６７８９０１２３４５６７
３３３３３３３３３４４４４４４４４

するために現用の勘定科目に統一した。

昭

いては変遷を経てきているが，対比を明らかに

年度｜総収入｜総支出｜収支差額
和

はじめに収支の実績を掲げる。勘定科目につ

(単位：千円）

8,026

7,289

10,543

10,130

12,645

12,633

16,437

16,402

22,234

22,178

29,201

29,162

36,502

36,494

８

48,585

48,410

１７５

6２．１４９

60,136

2,013

75.107

71,832

3,275

92,781

89.813

2,968

128,576

118.970

9,606

191.651

166,351

25,300

260,789

246,397

1４．３９２

279,049

267,691

11,358

264,573

258,127

6,446

261,916

253,065

8,851

51年度，５２年度と３年続けて会費を値上げした

ため収入の増となったが，５２年度に事務局職員
の大幅採用，給与の改訂，５４年の事務所移転等
により，収支差額は逓減した。
（(単位：千円）

年度｜総収入｜総支出｜収支差額
1,051

２８

1,426

1,325

２９

2,375

2,342

３０

3,038

2,873

１

1,730

1,102

１

1,785

２７

５１１３５
５５０３６

昭和2６

２年度別収支について

創立の昭和26年度は法人格申請中のため残念
ながら決算は不明であるため予算額を表示し
た。年度別収支は本欄の最後に掲げる。

勘定科目（款項目）については，歴史的な事

実を明記すべきであるが，各年度との比較を重
視したため，現在の科目に置きかえて，さらに
細目については省略した。
３６９

３経済

昭和50年度と51年度は法人と任意団体を合併
して表示した。

年度別備品

(単位：円）

年度｜増加額｜減少額｜累計

改善し昭和51年度からは公認会計士の指導を
受けることとなった。

昭和26年度～42年度
収入，支出伝票による単式簿記

昭和43年度～50年６月
収入，支出伝票と帳簿を採用

昭和50年７月以降
伝票合計による複式簿記採用

昭和53年度以降
公益法人会計規則採用

３年度別資産，備品

年度別の資産および備品はつぎのとおりであ
る。

年度別資産

(単位：千円）

年度川金額｜年度｜金額

８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５

入，支出面が多様化したため，その処理方法を

２２３３３３３３３３３３４４４４４４４４４４５５５５５５

し，４２年度以降は大幅な事業の拡大に伴って収

年

あったが，昭和35年度から事業が少しずつ増加

和
昭

創立から10年間は収入，支出の科目が少数で
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４８，５００

645,574
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６，４００
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４５，５６０

２，０００

829,324

259,420

０

1,088,744

416,700

０

1,505,444

1,945,950

459,717

2,991,677

1,076,680

2,453,812

1,614,545

175,490

152,528

1,637,507

0

376,866

1,260,641

1,266,110
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882,550
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４会費額の推移について

１，５５０
１，７９４
１，８９９
２，２０７
５，８０４

４，４７６
4,586

13,758
22,902

17,302

会費の推移はつぎのとおりである。
昭和26年度～29年度年会費1,200円
昭和30年度1,800円
昭和31年度～32年度2,000円
昭和33年度（最高19,000円）

基本会費4,000円

28,351

附加会費一般結核精神

26,355

５０床以下０円０円

30,608

５１床～100床、２，０００円０円

３経済

101床～200床4,000円2,800円
201床～300床6,000円4,200円

251床以上８０円４０円

昭和47年度～48年度（最高46,500円）

301床～400床8,000円5,600円

基本会費２０床～49床6,000円

401床～500床10,000円7,000円

５０床以上8,000円

501床以上15,000円10,500円

年間一床当会費一般結核精神

昭和34年度（最高16,000円）

２０床～４９床100円８０円

附加会費一部変更一般結核精神

５０床～250床120円９６円

501床以_上12,000円8,400円

251床～550床７０円５６円

昭和35年度～39年度

昭和49年度（最高59,500円）

附加会費一部変更結核精神

基本会費10,000円

５１床～100床1,400円

年間一床当会費一般結核精神

昭和40年度～41年度（最高20,000円）
病床数に応じた会費に変更

病床数一般結核精神

２０床～250床140円112円
251床～550床９０円７２円

昭和50年度（最高96,000円）

２０床～５０床5,000円5,000円

基本会費24,000円

５１床～100床7,500円7,000円

病床割り一般精神１床につき120円

101床～200床10,000円8,500円

結核〃100円

201床～300床12,500円10,500円
301床～400床15,000円12,000円

（600床で打ち切り）
昭和51年度（最高120,000円）

401床～500床17,500円14,000円

基本会費４８，０００円

501床以上20,000円15,000円

病床割りは前年度と同額

昭和42年度～44年度（最高30,000円）

昭和52年度（最高150,000円）

病床数一般結核精神

基本会費54,000円

２０床～５０床7,500円7,500円

病床割り一般精神１床につき160円

５１床～100床11,300円10,500円

結核〃130円

101床～200床15,000円12,800円

201床～300床18,800円15,800円

（600床で打ち切り）

昭和53年度～55年度（最高150,000円）

301床～400床22,500円18,000円

基本会費は変らず

401床～500床26,300円21,000円

病床割りは２０床～５０床免除

501床以上30,000円23,300円

５１床～100床6,000円の定額

昭和45年度～46年度（最高45,000円）

101床以上の病院は一床につき

基本会費3,000円

一般精神160円

年間一床当会費一般結核精神

結核130円

２０床～250床100円５０円

（600床で打ち切り）
３７Ｚ
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会員会費の徴収方法については昭和26年度か

万円となった。また健保連からは昭和39年から

ら36～37年度まで会員は県単位で入会していた

補助を受けている。人間ドック学会への助成は

ため，会費は各県病院協会で徴収し，一括納入

昭和47年度に10万円から始まり，昭和53年度か

した。また日赤は日赤病院長連盟で徴収して納

ら60万円となった。また健保連からは昭和47年

入していた。昭和39年定款改正により，会費は

から補助を受けている。診療録管理学会への助

会員より直接日本病院協会に納入するよう改め

成は昭和52年度20万円からで，翌53年度から２５

られた。

万円となった。

病院情報センターへの助成は昭和55年度に７５

賛助会員会費

賛助会員制度は昭和50年度からで，その種類
および年会費は次のとおりである。

５０年度～５３年度～
（１）Ａ会員６万円１０万円
（２）Ｂ会員３万円５万円

万円でスタートした。

各県病院協会研究会への助成は昭和51年度に
３万円でスタートし，昭和53年度からは１県１
年５万円となった。

支部助成金は昭和54年度に和歌山県支部に１

（３）Ｃ会員３万円

会員1,000円で助成を開始した。

（４）Ｄ会員８千円１万円

4．国際病院連盟（ＩＨＦ）とアジア病院連盟

５各論

1．日本病院会雑誌の発行

昭和29年11月から「日本病院連合月報」とし

（ＡＨＦ）への加盟と負担金

国際病院連盟への加盟は昭和31年７月で，連

盟会費は80ポンドから始まり55年は1,250ポン
ド。昭和46年度にはアジア病院連盟に加盟し

て出発した会報は，３４年からの広告収入と，３９

た。会費は500ドルで現在も同額である。

年からの購読料で雑誌発行費（会報費）の一部

5．全国公私病院連盟への加入と脱退

をまかなっている。昭和52年から54年まで学術

全国公私病院連盟は本来日本病院会活動とう

雑誌病院学を発行した。

らはらをなすものであるが昭和38年度より日本

2．人間ドック病院指定と人間ドック手帳の販

病院協会に加入している会員のうち，公私連に

売について

加盟している自治体，日赤，厚生連，東病等の

人間ドック病院の指定については，昭和35年

会員を除いた数に応じて会費を負担した。しか

健保連との契約により病院会にて行い指定料を

し諸般の事情により昭和50年にこの負担を中止

徴収。昭和48年には，人間ドック手１帳の販売を

した。

健保連より移管を受けて病院会で販売した。昭

6．研究会，セミナーについて

和53年度から人間ドック手|限の販売は，日本病

日本病院会の大きな事業の一つに研究会活動

院共済会に移管された。

があるが，それは昭和33年の診療管理部会に始

3．学会等への助成について

まる。

日本病院学会への助成は昭和37年度に５万円

全国研究会は昭和42年から定例研究会の集大

から始まり，逐次増加して昭和53年度から２５０

成を地方で開催することで始まった。ただし収

3７２
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支科目は昭和46年度まで雑収入および委員会で

会計に繰り入れ，昭和53年度からは日本病院共

処理されていたため，その内訳は不詳である。

済会にその販売を移した。

セミナーおよび海外視察研究会は昭和47年か
ら始まっている。
7．通信教育について

診療録管理通信教育は昭和47年７月から開講

しているが，独立会計だったため，昭和50年度
までは一般会計には表示されていない。

（２）通信教育関係
昭和47年７月に開講した診療録管理通信教育

は独立会計で処理し，昭和51年にメディカルク
ラーク通信教育が開始されたので，昭和52年に
一般会計に繰り入れ，独立会計は解消した。

（３）第20回国際病院学会

メディカルクラーク通信教育は昭和51年９月

昭和52年５月に開催された第20回国際病院学

の開講で，予算措置がなかったため，定例研究

会は特別会計を設け，一般会計の立替金および

会で処理されていたが，今回は通信教育の科目

剰余金は56年度に一般会計およびＩＨＦ国際交

に入れてある。

流基金へ繰り入れられた。

事務長養成課程通信教育は昭和53年７月に開
講している。

8．日本病院会ニュースの発行について

日本病院会ニュースは昭和46年からの発行

で，広報費として処理されていたが，昭和52年
度からニュース発行費として処理している。日

第20回国際病院学会収支総括表
総収入154,468,655円
総支出152,552,508円
剰余金

本病院会雑誌と同様，購読料と，広告収入で発

1,916,147円

国際交流基金へ繰入

行費の一部をまかなっている。
9．その他

第20回国際病院学会収支報告書

（１）国際モダンホスピタルショウの協賛金と

昭和55年１月31日

して昭和50年度から20万円～50万円の一般寄付

収入の部（単位：円）

金を受け入れている。

（２）社会保険関係の成立

健康保険昭和40年２月９日
厚生年金保険昭和41年11月１日
雇用保険（失業保険）同上
労災保険昭和43年４月１日
10．特別会計，独立会計で処理されたもの

（１）図書出版部

科

目｜金額

設立資金収入

2,126,970

特別会員費収入

73,775,000

寄付金収入

61,994,000

万博記念基金補助金収入

5,000,000

会議参加費収入

4,914,000

預金利息収入他

2,042,185

ＩＨＦ報償金収入

4,616,500

出版部にかかる図書の販売収入および図書発

行費は，図書の発行を円滑にするため昭和37年

合

計

154,468,655

より51年まで特別会計とし，昭和52年度に一般
３７３

３経済

支出の部

（４）基本財産特別会計

(単位：円）

財政基盤を強化するため昭和52年度に，基本

目１金額

科

財産特別会計を設け，17,944,117円を一般会計

会場借上費

11,732,595

会場設営費

10,566,452

印刷製本費

34,410,680

通信費

4,512,965

事務備品，消耗品費

443,307

人件費

34,233,616

年に全額取りくずしたため，昭和52年度に一般

会議費

6,846,181

会計の引当金として処理していた3,812,000円

会合費

16,023,203

と188,000円の繰入金支出により400万円でスタ

レディス・プログラム費

1,477,555

旅質，交通費

10,687,673

ＩＨＦ本部への拠出金

9,156,950

業務委託費

6,352,938

雑費

355,870

輸送費

1,708,080

謝礼金

444,443

事務処理費

3,600,000

合

計

から繰り入れ,昭和54年に現事務局の敷金1,526
万円はこれから支出した○

（５）退職手当積立金特別会計
病院協会時代に特別会計を設けていたが、５０

ートし，毎年一般会計から繰り入れており，５５
年度末は945万円余となった。

152,552,508

基本財産特別会計収支計算書
一一一一一一

科目
収

入

支

出

３７４

年度

～

5２

5３

(単位：円）
5４

5５

預金利子収入

760,959

1,100,220

159,213

206,571

一般会計より繰入

17,948,117

0

0

0

前期繰越収支差額

0

18,708,976

4,264,242

2,618,055

収入合計

18,708,976

19,809,196

4,423,455

2,824,626

支払手数料

０

284,954

5,400

０

一般会計へ繰入

０

15,260,000

1,800,000

０

支出合計

0

15,544,954

1,805,400

0

次期繰越収支差額

18,708,976

4,264,242

2,618,０５５

2,824,626

３経済

退職手当積立金特別会計収支計算書

弓涌～３ごえＩ
収

入

支

出

5２

(単位：円）
5４

5３

5５

預金利子収入

６７，３２７

196,236

338,294

604,146

一般会計より繰入

4,000,000

1,750,000

1,250,000

1,250,000

前期繰越収支差額

０

4,067,327

6,013,563

7,601,857

収入合計

４，０６７，３２７

6,013,５６３

7,601,８５７

9,456,００３

支払手数料

０

０

０

０

退職金支払

０

０

０

０

支出合計

0

0

0

0

次期繰越収支差額

4,067,327

6,013,563

7,601,857

9,456,003

３７５
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昭和26年度から30年度一般会計収支計算書
昭和26年６月24日から
昭和31年５月31日まで

(単位：円）

Ｉ収入の部
２６年度
(子算）

目目

科款

項

会

１

２３

正前臨過

１

受会費収
時会
年度会

費費費入費費

１

会
会員会

2７

2８

2９

3０１備考

1,680,000

1,065,258

1,244,900

2,094,800

2,796,800

1,680,000

1,065,258

1,244,900

2,094,800

2,796,800

1,680,000

839,000

997,700

1,371,400

2,128,100

121,858

４，８００

７，２００

476,800

571,300

104,400

242,400

239,400

９７，４００

2．事業収入

１．購読料

1雑誌
２．ニュ_ス

２．受購料

1定例研究会
２．研究研修会
３．通信教育

３．参加料
１．セミナー

２．海外視察研究会
４．部会費
１．人間ドック部会費

3．賛助会員会費並びに寄付金

100,000

１．賛助会員会費並びに寄付金

100,000

1賛助会員会費
２－般寄付金

100,000

３．行享補助金

収

預広雑

金利

告収

１．その
１．その

他他他

5．その

収

入入息入入

１

雑
雑Ｌ２３

４

収

5,000

2,383

129,839

180,347

207,615

5,000

2,383

129,839

180,347

207,615

１，７０７

１，７８３

128,132

178,564

収入

収入
収入

6．前期繰越収支差額

34,542151,3651100,6341３３，６３８

１前期繰越収支差額

34,542

１．前期繰越収支差額

34,542

収入

３７６

合

207,615

:::！

100,634

33,638

100,634

33,638

計’1,785,00011,102,18311,426,104'2,375,78113,038,053

３経済

Ⅱ支出の部

(単位：円）
２６年度
(子算）

目目

科款

項

務所管理

１．総
２．役

際

員

1,340,000

947,122

941,230

1,442,721

2,250,

440,000

389,100

409,500

521,600

1,030,

会

３９，０００

84,

149,070

338,

30,000

44,310

94,150

610,000

389,500

360,000

360,000

406,

210,000

６６，０７０

６１，４６０

373,051

391,

５０，０００

５８，１４２

１６，１２０

０

33,695

40,756

77,816

49, 620

10,925

25,230

42,051

34, 710

22,770

15,526

35,765

14, 910

:|鋤

議会

2．会

要

3０１傭考

2９

３０００３００

費交通

2８

１６００１４
８７４５１０

職厚旅事需交

１２３４５６

生

費費費費費費費

事

１

務諸

員給与

2７

３事業費

190,000

70,001

33,905

355,921

445, 057

1委員会

110,000

44,738

33,905

248,231

133, 932

1１，３５０

7， 530

８．ニュース発行費

20,000

20,100

９．雑誌発行費

50,000

５，１６３

71,570

283, 310

２．定例研究会
３．研究研修会
４．通信教育
５．セミナ

６．海外視察研究会

７．資料整備費

１０．医療費対策及び病院大会費
１１．助成金

16,000
10,000

８，７７０

20, 285

１２．海外病院協会関係費

支出

合

支

出金金

１．仮
２．仮

他払受

6．その

出出

１．操入金

支支

5．操入金

10,000

金金

１．負

担担

4．負

10,000

150,000

299,579

465,685

127, 609

150,000

10,000

23,387
442,298

127, 609

289,579

計’1川00011,05M181MMOl2M2ﾕ4312Ｍ

次期繰越収支差額

099

55,000151,3651100,634133,6381１６４， 954

３７７

３経済

昭和31年度から35年度一般会計収支計算書
昭和31年６月１日から
昭和36年３月31日まで
(単位：円）

Ｉ収入の部
目目

科款

項

3１

受会費収
時会
年度会

費費費入費費

１

正前臨過
会
会１２３

１

会員会

2L事㈱￥＄Ⅸ劃

3２

3３

3４

3５１傭考

2,475,320

2,972,800

4,470,750

3,815,950

4,085,092

2,475,320

2,972,800

4,470,750

3,815,950

4,085,092

2,158,500

2,476,300

3,694,750

2,551,650

2,450,392

繩

35,000

265,000

461,500

511,000

1,264,300

1,634,700

255,000

1雑誌’

'三隻一㈱‐ｉｌｉｉｌ

Ｌ定例研究会｜

，研究研修会’

’三参通信加教頁し

；墓外皇察喜究三」
４部会費’
費｜

255,000

1人間ドック部会費’
部会費’

255,000

3．賛助会員会費並びに寄付金
１．賛助会員会費並びに寄付金

1賛助会員会費
２－般寄付金

３．行事補助金
入入息入入

193,683

240,471

1,352,944

90,291

193,683

240,471

1,352,944

148,062

90,291

193,683

240,471

収入

106,000

368,387

54,771

160,000

収入

106,000

368,387

54,771

160,000

収入

106,000

368,387

54,771

160,000

6．前期繰越収支差額

449,400

903,544
０００

他他他

１．その

90,291

148,062

利収

収

１．その

収収金告

１

預広雑
雑
雑１２３

４

5．その

148,062

164,954

146,941

118,286

365,435

281,842

１．前期繰越収支差額

164,954

146,941

118,286

365,435

281,842

１．前期繰越収支差額

164,954

166,941

118,286

365,435

281,842

収入

3７８

合

計lM94B3613,5Ｍ91483M9014581,85615,9Ｍ８

３５．５．２１

健保連と
指定契約
＠5,000

３経済
Ⅱ支出の部

(単位：円）
目目

科款

項

3１

費費費費費費費

事

１

務諸

3２

3３

3５１備考

3４

2,795,485

3,459, 665

979,000

988,200

1,229, 150

８９，０００

０

137,400

０

350, 000

410,720

６１８，７４５

666,968

９５８，７７３

688, 688

356,000

419,400

424,461

434,300

581, 858

332,383

335,753

440,014

391,802

505， 769

163,235

１７，３２５

255,570

２２，４１０

１０４， 200

137,267

197,643

163,618

303,289

138, 407

９８，３８９

141,494

７６，３７８

66,326

26, 403

３８，８７８

５６，１４９

８７，２４０

236,963

112, 004

3．事業費

395,981

704,749

967,340

934,393

1,838, 317

1委員会

２０，４２３

８５，６３９

９８，３５４

９０，７７７

143, 002

8,310

27,670

39,440

35,630

65, 880

298,237

579,227

821,916

790,291

1,615, 833

69,011

12,213

7,630

17,695

13, 602

180,131

194,424

111,264

77, 658

180,131

194,424

111,264

77, 658

13,387

243,260

155,583

569

13,387

243,260

155,583

生

費交通
務所管理
要
際

費費費

2．会議
Ｌ総会
会

２役員

■

2,903,413

973,000

職厚旅事需交

2,364,223

834,000

１２３４５６

2,185,338

員給与

２．定例研究会
３．研究研修会
４．通信教育
５．セミナ

６．海外視察研究会
７．資料整備費
８．ニュース発行費

９．雑誌発行費
１０．医療費対策及び病院大会費
１１．肋成金

１２．海外病院協会関係費

ＬＬ

2M0１

８８

合

28,8091

１１

支出

出出

１．その他

支支

6．その他

出出

1繰入金

支支

5．繰入金

金金

１．負

担担

4．負

569

計’2,747,39513,460,13314,472,05514,300,01415,695, 616

次期繰越収支差額

146,9411118,2861365,4351281,８４２１２７９， 262

３７９

３経済

昭和36年度から40年度一般会計収支計算書
昭和36年４月１日から

昭和41年３月31日まで
(単位：円）

Ｉ収入の部
目目

科款

項

受会費収
時会

費費費入費費

１

正前臨過
会
会１２３

１

会員会

年度会

3７

3６

2．事業収入

3８

3９

4０

4,121,55014,056,74514,382,90014,227,400

6,749,000

4,121,55014,056,74514,382,90014,227,400

6,749.000

3,501,10013,892,500

6,001,100

2,814,50012,844,860

1,307,05011,211,885

881,800

334,900

747.900

625,000

107,000

857,578

1,309,536

200,578

302,536

200,578

302,536

104,000

250 000

104.000

250 000

145.000

１．晴読料
1雑誌

備考

＠４５０

２．ニュ－ス

２．受購料
１．定例研究会
２．研究研催会
３．通信教育

３．参加料
１．セミナー

２．海外視察研究会
４部会費

145,000

625,000

107,000

553.000

757 000

１．人間ドック部会費

145,000

625,000

107,000

553,000

757 000

3．賛助会員会費並びに寄付金
１．賛助会員会費並びに寄付金
1賛助会員会費

10.000

1,618,000

1,334,000

301 000

10,000

1,618,000

1,334,000

301 000

２－般寄什金

10,000

1,618,000

1,034,000

301 000

Ｓ

３．行享補助金
入入息入入

１

預広雑
雑
雑Ｌ２３

４

収
収

金利
告収
収

974,873

2,137,001

1,068,449

1,093,21011,446 085

974,873

2,137.001

1,068,449

1,093,21011,446 085

63.210

167.267

107,674

224.035

2１ 742

629,525

808,700

792.850

869,175

797 550

2８２１３８

1,161,034

167.925

入入入

5．その他収

300.000

１．その他収
１．その他収

6．前期繰越収支差額

626 793

49,500

44,000

49,500

44,000

49,500

44,000

279.262

230,164

544.161

470.285

737 420

１．前期繰越収支差額

279,262

230.164

544,161

470,285

737 420

１．前期繰越収支差額

279,262

230.164

544,161

470.285

737 420

収

３８０

入

合

計

5,530,68517,048,91017,770,01018,026,473110,543 041

事務部会

３経済
Ⅱ支出の部

(単位：円）
目目

科款

項

3６

職厚旅事需交

１２３４５６

生

費交通

務所管理
際
議

１．総

会

２役

員会

費費費

2．会

要

費費費費費費費

事

１

務諸

員給与

3７

3８

3,386,527

4,236,591

1,440,849

2,144,638

１４，７０９

２１，２８５

221,993

117,722

1,083,889

720,394

620,847

1,232,552

４，２４０

０

227,5681

107,300

84,3321

14M3６１

3．事業費

1,602,493

1委員会

227,294

ご鴬
;鵜
271,459

６９，１５０

146,684

３８，１５０

124,775

Ｗｌ１１

3,121,115

296,329

415,103

２．定例研究会

4０１備考

3９

4,206,643

4,724,930

1,927,299

1,936,577

816,495

374,947

７２，７９０

131,190

735,957

787,445

649,102

1,489,771

５，０００

５，０００

灘Ｉ

170,759

2,889,371

4,354,238

298,727

804,529

58,204

164,813

36,360

134,399

３．研究研修会
４．通信教育
５．セミナ

６．海外視察研究会
７．資料整備費

33,2151

289,0621３４，７２０

８．ニュース発行費

９．雑誌発行費

1,341,984

1,443,712

１０．医療費対策及び病院大会費
１１．助成金

50,000

１２．海外病院協会関係費

１．その他

支出

合

００

6．その他

81,755

83,933

81,755

支出

67,000

58,671

支出

67,000

58,671

821,333

出出

１．繰入金

83,933

184,8631
184,8631

821,333

支支

5．繰入金

金金

１．負

担担

4．負

謡己惹に､)(i:Ⅲ

MMB961

計’5,300,5211…川'7,29Ｍ517,2SM5311M2M31

次期繰越収支差額

230,1641544,1611470,2851737,4201413,110

３８１

３経済

昭和41年度から45年度一般会計収支計算書
昭和41年４月１日から
昭和46年３月31日まで
Ｉ収入の部

(単位：円）
目目

科款

項

4１

会

１

正前臨過

１

時会

費費費入費費

会

１

会員会

受会費収

4２

4３

4４

4５１傭考

8,656,200 10,754,000 13,756,000 13,135,435 18,365,950

8,656,200 10,754,000 13,756,000 13,135,435 18,365,950
7,310,850 10,429,250 11,865,200 12,744,635 18,365,950
324,750

2．事業収入

2,550,598

4,059,004

１．購読料

530,104

485,580

593,690

632,090

764,210

１．雑誌

530,104

485,580

593,690

632,090

764,210

２．受購料

947,494

2,742,424

1定例研究会

947,494

316,000

２３

1,345,350

年度会

1,890,800

390,800

6,310,169 13,507,505 15,485,528

２．ニュ_ス

２．研究研修会

2,426,424

4,857,479 12,027,415 13,692,418
299,985

390,000

505,000

4,557,494 11,637,415 13,187,418

３．通信教育

３参加料
１．セミナー

２．海外視察研究会
４．部会費

1,073,000

831,000

859,000

848,000

1,028,900

１．人間ドック部会費

1,073,000

831,000

859,000

848,000

1,028,900

3．賛助会員会費並びに寄,付金

１．賛助会員会費並びに寄付金
1賛助会員会費

IIIIIII

100,0001

……’

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

:蕪1１１
ﾔﾖ:，:空（
925,150
1,512,375

2,033,240

2,402,011

2,512,581

2,033,240

2,402,011

2,512,581

402,560

509,186

224,245

925,150

1,630,680

1,892,825

2,022,250

２－般寄付金

２．行事補助金
入入息入入

1,512,375

266,086

入入入

収収収

他他他

１．その

収

１．その

利収

収収金告

１

預広雑
雑
雑１２３

４

5．その

100,000

6．前期繰越収支差額

413,110

11,630

35,245

56,191

38,713

１．前期繰越収支差額

413,110

11,630

35,245

56,191

38,713

１．前期繰越収支差額

413,110

11,630

35,245

56,191

38,713

収入

３８２

合

計｜Ｍ5,058にM37,00912MＭ41ＭＭ'36,502,772

３経済
Ⅱ支出の部

(単位：円）
目目

科款

項

4１

贄交通
務所管理
要
際

2．会議
1総会
２役員会

4４

4５１備考

6,412,273

756,440

1,074,202

1,785,680

2,214,511

2,266,824

1,849,606

2,305,991

3,100,701

4,204,637

4,475,877

４０，０００

９０，４８６

２０，０００

３８，０００

６０，０００

費費費

職厚旅事需交

１２３４５６

生

4３

費費費費費費費

１

事

務諸

員給与

4２

150,789

233,576

533,709

321,031

323,190

８９，２４８

69,150

211,612

112,632

118,392

６１，５４１

164,426

322,097

208,399

204,798

8,805,598112,483,184

16,435,954

3．事業費

1委員会
２．定例研究会
a研究研修会

8,049,370 12,228,329 15,682,570 18,762,292

3,111,197

3,468,267

4,872,609

5,834,604

370,695

315,344

537,003

707,745

396,284

284,335

795,080

1,912,336

2,683,073

3,558,335

） 雫i:!::Ｉ

４．通信教育

Ｉ !::i:】

8,004,972

3,088,959

6,519,196

8,796,389

５．セミナ

６．海外視察研究会
７．資料整備費

420,076

86,000

59,860

64,340

73,880

4,311,681

5,010,342

5,356,779

5,599,648

6,253,791

篁外病院霞会関係鬘１川Ⅲ|川ⅢL川Ⅲ

300,000

500,000

８．ニュース発行費

９．雑誌発行費
１０．医療費対策及び病院大会費

811,894

１１．助成金
１２．海外病院協会関係費

支出

合

484,862

610,827

675,644

972,846

522,613

484,862

610,827

675,644

972,846

出出

１．その他

支支

6．その他

522,613

出出

1繰入金

支支

5．繰入金

金金

１．負

担担

4．負

計’1MＭ811MⅢ64122,1Ｍ3129,1Ｍ913MＭ２

次期繰越収支差額

11,630135,245156,191138,71318,490

３８３

３経済

昭和46年度から50年度一般会計収支計算書
昭和46年４月１日から

昭和51年３月31日まで

(単位：円）

Ｉ収入の部
目目

科款

項

4６

4７

１

受会費収
時会
年度会

508,610

１．晴読料
1雑誌

1,834,950

1,814,260

774,950

1,135,260

２．ニュ_ス

1,060,000

679,000

２．受購料
1定例研究会

16,767,849 14,819,300
2,141,000

'諭１１

２．研究研修会
３．通信教育

３．参加料

……Ⅲ
5,829,000

１．セミナー

4９

5０１備考

30,962,928 37,493,025 77,341, 732

30,962,928 37,493,025 77,341, 732
30,275,865 36,747,065 76,586, 170

687,063

署識
１１蕊

1,252,900’

8,413,500

8,173,000

745,9601７５５， 562

39,431,330 34,205,

1,389,360

1,323,

1,295,360

1,320,

94,000

3,

15,376,940 13,192,
2,268,700

2,050,

13,108,240 11,141,

ＦＤ【Ｉ【ＩｎｖｎＵｎｖｎＵ
Ｐｏ寸上１▲ｎＶ〈０１１ＰＤ
Ｏ白［Ｉ［Ｉ〈Ｕｏ白ｑ〉、。

費費費入費費

20,960,799 26,785,560

正前臨過
会
会１２３

2．事業収入

１

蕊蝋

会員会

4８

孟議1１

6,957, 600

5,210, 600

２海外視察研究会

785,000

４部会費

2,358,000

3,538,000

9,752,870 11,200,230 12,731, 678

１．人間ドック部会費

2,358,000

3,538,000

5,612,000

4,397， 500

5,588,230

８，３３４， 178

400,000

5,466, 500

400,000

5,466, 500

２．人間ドック手帳

3．賛助会員会費並びに寄付金

100,000

802,500

１．賛助会員会費並びに寄付金

100,000

802,500

1賛助会員会費
２－般寄付金
３．行事補助金

他収
金収

入入入

他収

入入息入入

１．借入

収

１．その

利収

収収金告

１

預広雑
雑
雑１２３

４

5．その

6．前期繰越収支差額

100,000
4,290,602

4,290,602

:IiiIIl

4,924,5361
ｲ､｡`…’
4,924,536
427,429

4,031,940

3,856,430

258,662

640,677

M4MOOi

:鮒IIII

240,500

淵1111

iII;IIIl

ⅢⅢＩ

986,000

1,747, 000

5,066, 500

200, 000
400,000

200, 000

灘Ｉ

這鯛
5,313,615

3,350, 000

8,595, 390
8,595, 390

993,885

380, 060

5,874,280

4,865, 330

8,490

175,243

2,012,977

3,275,218

2,967, 972

１．前期繰越収支差額

8,490

175,243

2,012,977

3,275,218

2,967, 972

１．前期繰越収支差額

8,490

175,243

2,012,977

3,275,218

2,967, 972

収入

３８４

合

計’48,585826162MＭ61Ｍ川lW8M53112…

849

３経済

Ⅱ支出の部

(単位：円）
目目

科款

項

4６

職厚旅事需交

１２３４５６

生

費交通

務所管理

２．役

費費費

１．総

際

議会

２会

要

負

費費費費費費費

事

１

務諸
員給与

会

3．事業費

Ｌ委員会
人間ドック手帳

２．定例研究会

３．研究研修会
４通信教育

18,097,415 19,971,238
10,064,800 11,965,030
1,004,427
879,948

641,800
2,532,978

3,688,850

2,742,674

４０，０００

５１，０００

682,1251

1,201,9411

160,686
521,439

|…

７．資料整備費

88,610

８．ニュース発行費

4,031,980

１１．助成金
１２．海外病院協会関係費

支出

合

出出

１．借入金

出出

6．その他

支支

１．繰入金

支支

5．繰入金

金金

１．負

担担

4．負

217,7801

,Ｍ,’

川Mml等鯛：

６．海外視察研究会

９．雑誌発行費

2,037,756

2,419,390

５．セミナ

１０．医療費対策及び病院大会費

4７

ｍｉ１

…1

}鮒’

2,278,565

4８

4９

5０１傭考

聾||鱗 禰覇

重量雛:Ｉ

｣MOl,鮒：

1,645,404
495,756
1,149,648

3糊ii
282M231

7,064,939

766,864

9,716,073

1,085,577
8,630,496

42,780,566 48,711,865 59,280,382

3,506,002
2,985,785

3,694,378
3,719,004

6,152,510
5,967,380

2,691,171

2,279,991

2,845,450

11,368,200 12,214,860 15,289,197 14,932,050

ji巽１
3,475,038

5,322,444

6,990,529

5,010,828

102,070

1,015,735

931,312

111,860

205,780

323,220

3,700,592

1,799,648

6,947,119

9,762,776 10,607,801

500,000
401,379

棚１１

}::鯛|鰯I;：

11,460,158 12,055,511

1,500,000

2,756,9051

757,445

1,358,097

蝋:Ｉｌｌ

692,500
692,500

2,640,000

2,640,000

計l4Mm58316川M69171BM31M川|us川590
lM31M1川ＩＭＭ812,967,9721MOM51

次期繰越収支差額

３８５

３経済

昭和51年度から55年度一般会計収支計算書
昭和51年４月１日から
昭和56年３月31日まで
(単位：円）

Ｉ収入の部
目目

科款

項

5１

会

１

正前臨過

１

受会費収

２３

時会

年度会

費費費入費費

会

１

会員会

2．事業収入

82,032,366
82,032,366

5２

5３

5４

1'重鰍 鱒11糠

開Ｉ備考
141,960,

141,960,

77,251,186 ,131,358,133 135,106,895 140,264,892 139,371,6
174,000

4,781,180

2,286,530

2,736,200

2,581,720

401,

L」

１，７８１，２７０

1,704,789

2,088,Ｃ

1雑誌

1,537,794

2,234,306

1,780,270

1,686,789

1,994,

２．ニュ－ス

4,000

1,000

18,000

n
LJ

93,8

］

3,884,760

4,021,810

5,100,700

3,904,700

１Ｊ

32,898,560 35,042,480 52,596,300 52,025,630 53,940,

ｎＪ

2,234,306

4,034,

13,463,800 13,290,920 20,153,100 17,304,100 18,256,0
６９，０

３．通信教育
前受受講料

15,550,000 17,729,750 26,862,500 30,816,830 31,339,3
480,000
241,0

３．参加料

8,713,000 12,252,847 11,232,500 11,741,400 10,860,Ｃ

9,404,500 10,064,400

9,179,Ｃ

２．海外視察研究会

730,000

2,501,800

1,828,000

1,677,000

1,681,0

25,433,185 25,950,550

9,672,000

9,822,000

9,830,0

9,672,000

9,822,000

9,830,（

L」

０
］
』

r1

「１

L」

L」

、‐Ｕ

9,751,047

rl

ｒＬ

7,983,000

L｣

１－１Ｊ

１．セミナー

’１

１１Ｊ

２研究研修会
前受受講料

４．部会費

Pq

|爲房
68,586,539 75,480,183 75,282,070 75,293,819 76,718,
1,541,794

1定例研究会

L｣

2,186,8

１．晴読料

２．受購料

F1

】

１．人間ドック部会費
２．人間ドック手帳

,蝋巽:Ｉ

3．賛助会員会費並びに寄付金

7,149,700

7,130,330 16,701,656 18,365,486 20,077,44

１．賛助会員会費並びに寄付金

7,149,700

7,130,330 16,701,656 18,365,486 20,077,44

0

1賛助会員会費
前受会費収入

6,449,700

6,930,330 15,444,576 17,450,486 19,377,44
357,080
１５，０００

Ｕ

２．－般寄付金

300,000

３．行事補助金

400,000

利収

収

預広雑

１２３

入入息入入

雑

１

収収金告

雑

４

5．
●●●

『００－（叩〃〈】（叩く⑪）

特別会計より繰入収入
基本財産特別会計
図書出版部
診療録管理通信教育部

５，６８７．８５０

9,914,711

8,894,000
17,056,550

200,000

500,000

500,000

500,Ｃ

400,000

400,000

200,Ｃ

r1
L」

19,234,337 19,570,827 14,735,334 16,713,8

9,914,711 19,234,337 19,570,827 14,735,334 16,713,8

1,239,367

1,914,342

1,302,630

1,640,499

2,845,8

鰯菫!’

4,793,850 10,462,845

９，７４０，１７５

10,820,4

7,805,352

3,354,660

3,047,

|卿ｗＱ
15,260,000

1,800,000

12,526,145

14,361,600

1,800,000

8,612,157

5,749,443

‘前期繰越収支差額｜MOM591MM991M2Bl21U3M11M4M4
収入

３８６

合

計｜川5U75126MM21279M96Ol2MM212…
’

[］

｢１

Ｊ

３経済
Ⅱ支出の部

(単位：円）
目目

科款

項

5１

5２

5３

5５１傭考

5４

1委員会
人間ドック手帳

5,460,165 14,764,112 12,051,002
7,279,525 8,231,650

8,209,248

3,942,100

4,036,845

事

１

職厚旅事需交

１２３４５６

費交通

務所管理

議会態

2．会

生

要
際

費費費費費費費

3．事業費

鐡繊711
|鰔蝋雛

務諸

員給与

費2,103,490

１．総

菅1,000,000

２．役

費1,103,490

２．定例研究会

84,566,761

126,277,348 132,234,848

1Ｗ,?§lllWE三
4,633,790

6,302,724

76,519,457 83,206,162

6,130,015

7,003,803

2,300,224

2,430,405

22,836,000 24,374,010
16,031,607 13,612,529

2,460,045

1,607,939

1６，７５１，３９１

16,852,261

3,304,140

2,871,335

13,447,251

13,980,926

112,759,607

10:鰍ｉｌ
3,516,3511

３．研究研修会

17,454,248 19,387,542 22,407,958 18,374,500

４．通信教育

13,767,945 17,634,705 19,282,197 20,885,751

8,368,156 10,259,161

６．海外視察研究会

1,604,109

1,661,264

1,356,598

1,248,994

７．資料整備費

242,240

211,240

2,129,973

4,485,572

８．ニュース発行費

7,414,203

7,377,851

９．雑誌発行費

9,071,416

9,136,394

５．セミナ

15,245,347 13,618,063

13,337,754 18,499,785 29,940,417 27,662,498

１０．医療費対策及び病院大会費

1,240,494

1,084,679

０

０

１１助成金

3,330,619

3,840,234

５，３５３，４８８

４，０５９，９２２

１２．海外病院協会関係費

１，１２５，２０３

751,949

1,000,431

1,041,820

4．負担金

120,000

1負担

金

5．繰入金支出

１．基本財産特別会計
２．退職手当積立金特別会計

支出

合

出金

１．差入

支敷

6．その他

:雛Ｉ

1,532,314
1,532,314

蹴丑:Ｉ

塁;擬

ｌ蕊

溌

：二二重Ｍ鯛化I鵬
1,750,00011,250,000

Ｍ０ｌ M5MmⅢ川Ⅲ

1,250,000

1,250,000

15,260,0001

ＭM.0１

計’1`MM6l24M,川01267肌6691258ﾕ2M'5125M`5,333

次期繰越収支差額ｌＭ９β991Ｍ2,31211ＭＭ116,44Ｍ471ＭＭ３

3８７

４研究部会

４研究部

会

理の中で診療管理と事務管理を２本の大きな柱

病院診療部会
診療管理部会の生立ち

病院診療部会は日本病院協会創立７年後の昭

とし,前者は院長,副院長,幹部医師が,後者は事
務長が主体となってやるべきことを提唱した。

創設時の診療管理部会の主たる研究員は次の
ひとびとである。

神前章雄日赤中央病院小児科医長

和33年に診療管理部会としてスタートした。当

荒木威武蔵野赤十子病院内科医長

時の協会長橋本寛敏先生が診療管理に関する諮

室賀不二男都立豊島病院外科医長

問機関としてこの部会の必要性を認め東京警察

森巽東京厚生年金病院整形外科医長

病院小野田敏郎内科医長を部会担当者として指

小池文英整肢療護園整形外科医長

名した。アメリカの病院管理は医師を院外団的

大島光信中央鉄道病院耳鼻科医長

に扱った医師抜きの管理であるのに対し，わが

小原辰三国立東京第一病院外科医長

国は医師を中心とした病院体制であり，その病

石渡忠太郎国立霞ケ浦病院長

院診療をいかに効率よくやるかが重大問題であ

宮崎達国立国府台病院副院長

る。

中村兼次関東逓信病院小児部長

はじめに検討された具体的テーマは短期人間

ドック，妊婦検診，育児等で，部会で検討した

石川幸雄都立広尾病院外科医長

三浦益雄専売公社東京病院内科医長

結果に基づき，聖路加国際病院，済生会中央病

山本修都立大塚病院眼科医長

院，東京警察病院で短期人間ドックが開始さ

小野田敏郎東京警察病院内科医長

れ，今日の基礎が築かれた。

平賀稔聖路加国際病院皮膚科医長

この部会は熱心な出席者がほぼ毎月定例的に
集まって，適切な施設の見学を含め診療管理上
の問題点を研究した。当時他に研究部会が開設

堀内光済生会中央病院内科医長

中島克三公立学校共済組合関東中央病院
副院長

されておらず，診療管理部会には大きなウェイ

水野近三井健康保険組合

トが置かれ，その研究成果は協会誌に毎回詳し

中里越為片山病院内科医長

く報告され，協会と会員とのコミュニケーショ

早川優大蔵省印刷局東京病院副院長

ンを深める上にも重要な役割を果たした。

城所信五郎三樂病院副院長

診療管理部会に次いで６年後に設立された部

会は事務管理部会である。橋本協会長は病院管
３８８

伊藤京逸関東労災病院副院長
村田三千彦印刷庁東京病院長

４研究部会

浅井一太郎

虎の門病院診療部長

一マ別に横断的に分類したのが特色である。す

塚田三史

自衛隊中央病院副院長

なわち第１部・診療の諸問題，第２部・コーメ

岡村道一

日通病院

ディカルの諸問題，第３部・診療と看護，第４

佐分利六郎

同愛記念病院外科医長

部・診療と病院機構，第５部・大学病院，後方

小橋新

都立墨田病院内科医長

病院，その他のごとくまとめられ，今読んでも

藤木省一

京都第一赤十字病院内科医長

非常に参考になり判りやすい。両氏の編集の努

木崎国嘉

大阪赤十字病院内科医長

力は並大抵でなかったろうと思い，深甚の敬意

常松英一

大阪厚生年金病院内科部長

を表する。

田所祐

大阪厚生年金病院内科医長

山下憲次

国立京都病院副院長

永沢滋

日本大学駿河台病院病院長

今村栄一

病院管理研修所

ぎのとおりである。部会は原則として年10回以

竹内春彦

都立荏原病院副院長

上毎月１回開催されることとし，開設以来23年

野並浩蔵

国立東京第二病院副院長

にわたり定例の部会がひらかれてきた。とくに

河北恵文

河北病院長

昭和40年，昭和４５，４６，４７年は12回の開催がみ

伊藤原

都立大久保病院

られている。

矢田精太郎

東京共済病院長

昭和33年

大野俊雄

都交通局

勝野太郎

都立駒込病院産婦人科

御園生圭輔

結核予防会保生園

水町四郎

全国公立病院連盟

２その後の推移

このようにして部会活動は順調に軌道に乗っ

３部会開催の実績

病院診療部会の定例研究会の開催の実績はつ

①５月14日聖路加国際病院
設立準備，活動内容の検討

②７月10日東京警察病院
短期人間ドック，診察管理上

の問題点，第８回日本病院学
会に関する事項

③９月18日済生会中央病院

て進み，定例研究会は活発に行われてその成果

短期人間ドック，病棟・外来

が蓄積されたので，昭和40年小野田委員長はそ

の医員配置各病院の問題点

れまでの分を「診療管理」と題する単行本にま
とめて，日本病院協会出版部より刊行した｡
診療管理部会の名称は昭和45年，病院診療部
会と改められた。

部会は逐年の勉強を重ね、昭和51年竹内春彦

委員長がこれを「病院診療」なる単行本として

④10月20日聖路加国際病院
診療と看護に関する事項
⑤11月１１日虎の門病院
院内臨床討議会，各病院の問
題点

⑥12月２日厚生省病院管理研修所

発表した。会誌では開催順に経時的に扱った縦

看護と診療介助，各病院の問

並べであるのに対し，これらの単行本では，テ

題点
３８９

４研究部会

昭和34年

①１月20日

患者食
都立広尾病院

⑤６月21日

インターン教育，各病院の問
題点
②２月24日

③３月20日

⑥７月１９日

⑦10月４日

⑧11月１日

活動

⑥６月23日

⑨12月15日

厚生省病院管理研究所
病歴の様式
印刷局東京病院

⑧８月22日

国立東京第一病院

昭和36年
①１月17日

②２月２１日

看護研修（卒後の看護教育）

断

と診療管理

聖路加国際病院

聖路加国際病院

活動

③３月30日

④４月１８日

⑤９月５日

②３月１日

⑥10月３日

③４月１９日

⑧12月５日

３９０

関東中央病院

都立広尾病院

中央材料室
昭和37年
①１月30日

病院機構と診療管理
④５月１７日

聖路加国際病院
院外における病院活動

都立大塚病院

武蔵野赤十字病院

国立東京第二病院

小児病棟の診療管理
⑦11月７日

人間関係より見た診療管理

東京共済病院

産科の診療管理

聖路加国際病院

地域における病院間の協力

国立東京第一病院
診療センターについて

事項

昭和35年

日本大学板橋病院

病院・診療所の学問的交流

都立豊島病院

医員の補充及び人事に関する

①１月１９日

聖路加国際病院

診療管理総論，病理支査と診

病院小児科における公衆衛生
⑩10月20日

虎の門病院

レジデント（病棟医）

病理並びに病院全般見学
⑨９月15日

聖路加国際病院

中央手術室

レントゲン科のあり方
⑦７月２１日

東京日立病院
健康管理に対する職域病院の

病院における夜間の診療（宿

⑤５月19日

東京武蔵野病院
中小病院における診療管理

同愛記念病院

直勤務）

専売公社東京病院

薬剤使用と診療管理

聖路加国際病院
病棟専属医のあり方

④４月28日

基準寝具と診療管理

東京厚生年金病院

中央検査室

都立荏原病院

都立墨東病院
外来診療

②３月３日

茨城県立友部病院

４研究部会

診療と看護

③４月17日本間外科病院

看護の諸問題
⑨12月17日

単科病院の診療管理

④５月15日整肢療護園
肢体不自由児の診療管理

病院の薬剤使用
昭和39年

①１月21日

⑤６月19日晴和病院
神経科病院の診療管理

②２月18日

③３月28日

④４月21日

⑤５月27日

⑥６月１６日

①１月29日日本赤十字社中央血液銀行
③８月18日

⑨10月20日

ービス

⑩12月15日国立東京第二病院
臨床検査・その簡易化

④４月10日厚生省病院管理研究所

⑤６月18日虎の門病院
大学医学教育と病院医学教育
との関連

⑥７月16日日本大学駿河台病院

外来病歴管理

⑦９月17日聖路加国際病院
インターン教育

⑧11月19日聖路加国際病院

関東労災病院
医学的リハビリテーションサ

③３月28日聖路加国際病院

顧問医から見た英国医療制度

佼成病院
主治医権

院

レジデント（病棟医）制度

中央鉄道病院

医師と勤怠について

②３月２日浜松市医師会中央病院
浜松市医師会のオープン式病

横浜赤十字病院

社会がつくる看護学院
⑦７月21日

輸血管理

東京消防庁
救急について

病院図書室
昭和38年

癌研究会付属病院
病院の医学研究について

針
⑨12月18日虎の門病院

聖路加国際病院
インターン教育

③11月20日荘病院

今後の私的医療機関の経営方

印刷局東京病院

委員会制度

⑦10月30日聖路加国際病院

診療の監査

都立駒込病院

病院の夜間勤務

⑥９月18日河北病院
私立病院の診療管理

聖路加国際病院

昭和40年

①１月９日虎の門病院
専門外来
②３月１６日日本大学駿河台病院

医師のオーダーと伝票制度

③４月20日国立東京第一病院
医師の補充難と大学医局

④５月18日整肢療護園
リハビリテーション
３９１

４研究部会

総合病院におけるリハビリテ

⑤６月15日都立荏原病院

処方を中心とした薬剤と診療
管理

ーション

③９月20日東京警察病院
産科病棟の診療と看護

⑥７月20日順天堂病院

術後回復室

⑨10月18日白十字会村山サナトリウム
結核病院の診療管理

⑦８月17日東芝中央病院
病院の機械化について

⑩11月15日済生会中央病院
専門（糖尿病）クリニック

③９月20日自衛隊中央病院

自衛隊病院の医療組織

⑪12月20日国立小児病院

小児専門病院の診療と看護

⑨９月24日都立松沢病院
精神病院の診療管理

⑩10月19日関東中央病院
総合病院における精神科
⑪11月10日河北病院
ハウスキーピング

⑫12月21日武蔵野赤十字病院
総合病院の特殊外来・特殊病
棟
昭和41年

①１月17日虎の門病院
病院の歯科
②２月21日都立養育病院付属病院

老人病の診療と看護

③３月22日社会保険蒲田総合病院
病院の公衆衛生活動

④４月21日成田赤十字病院
ＰＦＰ食器，登録制胄集団検

①１月18日佼成病院
小児病棟における診療と看護
②２月15日厚生省病院管理研究所
病院と実地医家
③３月15日東京女子医大
循環器の専門病院

④４月19日都立大塚病院
病院の色彩調節
⑤６月２１日都立墨東病院

外科の専門分科

⑥７月９日大田原赤十字病院く診療・事務
合同＞
中小都市における病院のあり
方
⑦８月16日佼成病院
３９２

昭和42年

診

⑤５月16日都立豊島病院
病院増築の問題点

⑥６月20日東京共済病院
特診料・特別手術料
⑦７月18日三楽病院
外来診療と予約制度

③８月15日番町共済会館
医師の充足対策く厚生省病院

指導課長＞

⑨９月19日船橋中央病院
病院麻酔科のあり方
⑩11月21日虎の門病院分院
後方病院
⑪12月１９日関東中央病院

４研究部会
とのコミュニケーション

臨床検査の現状

③３月８日

昭和43年

①１月16日

②２月20日

診療の合理化について

東京武蔵野病院

人口稠密地帯の精神病院

④４月１５日

問題

高層結核病院一パビリオンか

③４月４日

蕊露産院|瀞
産科病棟見学

④４月16日

⑤５月21日

⑤６月17日

⑥７月１５日

⑦８月１９日

③９月１６日

番町共済会館

り方
⑨10月21日

厚生中央病院

⑩11月18日

⑨10月15日

都立梅ケ丘病院

⑪12月16日

東京警察病院

昭和45年
①１月20日

東京女子医大病院

②２月17日

③３月17日

都立豊島病院

診療圏について
④４月２１日

日本赤十字社中央血液センター
血液事業の現状と日赤血液セ

昭和44年

ンターのあり方

関東逓信病院

病院職員の健康管理
②２月18日

有隣病院

結核の現状と将来について

心臓専門病院のあり方_特に

①１月21日

東急病院

診療機能を高めるには

病院における医学研究
⑪12月17日

武蔵野女子短期大学
看護教育について

児童科精神病院の諸問題
⑩11月１９日

聖路加国際病院

医師研修教育の実態について

医療訴訟事件・医療紛争と対
策

同愛記念病院
冑疾患の総合診断について

病歴管理より見た診療統計
⑧９月17日

都立府中療育センター

いわゆる専門病院の将来のあ

医療評価について
⑦８月20日

番町共済会館

青年医師との対話

東京女子医大第二病院

東京厚生年金病院

青山病院

病院の機械化について

大学病院の運営のあり方
⑥７月16日

国立埼玉病院

病院外来診療のあり方と運営

番町共済会館

給食の外注について

関東中央病院

総合病院における精神科の諸

国立療養所中野病院

らブロックへ

北品川総合病院

社会保険中央病院

総合病院の地域社会実地医家

⑤５月19日

都立大塚病院

総合病院における脳神経外科
のあり方
３９３

４研究部会

診療管理と看護教育

⑥６月６日番町共済会館く診療・看護合
同＞

③８月17日番町共済会館

医師のモラルの向上

ＩＣＵについて

⑦７月21日中央鉄道病院

⑨９月21日東京警察病院多摩分院
総合病院におけるリハビリテ

近代的検査室について
⑧８月18日番町共済会館

保健所と病院の話合いについ

ーション

⑩10月19日東芝林間病院

病院緑化計画・新病院計画・

て

⑨９月22日東京都心身障害福祉センター
総合リハビリテーションのあ

新医療機器
⑪11月16日川崎市立病院

り方

⑩10月20日東京警察病院

アイソトープ診断

⑫12月21日北里大学病院

救急センター

新い､大学病院の理念とその

⑪11月17日国立がんセンター
国立がんセンターについて

⑫12月15日日本大学板橋病院
これからの新しい大学病院の
あり方

昭和46年

昭和47年

①１月18日神奈川県立こども医療センター
こども医療センターについて

（紹介予約）
②２月15日都立墨東病院

①１月19日関東中央病院
外来の運営について

②２月16日済生会中央病院
病院における医学研究
③３月16日三井記念病院
総合病院のＩＣＵについて

④４月20日河北病院
入院患者管理
⑤５月18日東京逓信病院
総合病院におけるミニコンピ
ューター自動検査

⑥６月15日大森赤十字病院
総合病院における公衆衛生活
動

⑦７月20日佼成高等看護学院
3９４

実践

救急医療について
③３月21日野村病院
診療部門と関連部門

④４月18日東京女子医大脳神経センター
大学病院における脳神経外科

⑤５月16日癌研究会付属病院

放射線診療施設について

⑥６月20日関東逓信病院
病歴管理

⑦７月18日番町共済会館く診療・栄養合
同＞

診療部門は栄養部門に，栄養
部門は診療部門に何を望むか

⑧８月15日都立府中病院
神経病棟の運営について

４研究部会

⑨９月19日都立養育院付属病院
老人病棟の運営について

当院における患者の動線

⑪11月20日国立小児病院

⑪10月17日番町共済会館
病院医師について

⑪11月21日帝京大学病院

最近の難病と小児の入院医療
昭和49年

①１月29日同愛記念病院

病院における臨床研究棟の役
割

アレルギー外来の実情
②２月19日済生会中央病院

⑫12月19日東京逓信病院

総合病院における計算機シス

ウイルス検査とその臨床
③３月19日東京船員保険病院
公的病院の管理運営

テムについて

昭和48年

④４月16日東芝林間病院

①１月16日聖路加国際病院

外来健診センターについて

ＭＥシステムの話

⑤６月18日都立墨東病院

②２月20日順天堂病院

既存の施設を転用した放射線

院内感染について

③３月20日国立東京節一病院

部門の問題点

⑥７月16日東京厚生年金病院

搬送設について

④４月17日杏林大学病院

リハビリテーションについて

⑦８月20日番町共済会館く診療・看護合

当院の新しい設備について

同＞

⑤５月15日佼成病院
腎透析センターの運営

診療と看護の接点

③10月15日東京女子医大病院

⑥６月19日関東逓信病院
保存食

ＭＥを主とした技術へルパー

⑨11月26日虎の門病院

⑦７月17日渋谷区勤労会館く診療・看護合
同＞
管理者より見た院内教育

⑧８月21日番町共済会館く診療・事務合
同＞
病院経営管理における院長と
事務長の役割

⑨９月18日国立埼玉病院
ジョミックスシステムの病歴

管理

⑩10月16日茅ケ崎市立病院

診療分科
昭和50年

①１月21日番町共済会館く診療・栄養合
同＞

栄養部門の問題点（組織，運
営，設備，診療）

②７月１５日聖路加看護大学
ＰＯＳの運用について

③８月19日番町共済会館く診療・薬事合
同＞
診療と調剤の諸問題
３９５

４研究部会

④９月１６日

東京都精神医学研究所
精神医療と総合病院

⑤11月１８日

て

③３月１５日

研修医教育及び教育終了後の

聖マリアンナ医大病院

処遇について

放射線管理について

眼科・耳鼻科等少数専門医の

昭和51年
①１月20日

確保対策

都立駒込病院

看護婦の教育終了後の処遇に

感染症について
②２月17日

清瀬小児病院
小児人工透析と腎移植

③４月27日

ついて

④４月１９日

佼成病院

六郎＞
⑤５月16日

展望く関増爾＞

東京厚生年金病院
臨床検査室におけるコンピュ

⑥６月21日

番町共済会:白く診療・看護合

⑦７月19日

同＞
看護職員の配置について
⑦９月２１日

③８月16日

関東逓信病院

⑨11月16日

⑩12月９日

日本赤十字社医療センター

医師と看護婦の業務上の接点

く今村栄一，嶋崎佐智子＞
⑨９月20日

牧田総合病院

係くアルフレッド・ウェバ

総合病院における予防医学活

ー＞

動

虎の門病院栄養部の現状く井

三井記念病院

上あや子＞
⑩10月１８日

北品川総合病院
コメディカルのモラルアップ

についてく河野稔＞

国立療養所中野病院

胸部疾`患の専門病院が成りた
ちうるか

都立府中療育センター

重症心身障害児の療育につい
３９６

虎の門病院

アメリカの医師と栄養士の関

昭和52年

②２月１５日

食糧会館く診療・看護合同＞

健康棟構想

高機能病院の診療

①１月18日

藤沢市民病院

病歴管理の問題点

総合病院における健康管理科
⑧10月19日

東京都老人総合研究所

老化研究の現況く太田邦夫＞

ーター

⑥８月17日

浴風会病院

総合老人病院の運営と今後の

病院における外来運営
⑤７月20日

同愛記念病院

病院の再建についてく佐分利

帝京大学病院

大学病院における臨床系講座
④６月15日

自衛隊中央病院

⑪12月20日

九段坂病院

内科・外科等大クリニックに
専門科名の小分けをせずに総

合病院として成立つにはく佐

４研究部会

々龍雄＞

族内発生の実態）＜吉植庄

昭和53年

平＞

①１月17日久我山病院
久我山病院の特徴とその悩み

昭和54年

①１月18日

く北錬平＞

初老期・老年期の痴呆く猪瀬

②２月21日東京日立病院

職域病院の現状と問題点く小

国立武蔵療養所

正＞
②２月20日

松邦彦＞

セントラル病院分院

病院サービスについてく安藤

③３月22日国立大蔵病院

明子＞

医師の定員と診療について

セントラル病院における老人

く横田嘩＞

病の現状と展望く小島敬之＞

④４月18日榊原記念病院

③３月20日

杏林大学病院

虚血性心疾患の救急治療く榊

ペインクリニックについて

原仔＞

く神山安人＞

⑤５月16日食品薬品安全センター秦野研究

④４月17日

放射線医学総合研究所

放医研の概況く藤岡淳介＞

所

食品，薬品その他化学物質製

サイクロトロンの医学利用一

品の安全性の現況と将来く橋

癌の特殊治療，ＲＩ生産と利

本虎六＞

用く栗栖明＞

⑥６月20日埼玉県立がんセンター

⑤５月15日

病院

埼玉県立がんセンターの現状

病院検査室の合理化く矢作忠

く吉田清一＞

政，浦部厚美＞

⑦７月18日昭和大学藤ケ丘病院

藤ケ丘病院建設までの経過と

⑥６月19日

く渡辺行正＞

③９月26日越谷市立病院
⑦７月17日

都立豊島病院

総合病院における未熟児医療

く池谷不律＞

く中島健之，下薗京子＞

⑨10月17日都立駒込病院臨床医学総合研究
所

町田市民病院

地域医療における当院の役割

現状く鈴木,決輔＞
越谷市立病院における脳外科

京浜予防医学研究所，京浜総合

⑧８月22日

野村病院

Ｂ型肝炎の診療と院内感染防

臨床予防医学の特殊性く野村

止対策く大林明＞

秋守＞

⑩12月５日青梅市立総合病院
西多摩地区の甲状腺疾患（家

医薬分業実施３か年く須崎
亘＞
３９７

４研究部会

講演（統括）＜弓倉藤楠＞

⑦８月20日

合同＞

⑨９月18日北里研究所付属病院

東洋医学の原理と実際く大塚

医療と経営く伊藤保彦，東

恭男＞

義晴＞

⑩10月16日牛久中央病院

⑧９月16日

織本病院

脳卒中センターの役割く畠中

当院腎センターの医学，看護

坦＞

及び経営く織本正慶，織本良

子＞

⑪11月20日川鉄健康保険千葉病院
地域病院における医療情報シ

⑨10月14日

ステム＜坂巻皓＞

関東中央病院
当病院の人間ドックについて

く大島純三＞

昭和55年

超音波診断装置の活用く竹原

①１月22日東京電力病院
病院概況く飯塚積＞

電撃，雷撃についてく大橋正

清明＞
⑩12月６日

東芝中央病院

当院の自動化健診について

次郎＞

く三輪卓雨＞

②２月19日東京厚生年金病院
形成外科領域におけるマイク

総合画像診断一ＣＴ,超音波，

ロサージェリ＜中村継次＞

核医学く宮川昭平＞

ＳＨＩＳによる医事業務の機

病歴管理の－事例く西淳＞

械化についてく山本貞夫＞

③４月15日日本赤十字社医療センター
当センターの特色一健康棟の

設置についてく小林隆＞

④５月20日心臓血管研究所付属病院

４全国研究会

全国研究会は医事研究会が率先して京都，九
州，札幌などで行なったが，いずれも大盛況で

好評を博した。病院診療部会でもわずかこれに

わが国の虚血'性心疾`患につい

遅れて，昭和43年から岡山を皮切りとして概ね

てく小山晋太郎＞

年１回行っている。全国研究会はしばしば県病

⑤６月17日座間中央病院

院協会の協賛を得て昭和48年より１泊２日の研

消化器疾患の内視鏡所見く大

究会を企画し，講演，パネル討議，病院見学等

司俊重郎＞

を行って実施，好評裡に今日に及んでいる。

９９ｍＴＣ－ＨＳＡによる心シン

チグラフィ_＜三枝光夫＞
⑥７月15日あけぼの病院

3９８

日本病院会会議室く診療・事務

全国研究会の実施はつぎのとおりである。
昭和43年

９月12日岡山市岡山農業会館（川崎病院）

中小病院運営のための問題点

医師不足対策竹内春彦

く青木亘＞

外来診療岩佐潔

４研究部会

入院診療岩佐潔

喜働病院づくりについて河野稔

診療評価高橋政頑

病院経営管理の諸問頭岡山義雄

Doctor-NursesRelationship高橋政頑

医療の中央化阿久津’廩

昭和44年

病院外来予約システム

左奈田幸夫

７月19日新潟市新潟県自治会館

病院給食のあり方野村秋守

診療評価高橋政旗

病院の経済実態遠山豪

病院の組織医療について牧野永城
病院医局のあり方と任務について

昭和49年

２月７－８日神戸市兵庫県教育会館
小野田敏郎

病院の診療責任（主として院長と主治医

病院外来診療のあり方左奈田幸夫

を中心に）左奈田幸夫

小野田敏郎

診療録管理津田豊和

医師不足対策について

地域医療をめぐる勤務医と開業医の役割

昭和46年

吉岡観八

２月２日大津市滋賀会館
医師のモラール向上河野稔
診療評価小野田敏郎

病院の医師と看護婦をめぐる諸問題（パ
ネル）小野田敏郎津田豊和
左奈田幸夫吉岡観八

病院外来の運営について（予約システム

石原信吾

５か年の実績評価）左奈田幸夫
我が国の病院制度はどうあるべきか

守屋博

昭和49年

９月20-21日岐阜市（県立岐阜病院講堂）
医療の実態と病院財政阿久津’漠

病院の当面する諸問題（パネル）

後藤雅彦河野稔

救急医療について大場清

小野田敏郎左奈田幸夫

当院ＥＤＰＳ化の経緯と将来の展望
福田昭

守屋博中島克三

病歴の価値とその管理について吉田幸雄

８月18日仙台市民陵会館

医師不足対策について中島克三
佐野寛二

医療紛争について

職人気質と役人気質島内武文

昭和51年

３月12-13日静岡市中小企業会館

病院体制特にパラメジカル部門の役割
小酒井望

我が国の病院制度はどうあるべきか
小野田敏郎

病院の環境調節（Spaceconditioning）
山本修

病院診療諸問題について（全体討議）
女川浩松木光彦

医とは何か（Panhumanismについて）
山本修

鈴木芳彦
昭和48年

２月23-24日津市津商工会議所

昭和52年

１１月４－５日甲府市山梨県医師会館（山梨
３９９

４研究部会

ンポ）

県立中央病院，石和温泉病院）

外来における医療過誤の問題大谷季義
（弁護士）
地域医療における病院の機能倉田正一

相見基次ほか

５現在の活動状況

近ごろの病院診療研究会の活動は，概ね月１

地域医療における病院の機能（シンポ）

回の定例研究会を主体とする。首都圏の適当な

－病院の機能分化と相互の連携－

施設を選び，そこの特色とするテーマについて

渡辺信夫ほか

講師からまず概略の説明を受け，施設見学後質
疑応答という形で，約２時間半をかけて実施し

昭和53年

１１月17-18日三重県湯の山近鉄観光ホテル

ている。ただ都内の病院などはほとんど過去に

各国救急医療の実態について高橋勝三

何度か回っており，時節がら新築，改築は少な

医療経済より見たＩＣＵの実際落合勝一郎

く，実施場所の選定に苦労している。参加人員

医師および病院の倫理について遠山豪

を見ると，やはり交通の便利な処，テーマに興

プライマリケアと頭痛症について

味の抱けることが魅力のようである。
渡辺茂夫

不確実時代に対処する病院経営の実態と
展望および対策落合勝一郎

公害問題の実I肩と対策（四日市市立病院）
品川宏
昭和55年

なお年に１～２回は趣向を変えて，看護，事
務，薬事等他部会と合同の検討会を実施してい
る。この場合は見学抜きで，病院会会議室，番
町共済会館等を利用するが，参加者は概して多
く，両者の接点に関する問題等について熱のこ
もった討議が行われ，好評である。

３月18-19日中央鉄道病院

病院診療部会は本来医師が主体となるべきで

高度医療問題左奈田幸夫

あろうが，テーマにもよるが医師の関心は概し

病院経営とリース

中野堯司

て薄く，むしろ事務系職員や看護婦が多い。特

二食制の問題野村秋守

にＰＰＣ看護体制その他看護婦に関心の深いテ

蛋白質とベジダブルダイエット

ーマを選ぶと参加者は常に多くなる。

Ｕ､Ｄ、Register
（米国ロマリンダ大学教授）

日本病院会には現在20を数える研究部会があ

り，それぞれ活発に活動しているので，専門職

チェイン病院について石原信吾ほか

種に応じた分化の傾向が目立ち，ときには研究

１１月21-22日神奈川県医師会ホール（県立

会の開催日時が重複するなどのため，会員の参

こども医療センター）

加数が伸び悩む原因となっている。余り参加者

病院組織と人間関係河野稔

が少ないと経済的にも赤字が出るので，開催回

これからの病院経営におけるいくつかの

数，開催場所，テーマ等について真剣な検討が

ポイント東義晴

ヨーロッパのプライマリケア小野肇

神奈川県救急医療システムについて（シ
４００

行われている。他部会との合同開催も一つの方
法であろう。

４研究部会

都職清瀬病院

任に当たり，委員長がこれを統轄する。

都立豊島病院

初代小野田敏郎委員長以来の歴代委員長の氏
柴田

山本修堀内光柴田義一

嶋田

篠塚輝治（現委員長）

都立大塚病院

都立府中療育センター

病院診療研究会委員の推移

都立大塚病院

病院研究会の運営，研究にたずさわった委員
は次のとおりである。（～は55年現在）

東京厚生年金病院

都立広尾病院

吉田竹郎

豊島中央病院

５５５

伊藤

東芝林間病院

１３４

小野田敏郎中島克三竹内春彦

一彦正
義保和

名は次のとおりである。

都立墨東病院

０３５
５５５

篠塚

一一一一一一一一一一一一一

数名の委員があって，部会活動の企画，運営の

東京逓信病院

９

北原

関東逓信病院

４

病院診療研究部会には会員の中から選ばれた

東京警察病院

５５５６０３７８９２３５５
４４４４５５４４４５５５５

浜田

明之夫治

鈴木

豊博哲輝

６歴代委員長と委員

平賀稔聖路加国際病院３３～
小野田敏郎東京警察病院３３～４１

事務管理部会

竹内春彦都立荏原病院３３～４６

荒木威武蔵野赤十字病院３３～４７
石川幸雄都立広尾病院３３～４４

事務管理部会の発足

都立府中病院４４～４８

事務管理部会が発足したのは，昭和39年１月

中島克三関東中央病院３３～４８

24日に行われた日本病院協会臨時理事会で小野

堀内光東京都済生会中央病院３３～

田敏郎参与が次のような発言したことが動機と

山本修都立大塚病院３３～５０

なっている。

都立大塚高等看護学院５１～

「診療管理部会はすでに東京を中心にして５３

小原辰三国立東京第一病院３３～４２

回，月例会として欠かさず実施している。その

小山善之国立東京第一病院４４

内容は会報で特集として発表している。これを

高橋政頑駿河台日大病院４２～４３

もつと拡げて各地方で，実施するようにした

五味重春整肢療護園４２～４３

い，またその内容の報告を会報に掲載するよう

大鈴弘文東京警察病院４２～４４

にして診療管理領域の底辺を広めたい。またこ

鳥居有人国立東京第一病院４５

の機会に診療管理部会に類する動きをする事務

牧野永城聖路加国際病院４４～４５

管理部会を設ける計画をすすめたい｡」

豊田熱東京都養育院付属病院４５

理事会は委員会を置き事務管理部会の設定を

松本肇都職青山病院４４～４６

研究するよう決定した。設立のための担当役員

松林富士男佼成病院４２～4７

は小野田敏郎，委員は落合勝一郎（聖路加国際

加納寛一東京厚生年金病院４２～4７

病院事務長)，森直一（武蔵野赤十字病院事務
４０１

４研究部会

部長)，石原信吾（虎の門病院事務部長)，井上

昌彦（日大駿河台病院事務長)，河村静逸（同

愛記念病院事務局長)，坂本徳次（大田総合病
院事務局長)，白瀬五郎（癌研病院事務局長)，

寺本亀義（東京警察病院事務局長)，高橋英二
（三楽病院事務長)，庭野隆司（佼成病院事務

立大教授賀来才二郎

③12月10日武蔵野赤十字病院
基準看護・給食・寝具に伴う問題点
昭和40年

①１月14日日大駿河台病院

長),佐藤甲子郎（東京医大病院事務長）等の諸

テーマ医療費問題の展望

氏で，部会の企画運営について検討した。事務

講演神崎三益（日本病院協会副会長，

管理部会は当分の間委員が交代制で司会を務め
ること，発足した昭和40年の第１回集会には神
崎三益副会長の講演を依頼，その他他の研究会
の合同勉強をもつこと，および関東地区での－

泊研究旅行を試みることを委員会で決定した。
２定例研究会の実績
昭和39年

昭和39年４月第１回研究会が日本病院協会会

武蔵野赤十字病院長）
②２月12日順天堂大学病院
人集め対策
③３月12日東京医大病院

手当の種類と額の実態

④４月９日同愛記念病院
テーマ医薬品間題
司会落合勝一郎

発表者河村静逸，石原信吾，一条勝夫

議室で開かれ，逐月定例研究会が開催された。

（病院管理研究所)，松本喜一（あ

①４月９日日本病院協会会議室

そか病院事務部長)，土居美水(大

部会会議の運営方法

宮赤十字事務部長)，坂本徳次，

医療費問題

中田重吉（日赤中央事務部長)，

②５月29日日本赤十字社中央病院

木内哲郎(済生会中央事務長代理）

病院組織における事務長の位置と仕事の範

坂秋朗（癌研究剤科長)，羽山正

囲

一（日大駿河台管財主任)，大野

③６月11日駿河台日本大学病院
人手不足と外注の問題

④８月13日虎の門病院
諸手当の位置と実施の実情

⑤９月10日聖路加国際病院
事務の機械化と能率化
⑥10月８日茨城県立中央病院

時間的勤務配置の工夫
⑦11月12日都立東京病院

近代労務管理と労働法関係
４０２

勇（日通病院事務長代理)，細谷

喜代司（私学共済下谷)，大越貢
（浦和市立結核療養所)，守屋博
（順天堂大学教授）

⑤６月11-12日一泊研究旅行（於秩父市）
１見学秩父セメント第二工場

２研究会（テーマ）病院経営の問題点
をさぐる

司会井上昌彦

⑥７月９日関東中央病院

４研究部会

事務長よりみた給食の問題点
⑦８月13日帝国ホテル・ホテルニューオータ
ニ見学

⑧９月10日佼成病院
入院科の問題

⑨10月８日船橋中央病院
病院の給食について

⑩11月12日鉄道中央病院

医薬品の調達と調理
⑥４月８日国立小児病院
救急業務の問題点尾村偉久
発言者（発言順）坂本徳次（川崎太田)，

佐藤甲子郎（東京医大)，松本善
一（あそか)，刈田豊己（関東中

央)，寺本亀美（警察)，笠木茂伸
（北品川)，中村政（日大板橋)，

病院の経営管理情報

漆原三郎（深谷日赤)，黒田幸男

⑪12月10日聖路加国際病院

（虎の門)，白井棟造（日赤中央)，

医事部門に望むこと

紀伊国献三（病院管理研究所)，
雨宮格（東京共済)，村田三千彦

昭和41年

①１月14日駿河台日大病院
病院経済の見通し

②１月28日聖路加国際病院
庶務人事研究会

（印刷局）

⑦６月10日横浜赤十字病院
事務長と院内各部門との折衝
司会森直一

事務管理の領域から，各専門分野が分化

主な発言者服部達太郎（横浜赤十字院

して専門的に研究をすすめる方向が打ち

長)，刈田豊己(関東中央事務長)，

出されてすでに医事研究会は昭和39年発

佐藤参平（東京共済事務長)，平

足，２０回の会合をもち活発な研究活動を

賀稔（聖路加院長補佐)，市野沢

つづけていたが，この日庶務人事研究会

淳一（茨城県立中央事務長)，前

が，つづいて２月15日，用度研究会が発

田勉（片山病院)，田辺利夫（川

足した。

口工業病院事務長)，一条勝夫(病

文書管理について，

院管理研究所)，益田啓作（横浜

司会落合勝一郎

赤十字副事務部長)，寺本亀義，

参加者６３名

庭野隆司

③２月15日佼成病院
用度研究会
在庫管理について

③７月８－９日診療管理部会と合同一泊研究
会
大田原赤十字病院国立塩原温泉病院

司会落合勝一郎

テーマ農村地帯の小都市中心病院

参加者８０名

司会小野田敏郎

④２月11日慈恵医大病院

主な発言者岡田衛生（大田原副院長)，

病院防災保安対策

佐野忠正（大田原院長)，佐藤富

⑤３月11日東京警察病院

也，山崎健治郎（大田原)，吉田
４０３

４研究部会

幸雄（病院管理研究所長)，沢浦

日本病院協会を中心としたわが医界の去年

正三郎（公立岩瀬病院長)，古賀

と今年

久治（茨城県立中央副院長)，金

②３月10日癌研附属病院

子文四郎（水戸赤十字院長)，刈

薬品購入問題

田豊已，井上昌彦，守屋博，平

司会井上昌彦

賀稔，漆原三郎，落合勝一郎

主な発言者寺内仙次（京都市立病院事務

⑨８月12日癌研附属病院

長)，滝沢喜七（小千谷総合病院

米国における病院管理

事務長)，大坪利生（日本医大第

⑩９月９日都立豊島病院

一病院事務長)，平野嘉孝（結核

病院ハウスキーペーの在り方
⑪10月14日順天堂医院

予防会附属療養所庶務部長)，広
田勝広（久我山病院事務長代理)，

病院設備管理と光・熱・水・管理

家入豊（健保川崎中央病院事務局

参加者５７名

長)，土居美水，森直一，刈田豊

司会井上昌彦

已，坂本徳次，佐藤甲子郎，白瀬

発言者倉持一雄（虎の門営繕課長)，平

五郎，河村静逸，松本喜一

野栄次（日大駿河台施設課長)，

今回の討議は，薬品購入方法，単価のチェ

加藤哲之（順天堂施設課長)，石

ック法，単価の情報，在庫品管理，薬品費

上秀雄（関東中央営繕課長)，士

比率,薬事委員会の在り方，プロパー問題，

内祐吉（日赤中央汽缶係長)，佐

薬剤購買担当部門について行われた。

藤重信（武蔵野赤十字会計課長)，
松本喜一（あそか事務長)，葛西

斉（東京医大ボイラー技士)，谷
口礼雄（東横病院工務係長)，中

村省吾（日赤病院事務部長)，森
直一
⑫11月18日東京女子医大心研

③４月21-22日診療管理部会と合同研修（－
泊研修）
テーマＡ①登録制胄集検

②使い捨て食器(Ｐ．Ｆ・Ｐ.）(成

田赤十字病院）
Ｂ地方病院の現状と将来（旭中央
病院）

病院予算編成の問題点

司会Ａ小野田敏郎井上昌彦

司会井上昌彦

発言者渡辺進（成田赤十字院長)，三宅

⑬12月９日武蔵野赤十字病院

一（同副院長)，森谷正之助（同

事務管理部会・用度研･施設研･合同勉強会

事務部長)，渡辺利雄（同給食課

病院における器材及び備品等のリースに

長)，塩谷慎（武蔵野赤十字内科

ついて

部長)，岩渕勉（佼成内科部長)，

昭和42年

中島克三（関東中央副院長)，橋

①１月13日日大駿河台病院

本寛敏（聖路加院長)，根元儀一

４０４

４研究部会

（浦和結核療養所長)，平賀稔，石

課長）による諸手当実態調査，

原信吾，土居美水，白瀬五郎

報告

司会Ｂ森直一

発言者諸橋芳夫（旭中央病院長)，木内
忠兵衛（池上町長)，小野田敏郎，

内藤比天夫（茨城中央病院長)，

⑨11月10日深谷赤十字病院
会議運営上の問題点
⑩12月８日武蔵野赤十字病院
給食の合理化とその問題点

石原信吾，渡辺進，岩渕勉，平賀

昭和43年

稔，橋本寛敏

①１月12日日大駿河台病院

④６月９日国立東京第一病院
昭和41年度決算を省みての問題点
⑤７月14日虎の門病院

医療監査とその問題点

昭和43年の医療費改訂の展望
②２月16日東京警察病院
病院職員の規律と訓練について
③３月15日聖路加国際病院

司会森直一

テーマ薬品購買とその問題点

発言者石原信吾，水町ダニ子（日本赤十

参加者６０名

字社産院)，野尻定男（川崎市立

司会落合勝一郎，森直一

川崎病院)，野中弘助（共済立)１１

主な発言者古川正（警察・薬局長)，伊

病院)，木島茂（新川橋病院)，田

藤誠二（東京厚生年金，薬剤部

中善三郎（都立豊島病院）

長)，久城孝（聖路加用度課長)，

大川重俊（川崎市立薬剤科長)，

⑥８月11日大田総合病院
実績評価と職務給制度

嶋田敏雄(松村病院事務長)，野本

司会寺本亀義

宏（同愛記念用度課長)，井上昌

⑦９月29日新潟市自治会館

彦，白瀬五郎，土居美水，坂本徳

新潟県病院協会と合同勉強会
テーマ病院経営の体質改善

次

④４月12日関東逓信病院
テーマ医療過誤

参加者100名

分科会Ａ群病院の組識構造の問題点

⑤６月14-15日診療・看護・事務の合同勉強
会

Ｂ群病院の規模の問題

Ｃ群医療器具，器械の効率的利

見学県立ガンセンター新潟病院・済生
会新潟綜合病院

用問題

Ｄ群人件費対策
Ｅ群医薬品規制の問題
③10月13日番町共済会館

⑥７月12日癌研付属病院
人件費の適正配分

⑦８月９日番町共済会館

テーマ手当の実態

病院の経営に成功した２，３の事例につい

宿題報告東義晴（武蔵野赤十字病院庶務

て

４０５

４研究部会

③９月13日鴨川グランドホテル

病院危機に対する今後の対策（－泊勉強
会）

⑨10月11日東京警察病院
看護婦不足対策
⑩11月８日番町共済会館
病院経営について
昭和44年

①１月10日番町共済会館
２人夜勤・１か月８日以内の夜勤にどう対
処するか

②２月14日日病会議室
問題職員の扱い方

③４月11日日病会議室
英国の病院管理の実態
④６月13日日病会議室
人手不足と人集め対策

⑤８月８日日病会議室
最近における病院の労働情勢について
⑥９月19日日病会議室
病院における赤字対策

⑦10月17日日病会議室
人件費節約の諸問題

⑧11月28日日病会議室
医師・看護婦の定着対策

⑨12月12日番町共済会館
病院ではどんな厚生福祉が必要か
昭和45年

①１月16日番町共済会館
最近の医療費間願について

講演吉崎芳雄（厚生連事務局長）
②２月13日番町共済会館
値上げ医療費をあてはめてみて

③３月13日下田黒船ホテル
４０６

他病院の参考になるとっておきの話

健康保検と別途収入の上げ方について
④４月10日日病会議室

今後の事務管理部会運営について
消防法改正について

⑤５月８日番町共済会館
人手不足対策と給与体系について

⑥６月12日日病会議室
病院における医療過誤について

⑦７月10日日病会議室
病院における省力化

⑧８月14日佼成病院
コンピュータ見学と討論会

⑨10月23日日病会議室
人事院勧告の新給与について

⑩11月13日日病会議室

年末手当，初任給の問題
⑪12月11日番町共済会館
ベアの予算の組み方
昭和46年

①１月８日番町共済会館

労働問題について
②１月22日番町共済会館
部下の正しい指導

③３月12-13日伊東はとや旅館
伊東（伊豆）一泊勉強会
。病院の危機について"特に薬品をめぐる問
題について

④５月14日日大板橋病院
院内コミュニケーションについて

⑤６月11日東京警察病院
会計資料を病院はいかにとり入れるか
⑥７月９日飯田橋会館
現下の医療問題

４研究部会

講師神崎三益

⑦９月17日番町共済会館
欧米病院視察報告①

②２月27日茅ケ崎市立病院

見学会と病院における事務機器の合理化
③３月23-24日山梨県立中央病院

③10月15日日病会議室

見学会と事務長の仕事

欧米病院視察報告②

④４月26日電設健保会館

⑨11月12日番町共済会館
今次医療費の改訂について
講師近藤公私病連会長
昭和47年

①１月14日日病会議室

昭和47年度予算編成の苦心

病院防災について

⑤５月22日聖路加国際病院
総合検診システムの経済性

⑥６月28日番町共済会館

資金繰りの実態とその問題点
(1)資金の源泉

②２月25日北里大学見学

(2)資金困窮化の理由

③３月10日浜松市聖隷浜松病院見学

(3)長期借入と短期借入

④４月25日番町共済会館

(4)借入先と金利

病院事務の近代化

⑤５月30日東京逓信病院
病院の機械化（見学会）
⑥６月27日番町共済会館
週休二日制

⑦７月26日番町共済会館
行き詰った病院経営とその対応策

③８月23日番町共済会館
問題の多い諸手当の運営

⑨９月26日番町共済会館
退職金と停年制
⑩10月30日番町共済会館

入院等級別料金の実態とその決め方
、11月15日番町共済会館

昭和47年度年末賞与
⑫12月26日日病会議室

医職分業と院内薬局の考え方
昭和48年

①１月24日東医健保会館
医事業務の合理化

(5)資金繰り表の作り方
⑦７月25日電設健保会館
病院収支の改善対策その１

③８月21日番町共済会館
病院経営管理における院長と事務長との役
割（合同）

⑨９月19日番町共済会館
病院収支の改善対策その２
⑩10月30日国立東京第一病院

栄養部門の労務管理について（合同）
⑪11月22日番町共済会館
病院の福利厚生と安全衛生

⑫12月13日番町共済会館
病院の広報活動について
昭和49年
①１月24日番町共済会館

部門別原価計算結果と医療改訂の引上げ巾
について

②２月28日番町共済会館
昭和49年度予算編成の苦心談について
４０７

４研究部会

院内教育の実際

③３月８～９日前橋赤十字病院
見学会と福利厚生施設について

②６月18日全共連ピル

昭和53年

参加２８名

①９月28日参加７４名

病院におけるコンピュータ導入に関する現
状と今後の動向

宮城県沖地震における病院罹災状況を視察

③８月20日日本病院会会議室

して

参加３７名

実際に地震を体験してその対策について

医療と経営（病院診療研究会と合同で開

②10月26日医療機器導入に関する諸問題

催）

参加３１名
○必要性の問題

○採算性の問題
○管理の問題

３全国研究会

医事研究会が昭和41年はじめて東京をはなれ

昭和54年

て全国研究会をおこない成果を挙げたことにか

①３月23日経営管理技術（一般企業から病院

んがみ，事務管理研究会を東京以外の地に移す

への導入技術）
参加３０名
②５月10日８７施設

参加100名
医師の給与と税金について
③６月21日７０施設

こととなり，医事研究会につぐ第２番目の全国

研究会が昭和42年９月新潟市において開催され
た。

昭和42年

９月29日新潟市自治会館
討議組織構造の改善

参加８９名

病院規模の適正化

源泉所得税の問題点と上手な節税の仕方

人件費対策

医療器機の効率的使用

（会計経理研究会と合同）

医薬品等の使用規制の問題点

④８月16日３０施設
参加３１名
変化する事務長の役割と公的私的病院の実
態

昭和43年

７月25～27日宮城県青根温泉国民宿舎
講師島内武文（東北大学医学部教授）
橋本典美（厚生省東北地方事務局

⑤10月25日２１施設

長）

参加４１名

事務部門と他部門特に看護部門との協力体

専門集会落合勝一郎，石原信吾，井上昌

制に関する問題点とその解決
昭和55年

①５月22日日本病院会会議室
参加８名
４０８

彦

昭和44年

６月12.13日（合同研究会）礼幌市

１)病院購買の進め方

４研究部会

２)病院設備管理概要について

昭和47年

３)経営分析について

２月17.18日高知市

４)用度課集計

１)損益分岐点の働きはどうなるか

５)設備の保全管理の実際

２)医療費改訂と人件費，収益の動向

６)防火について

３)設備投資と病院経営

昭和45年

４)事務長に必要な収入処理法

２月18.19日熊本市

５)薬品費と薬品管理

事務長はいかにあるべきか

６)討議医療費改訂と病院経営の今後

院長からみた理想的な事務長像
小野田敏郎

病院組織上の事務長の位置と任務
石原信吾

医師，看護婦の協力を得るために
森直一

事務長の必要とする情報のとり方
落合勝一郎

６月29.30日山形市
１)病院給食の工夫

２)病院建築に際しての事務長の働きとポイ
ント

３)何が病院を発展させるか

４)病院の診療と経営
５)何が事務長に成果をあげさせるか

６)病院の赤字，黒字のタイプと経営改善

事務長の実務的な会計知織寺本亀義

７)若年層の扱いと職員の能力向上策

医師不足をどうするか石原信吾

８)全体討議

看護婦問題をどうするか森直一

①病院経営をどうするか

病院はどう変るか

、病院経営における事務長の役割

落合勝一郎

Ｏ病院経営での工夫

昭和46年

２月１２．１３日和歌山市県経済センター病
院経営危機のきりぬけ対策

昭和48年
２月５．６日大阪市

１)経営環境の変化

１)若年看護婦の意識変化と経営上の扱い方

２)病院経済の実態

２)看護婦不足対策としての定着対策

３)具体的対策

３)新情勢に対処するための看護体制の再編

９月10.11日七尾市

１)病院増築に対しての事務長の働きとポイ
ント

成（シンポジウム）

４)経済危機を切り抜けるための経営分析と
対策

２)若年層の扱い方と職員の能力向上策

５)薬品費分析の方法と活用

３)職員が持つ職場生活の意見と実態

６)看護婦の勤務と給与

４)給与に関する工夫例

７)春闘を控えての病院の労働問題分析（全

５)医師制度に対する日病の方策

体討議）
７月27.28日山口市
4０９

４研究部会

１)病院設備，機械の新旧切替えについて

シンポ中小病院の役割と進路

２)中小病院における医療機能の付加更新の

計議危機下医師の協力をどうとりつけ
るか

方法

３)危機に対する病床維持対策
４)週休２日制の具体的推進策

５)幹部看護職員の管職理能力の向上と補強
策

６)病院内におけるコミュニケーションギャ
ップの克服
７)シンポジウム

医師，看護婦の定着性を高めるには
８)グループ討議

病院の経営危機対策
昭和49年
２月１．２日富山市

昭和50年

１月24.25日鹿児島市
１)10月医療費改訂の特徴と影響率

２)曲り角に来た病院経営と今後の見とおし
３)病院危機下に要求される事務長のはたら
き

４)計算に基づく経営改善の進め方
５)管理者に必要な病院における人間関係の
ポイント

６)グラフを活用した各部門の目標管理
７)中小病院における労使関係で問題になる
労基法

１)経営の動態分析の実態

８)院長から見た期待される看護婦像

２)資金ぐりの実際と経営計画

９)シンポジウム

３)現在の危機下において週休２日制をどう
考えるか
４)シンポジウム
経営難に対し血路を開く方向

５)病棟閉鎖病院の実例から見た原因分析と
対策

６)グループ討議

物不足の現状と対策

７)経営危機の病院管理態勢
８)医療費改訂の特徴と影響
７月２７．２８日札幌市ホテル・アカシヤ

１)最近のでき事から見た病院状況の分析
２)看護部門からの要望と対処

３)資金繰対策の実際

４)幹部職員の管理力をどう高めるか

二・八，週休２日制に対処する看護勤務
体制

１２月15.16日神戸市（参加40名）
１)私的病院事務長の実務

２)電算機を導入して発生した問題点と対策
３)病院とＰ．Ｒ、

４)特別講演「病院の倫理」
５)週休２日制を導入して発生した問題点と
対策
６)これからの病院経営はどうなるか
７)いくつかの主要経営指標の多角的検討
８)シンポジウム「事務長としての私の苦闘
を語る」

昭和51年

１月23.24日仙台市（参加32名）

５)地域からの援助を獲得する方法

１)病院と地域を融合させるための職員教育

６)助かる病院と助からない病院

２)病院と最近の各種リース制度

４１０

４研究部会

３)特別講演「病院と教育」

遠山病院遠山豪

４)病院の近代化と古い看護体制の調整法

聖路加国際病院落合勝一郎

５)シンポジウム「参加者の現に悩んでい

病院管理研究所石原信吾

るあらゆる具体的問題の解決策をさぐ

武蔵野赤十字病院東義晴

る」

昭和52年

６)新しい病院機器の'情報

１１月４．５日群馬県水上温泉ホテル聚楽

７)病院会計処理上検討を要する２，３の事例
８)病院経営内容の多様化とそれぞれの対応
策

（35名）
１)外注はどこまでできるか
聖路加国際病院常務理事落合勝一郎

12月13.14日鈴鹿市ホンダ研究センター
（34名）
１)購買条件の複雑化と購買倫理

聖路加国際病院落合勝一郎

２)新しい医療と病院管理上の問題点

佼成病院長小野田敏郎
３)シンポジウム「各種医事紛争の事例とそ
の対処方策」

２)シンポジウム「病院経済から見た看護問

司会小野田敏郎

題とその対策」

落合勝一郎

遠山病院遠山豪

石原信吾

聖路加国際病院落合勝一郎

東義晴

病院管理研究所石原信吾

武蔵野赤十字病院東義晴

４)事務長に心要な経営データのつくり方
武蔵野赤十字病院事務部長
東義晴

３)シンポジウム「事務長としての組合問題
の取り組み方」

５)病院経営の転換と今後の選択
厚生省病院管理研究所経営管理部長

聖路加国際病院落合勝一郎

病院管理研究所石原信吾

石原信吾

武蔵野赤十字病院東義晴

６)シンポジウム「苦情処理の仕組みと方策

４)機械設備導入と生産性

（組合問題を含めて)」
司会落合勝一郎

武蔵野赤十字病院東義晴

小野田敏郎

５)中小病院の役割と経営安定方策

石原信吾

病院管理研究所石原信吾

東義晴

６)最近の医学の動向と病院の行くえ

佼成病院小野田敏郎
７)シンポジウム「減速経済下の病院経営に
弾力性をもたせるには」

－変化と危機に対応するための各種方
策一

昭和53年

２月23.24日京都私学会館（63名）

１)近代病院の脱皮の進め方
一私的・中小病院を中心として－

厚生省病院管理研究所経営管理部長
４１Ｚ

４研究部会

石原信吾

２)事務幹部職員の資質と士気をどう高める

１)労働問題に対し事務長と総婦長はどうス
クラムを組むか

２)病院看護婦に対する事務長の理解

か

聖路加国際病院常務理事落合勝一郎
３)私の病院の管理上のユニークさと特徴
~その工夫や考え方一（全員参加）

司会佼成病院院長小野田敏郎
４)病院の部門別原価計算の作り方と活用法

３)事務部・看護部連携強化の実例と方策
（シンポジウム）

４)事務長に理解してほしい看護婦院内教育
の重要性とすすめ方

５)事務長の言い分，総婦長の言い分（パネ
ル・ディスカッション）

武蔵野赤十字病院事務部長
東義晴

１１月８．９日富山市高志会館（51名）
１)労働問題への基本的態度と対応

５)院長の行う院内調整

２)経営安定期における病院の将来計画

一医師を中心として－

佼成病院院長小野田敏郎
６)インスペクション（院内巡視）の実際と
その効果

３)病院管理からみた看護単位と看護体制に
関する発想の転換
４)最近の経営指標からみた病院の動向

司会厚生省病院管理研究所経営管
理部長石原信吾

５)医師の需給見込みからみた日本医療の動
向

佼成病院院長小野田敏郎

６)全病院が週休２日制ができるか

聖路加国際病院常務理事落合勝一郎

７)チェーン病院の出現の背景とその対策

武蔵野赤十字病院事務部長

（シンポジウム）

東義晴

７)看護業務の総合的運営の実例

昭和55年
２月28.29日神戸市神戸国際会館（98名）

一三交代制への反省を含めて－
厚生省病院管理研究所経営管理部長
石原信吾

１１月８．９日秋田市（60名）

１)厳しさを増すこれからの病院経営
２)今後の医療制度の変化と予測

１)病院管理からみた看護単位と看護体制に
関する発想の転換
２)省エネ時代に対応する施設管理の問題点
とその盲点

３)病院経営の将来に対応する職員教育の実
際的方法と計画の立て方

３)事務長を中心とした院内調整のすすめ方

４)病院経営管理技法とその分析の仕方

４)変化する病院施設管理のポイントと最近

５)宮城沖地震の経験からみた防災対策の実

の医療機器導入

５)医療用機器の自家製造例
昭和54年

２月２２．２３日高松市（86名）
４１２

情と将来的あり方
６)病院の現状における物品管理の問題点と
その改善方法

７)組織における医師の管理と将来像

４研究部会

８)労務管理における基本的態度と最近の労
働事'肩（シンポジウム）

経済企画庁調査局安田晴
６)これからの賃金のあり方

10月１６．１７日札幌市北海道立社会福祉総
合センター（151名）

日経連第一部次長藤井得三
病院の経営危機をのり切るためには

１)最近の病院における施設管理のウィーク

司会石原信吾

ポイント

講師江間時彦（厚生省企画室長）

２)病院の計数管理，その具体的活用の仕方
と効果

３)病院経営に直結する医事業務，看護婦業
務との有機的関連性の改善

守屋博
昭和46年

１０月２８．２９日東京・マツダ八重洲ビル
１)最近における医療の動向

４)病院の倫理

２)円切上げによる日本経済に及ぼす影響

５)80年代における病院経営の展望

３)労働力の需給と賃金のあり方

６)病院業務へのコンピュータ導入のアプロ

４)医療過程問題

ーチ

７)病院管理から見た80年代の看護管理，特
に看護単位と看護体制

８)シンポジウム「労務管理に関する中間管
理者（婦長・課長・技師長等）の役割」
４講習会の開催

事務管理についての講習会は東京において行

５）リーダーシップの在り方と管理者の姿勢
６)ＭＥ機器の進歩と動向
７)シンポジウム「医療制度の問題点」
昭和47年

９月１８．１９日番町共済会館
１)これからの病院医療

（')病院と医療システム

(2)我が国病院医療の方向と問題点

なうこととし，昭和45年10月最初の事務長セミ

(3)最近の病院建築と設備

ナーを行った。

(4)病院医療と看護

昭和45年

(5)病歴管理の意義とその方法

１０月29.30日東京・青山会館

１)70年代の経営管理の方向と管理者の姿勢
十条製紙株式会社会長金子佐一郎

２)これからの病院管理

(1)病院経営分析と標準数値
(2)新しい管理技法（デザインアプロー
チ）の展開

２）リーダーシップ
立教大学教授松井贄夫
３)70年代の労働問題

東海大学教授矢加部勝美
４)情報化時代と経営管理

日本経済新聞論説委員鈴木幸雄
５)日本経済の動向

(3)リーダーシップ論
(4)企業会計から見た病院会計の動向

(5)我が国医療保険の動向と問題点
昭和48年

８月７．８日九段会館
１)医療制度
４Ｚ３

４研究部会

２)我が国病院医療の方向と問題点

２)第一線記者は病院診療をどう見ているか

３)病院管理における事務長の役割

３)日本経済の今後の動向

４)事務長業務の再検討

４)転換期に立つ病院医療費の動向と問題点

５)討論と懇談

５)東京における新消防法と病院

６)重装備，高度医療機能病院の経営と管理

６)新しい病院機器

７)独立採算病院

７)病院における専門職種のあり方と管理

８)医療原価の実態

８)病院建築はどう変るか

９)病院管理指標から見た病院経営の実態

９)シンポジウム「病院とＰＲ」
昭和51年

昭和49年

２月１．２日富山市

７月16日東京都（参加46名）

１)経営の動態分析の実態石原信吾

１)世界の経済の動向と我が国経済の見通し

２)資金ぐりの実際と経営計画井上昌彦

立教大学教授西山千明

３)危機下の週休２日制落合勝一郎

２)病院給食の合理化（食品流通システムづ

４)シンポ経営難に対し血路を開く方向

くり）

経営コンサルタント長尾明幸

司会小野田敏郎

５)病棟閉鎖病院からみた原因分析と対策

財団法人食品産業センター企画調査

落合勝一郎

室長岨常次郎

６)経営危機病院管理態勢井上昌彦

３)中医協問題と労働側から病院管理側に対

７)医療費改訂の特徴と影響石原信吾

するアドバイス

８)討議，物不足の現状と対策
９月１９．２０日東京都

１)看護の問題点

中医協委員・総評幹事安'垣良一
４)シンポジューム「減速経済下の病院の経
営」

２)中規模病院経営の問題点

演者聖路加国際病院落合勝一郎

３)病院管理の今後のあり方

病院管理研究所石原信吾

４)労務管理の体験

自治医科大学一条勝夫

５)病院における労務管理の問題点

６)病院運営管理組織の問題点
７)病院管理におけるリスク・テクニックの
活用

８)シンポジウム「病院の危機について」

９)日本の医療はどうなるか
昭和50年
９月２６．２７日東京都（参加80名）
１)病院職場と女性の心理
fＺ４

昭和52年

８月18.19日東京都食糧会館（参加１０５
名）

１)医療の現状と展望

～医療に対する最近の世論を含めて～
ＮＨＫ科学産業番組班チーフディレ
クター行天良雄

２)病院看護の現状と展望
聖路加国際病院総婦長内田卿子

４研究部会

3)病院救急の方向

２)現代における医療・薬剤の批判

(1)厚生省で考えている病院救急の方向
厚生省医務局指導助成課課長補佐

東京大学医学部講師高橋晄正
３)地域医療と病院

松浦哲夫

(2)日本病院会でまとめた病院救急の方向

佐久総合病院院長若月俊一
４)最近における看護婦の役割と動向

日本病院会会長

駿河台日本大学病院総看護婦長

国立埼玉病院長左奈田幸夫

4)第20回国際病院学会を通して世界の病院

星沢政枝

５)欧米の最新病院I情報

の動向をさぐる

聖路加国際病院常務理事落合勝一郎

日本病院会常任理事

６)医療保険の動向

新千里病院長吉岡観八

三井健康保険組合副理事長

5)ＣＴを中心とする新しい医療機器の動向
東芝メディカル株式会社会長

水野近

７)プライマリー・ケアと医療の動向

岩井喜典
6)医療の変化と建築

聖路加看護大学学長日野原重明
８)医療の福祉のかかわりと方向

明治大学工学部教授浦良一

7)病院における労働争議

聖隷浜松病院理事長長谷川保
９)医療制度の変化の見通しと病院財政

労働省労政局労働法規課課長補佐

厚生省病院管理研究所経営管理部長

気賀沢克己

8)シンポジューム「最近の病院経営」
(1)高機能病院経営危機懇談会の填末

石原信吾

昭和54年

１０月12.13日東京都東京トラック事業健
保会館（54名）

聖路加国際病院常務理事
落合勝一郎

(2)赤字なしにきた病院の経営苦心
武蔵野赤十字病院事務部長
東義晴

(3)病院経営の赤字地帯，黒字地帯
厚生省病院管理研究所経営管理部
長石原信吾

１)病院管理のあゆみと今後のありかた
順天堂医科大学講師守屋博
２)私たちは異色ある病院作りのためこんな
工夫と努力を重ねた

織本病院長織本正慶

愛知県厚生連更生病院長山崎健之
豊洲厚生病院理事長水野精巳
３)世界病院界の動向一オスロにおける第２１

昭和53年

９月７．８日東京都食糧会館(参加90名）
１)コンピュータ化の現状と動向

回国際病院連盟学会に参加して

聖路加国際病院常務理事落合勝一郎

関東逓信病院電子応用医学研究室長
三宅浩之

４)医療提供体系の動向一各病院はその中に
どう組み込まれるか
４Ｚ５

４研究部会

日本赤十字社産院

6)院長40年の経験に立って事務長に望む－

日赤医療センター

日大板橋病院

砂原茂－

土橋明次

柏戸病院

黒田幸男

済生会中央病院

志賀正次

都立大塚病院

東義晴

武蔵野赤十字病院

庭野菊蔵

佼成病院

上林三郎

聖路加国際病院

沢田光正

佼成病院

鈴木修身

北品川総合病院

河村静逸同愛記念病院３９～４６

鈴木裕方

越谷市立病院

中田重吉日本赤十字社中央病院３９～４２

尾高重暉

大森赤十字病院

土居美水大宮赤十字病院４２

益田益作

横浜赤十字病院

坂本徳次太田総合病院４２～４３

清水杉太郎

北里大学病院

寺本亀義東京警察病院４２～４３

安藤秀雄

蒲田総合病院

古屋定哉東京都衛生会中央病院４２～４４

大塚陽

聖隷浜松病院

事務管理部会の運営，研究にたずさわった委
員の氏名と任期は次のとおりである。

落合勝一郎聖路加国際病院３９～５４
聖路加サービスセンター
５５～

石原信吾虎の門病院３９～４７
病院管理研究所４８～

白瀬五郎癌研究会付属病院４２～４５

聖隷福祉事業団

森直一武蔵野赤十字病院４２～４７

酒泉春雄

河北総合病院

井上昌彦駿河台日大病院４２～４３

山崎満州男

越谷市立病院

日大板橋病院４３～４６
日大法学部４７～５０

川崎医大付属病院５１～５３
北里大学５４～

松本喜一あそか病院４３～４５
木島茂新川橋病院４３～4８
４１６

５

北品川総合病院

４

安永貞男

５事務管理部会委員の推移

別別則

小千谷総合病院

５

滝沢喜七

石原信吾

１

心研付属病院

８１

谷徹

厚生省病院管理研究所経営管理部長

一一一一一一一一一一一一一一

東京警察病院

８
４

高尾万次

７)チェーン病院出現の背景と見方

一一一一一一

関東中央病院

４５

長野信正

２

国立療養所東京病院名誉院長

駿河台日大病院

一一

平野栄次

５

病院の文明批評

６６７

篠ノ井病院長新村明

一一一

中村省吾日本赤十字社中央病院

5)地域小病院を守り育てて

４４４

高橋英三三楽病院

４４６８４３５６６６７７７８８００２３３３３３３３５３５
４４４４４５４４４４４４４４４５５５５５５５５５５５５５

厚生団常務理事大村潤四郎

４研究部会

㈱現状の診療報酬請求事務の処理能力につ

医事研究会
医事研究会のみなもと

医事研究会は日本病院協会の外にあって昭和
38年２月21日，当時の虎の門病院事務長石原信
吾ならびに日本赤十字社中央病院事務部長中田

いて

（ﾍ）最も能率的な総括表作成までの請求書の
処理について

（ﾄ）特別区国保被保険者の転出入に困る資格
喪失後診療費の取扱いについて

（ﾁ）基金その他の医療内容査定について，そ
の具体的対策と防止方法について

重吉両氏の提唱により都内15病院の医事課長が

４請求洩れの取扱いについて

日赤中央病院に集って開催されたのがそのはじ

５診療未収金対策について

まりである。医事業務は病院内において必要欠

（ｲ）救急隊搬入患者の診療費の保全について

くべからざるものでありながら各病院が独自に

（ﾛ）医療費の滞納金の未然防止について

お互いの情報交換もなく，いわば閉鎖的な状況

い入院料及び室料差額未納患者の取扱いに

の中で行なわれていた。がこの研究会の目的

ついて

は，医事業務に関する共通問題の研究，′情報資

（二）外来診療未収金の取扱いについて

料の交換，病院見学であった。

㈹血液代金の受払いについて

第２回の会合は同年４月，虎の門病院におい
て開かれ「医事業務についての問題点」と題し
て討議され，つぎのような項目が出された。

６医事課事務職員の教育について

７国保法等の－部改正について
以上の問題点の中から抽出して各病院が持ち

１外来診療関係について

廻りで討議検討されることとなった。第３回は

（ｲ）診療侍時間について

慶応病院を見学，第４回は東京厚生年金病院で

（ﾛ）外来診療料金算定ルールについて

行なわれた。さらに第５回は聖路加国際病院で

２入退院業務について

行なわれ，社会保険，国民保険，東京労働基準

（ｲ）病床利用率向上に関して

局等の関係機関の担当者を招き意見交換を行な

（ﾛ）実稼働病床の把握について

い医事研究会からの要望事項を伝えた。

ﾄﾘ満床時の入院希望患者の取捌きについて

第６回の医事研究会においては，日本病院協

（二）入院患者診療費計算事務の機械化

会に対し要望書を提出し，各関係機関に対して

㈹入院医療費の調定事務について

善処を行ってほしいというものでその内容はつ

３カルテ様式の統一について
４診療報酬請求事務について

（ｲ）請求明細書様式の統一について
（ﾛ）地方国保請求書様式について

い診療報酬請求事務の機械化について
（二）診療報酬請求事務の業務配分について

ぎのとおりであった。

①レセプトの提出は昭和33年厚生省令第３１
号の通りとする（毎月10日提出）

②保険請求事務の簡素化を早急に実現する
こと。

③各医療機関の医療事務に直結する法律お
４１７

４研究部会

よびその解釈，通達，疑義解釈等について

協会が会員に対し周知徹底をはかること。
これらの事項はその後実施されている。
２医事研究会の発足

昭和39年「請求事務の簡素化」が研究会のテ
ーマとして取り上げられて以来，合理化への気

運は高まり，小野田敏郎参与（東京警察病院）
の支援を得て，昭和40年２月駿河台日大病院に

おいて全国的な会合をもち，各病院の請求事務

昭和39年４月日本病院協会に事務管理部会が

の簡素化の具体的方法が発表された。これらの

設立されたが，同年７月，従来有志の集りであ

具体案は厚生省，支払基金，健保連等関係機関

った医事研究会を事務管理部会の傘下に組み入

の了解を得て実施の運びとなった。

れて活動することが決定された。事務管理部会

さらにこれら具体案は過去の医事研究会の成

から世話人として落合勝一郎（聖路加国際病

果を含めて単行本として発刊することになり昭

院)，石原信吾（虎の門病院)，井上昌彦（駿河

和41年５月「医事業務」と題して出版された。

台日大病院)，森直一（武蔵野日赤病院）の各

その内容は

事務長があたり，医事研究会の運営委員として

（１）医事課職員の教育訓練

白井棟造（日赤中央病院)，矢吹和軍（聖路加

（２）医事業務の業務分析

国際病院)，黒田幸男（虎の門病院)，富樫吉郎

（３）外来業務のながれ

(国立東一病院)，田中栄一（駿河台日大病院)，

（４）医事請求業務の簡素化一オーバレイ方

木内哲郎（済生会中央病院)，安永貞雄（東京

式，刀根山方式，静岡日赤方式

警察病院)，常山貫司（順天堂病院)，田中幸二

であった。執筆者は田中栄一（駿河台日大病

郎（武蔵野日赤病院)，小島健男（佼成病院)，

院)，黒田幸男（虎の門病院)，安永貞雄（東京

石井博（東京厚生年金病院）の各医事課長が選

警察病院)，竹内建一（国立刀根山病院)，稲葉

出された。

辰雄（静岡日赤病院）らの諸氏が担当し，編集

ここで今後の研究会活動が確認され，医事課

は三浦秀夫氏（佼成病院）が担当した。

の地位，質の向上のため努力する。請求手続の

これに併行してその成果を「診療報酬請求の

簡素化のための具体的研究を行なう。医事職員

能率化」と題して安永貞雄氏が日本医事新報第

の教育に徹する等が決定され，さらに医事研究

2149号に掲載し，全国の開業医から多大な反響

は隔月の第３水曜日を定例とし，会場は当番病

を呼んだものもこの時期である。

院が受持つなどが決定された。
３診療報酬請求明細書の簡素化と「医事業
務」の発刊

従来の診療報酬請求事務はその多くが，カル

「医事業務」改訂Ⅱ版は昭和44年５月さらに
内容を充実し仙台市（昭和42年10月)，松山市

（昭和43年11月）で行なわれた全国勉強会の内

容を含めて発行した。その内容はつぎのとおり
である。

テや伝票から会計カードに記載し，さらにレセ

（１）医事課職員の教育訓練

プトに転記するといういわゆる手書き方式であ

（２）窓口業務

る。

（３）医事業務と医師及び看護婦との連繋

４１８

４研究部会

（４）医事課職員のモラール向上の具体策

第３回は同年９月16日，市立札幌病院中川順

（５）保険請求事務の再検討

一院長ならびに斗南病院奥田義正院長の協力を

この中で特に保険請求事務に関してはその具

得て札幌市自治会館において開催した。

体例を別冊として発刊した。掲載例は済生会新

第４回は昭和42年10月27日仙台市で，第５回

潟病院，浜の町病院，済生会中央病院，社保蒲

は昭和43年11月30日松山市で開催し，この一時

田総合病院，愛媛労災病院，成田赤十字病院，

期において集中的に全国勉強会が開かれてい

武蔵野赤十字病院，河北病院，佼成病院，虎の

る。

門病院，国立東京第二病院，兵庫県立西宮病
院，結核予防会保生園の例を載せた。

その後全国勉強会の実施とともに全国的に普
及されたのが，ノーカーポン方式，オーバレイ
方式といわれるものである。

これら全国勉強会は東京と地方を直結し，医

事研究会も全国的な組織として確立し，さらに
これら勉強会を通じて医事業務全般のレベルア
ップへと繋がったものである。
このような医事研究会の発展の経緯は，先に

オーバレイ方式については昭和42年「請求明

も述べたごとく，各年度における委員会のメン

細書の作成合理化」－研究報告一として日本病

バーの献身的な努力と，それを支えてくれた病

院協会出版部より発刊されている。

院長をはじめとする関係者の全面的な支援によ

４医事研究会全国勉強会

都内を中心に行なっていた医事研究会も参加

るものである。

５勉強会の変遷

者が近県のみならず地方からの参加者が増える

医事研究会20年の変遷をみると，前述した第

ようになり，全国各地においても勉強会を開く

２回の研究会における医事業務の問題点は今日

べしという意見に応えて昭和41年１月22日その

に至るまでその焦点をそのまま引継がれてい

第１回医事研究会を京都市で開催することにな

る。そうした背景から勉強会のテーマはその時

った。お世話は国立京都病院萩原義雄院長にお

代時代における医療を取巻く'情勢を反映したも

願いした。会場は同病院の講堂で参加者150名

のである。

を予定して開催することにしていたが，参加者

「レセプト作成方式」に関連するテーマでは

が漸増し，会場は二転三転して６００名を収容す

初期の手書きの時代から電子複写機の利用，ノ

る関西電力ホールが当てられた。当日の参加者

ーカーボン紙の利用を経てコンピュータの利用

は215病院500名に及んだ。

までと時代の要求に応じた変遷がある。

この勉強会は日本病院協会の各部会が開催し
た全国勉強会の囑矢にあたる。

「事例による完全算定シリーズ」では，医
学，医療機器のめざましい進歩と，医療の質の

第２回は昭和41年４月23日九州中央病院赤星

変化に伴って，点数表の解釈の複雑化，高度化

一郎副院長の支援によって福岡市田辺製薬(株）

が如実に示され，勉強会における具体的事例を

福岡支店の講堂で107病院194名が参加して行な

以っての点数算定では個々の算定者の差異は数

われた。

千点の開きがあった。これらは算定上の基礎に
４Ｚ９

４研究部会

なる解釈の相違を現したもので，勉強会におけ
る同一テーマもその質的向上を計ったものであ

昭和38年

①２月２１日

虎の門病院事務長石原信吾，日
本赤十字社中央病院事務部長中

る。

また，「請求もれの防止」は常に変らぬテー

田重吉両氏によって医事研究会

マとして取り上げられ，情報の伝達，収集の難

が提唱され，第１回を日赤中央

しさ，適正な料金化のための点数解釈上の問

病院において都内15病院の有志
が集り開催される。

題，日々変化する治療材料の使用にかかわる諸
問題など，完全算定のための課題として今日に

②４月１８日

第２回医事研究会を虎の門病院
で開催，今後の活動方針を決定

至っているものである。

する。

その後委員として，小田博夫（白十字会)，
三浦秀夫（佼成病院)，続木義久（同愛記念病

③６月

第３回，慶応病院を見学

院)，吉田典司（東京厚生年金病院)，矢野弘

④８月

第４回，東京厚生年金病院にて
開催

（済生会中央病院)，大友豊（前橋日赤病院)，

彦坂弥一(大宮日赤病院)，中村安晴（社保都南

⑤10月

催

病院)，山本毅（あそか病院）らが加わり更に
充実した研究会活動へと発展した。

昭和44年頃より活躍していたそれぞれの委員

昭和39年

①１月

②３月１８日

第７回，済生会中央病院にて開
催

替りが激しくなった。昭和44年以降中心的に活
躍した委員は安藤秀雄（社保蒲田総合病院)，

第６回，武蔵野赤十字病院にて

開催

も院内の人事移動によって，昇進する者，他に

転じる者があいつぎ，委員会のメンバーも入れ

第５回，聖路加国際病院にて開

③５月１８日

第８回，駿河台日大病院

山崎信夫（虎の門病院)，三上晃（三井記念病

医事業務の電子計算機導入の諸

院）氏らで今日の発展へと撃っている。

問題，この会より日本病院協会
の記録に記載される。

医事研究会が発足以来，今日に至るまでに開
催した定例勉強会は１０１回，地方における全国

④７月１５日

第９回，駿河台日大病院

勉強会は32回，合計133回の多きに及び，その

研究会の経過報告と今後の研究

間の参加者の廷人員は15,000余名に及んでい

会活動について

る。こうした成果の陰には運営委員の並々なら

日本病院協会事務管理部会の下

ぬ努力が今日の医事研究会の発展の基礎を築い

部組織として活動することが承

たものである。

認される。事務管理部会から４
名の世話人，医事研究会から１１

６定例研究会の実績

医事研究会がおこなった定例研究会の実績は
次のとおりである。
‘２０

名の運営委員を選出する。
⑤９月16日

第10回，順天堂大学病院

保険請求事務の簡素化

４研究部会

⑥11月18日第11回，佼成病院

統計方式の標準化

外来受付事務の分析

⑦12月10日第12回，武蔵野赤十字病院

伝票制度の分析

⑦11月25日第18回，佼成病院

３基準に伴う問題点
昭和40年

保険請求事務の分析
昭和41年

①１月20日第13回，駿河台日大病院

①１月21日第19回，国立東京第二病院

新患受付待ち，再来受付待ち，
診療待ち，お薬待ち

医事業務の機械化

②３月22日第20回，駿河台日大病院

②２月27日駿河台日大病院

待ち時間対策

病院医事請求事務研究会議「医
事請求事務の能率化」開催。こ

未収金対策
③６月16日第20回，都立墨東病院

の検討結果をもって厚生省等関

アンケート集計の結果発表

係機関に要望を提出することを

医事課で処理に苦慮しているも

決める。

の＝グループ討議

③３月17日第14回，日赤中央病院

④10月14～15日第２１回，熱海市赤尾ホテル

（１泊）

病院医事請求事務研究会議経過
報告

医事業務の合理化＝グループ討

医療費算定記帳，支払等につい

議

て

⑤12月13日，第２２回，虎の門病院

３月24日医事研究会運営委員会開催，各

外来業務の予約制度

委員の分担を代表幹事，座長，

夜間，時間外，休日等の医事業

企画，渉外，広報等それぞれの

務体制

担当を決める。
④５月26日第15回，虎の門病院

医事研究会の運営
医事課組織および分掌
アンケート調査・甲乙両表の
当てはめ結果

⑤７月21日第16回，国立国府台病院
入院業務の分析

昭和42年

①２月16日第23回，品川文化会館
医事業務の諸問題

②６月19日第24回，駿河台日大病院

医事課職員の患者応対について
③８月16日第25回，虎の門病院

審査減の実態とその対策
９月27日第１回電子計算機研究会，日本

医事職員の教育訓練

電気（株）田町ビル別館

窓口現金収納手続き

電子計算機の病院システムの適

⑥９月22日第17回，群馬県前橋市自治会館
医事統計について

用について

④10月20～21日第26回，伊東市光風閣（’
４２Ｚ

４研究部会

泊）

カコー特に損失の発見と処理方法

医事課職員のモラル向上の具体

について

策

③６月18日第37回，番町共済会館
案内と応対－その効果的表現

１１月22日第２回電子計算機研究会，東京
商工会議所

④８月20日第38回，東医健保会館

電子計算機について

病院にはどのような医事統計が

病院システムについて

必要か

⑤12月18日第27回，番町共済会館

⑤10月15～16日第39回，那須ロイヤルセン

ター（１泊）

診療報酬点数表改正説明会

職場の中の人間関係一ケースス

⑥12月20日第28回，佼成病院
医事業務の範囲

タディ

⑥12月17日第40回，番町共済会館

昭和43年

①３月23日第29回，武蔵野赤十字病院

完全算定シリーズ，その２－こ

伝票制度の再検討

ベッドの中央管理

②５月15日第30回，佼成病院

れは何点か，疑問点数の研究
昭和45年

①２月18日第41回，番町共済会館

医事課で困っている問題点とそ

待たない受付，出しやすいカル

の解決策

テ

③６月21～22日第31回，御殿場市ＹＭＣＡ

②４月15日第42回，番町共済会館

東山荘（１泊）

医事部門と他部門との接点の研

人員不足をどうするか

③６月19～20日第43回，湯河原厚生年金会

究

館（１泊）

④８月21日第32回，関東逓信病院
保険請求事務の再検討

よい医事課職員になるには

④８月19日第44回，湯河原厚生年金会館

⑤10月18日第33回，番町共済会館
外来会計方式

伝票への新しい考え方
⑤10月21日第45回，青山会館

⑥12月18日第34回，虎の門病院溝ノロ分院
医事業務に必要な関連法規につ

能率的な入院会計について
⑥12月16日第46回，番町共済会館
こげつき未収金の原因と対策

いて

昭和46年

昭和44年

①２月19日第35回，東医健保会館
保険点数完全算定の実際
②４月16日第36回，東医健保会館
あなたの病院は損をしていない
４２２

①２月17日第47回，青山会館
完全算定シリーズーその３
②４月21日第48回，番町共済会館
これだけは備えておきたい－承

４研究部会

諾書・申請書・誓約書などの様
式と内容

昭和48年

①２月21日第59回，青山会館

③６月16日第49回，番町共済会館
患者サービス事例研究一トラブ

医事課からみた診療費割引制度
②４月18日第60回，駿河台日大病院

ル・クレームの解決策

医療費助成制度とその扱い方一

④８月13～14日第50回，那須ロイヤルセン
ター（１泊）

老人・公害・難病等
③６月20日第61回，番町共済会館

知っておきたい交通事故のすべ

保険請求とその関連業務につい

て

て

⑤10月20日第51回，東医健保会館

④８月15日第６２回，番町共済会館

レセプト事故の原因と対策
⑥12月15日第５２回，青山会館

効果的な病床管理について
⑤10月12～13日第63回，伊豆富士見ランド

完全算定シリーズーその４

（１泊）

院内における医事課のあり方

昭和47年

①２月16日第53回，番町共済会館

⑥12月19日第64回，東医健保会館
完全算定シリーズーその６

新人教育シリーズーその１

②４月19日第54回，東医健保会館
完全算定シリーズーその５

昭和49年

①２月20日第65回，東医健保会館
医事統計の有効な活用方法につ

③６月14日第55回，番町共済会館
出すときに困らないカルテの納
め方

いて

②４月17日第66回，番町共済会館
より良いサービスの提供

④８月16日第56回，番町共済会館
判り易くてあたたかい案内と応

③６月21～22日第67回，静岡県熱川ハイツ
（１泊）

対

事例算定

⑤10月13～14日第57回，那須ロイヤルセン
ター（１泊）

④８月21日第68回，番町共済会館
医事課ではかる増収策

先輩が行なう職場内教育のあり
方

⑤12月18日第69回，番町共済会館

算定に必要な情報は正しく伝え

⑥12月13日第58回，番町共済会館

られているか

医事業務の中で合理化できない
問題点とその対策

機器導入による分理化の比較検
討

昭和50年

①３月19日第70回，番町共済会館
週休２日制と医事業務
医事業務とコンピュータ
４２３

４研究部会

伝票について

②６月18日第７１回，東京トラック健保会館
これだけは知っておきたい基礎

④８月17日第84回，東京トラック健保会館
基礎医学一整形外科

医学知識
③８月20日第72回，番町共済会館

⑤９月21～22日第85回，水上市ホテル聚楽

（１泊）

医事課における機械化のいろい

事例研究

ろ

④10月17～18日第73回，静岡県熱川ハイツ

⑥12月14日第86回，番町共済会館

（１泊）

医事課にとってコンピュータは

事例算定
⑤12月19日第74回，番町共済会館
査定事例と問題点

本当に必要か
昭和53年

①２月15日第87回，番町共済会館

昭和51年

レセプト点検と新点数について

①５月13日第75回，これだけは知っておき

たい基礎医学一呼吸器疾患

点数改正に伴う'情報交換
②４月19日第88回，家の光ピル

②６月17日第76回，東医健保会館
間違っていないか`患者サービス

基礎医学一レントゲンについて

③６月21日第89回，番町共済会館

③８月18日第77回，番町共済会館

医事課へのコンピュータ導入に

医学知識と点数算定上の問題
④10月13日第78回，池坊お茶水学院

ついて－その２

④９月21～22日第90回，山梨県石和温泉ホ

臨床検査部会合同勉強会

テル石庭（１泊）

臨床検査の点数請求もれ防止対

事例算定

策

⑤10月18日第91回，番町共済会館

⑤10月20日第79回，電設健保会館

治療材料を含むディスポ製品を

これだけは知っておきたい様式
の知識

めぐる諸問題

⑥12月13日第92回，番町共済会館

⑥12月15日第80回，食糧会館

医事課の現在当面している問題

請求もれ防止対策

点とその解決策をさぐる
昭和54年

昭和52年

①２月23日第81回，東京トラック健保会館
自費料金に関する諸問題

②４月20日第82回，食糧会館
‘患者さんから見た窓口応対一好

①２月21日第93回，私学振興財団
医事課へのコンピュータ導入に
ついて－その３

②４月18日第94回，電設健保会館

感を持たれる医事課職員とは

基礎医学知識一検査

③６月15日第83回，協和銀行市ケ谷支店

誤りやすい検査点数

4２４

４研究部会

③６月20日第95回，番町共済会館

②４月23日第２回全国勉強会，福岡市田辺

医事課へのコンピュータ導入に

製薬（株）福岡支店

ついて－その４

医事課職員の教育訓練

用語解説と仕組み

医事業務の流れ

④９月12日第96回，食糧会館
未回収金の把握と効果的対策

保険請求事務の具体例
③９月16日第３回全国勉強会，札幌市自治

⑤12月12日第97回，番町共済会館

会館

診療材料について

医事課職員の教育訓練

自費料金について

請求明細書作成業務の簡素化具

昭和55年

体例

①４月18日第98回，三井記念病院
医事業務とコンピュータ
②６月18日第99回，電通生協会館

医事業務の諸問題
昭和42年

①10月27日第４回全国勉強会，宮城県松島

基礎医学知識一検査

観光ホテル

事例検討

医事課職員のモラル向上の具体

③７月17～18日第100回，長野県中軽井沢

策

医事業務の機械化の実情

塩壺温泉ホテル（１泊）
医事課員のための医学知識
事例研究

昭和43年

①11月12日第５回全国勉強会，松山市愛媛
農協会館

④11月19日第101回，東京トラック健保会
館

医事業務と医師，看護婦との連

請求もれ防止対策

繋

保険請求事務の再検討

７全国研究会

昭和45年

医事研究会の行った全国研究会は次のとおり

①２月19日第６回全国勉強会，神戸商工貿

である。

易センター

昭和41年

完全算定シリーズ

①１月22日京都市関西電力ホール

第１回の全国勉強会として近畿
地区医事研究会を開催
テーマ医事課職員の教育訓練

待たない受付，出しやすいカル
テ

②７月15～16日第７回全国勉強会，青森県
立中央病院

外来・入院の流れ

待たない受付，出しやすいカル

保険請求事務の簡素化

テ

参加者215病院500名

医事課職員研修のあり方
4２５

４研究部会

稼働額と入金誤差の追求

保険請求事務の合理化

請求事故と精度管理

③11月18日第８回全国勉強会，山口市医師

医事課に関する問題点の追求

会館

医事課職員の研修

②11月16～17日第14回全国勉強会，高松市
香川信用組合

伝票制度に問題はないか

レセプト作成の現状とその問題

昭和46年

①５月14日第９回全国勉強会，新潟県建設

占

ＪＵＷ

会館

レセプト作成後の業務処理

クレーム防止のための対応策

医事課職員の教育

請求事故に関する諸問題

未収金発生の原因と対策

医事課職員の研修

昭和49年

①７月19～20日第15回全国勉強会，熊本市

昭和47年

①２月22～23日第10回全国勉強会，大分商

民会館

工会館

より良いサービスの提供

待たない受付，出しやすいカル

週休２日制と医事業務

テ

医事課ではかる増収策

医事におけるコンピュータ

算定シリーズ

②６月22～23日第１１回全国勉強会，北海道

②10月21～22日第16回全国勉強会，秋田市

自治会館

算定に必要な情報は正しく伝え

医事課職員の育成

られているか

‘患者の期待する窓口

他部門からの医事課への要望

新点数に関する情報交換

病院危機対策

保険請求の現状

医事課ではかる増収策

③９月11～12日第１２回全国勉強会，大阪府
関電ホール

昭和50年

①９月19～20日第17回全国勉強会，宮城県

医事業務を点検してみよう

歯科医師会館

算定研究の事例一疑問点の検討

‘患者サービス向上のためにその
接遇のあり方

昭和48年

①７月19～20日第13回全国勉強会，金沢市
県立社会教育センター

これだけは知っておきたい点数

レセプト作成から総括まで

算定上の医学知識

レセプト提出前後の点検

事例算定

保険請求業務とその関連業務の
実態
４２６

保険請求事務合理化のポイント

昭和51年

①２月12～13日第18回全国勉強会，伊勢市

４研究部会

神宮会館

医事課職員のための医学講座

病院管理と事務

③10月20～21日第24回全国勉強会，鹿児島

査定をなくすために

県文化センター

病院の経営危機をさぐる

基礎医学一臨床病理検査

事例算定

最近の医事紛争

②５月27～28日第19回全国勉強会，札幌ホ

治療材料の現状と問題点

テルアカシヤ

事例算定

これだけは矢ﾛっておきたい基礎

‘患者サービス

医学

医療行為と治療材料

昭和53年

①７月20～21日第25回全国勉強会，札幌市

③７月14～15日第20回全国勉強会，大阪市

ホテルアカシア

日生谷町ピル

コンピュータ導入について

医事に必要な基礎医学知識

請求もれ防止対策

医療行為と治療材料

自費料金と点数改正に伴う諸問

医事課職員の研修

題

④11月18～19日第２１回全国勉強会，岡山市

②11月21～22日第26回全国勉強会，神戸市

衛生会館

川崎重工健保会館

医事課職員の研修

医療経済からみた医事業務との

入院・外来会計方式

かかわりについて

患者サービスと院内表示
医事課における情報処理
事例算定

昭和54年

①５月17～18日第27回全国勉強会，長崎市
医師会館

不確実性時代に揺れ動く病院環

昭和52年

①３月16～17日第２２回全国勉強会，日本赤

境

十字社福岡県支部

臨床検査を中心として

請求もれ防止対策

算定もれ

低速経済下における病院経営に

レセプト点検

活力を与えるには

事例算定

②７月21～22日第23回全国勉強会，福島県

②７月19～20日第28回全国勉強会，富山市
第一生命ホール
英国の医療制度

農業共済会館

医事課職員教育

医事課に必要な基礎医学知識

医事課に対する易しい医学知識

事例算定

一外科系

自費料金に関する諸問題

医事業務とコンピュータ
4２７

４研究部会

ぬのはん

黒田幸男

虎の門病院

基礎医学一内視鏡検査の実際

田中幸二郎

武蔵野赤十字病院

事例算定

安永貞雄

東京警察病院

田中栄一

駿河台日本大学病院

木内哲郎

東京都済生会中央病院

昭和55年

①２月21～22日第30回全国勉強会，新大阪
チサンホテル

意義

治療材料について

自費料金について

②５月15～16日第３１回全国勉強会，山口市

医事課員のための易しい医学知

貫司順天堂医院
吉郎国立第一病院
秀夫佼成病院

宏同愛記念病院
典司東京厚生年金病院
義久同愛記念病院

博夫東京白十字病院

識

板橋医師会病院

，患者サービス

賛育会病院

医事課職員の教育

山田総合病院

③10月23～24日第３２回全国勉強会，青森県
保険点数と簡単な基礎医学知識
請求もれ防止対策

豊前橋赤十字病院
弥一大宮赤十字病院

安晴社会保険都南病院
毅あそか病院

弘東京都済生会中央病院

武蔵野赤十字病院４３～４４

井上昌彦

日本大学医学部附属板

聖路加国際病院４６～

安藤秀雄

社会保険蒲田総合病院

田中喜三郎

都立墨東病院

羽山正一

駿河台日本大学病院

日本赤十字社中央病院３９～4２

５

聖路加国際病院

４

塩山雅英

８
４

橋病院４５

(委員）

４２８

東京都済生会中央病院

６５

森直一

白井棟造

平塚共済病院
加藤雄二河北総合病院

(顧問）

落合勝一郎

雨宮格東京共済病院

４４

８医事研究会委員の推移

８
４

事例研究

３２
４４

農業会館

友坂村本野
大彦中山矢

事例算定

２２３９

これからの病院管理を考える

博東京厚生年金病院

４４４４

湯田温泉共済苑

健男佼成病院

０１２３
４４４４

基礎医学一生化学検査の臨床的

島井山樫浦木田木田
小石常富三野吉続小

日本の医療はどうなるか

蛸妬灯妬蛆如

聖路加国際病院

一一一
一
？一
９一
へ
一へへへ
｝一一一
｛｛一一一へ
９９９９９９２９９９０００１１１８１２１１１１１６２３２７１４４４５
３３３３３３４３３３４４４４４４４５５４４４４４４４４４４５４４４４

矢吹和重

③10月18～19日第29回全国勉強会，諏訪市

４研究部会

遠藤文郎市立川崎病院
横山勝治駿河台日本大学病院

沖山俊雄虎の門病院
石原孝憲虎の門病院

足し，７月に第１回研究会をひらいた。

５４

伊沢正雄日本通運健康保険組合

５５

徳永貴士杏林大学医学部附属病

浅見正行越谷市立病院
斉藤昌久佼成病院
日輝勝郎東京警察病院
茂木武東京衛生病院

一一一一一一

渡辺熱聖路加国際病院

Ｆ【〉【〔〉Ｐ【〉Ｆ（〉戸【〉Ｆ（）戸【〉

別府勇虎の門病院

第１回は，１月28日に聖路加国際病院で63名

の参加者を集め「文書管理」について研究を行

２その後の経緯

（１）隔月の定例研究会
発足当初，研究テーマに何を選ぶかが当然の

イー▲４加工４加乏川如き４加工４ハエ［【〉

院

田正明（済生会中央病院）等の諸氏が尽力し

った。

３３

佐竹明男駿河台日本大学病院

一一

松尾茂東京厚生年金病院

５５

伊藤保日本鋼管病院

導により，初代委員となった東義晴（武蔵野赤

た。
０４

岩瀬英二織本病院

５

公立昭和病院

郎，石原信吾，井上昌彦，森直一等諸委員の指

（佼成病院)，浜崎司（癌研究所付属病院)，藤
３

平林和重河北総合病院

５５

三上晃三井記念病院

業務の研究会が設立された。

十字病院)，内藤均（聖路加国際病院)，加藤勇

一一一一一

斉藤寿明聖路加国際病院

４１

手塚栄長稲田登戸病院

一一

井戸由友九段坂病院

８８８８９９９１９０１１

山崎信夫虎の門病院

であるとされ，昭和41年１月に庶務および人事

設立にあたっては，事務管理部会の落合勝一
４４４４４４４５４５５５

東京病院

その後，範囲の広い病院の事務管理を研究し
ていくためには，それぞれ部門別の研究が必要

０９

緒方廣市武蔵野赤十字病院

づいて医事研究会がその下部組織として設立発

一一

田村秀子駿河台日本大学病院

昭和39年４月に事務管理部会が設立され，つ

０
５

飛弾輝元横浜赤十字病院

庶務人事研究会
１研究会の成り立ち

一

毛利七平北品川総合病院

７３７８
４５４４

熊田和郎野村病院

一一一一

大野敏夫立川病院

５１５６６６６７７７７８
４５４４４４４４４４４４

芹沢好一佼成病院

課題となり，種々テーマが出されたが，身近で
日常的なものを選ぶこととし，庶務・人事の主

体業務である「文書管理」をまず取り上げ，つ
ぎに「防災」をシリーズもので取り上げた。つ

づいて「新入職員教育｣，「職員の再教育」を数
回に亘り研究し，関連して「規律」の問題を医
師との兼ね合いの中で研究を行った。その他，

給与・労働時間・宿日直・労働基準法・定員.
4２９

４研究部会

人事考課・組織・福利厚生・監督者教育・院内

め，深夜まで討議を行ったが，テーマ以外の'情

コミュニケーション・週休２日制など，さらに

報交換もでき参加病院間のコミュニケーション

は帳票類・駐車場管理に至るまで幅広いテーマ

の向上に役立つなど多大の成果を収めた。

で研究を重ね，時には，時代に即応するべく過

（４）労務研究会との合同会を行う

去に研究したテーマについての再検討をも行っ

労務研究会が庶務人事研究会から独立したの

は，４５年６月である。この頃は病院争議が盛ん

た。

定例研究会は，隔月で年６回が原則で実施さ

でもあり，労務問題の一層の研究が必要であっ

れてきたが，昭和50年から51年にかけては協会

た。その翌年の全国勉強会を計画するにあた

執行部の交替と，委員会委員が所属病院の人事

り，テーマを人事・労務の両面から研究する機

異動等により大幅な入れ替えがあり，研究会の

会を持とうと合同の研究会が実現した。その第

回数が約半数に激減した。

１回は，４６年10月13日，香川県高松市で「職員

（２）全国研究会はじまる

の意識｣，「院内教育の実際｣，「病院に於ける労

全国研究会（地方出張勉強会）は，昭和42年

基法の問題点」の三つのテーマで62名という多

11月が第１回で，東京地区のみの研究会にとど

くの参加者を集め行われた。このようなことか

めず，これを全国に広め病院間の交流により病

らその後の研究会は，しばしば合同で行ってい

院の発展に資すべく開催地の協会傘下の病院の

る。

協力を得て実施することとした。
テーマの選択にあたっては，各病院間で関心
のある共通なものとし，東京で研究したテーマ

３定例研究会の実績

第２回以降の定例研究会は次のように行われ

を発表し更にその地域病院と話し合うという方

た。

法で研究会を持った。第１回は福岡で「新入職

昭和41年

員教育」と「病院の防災対策」をテーマに実施
したが52名の参加者を得ることができた。以来

毎年１回の定例とし，北は北海道から南は九州
に至る10数回実施し，それぞれ好評であった。
（３）－泊勉強会はじまる

これまでの定例研究会は，各病院の会議室を
借り，時には見学を兼ねて行うか，もしくは協

会の会議室で２時間から３時間を予定し実施し
てきたが，研究会が活溌になるにつれ大部分の

参加者から時間が足らぬとの意見があり，はじ
めたのがこの一泊研究会である。第１回は45年

①１月28日（第１回）聖路加国際病院参加
者６３名
病院の文書管理

②３月23日（第２回）駿河台日本大学病院
文書の分類と保管

③５月25日（第３回）日本赤十字社中央病院
参加者５８名

病院における災害対策（その１）
防火対策

④７月27日（第４回）東京医科大学付属病院
参加者３９名

８月28日と29日の両日，神奈川県湯河原町の厚

病院における災害対策（その２）

生年金会館で「文書管理」をテーマで26名を集

防災対策警視庁防犯課長

4３０

４研究部会

⑤９月28日（第５回）佼成病院参加者４９

(1)病院の労働時間は週何時間が適当か

名

(2)病院の終夜営業の可否

病院における災害対策（その３）

(3)病院において週休２日制は不可能か

風水害・地震・その他の災害

(4)現行の看護婦３交替制勤務は妥当な

⑥11月15日（第６回）虎の門病院
新入職員教育について（その１）
問題抽出

昭和42年

りや

昭和43年

①１月24日（第11回）日本病院協会会議室
参加者４７名

①１月25日（第７回）慈恵会医科大学付属病

職場規律の確立（その１）

(1)出勤簿の取扱い並びに時間外勤務

院
新入職員教育について（その２）

(2)諸届事項の取扱い，特に労働協約・

(1)教育の範囲

就業規則との関連

(2)全職種に共通して教育を要するか

(3)病院の管理する建物等を従業員が使

(3)定期採用のみの病院と中途採用のみ
の病院の場合とのカリキュラムの組
み方

②３月29日（第８回）都立墨東病院参加者

用するときの取扱い

②３月27日（第12回）聖路加国際病院参加
者３５名
職場規律の確立（その２）
休暇の取扱いについて

３７名

(1)退職時における残存休暇について

職員の再教育について

現任教育について

(2)半日休暇について

武蔵野赤十字病院事務部長森直一

(3)業務上支障のあるときの休暇につい

③７月26日（第９回）武蔵野赤十字病院参
加者４６名

職員給与の実態（特に諸手当について）

(1)管理職手当と役付手当の本質的相違
及びその金額は

(2)特殊な勤務に対して支給する手当は

て

③５月22日（第13回）日本病院協会会議室
職場規律の確立（その３）
その他の休暇について

④７月24日（第14回）日本病院協会会議室
参加者３７名

なにを基準として特殊であるか否か

１.宿日直について

を判断するか，又その金額は

２.変形勤務時間について

(3)人員の不足をカバーする手当の是非
(4)作業量に応じて支給する手当の是非

④９月29日（第10回）日本病院協会会議室
参加者３７名
労働時間について

⑤９月25日（第15回）同愛記念病院参加者
４６名

労働基準法上の疑義解釈について

地方労働基準監督官佐々木勇
同遠藤武
４３Ｚ

４研究部会

病院に関係ある法令について

⑥11月27日（第16回）船橋中央病院参加者

④８月28日～29日（第26回）（一泊勉強会）

１８名

作業量と人員に関する調査の方法につい

湯河原厚生年金会館参加者２６名
文書管理について

て

⑤10月１日（第27回）関東中央病院（臨床検

昭和44年

①１月22日（第17回）日本病院協会会議室

査管理部会と合同）

検査科職員の採用

職員の採用管理について

②３月26日（第18回）日本病院協会会議室

⑥12月10日（第28回）日本病院協会会議室
中途採用者の初任給について

病院における職員数の調査について

③５月28日（第19回）日本病院協会会議室

昭和46年

①２月10日（第29回）日本病院協会会議室

参加者２３名

病院の組織について

作業量と人員配置について

④７月30日（第20回）日本病院協会会議室

②４月８日（第30回）日本病院協会会議室
病院の服務規律

参加者４０名

人事考課の問題について（その１）

③６月10日（第31回）日本病院協会会議室
病院の福利厚生

人事考課と賃金体系について
伊勢丹デパート能力開発課長
山本和夫

④８月30日～31日（第32回）（一泊勉強会）
湯河原厚生年金会館参加者４３名

⑤９月24日（第２１回）日本病院協会会議室

病院における現任者教育のあり方

人事考課について（その２）

講演「これからの職場内教育」

⑥11月26日（第２２回）日本病院協会会議室

松下電器産業(株)人事二課長

職員教育について

(1)職員教育はなんの目的で行なうか

田中上

⑤10月15日（第33回）日本病院協会会議室

(2)組織体における教育のあり方
日本病院協会監督者研修班

第一線監督者教育のあり方

⑥12月９日（第34回）日本病院協会会議室

佼成病院電算課長三浦秀夫
昭和45年
①１月28日（第23回）（臨床検査管理部会と

新人教育はどうするか
昭和47年
①２月１０日（第35回）日本病院協会会議室
病院における駐車場の管理はいかにする

合同）
１.パートタイマーについて

２.臨床検査職員の採用について

②３月25日（第24回）日本病院協会会議室
パートタイマーについて

③６月11日（第25回）日本病院協会会議室
４３２

か

②４月13日（第36回）日本病院協会会議室
参加者３５名
人事に関する帳票類の検討

③６月８日（第37回）日本病院協会会議室

４研究部会

参加者２４名
休暇の取扱い

昭和49年

①２月14日（第47回）日本病院協会会議室

④９月５日～６日（第38回）（一泊勉強会）
御殿場市東山荘参加者１９名
採用面接

福利厚生の現状について

②４月11日（第48回）日本病院協会会議室

③６月13日（第49回）日本病院協会会議室

⑤10月12日（第39回）日本病院協会会議室

参加者３１名

参加者１２名
院内のコミュニケーションをよくするに

出欠勤管理
④９月10日～11日（第50回）（一泊勉強会）

国民宿舎箱根太陽山荘参加者３５名

は

⑥12月14日（第40回）日本病院協会会議室
参加者８名

患者に喜ばれる環境づくり

出欠勤管理の現状と問題点
昭和50年

①７月24日（第51回）日本病院協会会議室
効果的な会議の運営

昭和48年

①２月15日（第41回）日本病院協会会議室
参加者１３名

②９月４日～５日（第52回）（一泊勉強会）
静岡県浜名荘参加者２９名

１.中途採用者の初任給の決め方

病院における人材育成の現況

賃金管理研究所副所長横山武雄

②４月12日（第42回）日本病院協会会議室

２.医師の出退勤管理

中途採用者の給与についていかに考える

昭和51年

か

③６月14日（第43回）東京トラック事業建保
会館参加者３１名
週休２日制の人員配置について

④９月６日～７日（第44回）（－泊勉強会）
鎌倉保養所若宮荘
人事考課について

「正しい人事考課」
日本人事管理協会浜野美雄

⑤10月11日（第45回）日本病院協会会議室
参加者１７名
募集対策について

⑥12月13日（第46回）日本病院協会会議室
参加者１７名
パートタイマーの処遇について

①１月22日（第53回）私学会館参加者１２
名

旅費規程の諸問題

②３月11日（第54回）日本病院会会議室参
加者４３名

交通ゼネスト対策

③９月16日（第55回）日本病院会会議室参
加者１９名
１.諸手当について

２定年制について
昭和52年

①５月12日（第56回）太陽神戸銀行麹町支店
参加者３２名
休暇制度と運用について

②９月22日（第57回）日本病院会会議室参
4３３

４研究部会

加者６０名

有給休暇の取扱い

４全国研究会の実績

全国研究会は昭和42年より行われその実績は

昭和53年

①２月23日（第58回）日本病院会会議室参

次のとおりである。

昭和42年11月22日

加者４０名

新入職員オリエンテーションの実I盾とあ

福岡市・田辺製薬福岡支店講堂参加者５２
名

り方

１.新入職員教育について

②11月16日（第59回）東京トラック事業健保

(1)新入職員教育の具体的方針の立て方

会館参加者２０名

駿河台日本大学病院人事係長

病院職員の健康管理

伊藤健一郎

講演労働安全衛生法

(2)新入職員教育の具体例とその環境につ

中央労働基準監督署
安全衛生課長森田勇

いて

聖路加国際病院庶務係長

昭和54年

内藤均

①３月16日（第60回）食糧会館参加者３１
２.病院の災害対策

名

(1)病院の防火対策について

病院の最新諸手当'情報

佼成病院人事係長岡野博

②11月22日（第61回）日本病院会会議室参

(2)病院の防犯対策

加者３０名

東京警察病院事務課長

院内報の果たす役割（その１）

北見栄次郎

昭和55年

①２月22日（第62回）（労務研究会と合同）
日本病院会会議室参加者１２名
新入職員教育の再検討

②５月16日（第63回）日本病院会会議室参
加者２７名

定年制をめぐる諸問題
③８月29日（第64回）聖路加国際病院参加
者４１名

院内報の果たす役割（その２）
院内報の果たす役割一論説委員の立場か

昭和43年６月28日

札幌市・田辺製薬札幌支店講堂参加者５８
名

１.職員教育について

２.職場規律と労基法の運用について
討議助言
佼成病院人事課長岡野博

聖路加国際病院庶務主任
内藤均

武蔵野赤十字病院庶務課長
東義晴

ら

朝日新聞社元論説委員野上正

東京警察病院事務課長北見栄次郎
癌研究所付属病院企画調査室

４３４

４研究部会

浜崎可

東京衛生病院庶務人事主任

昭和44年10月21日

高原敏夫

静岡市・婦人会館参加者９５名

(2)現任者教育の必要性

１.作業量と人員配置

東京三楽病院庶務係長

(1)人員配置の実態と作業量

川田國雄

聖路加国際病院庶務主任
内藤均

(3)部下をどう指導するか
駿河台日本大学病院管理課長

(2)事務職員の効果的配置法

田中栄一

東京警察病院事務課長

３.病院における労基法の問題点
北見栄次郎

聖路加国際病院労務課長

(3)医師不足と診療体制の工夫

白石太郎

虎の門病院事務部長石原信吾
２.職員教育について

昭和47年10月17日（労務研究会と合同）
京都市・堀川会館参加者101名

(1)病院職員のしつけ

１.採用時の適性検査にあわせた指導法

駿河台日本大学病院管理課長

北品川総合病院総務課長代理

田中栄一

(2)新人をどう教育するか

鈴木修身

２.人事異動をめぐる諸問題

日本医科大学附属第一病院

事務次長佐藤公章
(3)やる気を起させるには

佼成病院人事課長岡野博
３.むづかしいと云われる現任者教育を実施
してみて

聖隷浜松病院長谷川事務長

東京衛生病院庶務人事主任

昭和45年９月22日

高原敏夫

福島市・福島県蚕糸会館参加者６０名
１.人員配置の効果的方法

４病院職員は何を望んでいるか
武蔵野赤十字病院事務部長

２.勤務評価は如何にあるべきか

東義晴
５.これからの福利厚生をどう考えるか

３.病院職員の教育をどうするか

聖路加国際病院秘書課主任

４.職場規律確立の問題点

関武矩

昭和46年10月13日（労務研究会と合同）

高松市・香川県建設会館参加者６２名

６.職場リーダーのための労基法
聖路加国際病院労務課長

１.職員の意識調査

白石太郎

武蔵野赤十字病院事務次長
東義晴

２.院内教育の実際

(1)新入教育のポイント

昭和48年11月15日～16日
盛岡市・岩手県市町村職員共済組合会館参
加者６０名
４３５

４研究部会

(3)中間管理者研修の実際

１.週休２日制を実施して

聖路加国際病院秘書課長

北品川総合病院勤労課長

関武矩

田野嘉正

２.定年制とその後の再雇用について

２.週休２日制を実施して

(1)アンケート報告

日本通運健康保険組合東京病院

虎の門病院庶務課長仲山俊雄

庶務係長丸田文也

(2)東京都職員互助会職員退職手当支給規

３.週休２日制を実施して

定について

東京衛生病院庶務人事主任

三楽病院互助会主査川田国雄

高原敏夫

(3)「労働省雇用管理調査」より

４.病院での福利厚生の現状

東京衛生病院事務長高原敏夫

河北病院人事係長鈴木摂子

(4)定年３回制はこうすればできる

５.職員教育の実際

兵庫県医科大学常勤理事

駿河台日本大学病院庶務課長

薗部雅一

田中栄一

３.病院における人事異動と昇格について

昭和49年10月31日～11月１日

(1)人事異動と自己申告制度

新潟市・新潟県自治会館

虎の門病院人事係長鈴木博通

出欠勤管理

(2)院内の人事異動と昇格

(1)正規時間中の勤務管理

和歌山赤十字病院庶務課長

(2)医師の出欠勤管理のいろいろ

藤岡行人

(3)効果的な超勤管理
昭和52年11月10日～11日

昭和50年11月21日～22日

和歌山市・和歌山県薬剤師会館参加者５６

福岡市・日赤福岡支部会議室参加者２５名
Ｌ休暇制度と運用について

名

１.週休２日制の実施例と問題点

虎の門病院庶務課長沖山俊雄

２.中途採用者の給与決定の２例

２.年次有給休暇について(アンケート報告）

３.勤務時間管理の方法と問題点

東京衛生病院人事係長西浦捷裕
３.休暇制度に関する労基法上の問題点

昭和51年11月15日～16日

福岡労働基準局課長猪鹿倉憲夫

京都市・京都府医師会館参加者４６名

昭和53年７月27日～28日（労務研究会と合同）

１.病院の職員教育について

名古屋市・御園座エメラルドホール参加者

(1)新人教育について

東京警察病院総務係長

６５名

松田詔
(2)現任者教育について

東京衛生病院事務長高原敏夫
４３６

１.職員の勤務時間管理（アンケート報告）
虎の門病院分院総務課長

鈴木博通

４研究部会

２.職員の福利厚生の現状と問題点

石原信吾厚生省病院管理研究所４９～

三楽病院庶務係長島田雅弘

(委員）

昭和54年７月19日～20日（労務研究会と合同）

東義晴武蔵野赤十字病院４１～４４

甲府市・山梨県医師会館参加者103名

山下亀雄虎の門病院４１～４２

１.看護部門の適正配置数

内藤均聖路加国際病院４１～４４

２.病棟の勤務体制一交替制勤務の現状と問

北見栄次郎東京警察病院４１～４５

岡本清気東京警察病院４１～４３

題点
３.病院給与の現状と展望

浜崎司癌研究会付属病院４１～４３

看護定員及び勤務体制一問題点と解決の

稲垣武東京都済生会中央病院４２

方向

会沢克夫日本赤十字社中央病院４１～4３

伊藤健一郎駿河台日本大学病院４１～４３

厚生省病院管理研究所

経営管理部長石原信吾

加藤勇佼成病院４１～４２

藤田正明東京都済生会中央病院４１

昭和55年11月13日～14日

松山市・勤労会館参加者５０名

岡野博佼成病院４３～４４

１.院内のコミュニケーションについて

(1)院内報について

藤崎実東京医科大学病院４３～４５
田中栄一駿河台日本大学病院４４～４９

聖路加国際病院庶務課次長

佐藤公章日本医科大学付属第一
病院４４～４９

石山稔

(2)院内の諸行事

小田博夫村山サナトリウム４４～４５

東京衛生病院人事課主任

束京白十字病院４６

西浦捷裕
新聞よもやま話

関武矩聖路加国際病院４５～４８

朝日新聞社元論説委員

些D

7E戸

野上正

最近の労働問題

川田国雄三楽病院４６～４８

病院４６～４８

北原覚大森赤十字病院４６～４９

５庶務人事研究会委員の推移

高原敏雄東京衛生病院４６～５１

(顧問）

鈴木修身北品川総合病院４７～４９
一彦
一号白白

井上

弘武蔵野赤十字病院４５

森山政伸東京女子医科大学第二

愛媛大学教授木村五郎

松本

町田キリスト教診療所４７

あそか病院

42～4５

東京病院４８～４９

日本大学医学部付属板

武蔵野赤十字病院

落合勝一郎

聖路加国際病院

６７８

森直一

４４４

橋病院

九田文也日本通運健康保険組合

鈴木摂子河北総合病院４８～５２
石山稔聖路加国際病院４９～
田野嘉正北品川総合病院５０～5１
４３７

４研究部会

島田雅弘

三楽病院

東京衛生病院
三井記念病院

発表”について討議した。

定例研究会は運営の計画にしたがって２か月
１回開催された。

５

虎の門病院

での用度の位置づけ"、在庫管理に関する調査

２定例研究会の実績

４

虎の門病院

｝｛一一一

詔裕博通子
捷
博宏

田浦山木部
松西青鈴阿

東京警察病院

５５

虎の門病院

２２

沖山俊雄

成病院小野田院長。アンケートを主体に、院内

一一？

武蔵野赤十字病院

０００４０２３３５
５５５５５５５５５

入山和太次

昭和41年

①４月15日（第２回）聖路加国際病院で７０

名が参加し，メインテーマは「用度の仕事と

用度研究会
用度研究会の成り立ち

は」講師は佼成病院小野田院長。、建物，設備，
物”の取扱いについてアンケートを中心に，
「新規購入の取扱い｣，「院内修理」について討
議。

昭和39年４月日本病院協会のなかに事務管理

②６月（第３回）虎の門病院で35名の参加

部会が設立され，その年７月にその傘下に医事

で行われ，メインテーマは軌ディスポーザブル

研究会が生まれた。その研究成果にかんがみ

製品について”講師は聖路加国際病院常葉小児

て，昭和41年１月庶務人事研究会が設立され，

科婦長で、最近のアメリカのディスポーザブル

それと並んで同年２月に用度研究会が設立され

製品の実情”の講演が行われた。アンケートを

た。

中心に、ディスポーザブル用品の使用の有無〃

設立にあたっては事務管理部会の落合勝一

郎，石原信吾，井上昌彦，森直一等の諸氏の指

、採算上の問題点”等が討議された。
③８月（第４回）１１項天堂医院で61名の参加

導を得て，神門昇三（虎の門病院用度課長)，

があった。メインテーマは、医薬品の購買につ

高石陽之助（佼成病院用度課長)，平野栄次

いて，そのＩ”講師は順天堂大学守屋博教授，

（駿河台日大病院管理課長)，久城孝（聖路加

順天堂大学小林事務長。、医薬品費の診療報酬

国際病院用度長)，庄島政六（東京警察病院用

に対する比率”、入札制度の是非〃、医薬品購

度課長）その他の諸氏が中心となり，この研究

入に関する決定者は誰れか〃等アンケートを主

会の運営について検討をし，定例研究会は隔月

体に討議。

偶数月に１回開催して，用度全般にわたって研

④10月（第５回）聖路加国際病院で43名の

究をおこなうこととし，その第１回の研究会を

参加を得て行われ，メインテーマは。医薬品の

昭和41年２月25日，佼成病院を会場とし80名の

購買について，そのT講師は佼成病院小野田

参加を得て開催した。

院長，聖路加国際病院平賀院長補佐。アンケー

メインテーマは「在庫管理」講師は病院管理

研究所一条勝夫氏，順天堂大学守屋博教授，佼
４３８

ト、購入価格実態調査”を中心に討議。

⑤12月（第６回）武蔵野赤十字病院で60名

４研究部会

の参加があった。今回は事務管理部会，施設研

とその報告について〃を選んだ。講師は駿河台

究会との合同，でメインテーマは、病院におけ

日大病院平野栄次氏で，、使用管理，原価管理，

る器械，備品等のリースについて"講師は日本

予算管理”のための消費統計について講演があ

リースインターナショナル㈱花井企画部長。

り，続いて，佼成病院高石用度課長，聖路加国

昭和42年

際病院久城用度課長，同病院秘書課中村彰吾氏

①２月（第７回）佼成病院で78名の参加。

の発表があった。

施設研究会との合同でメインテーマは、病院の

③６月（第14回）聖路加国際病院で39名の

防火対策について〃実際に最近体験した病院の

参加を得て行われた。メインテーマは、レント

、その時′の話があった。その後共通する問題

ゲンフィルムの価格について〃でアンケートを

点について討議。
②４月（第８回）駿河台日大病院で36名が

主体に，１.採用銘柄，２.納入価格実態調査に関
連した討議が行われた。

参加した。メインテーマは、薬事法からみた医

⑤８月（第15回）番町共済会館で55名の参

薬品の問題〃厚生省薬務局薬事課松吉技官の講

加で，メインテーマとして、医薬品の購入価格

演があった。

について〃を選んだ。アンケートを主体とし

③６月（第９回）東京慈恵医科大学病院で
46名の参加で行われた。メインテーマは、払

て，効果的な購入方法の前提として，同種同効
薬品の整理の必然性等について討議された。

出方法について"・一つの方法として，配給

⑥10月（第16回）日本光電工業株式会社の

方式についての利害得失が討議の対象となっ

見学を主体に13名が参加した。電子応用の医療

た。

機器の説明，‘患者監視装置の開発等先端技術に

④８月（第10回）横浜赤十字病院で40名の

感激した。

参加があった。メインテーマは、物品の配送に

⑦12月（第17回）番町共済会館において，

ついて〃で前回に引続いて払出業務についてア

27名の参加を得て，岡山，福岡での全国勉強会

ンケートを中心に討議された。

の報告が行われた。

⑤10月（第11回）米空軍立川基地病院で３５

昭和44年

名の参加があり，主として見学であったが，ア

①２月（第18回）癌研究会附属病院で47名

メリカ式の病院管理，資材管理，使用器材が珍

が参加し，メインテーマは、備品管理につい

らしく映った。

て"･備品，準備品，消耗品の分類等を主体に

昭和43年

討議。

①２月（第12回）都立豊島病院で41名の参

②４月（第19回）番町共済会館で25名の参

加。施設研究会との合同で，、環境設備〃をテ

加で行われた。メインテーマは、委託外注につ

ーマに当病院を見学した。空調と照明に関し勉

いで’で，各病院では現在どんなことを委託し

強する機会を得た。

たり外注しているか，又その得失は，等につい

②４月（第13回）佼成病院で40名の参加を

得て，メインテーマに、用度部門における統計

て討議。

③６月（第20回）番町共済会館で46名が参
4３９

４研究部会

加。メインテーマは、医薬品に関して〃で，納

て’をメインテーマに研究会を開いた。アンケ

品検収部門はどこが適当か。薬品費の対診療収

ートを中心に，都内病院より地方病院の方がよ

入との対比，常時在庫量等について討議され

り安く，又大病院より中小病院の方がより安く

た。

購入しているという不可解な実態について討議

④８月（第２１回）番町共済会館で40名が参

を進めた。既に何回も同じテーマで行っている

加して行われた。、購買のすすめ方〃がメイン

にも拘らず参加者の関心が高いのは，病院支出

テーマで，佼成病院高石用度課長の，購買品目

の中で人件費に次ぐものであり，即時`性が高い

の決定，数量の決定，価格の決定，購買先の決

テーマであるためで，従って討議も真剣であ

定という一連のすすめ方についての発表を中心

る。

に討議が行われた。

⑤10月（第２２回）全社連会館での、消防法
改正による法の説明会〃が当てられた。

⑥12月（第23回）番町共済会館において，

⑤10月（第28回）渋谷区にある中央鉄道病
院を見学した。近代設備の完備した中で，特に
搬送設備のカルテコンペア，カセットコンベア
に目をみはった。

施設研究会と合同で、病院にコンピュータを導

⑥12月（第29回）工場見学ということで，

入した場合の関連性〃をメインテーマとして行

注射器製造工場を持つ（株）トップの越谷工場

った。講師に富士通情報処理部高橋俊勝氏，森

を見学した。一連の製造工程の中から原価を知

井電業高塚徹氏を招き，映画、病院におけるコ

るという意味でも効果があった。

ンピュータ〃を上映し，これらを中心に討議し

昭和46年

た。

昭和45年

①２月（第30回）番町共済会館において１７
名の参加を得て、用度課新人教育について〃を

①２月（第24回）番町共済会館で、用度部

メインテーマに行った。４月期の新入職員に対

門から見た高騰する物価と人手不足対策〃とい

しての思惑もあり，タイミングは悪くなかった

うメインテーマ。３５名の参加を得て，異常とも

がこの種のテーマの研究会は参加者が少ない。

いえる物価高への対応について討議を重ねた。

意識の低さからくると思われるが非常に重要で

②４月（第25回）、公害規制対策による燃

将来困ることになるのだが。

料の取扱い′をメインテーマに東京警察病院を

②４月（第31回）、医薬品，燃料について”

会場として行った。都公害防止条例による重油

をメインテーマに22名の参加を得て番町共済会

使用規制への対応が主体となった。２４名の参

館で行われた。厚生省による医薬品添付廃止後

加。

の各病院の対応，公害問題にからむ重油と，そ

③６月（第26回）３７名の参加を得て，コン
ピューターマシンを既に導入している佼成病院
の見学を行った。

④８月（第27回）番町共済会館において５７

名の参加を得て、薬品の購入価格調査につい
4４０

の値上げ攻勢に対する対応等を中心に討議を行
った。

③10月（第32回）都の西北に偉容を誇る日

大板橋病院の施設見学を勉強会に選んだ。
④12月（第33回）河北病院に会場を選ん

４研究部会

で，４４名の参加者によって行われた。メインテ

受けた重油の価格問題で当面の重大要件で終日

ーマは、資材購入の対策〃で益々厳しくなる諸

熱心に討議を重ねた。

般の状勢への対応を検討した。
昭和47年

（第41回）中止。

②６月（第42回）番町共済会館において

①２月（第34回）番町共済会館で34名の参

、主要消耗品の価格実態調査〃をメインテーマ

加者を得て、物品の請求から購入決定までの問

とし，石油ショックに関連して消耗品類の急騰

題点とその解決法”でメインテーマとして行っ

に対応すべ<アンケートによる価格調査を主体

た。極めて一般的な問題であったが病院内に

に討議した。３７名。

は，これがスムーズに運ばれない事'肩が各病院

③８月（第43回）番町共済会館において

に存在し，担当者が頭を悩めている実態が浮彫

、医薬品購入の考え方〃をメインテーマとして

りにされた。

行った。参加者は43名。

②４月（第35回）、病院用度のあり方とそ

④９月（第44回）医療消耗品の八光商事

の運営について〃をメインテーマに，講師に虎

と，医療機器のサクラ精器の工場見学を主体に

の門病院石原事務長を迎えて番町共済会館で行

１泊勉強会を行った。

われた。参加者は36名。

⑤10月（第45回）番町共済会館において

③６月（第36回）番町共済会館において

、治療材料についてｻﾞをメインテーマとして行

､統計一主として在庫管理〃をメインテーマに

った。医事課との関連も含めて保険適用，不適

行った。講師に厚生省統計局の森氏を迎え，計

用の分類等について討議した。参加者は30名。

数管理についての講演を聞いた｡参加者は32名。

⑥12月（第46回）番町共済会館において

④８月（第37回）湯河原厚生年金会館にお

、最近の物価について′をメインテーマに，４８

いて，、ディスポーザブル用品についての調査〃

年に入ってからの物価高騰の波が病院にも例外

報告をメインテーマに１泊研究会を開いた。そ

なく押し寄せている実態について討議した。参

の後富士市にある仁丹テルモエ場を見学した。

加者26名。

⑤10月（第38回）番町共済会館において

昭和49年

、ディスポーザブル用品の採算制の見方"をメ

①２月（第47回）物価の急騰に頭を悩めて

インテーマに，前回の１泊研修会の報告を兼ね

いる上に，品不足が目立ち始め，この対策をテ

て，２８名の参加者を得て行った。

ーマに，番町共済会館で36名の参加を得て行わ

⑥12月（第39回）番町共済会館にて，、医

れた。

療器械，器具等購入に際し，留意したいこと〃

②６月（第48回）番町共済会館において，

をメインテーマに25名の参加者を得て行った。

購買担当者の最大関心事となった、最近の物価

昭和48年

高について"をメインテーマに，３６名の参加者

①２月（第40回）、急騰する商品購入対策〃

を得て討議を行った。

をメインテーマに37名の参加者を得て番町共済

③８月（第49回）薬事管理部会と合同で

会館で行われた。特に石油ショックをまともに

、医薬品製造技術差”という専門的な分野を〆
４４１

４研究部会

インテーマとして68名の参加者を得て，電設健

ループ討議のみ行った。医薬品グループでは，

保会館で行った。

1.総価値引購入と単価値引購入との比較，２.大

④10月（第50回）番町共済会館において

手メーカーの値引率，３．支払済度，４納入価

、東京における病院用度〃という都会地特有の

格交渉はどこの部門が適切か。一般消耗品グ

問題点をメインテーマに行ったが，的をしぼっ

ループでは，１．重油価格，２．ガーゼの価格等

たせいか43名の参加者を得た。

について議論が集中した。参加者は66名であっ

⑤12月（第51回）東芝多摩レントゲン工場
を見学した。参加者は12名と少なかったが先進
技術を駆使しての製造工程は興味があった。
昭和50年

①８月（第52回）番町共済会館において

た。

③10月（第57回）Ｘ線フィルムと感圧紙の

製造工場である富士フィルム富士宮工場を見学
した。バスの中で討論を開いたりして有意義で
はあったが参加者は34名であった。

、主要物品の価格実態調査〃をメインテーマに

④12月（第58回）東京トラック事業健保会

アンケートを主体として特に値上りの激しいレ

館において，物価シリーズとして酸素等の購入

ントゲンフィルム，ガーゼ，重油等を中心に討

価格について，アンケート報告と，前回の見学

議した。５５名。

についての報告が行われた。６３名の参加者があ

②10月（第53回）番町共済会館において，

、医薬品購買管理，用度からみた病院節約事
例〃をメインテーズに，重油等の節約について
具体的な事例の発表があった。

った。

昭和52年

①２月（第59回）、缶詰食品の知識と，そ
の購買上のポイント〃、基準寝具，衣料リース

③12月（第54回）、院内印刷物と印刷物購

の実態〃をメインテーマに番町共済会館で行わ

買上の問題点〃、レントゲンフィルムの購入価

れた。前者のテーマは給食材料シリーズ第２弾

格調査上の問題点〃をメインテーマに，９月に

であり，後者のテーマには初めて取組んだ。４３

行われた北海道旭川市での全国勉強会の報告を

名の参加者が熱心に討議をした。

兼ねて討議した。
昭和51年

②４月（第60回）東京トラック健保会館に

おいて蝋主要医薬品（薬効別）の価格実態調査‘

①２月（第55回）番町共済会館において，

をメインテーマに，６３名の参加者を得て行われ

初めての試みとして、給食材料の上手な買い

た。２９２品目の薬品について行われたアンケー

方′をメインテーマに，アンケートを中心に討

トの結果，地域的には，神奈川県，埼玉県，東

議した。聖路加国際病院古谷用度課次長の実態

京都の順で安く購入されていることが判明し

についての発表もあり，栄養関係者も含め73名

た。又病床数別でも300床台の病院が比較的安

の参加者を得た。

く購入していることが分った。

②８月（第56回）番町共済会館において，

③８月（第61回）東京トラック健保会館に

医職品の情報交換と，一般消耗品の情報交換と

おいて、リース，レンタルの利用実態〃、医療

のグループを分け，特にテーマを設定せず，グ

材料の価格決定方法と問題点〃をメインテーマ

4４２

４研究部会

に44名の参加者を得て行われた。アンケートを

主体に46名の参加者を得て東京トラック健保会

主体に討議を進めたが，リースは比較的利用さ

館において行われた。新しい対応が必要なのか

れているが，レンタルは複写機位が対象でそれ

どうか見当がつかないのが本音であった。

程利用されていないことが分った。リースは医

③６月（第66回）東京トラック健保会館に

療機器が主とした対象で，高額であり，又日進

おいて昨今急速に需要が伸びている、ディスポ

月歩の分野なので買取より，リースの方が得策

ーザブル製品採用状況調査〃と、ユニフォーム

という考えが支配的で，特に200床～400床の間

類支給第２報”をメインテーマとして49名の参

の病院の利用率が高かった。

加者を得て行われた。アンケート結果が主体で

④10月（第62回）今回は工場見学というこ

あったが，前者についての採用理由のトップは

とで，医薬品，特に抗生物質を主としている明

やはり感染予防で，どこの病院も一つ以上は使

治製菓足柄工場を見学した。１９名の参加があっ

用しており，急速に伸びていることを裏づけ

た。

た。後者については，自営とリースとのメリッ

⑤12月（第63回）番町共済会館において
、ユニフォーム類支給及び重油価格について〃

ト，デメリットについて論議が集中したがリー

スへの移行を考えている病院が目立った。

をメインテーマに42名の参加者を得て行われ

④８月（第67回）東京トラック健保会館に

た。共にアンケート結果を主体に討議を進めた

おいてハディスポーザブル製品採用状況そのｒ

が，ユニフォームについてリースで行っている

、主要物品価格調査〃をメインテーマに行っ

のが半数に達し，昨年は３分の１であったから

た。今回は前者については価格のアンケートを

その普及度もテンポが速い。重油も価格の変動

とったのでその結果も報告されたが，地域差が

のテンポが速く'情報を収集し，早目に対処する

かなりあるようであった。後者も重油が円高の

以外に対応策が無いため関心が高い。

影響を受けて価格が下り気味で喜ばしい傾向で

昭和53年

あるが，輸入に頼るものは，価格変動の予測が

①２月（第64回）番町共済会館において
、給食材料の流通経路のいろいろ〃、医薬品管
理の帳票について〃をメインテーマに，栄養，

むづかしく対応に苦慮していることが討議を通
して改めて確認された。
昭和54年

薬局関係も含め72名の参加者があった。前者に

①３月（第68回）、用度業務とコンピュー

ついて聖路加国際病院古谷給食課次長から，食

タ〃をメインテーマに東京トラック健保会館に

肉，魚，青果等の流通経路についてきめの細か

おいて60名の参加者を得て行われた。初めての

い発表があった。又後者についてはアンケート

試みなので講師に，豊洲厚生病院水野理事長，

集計結果に基いた発表があり，活発な討議があ

三菱電機村井氏を迎えて講演を聴いた。実際に

った。

コンピュータを利用している病院でも，医事業

②４月（第65回）２月に行われた薬価基準

務が多く用度業務に利用されている病院は極く

銘柄別薬価収載方法を受けて、主要医薬品価格

僅かであった。労務管理上の問題から医事業務

の実態′をメインテーマに，アンケート結果を

に早くから利用されるものは理解出来るが一見
４ｆ３

４研究部会

単純とも思える用度業務に利用されないネック

をメインテーマとして51名の参加者で行われ

はどこにあるのかは今後の課題とした。

た。石油の高騰に伴い，全ての物品がこれに連

②５月（第69回）、用度業務の問題をみん

動して高騰を続けているため，更めて病院で使

なで考える’をメインテーマにグループ討議を

用頻度の高い材料等についてのアンケートを行

主体に研究会を進めた。昨年はどちらかという

いその結果を報告した。後者についてはグル

と，購買業務がテーマの主体となったが今年度

ープ討議を主体に行われ，日常業務を通し，用

はもう－歩突込んだ実際の日常業務に焦点を合

度業務のウェイトが増してきている現状を踏ま

わせることとし今回のテーマを選んだ。１.機械

え，その役割認識を十分に理解する必要がある

選定方法，２.遊休機器のチェック方法，３.倉庫

と結論づけられた。

管理の方法等かなり具体的な内容を踏まえたグ

②９月（第73回）日病会議室において、ム

ループ討議が行われた。日本病院会会議室を利

ダのない用度業務とは〃をメインテーマに74名

用しての第１回であったが参加者は24名であっ

の参加者を得て行われた。院内各部署からの請

た。

求物品とその数量は果して適当なのかどうか，

③９月（第70回）日本病院会会議室におい

何か決め手のあるチェック方法はないか，ムダ

て、用度業務とコンピュータそのｒ、石油類

を考えるとどうしても解決すべき問題点である

の高騰と供給削減の実態調査〃をメインテーマ

ことに一致した。

に58名の参加者を得て行われた。前者について

③11月（第74回）、医薬品の購買管理につ

は，北品川総合病院飯田電算課長の､医薬品管

いて”、高額医療機器の購入方法〃をメインテ

理システム鰯と題しての事例報告，コンピュー

ーマとして日本病院会会議室に65名の参加者を

タメーカー４社からコンピュータ導入に関して

得て行われた。医療機器の価格を対象にアンケ

の留意事項等について概要説明があった。、用

ートし発表したが，同じ医療機器でも値引率は

度業務そのものが，コンピュータ化に適合した

千差万別であり用度担当者の努力により相当の

業務なのかどうか〃が課題として残った。後者

差が出ることも分かった。

のテーマは春以来続いている第２次石油ショッ
クからくる石油類の高騰，更に価格より必要量

の確保をどうするかまでに切迫した問題につい

て真剣に討議が重ねられた。

３全国研究会の実績

全国研究会は昭和42年より実施され，その実
績は次のとおりである。

④11月（第71回）日病会議室において１年

昭和42年11月岡山県職員会館において,岡

半振りに、医薬品〃をメインテーマに取上げ

山県病院協会後援のもとに，166名の参加者を

た。アンケート結果を主体に44名の参加者を得

集めて行われた。岡山県病院協会長，川崎病院

て行われた。

川崎院長，虎の門病院石原事務長のお話があ

昭和55年

り，続いて、用度の仕事とは”佼成病院高石用

①５月（第72回）日病会議室において、価
格変動の高い物品調査〃、用度の役割と立場〃
４４４

度課長，、在庫管理について"駿河台日大病院
平野管理課長，順天堂医院吉田管財課長，、医

４研究部会

薬品の購買について〃聖路加国際病院久城用度

について"三楽病院奈良用度課長，、用度職員

課長，武蔵野赤十字病院野上調度係長，、物品

にどれだけのことを教えるべきか〃神門委員，

の配給方式について”河北病院竹原管理室長，

、購買薬価が適正かどうかの確め方〃久城委員

、ディスポーザプル用品の使用について〃虎の

から各々発表があり,全体討議でしめくくった。

門病院神門用度課長，、リースについて,東京

昭和48年７月名古屋市において行われた。

警察病院庄島用度課長の発表があった。

昭和43年11月福岡市において行われ，９１病

テーマは、ＭＥ機器購入及びメンテナンスの条

件と問題点”笠原委員,、医薬品購入のテクニッ

院の人が参加した。九州中央病院赤星副院長，

ク〃竹原委員,､特定治療材料等の購入とチェッ

武蔵野赤十字病院森事務部長のお話があり，

ク方法"三井記念病院三上係長からそれぞれ発

、用度課の総論について’駿河台日大病院平野

表があった。

事務長，、購買の手段と価格〃虎の門病院神門

昭和49年11月下関市において86名の参加者

用度課長，、補給と在庫管理〃順天堂医院笠原

を得て行われた。下関市立病院亀田院長，聖路

資材課長，、ディスポーザブル，リースの問題，

加国際病院落合常務理事のお話があり，､用度

同愛記念病院野本用度課長が各々のテーマにつ

業務に関する調査報告〃武蔵野赤十字病院入山

いて発表した。

調度課長，、用度業務のあり方及びそのコミュ

昭和44年11月仙台市において75名の参加者

を得て行われた。宮城第一総合病院鈴木院長，

ニケーションについて〃竹原委員,、医薬品の購
入について､'北品川総合病院安永用度課長，

聖路加国際病院落合事務長のお話があり，、用

、機械備品管理と原価計算〃東京警察病院小林

度業務に関するアンケート集計報告〃聖路加国

用度課長，神門委員から各々のテーマについて

際病院久城用度課長，、病院購買の進め方〃佼

発表が行われた。

成病院高石用度課長，、経済節減に伴う補給管
理についての１例〃河北病院竹原管理室長，

、購買業務の合理化の事例’１頂天堂大学附属医
院笠原資材課長が各を発表した。

昭和50年９月北海道旭川市において39名の
参加者を得て行われた。旭川赤十字病院水上院
長，旭川厚生病院菅野院長，聖路加国際病院落
合常務理事よりお話があり，、用度業務に関す

昭和45年９月松江市において120名の参加

る調査報告〃虎の門病院本田用度課長，北品川

者を集めて行われた。松江赤十字病院石倉院

総合病院安永事務長，、東京地区における主な

長，松江市立病院西川院長，武蔵野赤十字病院

物品の価格実態について〃笠原委員ブ聖路加国

森事務部長のお話があり、用度業務処理基準の

際病院塩山用度課長から各々のテーマについて

－考察〃笠原委員,､購買管理について〃高石委

発表があった。

員,蝋人手問題と外注，ディスポ用品について〃

昭和51年９月高松市で86名の参加者を得て

神門委員,、医薬品購買に伴う諸問題〃久城委

行われた。小原病院小原院長，高松赤十字病院

員，野上委員から各々発表があった。

古家事務部長，聖路加国際病院落合常務理事の

昭和46年６月富山市において行われた。

お話があり，、用度業務に関するアンケート調

、不用品の処理と売却〃笠原委員，、請求伝票

査〃本田委員，安永委員，、用度業務の現状と
４４５

４研究部会

問題点"高松赤十字病院前川用度課長から発表

始った。続いて、用度業務に関する調査”塩山

があり，総いて，、病院食品流通システムづく

委員，、医薬品購入に関する調査”梅津委員，

りについて日本バプテスト病院榊田院長，経

北品川総合病院樋口用度課長，、価格変動が高

営コンサルタント長尾氏の講演が行われた。２

い物品の価格調査〃武蔵野赤十字病院緒方調度

日目に入って、給食材料の上手な仕入れ方の実

課長，、用度業務とコンピュータ〃虎の門病院

務”について古谷委員，、価格の実態調査〃は

情報システム課小田山氏，積善病院山口事務

塩山委員から発表された。

長，舞子台病院土井事務長から発表があった。

昭和52年９月新潟市において１１２名の参加
者を得て行われた。聖路加国際病院落合常務理

事の講演，、用度業務に関するアンケート調査〃

４用度研究会委員の推移

(顧問）

長から，へウスキーピング部会としての発表が

あり，当研究会からは杉本委員から発表があっ

簿等のいろいろ’山田総合病院園田用度課長か
ら発表があった。

昭和55年２月岡山県に再び来て，倉敷市に

４４６

駿河台日大病院

三楽病院

北品川総合病院
三井記念病院
東京警察病院
済生会中央病院
武蔵野赤十字病院

一

処する為の病院経営の展望〃と題した講演から

東京警察病院

９

病院落合常務理事の、国民総医療費の膨張に対

癌研附属病院

４

会場を得た。140名の参加があり，聖路加国際

同愛記念病院

一一一

調査"塩山委員，本田委員，、医薬品管理帳票

順天堂医院

６８８
４４４

た。２日目は各々に分科会となり，、用度業務

武蔵野赤十字病院

一一

課長，聖路加国際病院近藤ハウスキーピング課

東京警察病院

７８
４４

ームの管理縁を取上げた。虎の門病院粕谷整備

河北病院

一一一

事のお話があり，統一テーマとして、ユニフォ

聖路加国際病院

３６４
４４４

十字病院安田院長，聖路加国際病院落合常務理

駿河台日大病院

一一

加者があった。日本病院会河野副会長，石巻赤

順天堂医院

９５

はハウスキーピング部会との合同で107名の参

佼成病院

４４

昭和53年９月再び仙台市で行われた。今回

虎の門病院

２２２２２２２２３３３４４６８８８８９
４４４４４４４４４４４４４４４４４４４

病院梅津係長から発表があった。

虎の門病院

Ｊ

員，、主要医薬品薬効別価格実態調査〃日比谷

く

療材料の価格決定方法とその問題点〃塩山委

武蔵野赤十字病院

５８
４４

て"織本病院杉本施設用度部長，本田委員,、医

一五口
三助仁次孝一一一六篤夫宏夫武雄起郎晃多勇次
貞
良
太
昇之
幹
直信
栄
久光五
秀政
和
陽
原口貝門石田野城原島上原本成樫平良水上林田山
森石委神高吉平久竹庄野笠野大富下奈清三小池入

発田病院伊藤会計課長，、リースの実態につい

４
４

厚生連中央綜合病院山田管財課長，新潟県立新

一一一一

落合勝一郎聖路加国際病院

３９４６
４４４４

安永委員，、用度業務の現状と問題点〃新潟県

４研究部会

東京警察病院

古谷一信

聖路加国際病院

杉本晃一

織本病院

園田仙之助

山田総合病院

梅津勝男

日比谷病院

樋口義弘

北品川総合病院

緒方廣市

武蔵野赤十字病院

南雲英俊

虎の門病院

手島基行

北品川総合病院

田中謙次

荻窪病院

中島健次

北里研究所附属病院

（２）全国研究会
全国研究会（会期２日間）は，全国主要都市
を開催地とし，全国名地から多数の参加者があ

るが，その中には会計経理業務担当者のほか，
病院経営者や事務長クラスの参加も毎回かなり

５

石田正雄

務知識や情報の交換等，付随した効果を上げて
いる例も多い。

４

聖路加国際病院

２４３４
５５５５

塩山雅英

－へへ｛一一一一一一一一一

虎の門病院

会を通じて知り合った病院相互間で，その後業
３
５

本田力

９０００１１１２３４４５５５

聖路加国際病院

４５５５５５５５５５５５５５

田島宣亜

の数に上っている。
このためとりあげるテーマも，担当者向きの

実務的なものばかりでなく，幹部を対象とした
経営に関する問題もいくつか織込むように心掛
けてきた。

（３）研究会の開催地・開催回数・参加者数
発足以来，昭和55年までの期間中における各

会計経理研究会
１会計経理研究会の発足

年毎の研究会の開催地，開催回数および参加者
数はつぎの表のとおりである。

年度

会計経理研究会は昭和42年３月，日本病院協

合

計

３４２４３２２１２３２３２

０９１３７０９０００６２９９
２４４２７９７２１１１３１９

１

６６４６７５４２２５４４３２

１１１１

岡取賀道屋阪台戸阪屋阪京松
古
海古
静鳥佐北名大仙神大名大東浜

１

て来た。

５３７４０９０００４６９７
７９８８５２８０１５０９５

１回開催の全国研究会とを中心に行事を運営し

１１１１１１１１１１１１１

来今日まで，年２～３回開催の定例研究会と同

１２１２１

上記の目的を達成するため，当会では発足以

３２１３２１１

２研究会の行事

０４８６３０００００２６０２
２７４３９４５５１０６２２４

交流等をその目的とした。

全国研究会

回数|雲袈 回数|薑袈|開催地 回数|薑袈
６５４５６４３１２４３３２１

務の研究，業務知識の向上および病院相互間の

２３４５６７８９０１２３４５
４４４４４４４４５５５５５５

し，主として病院会計課，経理課職員の日常業

和
昭

会の運営する各種の研究会の一つとして発足

定例研究会
（東京）

（１）定例研究会

定例研究会は，東京及び近県の都市を開催地

なお当会の全国研究会の開催地が，東京およ

として，関東地区所在の会員病院からの参加を

び京阪神地区に集中し，他の研究会のように北

建前としたが，テーマ研究の成果のほかに，同

海道や九州地区等の遠隔地を選んでいないこと
４４７

４研究部会

'よ，会計課経理課職員はいずれの病院でも，少
人数でかつ常に多忙のため，２～３日以上病院

４５１．職員．家族．診療費の取扱いに
ついて

を空けることがなかなか難かい､ことが主な理

２．経営分析

由となっている。

３．源泉課税の諸問題

また参加者数も以上の理由で，全国研究会で

４６１．分り易い財務報告書の作成要領

100名前後，定例研の場合で50名前後が一応そ

２．未収金の処理について

の限界である。交通事情が良く，かつ宿泊設備

３．会計準則の問題点

の整った大都市での開催ほど多数の参加を見て

４．経営分析

おり，今後の全国研究会開催の参考となろう。

５．部門別原価計算

（４）研究会のテーマおよび講師
各年毎の研究会で取り上げられたテーマは表

６．損益分岐点
４７１．経営の項目の再検討と活用方法

の通りで数多くあるが，その内財務・税務・資

２．保険未収金の処理

金繰り・原価計算・経営分析等が繰り返し取り

３．予算編成の方法

上げられて来た主要テーマである。

４．部門別原価計算の実例

研究会の講師には，日本病院会の役員，税務
顧問および厚生省病院管理研究所や都市銀行の
調査部長のかたがたにお願いしたほか，当研究

会の委員が交代でその専門分野について講師を
担当した。

２．会計上発生し易い事故とその防
止法

３．経営分析の概論と47年度集計結
果の発表

主要テーーマ

“勾知」一
四句卯」一

●●●●●●●●●●●●●

（叩く、）

ム勾如一一
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（叩〃〈ロ
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［ｕＭＨ，

一一二ｍｍ‐
刀ロ

4４８

４８１．病院会計の理論と実際

４．病院経済と人件費分析
４９１．病院における決算事務

現物給与と旅費，謝礼金

２．資金繰りの実務

源泉徴収について

３．源泉課税の問題点

経営分析について

４経営分析の指標

勘定科目について

５０１．経営分析集計結果の発表

予算編成について

２．病院経営と経理課の責務

勘定科目について

３．最近の経済'盾勢と今後の展望

未収金について

４．原価計算

現物給与と処理方法について

５．源泉課税

経営分析について

５１１．経済課員の基礎知識

電子計算機の現状と将来

２．決算の進め方と税務対策

減価償却について

３．簡単な原価計算

原価計算について

４．経営分析集計結果の発表

経営分析について

５２１．試算表から見た経営分析

４研究部会

２.会計業務におけるチェックポイ

見学実施病院

ント

３．病院の近代ｲヒ

昭和４２佼成病院，武蔵野日赤病院，癌研究

４．経営分析集計結果の発表

会付属病院，聖路加国際病院

５３１．経営分析集計結果の発表

４３大田総合病院，東京警察病院，東京

２．損益分岐点分析の実務

衛生病院

３.最近の経済情勢と今後の展望

４４

４．会計施設両業務の対象領域と連

４５済生会中央病院，日大板橋病院

繋強化のポイント

４６三楽病院

５．病院施設に伴う節税について

４７

５４１．資金繰表作成上の留意点

４８日大板橋病院

２．日常業務における院内でのコミ

４９

ュニケーション

５０

３．健診センターの動向

m三井記念病院，南大阪病院

４.病院財務健全化のための積立な

５２日赤医療センター，佼成病院，北品

らびに内部留保について

川総合病院，岡山病院

５．経営分析集計結果の発表

５３織本病院，関東逓信病院，北里大学

５５１．最近の経済,情勢と今後の展望

病院

２．病院経営の多角化について

５４聖マリアンナ医大病院，豊洲厚生病

３．病院における財務指標の評価

院

４．医療評価の倫理

５５自治医大附属病院，聖隷浜松病院

５．経営分析集計結果の発表
（６）経営分析集計表の作成

（５）病院見学の実施

主要テーマの一つである経営分析は，毎年会

また両研究会とも，テーマの研究討議のほ

員病院から資料の提出を願い，これを委員の手

か，最新のモデル病院の見学を各病院のご厚意

で集計のうえ，結果を全国研究会で発表してき

のもとに併せ行ってきた。（付表）

た。

これは平素業務の性格上，他病院を訪問する

当初は調査項目が非常に多かったためもあ

機会の少ない会計経理課員が，モデル病院の最

り，資料提出は50病院程度にとどまっていた。

新の設備や，病院運営のあり方を実地に見て，

このため昭和50年からは，調査項目をできるだ

視野を拡げその長所を自分の病院へ導入する参

け少なくして，各病院担当者の資料作成のご苦

考とするためであるが，この試みは参加者から

労を軽減すると同時に，各項目毎の標準値を設

非常に好評を得ている。

定して，経営上の一つ指針とした。
同年以降回答数は毎年300病院を超えるよう
４４９

４研究部会

経営分析集計表（１）
(昭和51～55年度分）日本病院会会計経理研究会調査

(全国平均）100床以上一般病院

公的病院

種別・会計年度

51年度’５２１５３１５４１５５

５５．１

３０．９

３２．６

１１．４

１１．７

３２．４
５０．１

２９．０

27.

１６．０

15.

4.6

２．６

△0.8

1.6

2.5

△1.1

6.2

2.9

110.7 114.7

110.6

108.7

6,434 7,040 7,765 7,946 5,810 6,358 ６

己００口」●ク

122.0 112.6 １

210

△5５

364

262

８８．８人

90.6

97.2

97.2

95.5

101.1

105.7

107.5人

107.1

６７．２人

６６．１

115.6 109.9
７１．７

113.3 126.7 112.9

６９．８

６９．７

5,086千円 5,855 6,743 7,156

篝

８３．１％

８１．９

８２．９

８３．８

３焉濡曼夛数(一般

３２．８日

３１．１

３１．２

３２．１

１２．１回

１２．５

１２．４

１２．４

７５．４

６５．６

１

●

150

ハ叩叩〉

△1０

121.6

７２．８

5,860 6,662 6,855

９３．３

２．１
4.3

110.0

7,409

０，
１７

９５．１

２．３

９

９４．９

３．６
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104.7
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３．２
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９６．１

３．４

（恥】回）

９９．２

３２

５４．４

８３．７

９３１４８３４２１

２８．３

１

２５．５

238.4

１

179.0

４６

192.2

０２７４５９２４４２０９７８７９４６７９７４
４２９５５７１．・・・・・・．．・・．．・８
１３２２４．３２７８６５３８８４４６２２９４

328.6 285.9

311.7

３２

292.3

36.5

０３０４９３４２１

322.1

194.3 １

２

37.4

5５

１

268.6

36.3

309

２２

265.1

１．９６

９３８１８２４

339

２５４
４９９

１

１．９４

３２

１．８０
33.1

３０２

４３６００３１８９９８０１８１０
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５７９

３２９

９８７０１３３２０３７４６８

５５９

１１３

８２０６５７０．．．．．．．
３３２４・３３７６９７９９

２９９

８２８９０５３０１４７５７６９４

３３８

３１１

１

4５０

３５５

００７３９００。・・．．．．・・

２．

△8千円

１７１

３６９

2．病床利用率

4．病床回転率

(注）１．

円

Ｌ壽働1床当り医業収

．．・・１

病床効率

ｌ

指

数

$|鱒収入：

率

０３７６１

`護殿人当，|含

効

１５

働

△１，

労

３４０９７

Ｌ艤員1人当り医業
2．利益〃経常
３寶婁'00床当り従業

産

性

０

7．利益率
８成長率

生

１

5．医業収支比率
6．金融費用率

１５９

３７０

51年度’５２１５３１５４
１３２２４。３９６０９３８９７７
２
８３０３９２４２１

4．減価償却費率

２２１

3．経費率

２

収支比率

２材料費率

２２１

３３２

１．人件費率

１

１

菫勝雄

３３０８５６００４６０１４００１
９５４８３８３．・・．．・・・・
３３２５・３８８０１１８６００
１
２３６８６３５３１

従業員数

７３６９６２６８０４９９８９３０
４５３８２８０．・・．．．．・・
１３３２５．３１５６９７６７１０
１
９４３７５２５３１

一岼均患者数侵院対外来；

床床名名名％％％％％％％％％％％％％％千

院床数{菫蔓蓑

２６４３９０５８６４８１４５２４

４６４９２８１。・・・・・・・・
１３３２５・３６７０３３５９２１
１
９３６７４２５３１

病院数

重'1露鱸

私的病院

389

264

100.3

99.0

118.8 116.3
７２．３

７１．４

7,152 7,634

８３．８

８４．０

８３．８

８４．５

８５．９

４０．２

３１．４

３４．２

３５．２

３８．９

１２．０

１３．８

１２．７

１２．７

９．４

医療費改訂（病院）５１．４．１１０．０％５３．２．１１０．２％
減価償却費率は54年度以前は経費率に含まれている。

４研究部会

経営分析集計表（Ⅱ）

(全国平均）100床未満一般病院（昭和51～55年度分）日本病院会会計経理研究会調査
公的病院

種別・会計年度
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61.0

６５．１

２９．６

28.3

34.4

３６．０
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２
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９２．３
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２
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９
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3．経費率
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３
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２６．７

３９

３４．９

３８．７

３６．４

４２．３

１３．３

14.1

12.3

１４．７

１５

１３．２

１４．５

１２．０

１０．４

医療費改定（病院）５１．４．１１０．０％５３．２．１１０．２％
減価償却費率は54年度以前は経費率は含まれている。

4５１

４研究部会

になり，これを集計する委員の負担は著しく増

寺本亀義

東京警察病院

42～4７

えたが，一方でき上った統計資料は，精度も高

石原信吾

厚生省病院管理研究所

４８

く大いに価値あるものとなった。

井上昌彦

日本大学法学部

４９

２２２６２７２６２５２３３３４４４４
４４４４４４４４４４４４４４４４４４

昭和51年～55年の５か年間における経営分析

(委員）
聖路加国際病院

経営状態の推移と，調査各項目についての病院

村松行彦

日本赤十字社中央病院

間の平均値を知ることができる。

桜井健二郎

東京都済生会中央病院

３まとめ

植松大癌研究会付属病院

昭和42年発足以来，昭和55年までの14か年間

この間における病院界の進歩発展はまことに

化が相踵いで行われた。

町田正賓太田総合病院

殊に昭和50年以降はＣＴをはじめとする高額

田島清治同愛記念病院

比留間昇社会保険都南総合病院

しかしながら，これ等の設備投資の著しい増

積田務厚生中央病院

加は，医療費の引上げがこれに伴わないことと

田崎東吾川崎中央病院

相俟って，必然的に自己資金の流出や，借入金

長谷部功河北総合病院

の増大をもたらし，各病院とも医業収支は軒並

竹之内弥一郎日本通運健康保険組

み悪化し，赤字転落の病院も少なくない。

この傾向は国の医療費抑制策の実施により，

平倉一心臓血管研究所付属病

神田政徳三楽病院

り，当会へ寄せられる熱意も大きい。

岩佐隆義北品川総合病院

４会計経理研究会委員の推移

橋本レツ子虎の門病院

９

４

榎本哲郎癌研究会付属病院

一一一

４５２

伊藤守忠東京衛生病院

47～4９
９

（顧問）

橋病院

４

名は次の通りである。

朽見千太郎日本大学医学部附属板

７７８
４４４

当期間中における当研究会の顧問，委員の氏

６６８９

理担当者の責務は益々重大なものとなりつつあ

４４４４

斉藤美喜東京警察病院

一一一一

院

５５６７

このような病院界の現状を反映して，会計経

4５

４４４４

今後一層強まるものと予想される。

合東京病院

５６

早まりつつある。

４４

佐々木マス子東京衛生病院

一一

のＭＥ機器やコンピュータ等の導入のテンポが

４
４

野中一夫東京都済生会中央病院

一

り，病院の新設，既存病院の拡充と設備の近代

３

は，病院数は約1.3倍，病床数では約1.5倍とな

４

沢田光正佼成病院

一

目覚しいものがあり，昭和41年対55年の比較で

４
４

佐藤重信武蔵野赤十字病院

一

における当会のあゆみは以上のとおりである。

６４４７３
４４４４４

渡辺光雄

一一一一一

の集計結果は表の通りで，本表から会員病院の

４研究部会

三楽病院

豊洲厚生病院

京浜総合病院
三楽病院

東京衛生病院
佼成病院

磨修得するとともに，病院相互間の親睦を図
り，裏方的職務ではあるが，病院機能を支えて
いるのだという自信と誇りをこの研究会を通じ
３４

中野総合病院

り上げられた不備な病院機能を，現業務に密着
させながら運用あるいは修理改善する技術を練

５５

東京衛生病院

また，病院の業務事｜盾を十分に理解しないで造

３
５

北品川総合病院

日進月歩する諸設備の技術的'情報交換を行い，

一一一一一一一一一

河北総合病院

院経営上，効率的運用を図る責務もあるので，

３
５

幸雄郎雄忍一宏紀夫明
信春五武
俊
正輝

崎泉水藤村中宮水川西
吉酒清佐今田雨垂衣中

三楽病院

の重要性を認識し，しかも低医療費のもとで病

一

日本鋼管病院

８９９９１０００２２３３４４４

聖路加国際病院

４４４４５５５５５５５５５５５

治治次明
謙達邦義

井山本張
新横塚戸

聖ヨゼフ病院

て酒養したいということで発足した。
２研究会の歩み

研究会発足後，定例的内容を主体とした開催
ではあったが，１５年間の通算参加者は約４千名
に近く，概ね初期の目的を達成したものと思う。
当研究会の目的として，当初は施設に関する

施設研究会
施設研究会の発足

事務管理部会の下部組織として，事務管理部

共通問題の研究，情報交換，病院見学等にあっ
たが，病院内における施設業務が課として独立

している病院は少なく，したがって施設管理業
務について明確化されていない病院が多いた

め，現場職員の参加が少ないので，昭和41年．

門の一端を担う各業務の中，昭和39年に医事研

42年は総括的な管理問題に重点をおき，年間偶

究会が発足してから庶務・人事，用度と順次開

数月を定例研究会として勉強会を行った。

設され，昭和41年６月に第１回施設研究会が聖
路加国際病院において開かれた。

施設研究会発足のいきさつは，佼成病院小野

昭和43年からは各委員の意見により，研修効
果を図るため，施設管理の実状に合わせて４月

を職員教育，６月を冷房，８月を給排水衛生，

田院長，順天堂大学守屋教授，聖路加国際病院

10月を暖房，１２月を防火，２月を年間保守計画

落合事務長，虎の門病院石原事務長，日大駿河

とした定例研究会を開催したところ，現場職員

台病院井上事務長，武蔵野赤十字病院森事務長

の参加も急増し，とくに事例発表が具体的内容

（各当時）各氏の指導により，一般ピルと異な

であったため，多くの共感を呼び大いに参考に

る病院施設管理の必要性が取上げられ，とくに

なることもあって活発な質疑応答が交わされ

病院には医療機能が存在することと患者の生活

た。

機能などがあることから，医学性の高いキメの

昭和44年には消防法の改正があり，その内容

細かい維持管理が必要であり，施設技術者がそ

が病院建物の内装の防火構造に対する技術基準
４５３

４研究部会

と，カーテン，床仕上材の耐火基準が示された

建設計画への再考を示唆した。

ので，用度研と合同の勉強会を行い，改正後の

昭和47年には定例研究会の６月冷房を，院内

対応義務が発生したことが認識され，改善措置

の衛生的環境問題対策に変更し，ハウスキーピ

に時間的かつ経費的に便宜が図られ，病院経営

ング研と合同で，害虫駆除について勉強会を行

上に役立った。

ったところ，５０名以上の多数参加があり，施設

昭和45年には厚生省環境衛生課より「建築物

からは建築及び設備のハード面からの対策，ハ

における衛生的環境の確保に関する法律」の法

ウスキーペーからは薬液の速効，残効性と対象

案作成のため意見聴取があり，病院こそその必

部所の実施方法について詳細な発表があり，最

要性があるとする意見であったが，室内環境基

終的には相互の協力体制がなければその効果は

準があまりにも画一的であり，健康体の人を対

半減し，院内感染対策の一助となるこれらの努

象とした内容であるため，病院には手術室，分

力も水泡に帰することが確認され，今後とも協

娩室，未熟児室，無菌病室，ＩＣＵなどの極め

調して院内環境改善対策に貢献し，病院の裏方

て清潔な環境と，伝染病室，結核病室，高熱部

的職務ではあるが，それぞれの役割りを尊重

所（ボイラ室，滅菌材料室など）などの不潔あ

し，清潔で簡素な美的環境をつくり病院を支え

るいは高温な環境があり，物理的環境条件を規

ているという誇りが感じられた。

制することは，極めて不適当である旨を全員一

昭和48年より50年は委員の一部に交代があっ

致の意見として回答したところ，同法案の対象

てテーマの見直しを行い，時あたかも狂乱物価

施設より病院は除外され今日に至っている。し

の社会'情勢の真最中であったため，固定化した

かし一般事務ピルでさえ建物内の衛生的環境を

テーマでなく，その都度検討することとなった

適正に維持するため，設備の管理に腐心してい

が，オイルショックによる痛手から，施設管理

ることを再認識し，この環境衛生基準を参考に

上の諸資材，機器の材料確保が困難となり，合

勉強会を開き，病院の現状見直しを行い示唆す

理的，効率的管理の必要性がクローズアップ

るところ大であった。

し，建物，設備の維持管理の中，故障修繕など

昭和46年は従来の定例研究会のほか，消防法

の問題が多くなった。また大洋デパートの火災

の建築設備に伴う改正があった。これは佐野精

から消防法，建築基準法などの防火上の技術基

神病院での火災例から，ダクト，配管などの

準が強化され，病院に対する防火管理上の規制

壁，床貫通部の開口部分からの延焼であったた

も増大し，その上，環境公害問題として，大気

め，これらの穴埋めと高層，巨大建物への自動

汚染防止法による低硫黄分燃料への転換，ある

消火設備（スプリンクラー）の設置義務が付加

いは水質汚濁防止法の排水規制や廃棄物処理上

され，火災の延焼拡大を最少限度に止め，人命

の規制など，医療事業への圧迫に対処する対策

尊重を配慮した技術的措置であるが，都市部で

などが取上げられた。とくに，ごみ処理問題で

高層化する病院建設への設備費負担は種々増加

はハウスキーピング研究会と合同で開催し，相

し，従来の建設費割合建築６：設備４が５：５

互の協力体制がなければ，この難関突破はでき

から４：６へと逆転する傾向さえ示しており，

ないことが再確認された。

４５４

４研究部会

昭和51年以降は，施設管理の実状に対面した

テーマを要望する声が多く，４７年代のテーマ配

分を準用したところ，参加者も漸次増加の傾向

３定例研究会

隔月に開催された定例研究会は次のとおりで

を示し，その範囲も関東甲信越までに拡大し

ある。

た。国際的オイルショックの問題は，国内のエ

昭和41年

ネルギー対策を益々厳しくし”省エネ対策は医

療面にも多くの影響を与え，とくに原油の高騰

①６月22日聖路加国際病院

病院組織内における施設，営繕業務の位

による公共料金の値上げは，施設の運転管理経

置とその業務管理

費を急増させ，病院経営に大打撃を与えた。こ

②８月24日佼成病院

のため自営手段としての省エネ対策に関心が高

く，熱心な討議が交わされ，多く参考意見と情

報交換があり，その寄与するところ大であっ
た。

昭和53年度が期限となったスプリンクラー等
の消防法改正による遡及工事の問題は，現業務
にも影響するばかりか，多大の経費支出となる

ことから，多くの病院の関心事で，定例研の都

度話題となり，その対策と実例を交えた勉強会
は常に満員の状態であった。
病院の施設管理業務の合理化から，委託への
移行が取り沙汰され，この問題についての勉強

会開催要望が多く，自営，外注の研究発表を行
ったところ，現実的かつ具体的な質疑応答が交
わされ，関心の深さと社会的傾向が理解できた
が，委託業者の病院業務に対する認識の乏しさ
は，多く問題を内包していることも判明した。

昭和54年の全国施設研を福岡で開催する予定

施設管理業務の実際

③９月22日佼成病院（用度研合同）
病院の防火対策について
④10月26日米空軍立川基地病院
病院見学

⑤12月９日武蔵野赤十字病院
病院における器械及び備品等のリースに
ついて

昭和42年

①４月26日駿河台日本大学病院
病院空気汚染の対策
②６月28日東京医科大学病院
既設建物の保全管理その１

③８月23日大森赤十字病院

既設建物の保全管理その２
昭和43年

①２月28日都立豊島病院
病院見学

であったが，テーマの一部に地元の他組織で開

②４月24日東京医科大学同窓会館

催する内容と同じものが,１カ月前になって判

施設部門における職場教育

明し，地元の反対もあって中止したことは，関

係者に深い反省と情報連絡の円滑化を要望する
声となって残っている。

③６月26日虎の門病院

冷房を主とした空気調節
④10月23日北品川総合病院
熱管理について

⑤12月18日癌研究会付属病院一
4５５

４研究部会

設備を主体とした防火管理について
昭和44年

①２月26日番町共済会節
施設の年間保守計画について

②４月23日番町共済会館
施設に関する新人教育について
③６月25日青山病院
施設見学

④８月27日日本医科大学付属病院
給排水について

⑤10月22日全社連会館（用度研合同）
消防法改正説明会

⑥12月17日番町共済会館（用度研合同）
病院にコンピュータを導入した場合の用
度，施設業務との関連性
昭和45年

①４月22日番町共済会館

給配水について

④10月28日三井記念病院
施設見学会

⑤12月22日番町共済会館
消防設備について
昭和47年

①２月23日番町共済会館

年間保守計画（予算，運用，管理）
②４月26日番町共済会館
施設における新人教育

③６月22日番町共済会館
害虫駆除について
④10月25日関東逓信病院
施設見学

⑤12月21日番町共済会館
病院の防火
昭和48年

環境衛生法案の説明法〔建築物における

①２月28日番町共済会館

衛生的環境の確保に関する法律〕（略称ビ

煤煙測定と水処理問題

ル管法）

②６月24日番町共済会館
病院空調と環境衛生基準について

③８月26日横浜市立大学付属病院
施設見学

④10月28日聖路加国際病院
暖房について

⑤12月15日東京警察病院
病院の防火について
昭和46年

①２月24日番町共済会館
施設年間保守計画

②４月28日番町共済会館
病院職員の教育について

③８月25日番町共済会館
４５６

②６月27日織本病院
病院見学会

③８月22日番町共済会館
病院駐車場の問題について

④10月24日電設健保会館
施設に出やすい故障とその対策

⑤12月19日番町共済会館
防火対策
昭和49年

①２月27日番町共済会館
医療用ガスパイピングの問題点

②６月26日自治医科大学附属病院
施設見学
③10月22日番町共済会館（ハウス
③10月22日番町共済会館（ハウスキーピン

グ研合同）

４研究部会

ごみ処理問題

昭和50年

①２月26日番町共済会館

建物・設備改修に伴う問題点
②６月18日番町共済会館
大気汚染について

③８月27日番町共済会館
消防法改正と防火管理
④10月22日東海大学病院
東海大学病院施設見学
昭和51年

①２月25日国立競技場会議室
病院で発生する設備上のトラブル

②４月28日佼成病院７階講堂

新築完工した佼成病院の見学
③６月23日電設健保会館
病院の排水問題について

④９月10日電設健保会館
病院の床材とその管理について（ハウス

キーピングと協賛）
⑤10月27日番町共済会館
施設管理上における自営，外注について
⑥１２月22日番町共済会館

病院の防災，防火対策（順天堂医院にお
ける防災対策）
昭和52年

①２月23日番町共済会館

病院における施設経費と予算
②４月28日都立府中病院
集中冷暖房について（エネルギープラン
ト見学）

③６月22日番町共済会館
空調運転上の問題点

④11月22日癌研付属病院

病院見学（新館部分見学）
⑤12月21日番町共済会館
水と空気の管理問題
昭和53年

①２月22日番町共済会館
病院の防火・防災対策
②５月１１日

施設管理と病院見学・都立駒込病院
③７月１９日

光熱給水のランニングコストについて
④８月１６日

空調運転上の諸問題
昭和54年

①２月28日

施設管理上の人・物・金
②４月19日千葉大学医学部付属病院
病院施設管理と施設見学

③６月21日日本病院会会議室
ボイラ運転事故例とその対策，省エネ問
題

④８月23日日本病院会会議室
空調運転上の問題点，ピル防災上の法改
正

⑤12月13日日本病院会会議室
病院の防災対策
昭和55年

①２月21日日本病院会会議室

病院施設の管理経費，公害保障賦荷量算
出について

②４月24日日本病院会会議室
省エネ対策

③８月21日日本病院会会議室
病院機能に伴う増改修の問題点

④10月16日日本病院会会議室
4５７

４研究部会

病院の防火・防災について

⑤12月11日日本病院会会議室
施設関係の契約事務と管理技法
４全国研究会

全国研究会は次のように開かれた。
昭和42年

１１月30日名古屋市薬業会館
病院施設の保全

異常気象のため定刻開催が危ぶまれたが，

交通機関の回復に伴い参加者も増え，初めて

疑応答は活発であった。
昭和45年

１１月25日天理市天理よるず相談所病院

（１）建物の保全管理について

（２）電気設備の管理について
（３）給排水，衛生設備の管理について

（４）空調設釧傭の管理について
（５）蒸気設備の管理について
（６）光熱給水の節約について
昭和46年

６月30日下関市下関信用金庫本店会議室

の全国研であったが，各設備の保全について

（１）大気汚染による問題について

熱心な討議が交わされた。

（２）消防法，環境衛生の問題点について

昭和43年

（３）病院における設備改善の問題点につい

８月９日松江市松江赤十字病院
（１）アンケート集計結果の解説
（２）建物の保全管理について

（３）電気設備の保全管理について

て

（４）建物及施設の保全管理について
昭和47年

９月５～６日金沢市石川トヨタ自動車講

（４）給排水，衛生設備の保全管理について

堂

（５）空調設備の保全管理について

（１）病院の施設運転管理の現状について

（６）施設担当職員の教育訓練について

（２）給排水衛生設備の取扱いについて

初めての病院施設管理実態調査の集計の発

（３）受配電設備の問題点について

表があり，関係者の貴重な資料となった。ま

（４）防災設備の問題点について

た，建築をはじめ各設備の保全について具体

（５）病院空調のあり方について

的管理事例の発表があり，規模の相違はある

（６）病院の施設管理の問題点について

が，基本的事項は参考となった。

（７）排水管事故対策について

昭和44年
７月25日秋田市秋田県自治会館

（１）アンケート集計結果について

（８）省力運転保全対策について
（９）病院建物設備改修の問題点について

今回より２日間のスケジュールになったの

（２）防火について

で，１０テーマの発表があり，建物・各設備の

（３）保全管理について

細部にわたる堀下げを行い，専門性が発揮さ

施設管理の問題点を，クローズアップし，

れたことで，質疑応答も具体的となり担当者

建築をはじめ各設備のトラブルを中心に原因

分析と対策の事例発表があり，参加者との質
4５８

の研修効果が向上した。
昭和48年

４研究部会

９月２７．２８日京都市京都第一赤十字病院

９月18.19日札幌市自治会館

（１）病院施設管理の現状

（１）病院を休まないで増改策を進める方法

（２）防災体制はこれでよいのか

（２）薬品の排水処理と廃棄物対策等

（３）漸増する電気機器による容量不足対策

老朽化が進む病院あるいは医学の急速な進

は

歩に伴う近代化や`患者数増加による増床また

（４）施設関係に出やすい故障とその対策

は拡充などから増改築の必要が生じ，現在の

（５）最近の病院経営の動向と施設管理

医療活動に支障なく建設を進める困難を打開

（６）最近の病院施設の進歩とその維持管理

する方法の発表があった。病院の宿命として

（７）給排水衛生設備の日常の保守管理

薬品，血液汚染廃液の排出が社会問題として

（８）従来の建物をどう空調するか

取り上げられ，対策の義務が生じている。こ

（９）物品購入時の事前タッチの必要性

れらの問題につき，具体的事例を示し発表さ

⑩放置できない駐車場問題

れた。その他省エネなど経営上の合理化，効

実質的には定例研究会の内容であるが，テ

率化などの発表があった。

ーマの表現がユニークで，しかも現在各病院

昭和51年

で最も関心の高いテーマを取り上げたことが

５月１３．１４日甲府市山梨県医師会館

アピールして，最高の参加者を得た。各講師

（１）山梨県における施設管理の現状

の発表も自然と力が入り会場全体が熱気につ

（２）中小病院の施設管理の現状

つまれ，その反応の大きさを感じた。

（３）水資源の節水

（４）空調運転の考え方

昭和49年

１１月２８．２９日福岡市福岡商工会議所

（５）最近におけるリースの問題

（１）病院施設管理の地区別現況

（６）ボイラーおよび圧力容器の保守管理

（２）ガス滅菌装置の適正使用と最新機種

（７）施設管理の自営，外注の諸問題

（３）増員せずに週休２日制導入実施例

（８）グループ討議（施設管理の問題点）

（４）ミーティングを利用した現場教育

（５）完全空調の経費と患者への影響
（６）液酸へ切替える場合の各種問題点とメ
リット

昭和52年
１０月２６．２７日大阪市チサンホール

（１）消防法改正に伴う財政措置

（２）医療の近代化と病院の増改築

（７）衛生設備関係のトラブルとその対策

（３）施設管理の委託状況等

（８）熱気部門の空調条件，解決策，効果

消防法改正に伴うスプリンクラー設置義務

当日は国鉄の全日ストのため，参加予定者

などによる多額の支出に対する資金調達につ

が激減した。悪条件を押し参加された方々の

いて，公立病院の立場で財政措置の苦心談が

熱意は，各講師の心を動かし，充実した勉強

あり，医療の技術革新による医療レベルの向

会が開かれた。

上は，既設機能の改善を必要とし，多くの増

昭和50年

改修が進んでいる。その現状と導入に対する
4５９

４研究部会

効率的対策について発表があった。
昭和53年
１０月18.19日大阪市チサンホール

（会計経理研究会と合同）

（１）病院施設に伴う会計処理と節税
（２）１０兆円時代の病院経営管理の展望

（３）会計・施設両業務の対象領域と連携強
化のポイント

第２日分科会
（４）光熱水について

(5)

省エネ対策の事例

(6)

施設外注管理の実例

(7)

日・米の防災対策の相違点

５施設研究会委員の推移

施設研究会の委員の氏名任期は次のとおりで
ある。

（顧問）
落合勝一郎聖路加国際病院４３～４４
石原信吾虎の門病院４５

（５）消防法遡及工事と改修の実際

厚生省病院管理研究所４８～４９

（６）最近のＭＥ機器導入と施設管理の接点

森直一武蔵野赤十字病院４６

（７）最近の施設管理委託の動向

井上昌彦日本大学法学部４７

（８）病院の増改築について

（委員）

（９）宮城県沖地震の病院被害報告

太田艦東京医科大学病院４２～4６

一般的に関連性のないとみる会計と施設業

倉持一雄虎の門病院・自治医科４２～４７

務について合同研究会を開催したが，表題の

大学５１～

講義により，この関連性と病院経営上の重責

上林三郎聖路加国際病院４２～４９

について，具体的に解説され，参加者一同再

平野隆三佼成病院４２～４４

認識を得た。第２日の分科会では，現在問題

平野栄次駿河台日本大学病院４２～４３

化している消防法の遡及工事の実施計画とそ

加藤哲之順天堂医院４２～４５

の工事経過と経費の説明があり，工事上の苦

佐藤重治武蔵野赤十字病院４２～４３

心談は大変参考となった，ＭＥ機器導入問頭

丹羽秀夫中央鉄道病院４２

ほか，定例研究会に発表したテーマは，それ

窪谷正之茨城県立中央病院４２

ぞれ内容を整理し，経理部門の方々にも理解

入江完駿河台日本大学病院４４～５０

できる解説であった。６月発生した宮城県沖

，中園－日本医科大学附属第一

地震の病院被害状況は，現地実地調査である
ため，参加者の感銘は大きかった。

昭和55年

５月22.23日新潟市厚生年金会館

（１）病院の排水規則について

病院４４

村田牧三郎関東逓信病院４４～４５

石原英世東京警察病院４５～
永井正雄日本医科大学附属第一
病院４５～４９

（２）増改築に伴う問題

松岡文男癌研究会付属病院４６～

（３）自動式運転ボイラーの事故例と対策

堀部守日本大学医学部附属板

（４）簡易専用水道の規制について
4６０

橋病院４７～4８

４研究部会

北品川総合病院

中西照録

都立豊島病院

佐戈木賢一

聖路加国際病院

増渕情

佼成病院

黒岩久雄

聖マリアンナ医科大学

東京都済生会中央病院

秋元陽一郎

中野総合病院

に対し，庶務人事研究会のほかに労務を専門に

３

辺見九十九

このように労務についての研究が必要な現状

一一

中野総合病院

か，共通する大きな課題をかかえるに至った。

５

松本一郎

をどのようにとらえ，また，どのように対処する

検討する労務研究会の設立が要請されたのであ
１４４５
５５５５

病院

８
４

中島昭二郎

れ，これを原因としての病院ストライキの頻発

など，社会問題としても拡大され，病院がこれ

一一一一

虎の門病院

一

本田力

７９９９００

三楽病院

４４４４５５

石川清男

る。

労務問題については，当時東京病院協会を主
体とする全国的な病院労務管理研究会があり，
主として労組対策を重点に研究を進めていた
が，日本病院協会はひろく全職員の立場に立っ

労務研究会
１労務研究会の発足

労務研究会の歴史の源を尋ねれば昭和39年，

事務管理部会の設置とこれに伴う４１年，事務管

て労務全般を研究し，労使紛争に対してはその
予防をはかることを基本的な方針として運営を
図ることとした。

２定例研究会の実績
以下，年次を追ってまず定例研究会の足跡を

理の－部門としての，庶務人事研究会の創設に

尋ねてみよう。

さかのぼる。

昭和44年

庶務人事の問題のなかで労務問題は事務管理

発足初年度においては，本研究会独立の背景

部会として，また庶務人事研究会として研究課

となった「看護職員の夜間勤務体制－特に２．

題を設置し，研讃に努めた。その主なものを列

８問題を中心に」に取り組むこととし，まず労

挙すれば昭和40年11月近代労務管理と労働法，

研委員一同が，自病院の現況を持ち寄り，今後

昭和42年８月職務給の導入，さらに昭和43年２

対処すべき方策について，自ら討議研究を図

月病院職員の規律と訓練等で，人事，給与に重

り，討議レポートとして発表することとした。

点を置いてきた。

討議のポイントは次のとおりであった。

昭和44年６月，労務研究会が設立された。そ
の背景としては，当時，深刻な看護婦の不足と

その勤務体制の変革をめぐっての労使紛争の激
化にある。

看護婦の勤務体制について，いわゆる２．８

制度は,人事院判定が出されて以後,病院労務管
理上，最大の問題点として数多くの論議がなさ

１．看護の夜勤労働についての考え方
２．２．８問題を誘発している背景

Ａ社会的背景
看護婦不足

医療制度

Ｂ院内の背景

看護婦不足対策
4６１

４研究部会

看護婦業務と３交替制

人件費総額と看護婦の待遇
３．現実的な対応策

り。

１．部下の教育訓練の方針

２．職種別部門間の連絡調整の方法

看護業務の改善

３．部下の人間関係・上司と部下との関係

現３交替制の再検討

４．病院経営基本方針についての情報処理

これらの研究ポイントを定めて，討議した

５．幹部自身と部下の勤労意欲

が，この問題には，病院の内外をめぐって難問

等々14項目，６０余の設問に回答を求め，第１回

が山積し解決は容易でなく，委員一同も今後と

は新潟を中心に行った。

もに検討を重ねることとし，これまでの成果を

定例勉強会は

発表し，本問題解決への一里塚とすることとし

①４月16日番町共済会館
組合活動の限界

た。

一政治活動・ビラ貼り等病院施設管理権

定例勉強会は次のとおり開かれた。

・リボン斗争等

①６月19日日常業務中の具体的問題の解決
②８月21日病院の労務管理

②９月17日番町共済会館

③12月18日最近における病院労働事情

医労協の法廷戦術

１２月勉強会の病院労働事Ｉ肩については東京厚

定例勉強会では，当時の不安定な労使関

生年金病院労務係長田中厚志氏より同院におけ

係を背景に伝達講義・情報交換に重点を置

る「看護婦勤務体制の変革とこれをめぐる労使

いた。

紛争解決に至る経過」の発表があった。

③11月19日番町共済会館
労務管理と監督者意識について

昭和45年

労研発足１年を経過し，研究会の運営も板に

昭和46年

ついてきたので，今年から〆主たる「年間テー

前年に引き続き「病院幹部職員の意向調査」

マ」を設定し，本年度は，「病院幹部職員の意

を年間主要企画とし，関東地域を対象に調査を

向調査」を行い調査結果の分析から，労使紛

行い，その結果を中心に，立教大学社会学部の

争発生の芽を事前に摘み取ることとした。

杉政孝教授を講師に迎えて三楽病院において武

この調査を企画した背景としては，厳しい環

境下において，なによりも「病院経営の健全
化」が最優先課題であり，その一方法としての
「病院経営診断」を採り上げることとした。

各種診断項目のうち，最も重要かつ難かしい
とされている人間関係や勤労意欲に関する診断
を行うこととした。

調査は立教大学社会学部の杉政孝教授の指導
のもとに実施した。主な調査項目は次のとお
4６２

蔵野赤十字病院の職員意識調査の発表を行っ
た。

今回の調査も，前年の新潟調査と同じく，各

病院に依頼，医師を除いて各職種にわたり係長

以上の職員に質問用紙を配布し，その回答を求
めた。

回答は31病院から969通について集計した結
果は前回とほぼ同じ傾向を示した。

定例研究会は

４研究部会

①３月17日番町共済会館
看護婦の定着性をめぐる諸問題

②７月15日番町共済会館

今年の春闘をどう収拾したか
③９月16日佼成高等看護学院
意識調査について
昭和47年

①１月20日番町共済会館

門で病棟，外来への配置替え，細分専門化への
対応等々，婦長にとって，看護部門の人事異動
は頭の痛い問題である。

今回は，五つの病院の婦長から体験的にみた
問題の処理方法について発表を願い，まとめと
して，伊藤政一講師から他産業における実状な
どを折り交ぜてアドバイスを受けた。
⑥11月１４日

１２月に実施された労働基準監督署の立入
り監査について

②３月17日番町共済会館

昭和47年春闘について

勤務体制上の諸問題（１）
について検討を行なった。
昭和48年
①１月16日

③５月19日番町共済会館
春闘をふまえて

病院の労務管理は，事務部門における直接的

勤務体制上の諸問題（Ⅱ）
で看護管理部会と合同して行った。

人事移動をめぐる諸問題の各論として，交替

な管理業務にとどまらず，医師，看護婦等診療

制勤務，休憩の設定方法，応援体制について，

各部門それぞれにも独自の問題があり，しかも

労基法との関連も含めて勉強を行った。提出さ

これが相互に関連しあっている。従って。病院

れたアンケートから６病院を抽出し，司会との

全体としての労務管理は，職種別の管理ととも

対談形式で補足説明を受ける方式で勉強会を進

に全体として有機的に結合されて，はじめて完

めた。

全なものとなる。

この観点から，当研究会は以後他部門の研究

会との提携を図ることとし合同研究会を実施

なお，福利厚生としての「寮，保育所」につ
いてもアンケート調査を行ったので，その報告
もあわせて行った。

②３月１２日

した。

④７月18日看護・労務合同勉強会
病院と労働基準法一職場リーダーのため
に

労務管理上，基本となる労基法について，特

募集・採用・配置

前回同様５病院の婦長と司会との対話方式に
より，各病院における

１．看護婦募集の担当部は看護か事務か

に看護部門に関係の深い「女子及び年少者につ

２．応募者に対する支度金の有無

いての特別な条項」について，労務コンサルタ

３．看護婦採用の手続き

ントの伊藤政一講師から指導を受けた。

４．新採用者の配置についての配慮

⑤９月19日看護・労務合同研究会
人事異動をめぐる諸問題

年間採用，退職の頻度が最も多いのが看護部

５．離職防止の具体策

の発表を受け，講師の伊藤政一コンサルタント
からそれぞれの問題について一般企業の例も含
4６３

４研究部会

め随時適切なコメントを受けた。

病院における高年齢者の活用とパートタ
イマの管理

近年一般産業界における週休２日制実施の普
及に伴い，病院労使間においてもその実施を求

⑤11月19日番町共済会館
週休２日制と看護体制について

める声が高まってきている。
しかしながら，２４時間体制下の病院におい
て，週休２日制を導入するには幾多の難関があ
り，現状ではその事例も極めて少ない。

これらの社会的背景のもと，年間計画として
「週休２日制」に取り組むこととした。

昭和49年

前年度のテーマである週休２日制の導入と給

食部門における問題点について，栄養部会と合
同研究会を行い，そのしめくくりとした。
①２月５日順天堂医院

栄養部門における週休２日制

まず第１段階として週休２日制そのものに対

する正しい認識を行い，その手順，実施の方法

労務委員から，勉強会においてまとめた要点

を検討し，交替勤務制を持つ看護部門，さらに

を説明，これを栄養部門の週休２日制導入の原

給食部門への適応性について，それぞれの研究

点とし，

会と連携していく方針を樹てた゜
③７月24日

週休２日制と病棟の勤務体制
武蔵野赤十字病院の東事務長を講師に迎え，
主として、病院における週休２日制導入手順,

１．給食業務の標準化
２勤務体制の再検討
３．病棟との協力体制

について，現場職員とともに検討した。
②８月２日

について学んだ。その内容は

人事考課制度について

１．諸外国における現状
２．我が国各界における見解

立教大学豊原’恒男教授

週休２日制につづき，人事考課について主題

３．我が国における実態

をおき，庶務人事研究会と合同で番町共済会館

４．導入手順としてのプロジェクト設置

で行った。

５．２．８問題と関連する病棟勤務体制

１．徹底的な転換を迫られている我が国の人

６．週休２日制の効果と余暇対策
導入に当っての基本原則として
１．労働生産性を低下させない

事考課制度
２人事管理と人事考課
３考課技法上の諸問題

２サービスを低下させない

の３要点について事例をあげながら教示され

そのためには

た。

１．仕事の合理化（人・物・金）
２頭の合理化（既存観念の打破）

が必要であると指摘があった。
④９月18日番町共済会館

応援体制の確立とその運用
4６４

③８月21日番町共済会館

人事管理セミナー・考課表作製の演習
④９月30日番町共済会館

人事管理セミナー・考課表日病試案の作
成

４研究部会

昭和50年

昭和50年の年次計画立案は，日本病院会の組

え参加者からも質問を行なった。
②12月13日番町共済会館

織変更，委員の転勤などもあって委員会での協

(1)低成長時代の賃金とこれからの退職金

議が６月になり，新企画として設定した「職場

(2)国家公務員給与体系の分析

管理と労基法」の月例勉強会もその開講は51年
にずれ込んだ。

①９月５日番町共済会館
①育児休業制度をめぐる問題点

病院における賃金問題に焦点をあて，公務員
給与とも関連させながら賃金制度の在り方を研
究した。
昭和53年

女子職員多数をかかえる病院において育児休

前年に引き続き，賃金問題研究を中心テーマ

業の制度化には種々問題があり，現場の実１肩に

に研究を行うこととした。テーマの選択にあた

照らし，参加者とともに問題点を出し合って，

っては，抽象的なものを避けて，現実的，具体

検討を行った。

的な問題をとりあげていくこととした。

、人事院勧告と病院賃金をめぐる諸問題

①３月９日番町共済会館
非常勤医の給与について

８月に公務員給与改定勧告があり，公務員賃
金体系に準拠する病院が多数を占めている関係
上，実例を中心にその対策を協議した。
昭和51年
本年は，年次統一テーマに「職場管理と労基

共体的な研究とするために，事前にアンケー

ト調査を行い比較研究法で非常勤医の給与の
動向を探った。

②５月９日番町共済会館
退職金制度の現状と改善例

法」を設定，労務コンサルタントの伊藤政一氏
を講師に迎え逐条解説とともに職場管理への適

②９月12日番町共済会館

応，事例研究等も含め，セミナー形式で行うこ

これからの勤務医対策

ととした。

③11月13日番町共済会館
人事院勧告の分析とその活用

①３月17日

職場管理と労基法上の留意点

以下数次にわたりセミナーの内容を白石委員
が日本病院会雑誌，昭和51年４月・６月・９
月・１０月・１２月の各号に連載した。
昭和52年

前年に引き続き「労基法の研究」を行い，４

月にこれを完了，その成果を集約して定例或い
は地方勉強会で発表した。

①６月１日番町共済会館
労働基準法をめぐる就業規則上の問題点

事例を中心に賃金に関連する勉強会を行っ
た。

昭和54年

従来にも増して庶務人事研究会と共同研究を
進める基本方針のもとに，テーマを選定した。
①３月６日病院会会議室
これからの病院給与を考える

②10月19日病院会会議室
週休２日制の導入事例

~人事院勧告４週５体制をめぐって－

労務コンサルタントの伊藤政一氏を講師に迎
４６５

４研究部会

昭和55年

「人材開発」を年間主要テーマに設定した。

２．新人教育のポイント

３．現任者教育の必要性

人の管理については，その能力開発に重点を置

４．部下の指導

く必要性が高まり，また，中間管理者としても

５．病院における労基法の問題点

マネージメント・トレイニングを要請される時

それぞれの課題について，現場の労務担当者の

代となったことに鑑み，ここに重点を置くこと

貴重な実践的発表があった。

労務研究会委員７名はすべて，それぞれの病

とした。

①２月22日病院会会議室

院における労務担当幹部職員であるとのことか

新入職員教育の再検討

ら，４月期は春闘交渉の主役となり，委員会の

一事例発表と全体討議一

②９月30日病院会会議室
５５年度国家公務員給与改善人事院勧告の
分析と私的病院における対応事例
３全国研究会の実績

昭和45年

７月16日新潟市

主題を。職員モラールの向上”と設定した。
参加者も100名余りあり細目は次のとおりであ

開催はもとより，定例研修会の開催さえままな
らなかった。

参加者側にも同様な事'肩があり，高松におけ

る勉強会も開催時期当初５月を企画したが，申
込者僅かに10名足らずで，やむなく１０月に延期
し病院労使関係の最も安定した時期とで62名の

参加を見ることができた。
昭和47年

１０月19日京都市庶務人事合同

定例勉強会のテーマを中心に，武蔵野赤十字
病院における意識調査結果の分析として「病院

った。

１．これからの中堅幹部の役割

職員は何を望んでいるか」の報告をおこなっ

２職場規律の確立

た。

３．コミュニケーションとレクリエーション

昭和48年

４．人間性の改善

１０月18～19日岡山市（看護管理部門合同）

５．職員意識調査集計報告と分析（杉教授）

①週休２日制と病棟勤務体制~特に，応

６．分科会と総括討議（職員モラールの向

援体制の確立とその運用を中心に－

上）
昭和46年

１０月13日高松市参加者62名

病院の労務・庶務人事

庶務人事研究会と合同で開催した。内容は次
のとおり

１．よい労務管理のための職員の意職調査に
ついて（武蔵野赤十字病院事例）
4６６

②高年令層の活用とパート勤務者の管理
~新しい労働力としての見直し－
①応援体制

週休２日制の導入に当って流動的な体制を確
立する必要がある。このような体制を応援体制
とよび，その確立と運用についての事例発表と
併せて参加者全員が考えた。

②高令者・パートの活用

４研究部会

若手層の人手不足に対してパートタイマーの

○配置転換は一方的に実施できるか

受け入れ態勢あるいは労務管理上にも種々の問

○時間外勤務を拒否された時の対策は

題点があり，新しい労働力として見直すために

○病棟と外来の勤務の賃金は一律でよいか

は発想の転換・労基法等の適用・働きやすい職

について解説，グループに分かれて演習を行い

場環境作りに充分な配慮を払うことがその定着

全体討議をもってしめくくった。

につながる。

昭和52年

昭和49年

７月７～８日三重県鳥羽市

１０月15～16日奈良市
①人事考課について

職場リーダーのための労務管理
①パネルディスカッション

、看護部門における労務管理上の問題点〃

②週５日労働制と勤務体制
新い､試みとしての「グループ討議」を加え

②グループ別事例研究

１職場リーダーと経営意識

た。

グループ討議は参加者を10グループに組分け

２出退勤時刻と実労働時間の算定

し，労研委員会で用意した事例について，グル

３．勤務体制の異なる職場の分析

ープごとに討議を行い，その結果を，代表者が

４．新勤務体制の導入

まとめて報告することとした。

５．職場ぐるみでやる気を起こさせるには

昭和50年

用意した事例にて，グループ討議を行い，代

１０月14～15日福岡市
①人事考課表のつくり方

②職場リーダーのための労務管理

表者の研究結果報告を行った。
昭和53年

７月27～28日名古屋市（庶務人事研合同）

内科病棟におけるスタッフ育成，指導，配置
に重点を置いた考課表のモデルを提示，その作
り方，留意点を解説し，また職場リーダーの労
務管理要点として

職員の給与，厚生に関する実務研究

定例研究会で取り上げられた賃金関係の諸問
題について実務的に集約して行った。
主な研究テーマは次のとおり，

１．職場の規律とモラールづくり

１．職員厚生の実際と問題点

２．労基法と女性への配慮

２．職員の勤務時間管理

３．週休２日制と勤務計画

３．医師の服務管理に関する考え方と現実処

について解説した。
昭和51年

８月26～27日福島市飯坂町

①期待される職場リーダーの要件

②グループ研究一各職場に発生する実例
の解析とその対策についての課題
○採用内定は取消すことができるか

理

４．看護婦の就業管理
５．退職金の現状と展望

６非常勤医の給与
昭和54年

７月19～20日甲府市（庶務人事研合同）
具体的，実務的研究会を行う基本的な方針に
4６７

４研究部会

沿って，事例発表を中心に，テーブルディスカ

経営体質改善が要請されている。

ッションあるいは全体討議を混ぜ，さらに，石

この時に当って労務研究会としては病院経営

原信吾氏の特別講演も加えた。研究課題は次の

上主要な位置を占める「賃金」について，かね

とおりであった。

てから多岐にわたり研究・研修を重ねてきた

１．看護部門の適正配置一事例３題の発表と
ディスカッション－

２．病棟の勤務体制一交替制の現状と問題

が，総体的にみて，「公務員給与体系」をモデ
ルとする傾向が見られた。

人事院勧告によって毎年給与改訂がされる公

点一事例３題と全休討議一

務員に対し，経営収支に左右される病院賃金と

３．特別講演「看護定員と勤務体制」

では根本的な条件に相違があり，多くの病院が

４．病院給与の現状と展望一研究報告一

その調整に苦心している姿が浮かび上がってき

（１）公務員給与体系準拠とその問題点
（２）病院における諸手当の実態
（３）これからの病院給与体系試案

た。

このような背景のもとに，これからの病院賃
金はいかにあるべきかについて時間をかけ継続

して研究しようとして労研分科会としての賃金

昭和55年

７月17～18日浜松市
病院労務と職場管理

専門委員会が発足した。

委員は，労務・庶務人事両研究会委員を中心

１．主任看護婦・婦長の育成一事例３題一

に，病院において賃金実務を担当するものを幅

２．職場リーダーの労務管理上の要点一婦

広く選任し，昭和54年10月研究を開始した。

長・栄養課長・技師長・事務長の立場か

爾来各病院の事例を持ち寄り，月１回土曜日

の午後，日本病院会に集って研修を重ねた結

ら－

３．特別講演「80年代の職場管理」
遠州監督者訓練所長小杉基隆
４．これからの病院賃金一実務講座３題一
○支払能力と病院賃金

○職務能力を反映させた賃金体系
○職場能力と資格制度

人材開発を中心に，監督者の育成，これに見

果，一応総論段階の作業を終え，その成果を
「新しい時代の病院賃金体系への提言」として

まとめ小冊子として刊行することとした。
５労務研究会委員の推移

(顧問）

落合勝一郎聖路加国際病院４４～4８

合った賃金の在り方等を示した。

４労研分科会・賃金専門委員会

５０～

石原信吾厚生省病院管理研究所４９

(委員）

８０年代を迎え，社会のあらゆる分野で新しい

東義晴武蔵野赤十字病院４４～４９

秩序を求める動きがあり，病院においても，長

白石太郎聖路加国際病院４４～５４

期不況・高令化・医療費抑制等々内外をめぐる

中村良造癌研究会付属病院４４～４８

社会環境の変化に伴い，時代に即応するための

稲垣武東京都済生会中央病院４４～4９

4６８

４研究部会

萱木智治

三楽病院

増岡清二

武蔵野赤十字病院

加藤雄二

東京都済生会中央病院

長谷川伸

東京都済生会中央病院

５０７
４５４

東京厚生年金病院

６
４

佼成病院

一一一一一一一

智博二
廣

野野田
高岡千

東京医科大学病院

０４４４８４００１
５４４４４４５５５

東京都済生会向島病院

ますが，中小病院は視模の点で大病院の真似
もできずわれわれ自己流でやっておりますの
で，いろんな面でお互に共通の悩みがござい

ます。実は品川の方でも病院部会というのを

最近つくりまして，共同のいろんな問題等に
ついて地区の方で研究をやっておりますが，
なかなかわれわれの知識が低いために，うま

くゆかないのでありますが，こういう組織の
ある病院協会等で先達となります皆様のお知
恵を拝借して,一緒にやっていったら,いろん

病院管理総合部会
１病院管理総合部会のなり立ち

昭和39年に事務管理部会が設定され，医事研

究会栄養管理部会が設定された。つづいて昭和

な面でうまくゆくのであろうということで，

これから皆様と一緒に勉強して，今低医療費
の下，多くの病院が経営困雑でありますが，
しかし泣きごとを言っても仕様がありません
ので，お互に知恵を出しあって合理経営をし
てゆくよりほか致し方ありません。

40年３月，看護管理部会が設けられた。これら

最近は貿易自由化で一般産業内に非常に倒

の部会，研究会はその参加者が大病院に属する

産，破産ブームが吹きあれており，もれきく

ところから，研究の主体が大病院のはたらきの

ところによると病院も事実２，３潰れた病院

各論になることはやむを得なかった。

もございますが，我々も日頃から経営合理化

中小病院の管理には，大病院の各論とは異な

をはかり倒産しないようにやってゆかなけれ

った部分があるにちがいない。この部分につい

ばなりません。－

て研究をするために中小病院部会の設立が必要

さらに総論的に次のことが必要であるとし，

であるとされ，河野稔常務理事が管理する北品

北品川病院の実例を述べた。

川総合病院より世話人を委嘱して部会が設立さ

1）医業経営は営利性のない収益性のある企業

れた。

第１回の研究会が昭和40年３月25日協会会議
室でひらかれた。この会ではまず河野稔氏のお

体である。
2）事業は人なり或いは事業は人と人との関係
といわれる。

話しをうかがうことにし，向後毎月第３木曜日

3）人間が資本である。

に会場をうつしつつ開かれることとした。

4）科学的管理法は人間を機械化し易い。

講演は「中小病院の合理的経営」と題し演者
より次のように話された。

－今病院協会の大病院等はいろいろの部

門の研究会がもたれ非常にうまくいっており

5）職能給の採用は必要であり，人事の公平に
ついて研究しなければならない。

6）院内訓練により職員のlevelupが必要で
ある。
`６９

４研究部会

7）人間は如何なるときに一番力を発揮するか

わたっての勉強会で，診療から始まり給食に至

イ）個人の興味が病院，会社の希望するとこ

るまで様々な角度からテーマを考え都内は勿

ろと一致し，できるだけ本人自身に自主的

論，神奈川，埼玉，千葉と範囲も拡大して実施

にやらせる

ロ）各人に自分は何をするのが良いか考えさ
せる

／､）上の幹部は下の人々と一対一で充分話し
合い，一致した一つの環境条件を考え合お
う

した。

勉強会を通じ病院協会の会員勧誘も忘れず，
この部会を開催するようになってから私的病院
の新規加入がみられた。
院長は孤独であるということから「院長泣き
会」いう名称で都内のホテルに一泊して院長の

二）目標をきめる

経営全般にわたり座談会を開催し，さらに箱根

ホ）実施する過程で上の人が下の人を指導

方面でも勉強会をもったことがあり，次には遠

し，手伝ってやる

へ）目標突破の如何に関わらず皆で真剣にや
った事を反省討論する
２その後の経緯

第１回の中小病院管理部会の勉強会がスター

方まで出かけるようになった。今にして思えば
全国勉強会のはしりでもあったわけである。勉

強会及び見学の病院は公益法人，社会福祉法

人，医療法人，会社立，社会保険，個人，中に
は都立２カ所等々経営主体は様々であったが半

数以上は医療法人，個人経営の病院であった。

トいたしたが，勉強会を開催しようとしてもテ

また時には銀行の会議室を会場としたこともあ

ーマの選定さらには会場にあてる病院探しも思

った。

うにまかせず中小病院は建物は小さいし，スタ

この部会はその特殊性から部会委員長も病院

ッフは揃っていない組織はできていない等の

経営にたけた院長がそれぞれ担当し，初代は世

諸問題があった。

話人としてスタートした北品川総合病院の河野

会場にお願いする病院は部会の委員を中心に

稔院長，二代目は京浜総合病院の大野松次理事

個人的な関係で選びテーマもその病院にふさわ

長，三代目は高山整形外科病院の高山螢院長，

しいテーマで見学を兼ねて毎月第３木曜日の指

四代目は現委員長の目蒲病院の石橋秀雄院長で

定通りにお願いするが先方の都合で日程を変更

ある。ここにも委員長の個性が現われその時代

せざるを得ないこともしばしばあった。会場と

によって会場の設定，テーマが異なり，堅さ，

いっても中には食堂を借り，また炊事場に腰か

ソフトの現れがでているが所詮は如何に中小病

けを並べて開催したこともあった。形はさまざ

院の経営安泰をはかるかということであった。

まなところで勉強会は行われたが経営の内容に

中小病院の勉強会も回数を重ねるにつれ次第

至ってはそれぞれの経営者即ち院長の個性のあ

にオーソドックスの方向に変遷し成長発展して

る合理的な独得な経営がなされ，特長をもった

きているが最近は大病院の院長を初め幹部も大

病院の生き方をまざまざと伺うことができた。

中小を問わず病院経営の危機感を以て参加し，

他の勉強部会と違って中小病院は管理全般に
4７０

漸く部会も一人前になった観を呈している。全

４研究部会

国勉強会も北は北海道から南は福岡，長崎と各
地で開催いたしているが，全国勉強会において
は地域の病院協会の支援に負うところが多大で

個人病院における医師不足の対策
⑥８月27日

看護婦定着についての考慮
⑦10月29日

ある。

３定例研究会

定例の研究会はつぎのように開かれた。
昭和40年

①３月25日協会会議室
経営の合理化について

②４月15日第三北品川病院

小型病院の人事管理

③５月20日豊洲厚生病院
病院の給与

④６月16日大口病院

医療従事者教育養成補充対策
⑤７月15日高山整形外科病院
医薬品の受払管理について
⑥８月21日荘病院
医業と税金について

⑦９月16日野村病院
病院管理の一端
③10月21日牧田病院
病院整備について

昭和41年

①１月27日大脇病院

民間病院の歩む道
②２月24日都南病院
病歴管理について

③３月24日京浜病院
約束処方について
④４月28日

専門病院の機能
⑤６月23日

中小病院における公衆衛生活動
③12月17日
薬品の購入について
昭和42年
①１月21日

２食主義
②３月25日

都心における民間中心病院の精神病床の
意義
③４月15日

臨床検査の高率的機能運用
④６月17日

健康保険請求事務について
⑤７月８日

病院建築について
⑥９月16日
人事管理について
⑦10月31日
三基準について

③11月16日

甲，乙二表の比較検討
⑨12月16日

病院管理のポイント
昭和43年
①２月17日

中小病院の組織構成とその管理
②４月20日葛飾赤十字産院
新生児の取扱上おこる事故とその防止策

③５月18日伊藤病院
整形外科のリハビリテイションについて
４７Ｚ

４研究部会

④６月22日足立田園病院

３）第三に患者さんの名前をおぼえる

低所得者層入院の問題点及び医師と患者

そしてよい話のきき手になってやる。

の人間関係

－番大切なことは相手の職業を尊重する。

⑤７月20日富士病院

病院構造への現代精神治療法導入による
利点欠点

⑥８月17日北品川総合病院
真の看護とは
⑦９月21日北多摩病院

自動車損害賠償保険請求事務
⑧10月26日ロイヤル病院

特別室の差額徴収と患者の取扱いについ
て

⑨11月30日北品川総合病院
病院の防火対策と実演

⑩12月21日敬愛病院
医療機械設備と採算制について
昭和44年

①１月18日救世軍ブース記念病院
病院におけるポランチャ活動について

⑤８月23日北品川総合病院
未収金対策
１）未収を早く発見すること

２）良い病院，良い事務長，良い医事課長

良い会計課長のいるところは未収金が少
ない

３）‘患者さんを親切にしてやっておれば未収
はない

４）原因をよく探る
外来は毎日チェック，１カ月以上のもの
は文書でとくそくをする

医師，看護婦に協力してもらう

交通事故の場合誓約書を交換，退院のと
きは会計を済ませてから退院してください

ということを看護婦に依頼して話しをする

夜間外来のことも朝の申送りの際にお願
いしておく

②３月15日京北病院

未収とくそく週間をつくり，電話，葉

受付業務について

書，封書でとくそくをし，家庭訪問もする

③４月19日関川病院

一地域社会における私立病院の現状につ
いて

④７月19日葛飾赤十字産院
病院における人間関係について
このテーマについての院長の発言は，管理者

が先頭に立って部下を引っぱって院内の人間関
係の調和をはかることが効果があるように思う
ということであった。

カーネギーの法則をかりるならば

１）第一に相手に関心をもつ

２）第二に人に接するに微笑をもつ
４７２

⑥９月20日柏戸病院

看護婦の勤務体制について

⑦10月18日社会保険都南病院
転記洩れ請求洩れ防止策について
③11月22日東海病院
保険請求の正しいやり方について

⑨12月20日亀田総合病院
病院見学
昭和45年

①１月24日常盤台外科病院
病院管理者のあり方について
②３月14日高山整形外科病院

４研究部会

教育について

③４月18日北品川総合病院
組織と人

④５月16日都南総合病院
窓口業務と請求業務の問題点について
⑤６月20日大脇病院
病院サービスについて

⑥７月25日日蒲病院
患者サービス本位の設備について

⑦９月19日いすず病院
中小病院における伝票制度の実例につい
て

⑧10月17日東京日立病院
（１）病院の防火対策について

（２）不足人員の補充策について

⑨11月21日織本病院

⑥９月25日安東病院

病院に於けるコンピューターの導入につ
いて

⑦10月30日１上品川総合病院
喜働経営について
③11月27日京浜総合病院

地域社会に於ける中小病院の今後の生き
方について

⑨12月18日神奈川県保健教育センター
神奈川県下に於ける中小病院の経営分析
昭和47年
①２月19日野村病院
フロント業務について

②３月18日第一病院
労務雑談
③４月28日北品川総合病院

院内のインフォメーションとコミニケー

（１）点数改正に伴う甲乙二表の検討

ションについて

（２）‘慢性疾患指導料の上手な取り方

⑩12月19日都南総合病院
請求洩れの諸問題
昭和46年

①１月30～31日杉山病院

（１）人手不足対策
（２）人員定着
（３）私立病院連盟
②３月20日総合高津中央病院

高津中央病院における建築の諸問題
③４月17日青山外科病院

（１）建物の内部設備について
（２）防火設備について
④６月19日北品川総合病院
中小病院における材料費の検討
⑤８月18日中島病院

地域医療に於ける病院のあり方について

④６月29日東海病院

二食制の今後の対策と反省について

⑤７月29日北品川総合病院

中小病院における患者サービスの限界点
⑥10月28日東京前沢整形外科病院
私的病院の運営上の問題点について
⑦11月18日練馬総合病院
母親学級・栄養相談について
昭和48年

①３月24日北品川総合病院

定着制と人手不足対策について
②４月２１日都立大塚病院
病院の色彩調節

③５月26日菊地病院

中小病院の救急患者に対する問題点
④９月22日池袋赤心堂病院
４７３

４研究部会

冷凍食（見学）

⑤10月20日野村病院

（１）病院の防災について

（２）横浜市における病院防災の組織と活
動

病院給食の見透しその他
⑥11月17日東京トラック会館
中小病院における実務と職場管理をかね
る場合の問題点のあり方

③10月23日番町共済会館
民間病院の労基法について

④12月15日私学会館
医療金融公庫の現状と融資のポイント

昭和49年

①１月19～20日湯の花ホテル

（１）これからの労務対策
（２）病院経営の諸問題
②２月14日河野臨床医学研究所
高騰する薬材購入に秘訣ありや
③３月16日東医健保会館

保険請求全般についての問題点と請求洩
れ対策

④５月18日番町共済会館
（１）春闘後の中小病院の給与はどうなっ
たか

（２）現在争議中の中小病院争議実例
⑤６月14日番町共済会館

（１）中小病院の夏期賞与支給方法につい
て

（２）中小病院における夏期賞与の具体的
はらづもり

⑥12月７日番町共済会館
（１）点数改訂後の算定上の諸問題

（２）特に中小病院における銀行融資の諸

昭和51年

①２月18日神奈川県医師会館
（１）税務調査で問題になる否認事例
（２）病院税制の現況と問題点
②３月18日番町共済会館
私的病院の労使紛争と就業規則

③５月14日番町共済会館

病院検査室の合理化
④６月22日麹町会館
就業規則の不備と院内におけるトラブル
の実際例

⑤９月21日番町共済会館

医療管理の合理化（メディカルクラーク
の具体的な成果について）
⑥11月９日私学振興財団

中小病院における退職金制度の実態と問
題とこれからのあり方について（主とし
て現実からのアプローチ）
⑦12月９日番町共済会館

（１）個人病院を対象とした年度末決算で
注意すべき点

問題

（２）全病院を対象とした源泉税の年末調

昭和50年

整について注意すべき点

①１月11～12日成田市

（１）医療情報システムの現状と将来の展
望

（２）経営自己診断の仕方

②９月18日番町共済会館
４７４

昭和52年

①２月24日織本病院

（１）中小病院の生き抜く道（－つの変っ
た行き方）

４研究部会

（２）織本病院見学
②３月18日私学振興財団

（１）病院のパートタイマの就業規則

（２）期末決算書作成上の留意点と税務対
策

③７月８日川崎信用金庫新城支店
（１）地域医療の場における中小病院の一
つのありかた（京浜メディカルグルー

中小病院におけるハウスキーピング（生

活環境の整備）について

特に，ゴミ，残飯の処理，害虫駆徐，
病棟のリネンの取扱い，死亡退院の取扱
い，清掃等について

⑥12月20日豊洲厚生病院

（１）院内無菌化について
（２）病院におけるコンピュータ化につい

プの歩みとその問題点）

（２）施設見学（京浜総合病院及び京浜予
防医学研究所）
④９月28日第三北品川病院

（１）５１年度の救急活動
（２）当院における救急医療
⑤12月８日野村病院

て

昭和54年

①１月25日朝日生命成人病研究所
（１）社会奉仕室の活動について

（２）当院における予約診療制度について
②２月22日富士見産婦人科病院（所沢）
（１）当院における患者サービスの諸方策

（１）予防医学と治療医学の接点

（２）給食のメニュー方式化

（２）真の意味の医薬分業について

（３）当院における医療理念と理想の病院
の未来像

昭和53年

①１月26日東海病院

（１）一般病院から腎（透析）専門病院へ
の転換

（２）透析業務の実態
②４月５日都立清瀬小児病院

（１）小児病院における診療体系について

（２）当院における小児心臓疾患治療の現
状

③６月20日伊藤病院（高円寺）
一般病院におけるリハビリテーションの
運営

④７月20日大脇病院
救急におけるＣＴスキャナー医療につい
て

⑤９月14日柏戸病院（ハウスキーピング部

③４月12日

集団意思決定と意思統一内藤均
④５月15日

医療金融公庫の現状と融資についてく中
小病院の資金調達のポイント＞

医療金融公庫企画調査課長堀口幸三
⑤７月20日救世軍ブース記念病院
全人格医療の取り組み方
⑥10月25日

（１）医療紛争について
板橋区役所公衆衛生課新村信也

（２）医師賠償責任保険について
安田火災海上保険田口雅朗
⑦12月20日島田総合病院

成人病専門病棟完成と経営理念

会と合同）
４７５

４研究部会

昭和46年

昭和55年

①２月20日広島市

①２月21日

政治からみた将来の看護婦像および看護

（１）健保の上手な請求の仕方について

婦と病院の立場参議院議員石本茂

（２）病院給食における冷凍システムの導

②４月23日北品川総合病院

入について

（１）地域医療協議会のはたらき

（３）新しい病院のあり方について
②７月16日岐阜市

（２）顧問医制度について

（３）院外処分菱の処方について

（１）私的中小病院の医事業務について

（２）私的中小病院に於ける人手不足対策

③５月22日東京消防庁

東京消防庁災害救急I情報センターの業務

（３）私的中小病院に於ける多角経営につ

実態

いて

（４）私的中小病院に於ける薬剤購入の問

④７月８日食糧会館
ある出会い

木暮美千代

⑤11月20日京浜総合病院・京浜予防医学研

題点

（５）私的中小病院の運営について
③11月19日福島市

究所
医療経営像

（１）私的中小病院における人手不足対策

⑥12月12日榊原記念病院
（１）心臓病専門病院としての医療の実績
について

について

（２）中小病院運営上の諸問題
（３）私的中小病院に於けるモラル向上策

（２）当院の経営管理について
４全国研究会

全国研究会の開催は次のとおりである。
昭和44年

①２月15日神戸市
（１）二食制について

（２）上手な保険請求の仕方
（３）甲，乙二表の検討

（４）中小病院の合理的経営
（５）税務対策
②６月21日名古屋市

（１）二食制について
（２）上手な医事業務のすすめ方

（３）約束処方について
4７６

について

（４）私的中小病院に於ける薬の上手な買
い方について

（５）病院経営の実態について
昭和47年

①９月９日静岡市・静鉄健保会館
（１）中小病院における少数精鋭化の問題
占

」１０，

１）１人の仕事量の分析と同種多変量

業務に対する順応I性

２）診療における質問カードの応用
３）業務遂行上におけるチェックリス
トの応用

（２）病院給食は如何にあるべきか
１）うまい食事をとらせるためには

４研究部会

２）１日のカロリーは２，１００カロリー

（２）中小病院の生きるみち

（３）病院と救急システムについて

で十分

（３）低医療費下における病院経済の実態

（４）救急医療の現状とその問題点

一統計をとおして－

（５）中小病院の資金繰り

（４）医院から病院へ発展して
１）７床から253床に

２）私が通って来た20年間

（６）中小病院の税制と税務対策
昭和51年

①１月16～17日京都市

昭和48年

（１）業務処理の効率

①６月23日盛岡市

（２）医師団の掌握

（１）院長としてこれだけは知っておきた

（３）不況下における病院経済の基礎固め
（４）施設見学（京都，桂病院呼吸器総合

い

（２）低医療下における喜|動病院づくり

（３）岩手県立病院における医師確保の問
題

（４）岩手県における労務管理の諸問題

病院）

②７月10～11日長崎市．十八銀行別館ホー
ノレ

（１）医療と福祉の接`点

堀口整形外科病院長堀口銀二郎

昭和49年

①２月23日高知市

（２）病院における労使間の人間関係

（１）中小病院協業化への提言について

④病院労使関係の特殊性

（２）病院における週休２日制の考察と実

⑧人事管理の仕方

施について

病院管理研究所経営管理部長
石原信吾

（３）中小病院の職能給について

（４）自由討議（中小病院における問題
点）

（３）病院と税制及職員の福祉について
小原病院長小原知次郎

（４）病院における少数精鋭

昭和50年

①７月１～２日函館市

（１）地域における救急医療について

（２）病院の地域活動について
（３）地域医療の方向について

（４）週休２日制の導入について
（５）三交代看護の再検討について

（６）医事業務の改善について
②11月18～19日熊本市

（'）中小病院の地域医療における役割に
ついて

高山整形外科病院長高山螢

（５）銀行から見た病院
十八銀行取締役西田正純

（６）中小病院の生きる道
岡山病院長岡山義雄

③10月22～23日甲府市・山梨県医師会館
（１）労働条件と給与
総合高津中央病院事務局長
加藤賢二

（２）就業規則の不備による労使紛争
４７７

４研究部会

慶応大学医学部病院管理学教室
細田健二

（３）税制及び税務対策

昭和53年

①１月21～22日名古屋市・東海銀行主税町
クラブ

小原病院長小原知次郎

（４）病院における少数精鋭

（１）臨床検査室の合理化
京浜総合病院会長矢作忠政

高山整形外科病院長高山螢

京浜予防医学研究所検査部長

浦部厚美

昭和52年

①６月17～18日家の光会館

（２）病院における少数精鋭

（１）新しい時代の管理職のありかた
（社)日本能率協会プリンシパル
コンサルタント山本徹生

（２）組織と人間

高山整形外科病院長高山螢
（３）病院における外注方式
福岡城南病院長菱山博文

（４）私立病院の経営理念

（社)日本能率協会プリンシパル

総合病院南大阪病院長

コンサルタント山本徹生

（３）銀行における店頭応対の訓練の実際

内藤景岳

（５）私の行ってきた病院経営
織本病院長織本正慶

について

第一勧銀副参事永田英一

（４）スチュワーデスの体験を通して
日本航空(株)客室訓練所教官
巖那々子

②10月28～29日岡山県総合福祉会館

（６）中小病院における看護部門のあり方
（７）中小病院の経営管理
（８）最近のアメリカの医療事'肩
小原病院長小原知次郎
②５月26～27日富山市

（１）日本病院会の今後の動向

（１）医事紛争防止対策
高山整形外科病院長

副会長河野稔
高山螢

（２）医療事故賠償責任保険の現況と問題

（２）病院における少数精鋭
高山整形外科病院長高山螢

（３）当院の医療と経営

占

ＪｂＤ、

大口病院事務長石田貞治

(3)意思の疎通と人間関係（特に患者と
の人間関係について）

織本病院長織本正慶
（４）病院経営管理上の諸問題
岡山病院長岡山義雄

西日本相互銀行研修所所長

福田晴

（５）労働条件と給与

総合高津中央病院事務長

(4)労働条件と給与

加藤賢二

総合高津中央病院事務局長
加藤賢二
４７８

（６）病院勤務医のありかた

北品川総合病院長河野稔

４研究部会

（７）医療事情の動向と病院運営

ＮＨＫ科学産業番組班チーフ

病院管理研究所石原信吾
（８）変化する病院施設管理のポイント
聖路加国際病院事務長

ディレクター行天良雄

②11月16～17日千葉市・千葉興業銀行
（１）看護婦と託児所

上林三郎

一心病院長上崎道子
牧田総合病院長牧田中

③11月24～25日高知市

（２）当院における看護体制と問題点に

（１）室料差額の問題点
自治医大教授一条勝夫

ついて

柏戸病院総婦長，葛南病院総婦長

（２）病院の週休２日制について
北品川総合病院理事鎌田利雄

（３）サービスについて

（３）病院における少数精鋭

東京ビジネス専門学校講師

高山整形外科病院長高山螢

厳那々子
（４）窓口未収金の処理

（４）病院経営管理上の諸問題
岡山病院長岡山義雄

（５）医療紛争防止対策について

須田トモ子，刈込修一
（５）窓口未収金の効果的管理

東京都済生会中央病院事務長

高山整形外科病院長
高山螢

黒田幸男

（６）意思の疎通と人間関係について（人

（６）支払基金における算定と振込の仕方
社会保険診療報酬支払基金

の心をつかむ心理学）

松浦富夫

西日本相互銀行福田晴
昭和55年

昭和54年

①10月21～22日東京都・家の光会館

①６月22～23日新潟市．平安閣

（１）よい看護とは

（１）院内薬局について

神奈川県衛生看護専門学校附

中野総合病院事務部長
樋口重太郎

（２）北品川総合病院における救急医療
北品川総合病院理事鎌田利雄

（３）ど素人の医療事業経営
京浜総合病院会長矢作忠政

属病院松沢孝子
（２）病院看護と病院経済
北里大学井上昌彦
（３）言葉の使いかた

東京ビジネス専門学校

（４）医療事故と賠償責任保険について

中研一

安田火災海上保険(株）

（４）著名女性経営者によるシンポジウム

（５）病院管理の失敗実例
関川総合病院副院長細田健二
（６）医療の現状と将来

「私の病院経営理念」
遠山病院遠山美和
セントラル病院安藤明子
４７９

４研究部会

樋口重太郎

中野総合病院

淵沢みさえ

牧田総合病院

錦織ハナ子

北品川総合病院
北品川総合病院

大野松次京浜総合病院

48～4９

府川マサ子

北品川総合病院

石橋秀雄

目蒲病院

望月和昭

常盤台外科病院

今弁房江

社保蒲田総合病院

秋吉実

第一病院

伝法健

豊島中央病院

(委員)

高橋昇北品川総合病院
中川恭一いすず病院

鎌田利雄北品川総合病院

大野松次京浜総合病院

林尚孝

常盤台外科病院

秋島勲郎

野村病院

大家康三郎

名倉病院

高山螢

高山整形外科病院

寺嶋順一

亀田総合病院

細田健二

関川総合病院

加藤賢二

総合高津中央病院

石田貞治

大口病院

古荒一馬

京浜総合病院

榊田博

日本バプテスト病院

4８０

２

小林病院

月２日である。

研究部会としてはすでに診療管理，事務管
理，さらに医事，栄養についての研究会が発足

部会の創設が理事会にて決定され，第１回の研
究会が，根元儀一常務理事（看護委員長）の司
会で都内の病院長，総婦長約30名が参加して発
足をした。第１回研究会の討議内容は次のよう

一一一一一一一

小林一義

｜看護管理部会の発足

しているが，残された看護管理についての研究

３４４３３１１
５５５５５５５

南晴病院

５

山本理平

看護管理部会

看護管理研究会が発足したのは，昭和40年３

６７１
４４５

芝沼昭男高山整形外科病院

２

笠木茂伸北品川総合病院

５

長崎太郎救世軍ブース記念病院

７

山口幸男河井病院

一一一一一一一一一一一

河野稔北品川総合病院

４３４４８
４４４４４

熊谷頼明京浜病院

４

原田真夫いすず病院

２２２２２２３３４４４５０５５７８８８８９９９９０
４４４４４４４４４４４４５４４４４４４４４４４４５

野村秋守野村病院

５

勝田真貴子

４

44～49

一一一一一

河野稔北品川総合病院

３

織本病院

５

織本良子

一一一一一一

(顧問）

京浜総合病院

１

４病院管理総合部会委員名簿

矢作忠政

００２２２２２２３３３４５

医事評論家水野肇

第一病院

５

(5)1980年代の病院像

野村益朗

５５５５５５５５５５５５５

織本病院織本良子

であった。

１．病院の人事管理の特異性

２．看護部門での人事採用

３看護部門での人事配置
４．看護部門における訓練

当日の看護関係の出席者は次の１６名であっ
た。

４研究部会

東京警察病院総婦長池田リウ子

看護婦対象になった。また東京での定例研究会

同愛記念病院総婦長今西貴数

も昭和56年度から，看護管理と看護研究の２つ

都立駒込病院看護課長服部ミヨ

の研究会に発展した。

武蔵野赤十字病院看護部長大嶽康子
東京女子医大病院総婦長関光

看護関係の研究会は次の４つの会合により勉
強をつづけた。

都立大塚病院看護課長吉田政子

定例研究会昭和40年より

聖路加国際病院総婦長湯本きみ

全国研究会昭和43年より

国立東京第二病院総婦長吉田浪子

総婦長セミナー

国立東京第一病院総婦長高瀬松子

看護研究会全国研究会昭和53年より

駿河台日大病院総婦長星沢政枝

全国研究会は日本全国を大きく南北の２つに

昭和45年より

別け，それぞれ－都市を選んで行ってきた。受

東京都済生会中央病院

総婦長中島タツ子

入れ側の地元とは連携がよく行なわれ，また職

交通局病院総婦長加藤タケ子

能団体である看護協会から強力な援助を得て，

都立荏原病院看護科長長田寿美子

いつも100～200名ときには４００名の多数の参加

順天堂医院総婦長大野菊衛

者を得，地方との交流とその啓蒙とに大いに役

東京共済病院総婦長堀切はる

立ってきた。

虎の門病院総婦長幡井ぎん

定例研究会は，全国研究会との兼ね合せで，

この日初の委員７名が任期１年で依嘱され看

回数そのものは発足当時より減じてはいるが，

護管理部会の発展に努力することとなった。

病院のなかにおける看護の観点からテーマが選

委員は次の通りであった。

ばれ，ときには他部門とも合同して，提起され

関光東京女子医大病院

た問題を解決し，ともに前進を考える方法をと

幡井ぎん虎の門病院

ってきた。

湯本きみ聖路加国際病院

これらの看護研究は地道な活動であるが，病

大野菊衛順天堂病院

院看護，その質の高いサービスのための知識技

高瀬松子国立東京第一病院

術を高めその動機づけに役立ち，かつ他職種と

飯塚すず日赤中央病院

の弾力的な協力についての理解をふかめてい

服部ミヨ都立駒込病院

る。日本病院会30年の歴史のなかで，日本の病

２その後の経緯

この看護管理研究会は東京で定例研究会とし
て続けられ昭和43年に全国的にももたれるよう

院のはたらきをたかめるために勉強会は大きな
柱となっているものと考える。先人が開き，残

してくれたこの偉大な方法である勉強会を今後
も発展させていくべきである。

になり，更に昭和45年には総婦長セミナーも開

委員数は他委員会よりも多くなっているが，

始された。全国研究会は昭和53年に看護管理研

先に力､がげた４種類のコースを分担してその企

究会と看護研究会とに別れ，看護管理者対象と

画．運営に当たっている。委員の1人１人の力
４８Ｚ

４研究部会

の結集により会が運営されていることが，当委

看護体制について司会鈴木イチ
昭和42年

員会の誇りである。

①１月９日駿河台日大病院６７名

３定例研究会の実績

看護部門と用度課の関連

看護管理部会の定例研究会の実績は次のとお

司会鹿又寿美恵

夜間勤務について司会愛知志づ

りである。

②１月17日順天堂医院

昭和40年

①４月６日虎の門病院７４名

看護部門との関連について（栄養管理部
会と合同）司会宮川哲子

外来看護業務司会湯本きみ
③３月７日東京女子医大５０名

衛生材料の標準化司会大野菊衛
④４月４日病院見学

②７月22日順天堂医院

医師と看護婦の協力について(1)

産科`患者のケアについて

司会湯本きみ

③９月７日東京女子医大病院５６名
医師と看護婦の協力について(2)
司会大森康子

④10月13日駿河台日大病院

配膳管理問題について(1)（栄養管理部会
と合同）

⑤11月１日聖路加国際病院

配膳管理問題について(2)（栄養管理部会
との合同）

昭和41年

①７月５日佼成病院７５名

国立東京第二，日赤産院，都立広尾病院
⑤５月７日佼成病院

与薬について司会星沢政枝
⑥７月２日武蔵野赤十字病院113名
看護記録について司会安田千代子
⑦７月４日佼成病院

看護業務と医事業務司会園部梅
③９月３日聖路加国際病院
看護体制について司会岩田ウタ
昭和43年

①１月17日番町共済会館

看護婦と助手のパーセンテージ

勤務体制（看護勤務体制に関する研究

採用方法

会）榊田博今村栄一

オリエンテーション

岡本’恒美園部梅

業務内容司会幡井ぎん

平野勝子

②９月６日虎の門病院４４名

臨床に働く人々と検査部門に働く人々と
の話し合い司会関光

③10月１日聖路加国際病院
外来部門と看護部門との関係
④11月７日関東逓信病院７０名
4８２

司会竹谷アサヨ

②３月４日関東逓信病院２１名

看護要員の確保について
園部梅安田千代子

③11月５日横須賀共済病院156名
最近の看護用品とその工夫

司会園部梅

４研究部会

昭和44年

③５月25日佼成病院７０名

①５月６日聖路加国際病院６７名

婦長，主任に何を望むか（管理業務）

看護業務の再検討司会内田卿子
②７月１日佼成病院７４名

看護業務の再検討司会高瀬松子
③９月９日駿河台日大病院６６名

司会永井トシエ

④７月20日佼成高看学院６２名
診療管理と看護教育
（診療管理部会と合同）
司会石川幸雄

看護の仕事とコンピュータについて
司会岩田ウタ

⑤９月７日番町共済会館

婦長，主任に何を望むか（人間関係）

昭和45年

司会鵜飼，荒川

①１月27日横浜赤十字病院

看護業務の省力化について

②４月７日武蔵野赤十字病院６４名
看護の本質を問う（患者の声）
司会荒川貞子

昭和47年

①１月18日番町共済会館

看護業務の問題点（応援勤務）
②３月17日番町共済会館

婦長，主任に望むもの（自己開発）

③５月19日都立大塚病院

外口玉子

総合病院における脳神経外科のあり方

③５月16日番町共済会館

④６月６日番町共済会館

看護婦の専門職について杉政孝

Ｉ・Ｃ・Ｕ.について

④７月４日番町共済会館

（診療管理部会と合同）

看護婦と専門職

⑤７月７日協会会議室

一これだけは知っておきたい－

事故防護

近藤潤子

看護の立場から

⑥９月８日日大板橋病院６８名

昭和48年

①１月30日番町共済会館

看護職員の不足対策
パートタイマーの導入について

‘患者の立場から看護婦に望むもの
市川房枝

司会木村千枝子山田とみ子

②３月６日番町共済会館３４名

昭和46年

看護婦の専門職制について（まとめ）

①１月19日飯田橋会館

グループ討議

婦長，主任に何を望むか（そのＩ）
司会嶋崎佐智子

②３月２日順天堂医院200名
婦長，主任に何を望むか（そのｍ
江間時彦小野田敏郎
佐藤元一郎

③５月８日健保会館

看護業務と薬剤業務（シンポジウム）
④５月31日番町共済会館
最近の米国の医療事Ｉ情について

⑤７月17日渋谷勤労福祉会館９０名
4８３

４研究部会

②８月16日食糧会館170名

管理者より見た院内教育

医師と看護の業務上の接点

（病院診療管理部会と合同）

浅井一太郎牧野永城

（病院診療管理部会と合同）

③９月８日電設健保会館

膳亀勝子

世界の看護東浦メイ

⑥12月４日番町共済会館４０名

栄養部門と看護部門の接点と諸問題
司会遠藤

④11月10日電設健保会館100名
卒後１～２年の実習指導をいかにするか
（シンポジウム）

昭和49年

①２月20日野口英世記念会館127名
採用者の受け入れ準備について
杉政孝
②５月８日番町共済会館

昭和53年

①２月２日番町共済会館９６名

病棟における実務指導（卒後１～２年）
グループ討議

②５月12日電設健保会館113名

看護婦確保対策の裏表

実務評価と人間の育成青木武一

③８月20日番町共済会館
診療と看護の接点について（患者の記

録）今村栄一内田卿子
④12月３日東京厚生年金病院
栄養部門と看護部門のコミュニケート
司会宮川哲子
昭和50年

③11月９日電設健保会館282名
何をよい看護と考えるか（シンポジウ

ム）行天良雄
昭和54年

①２月８日電設健保会館290名
何をよい看護と考えるか

①10月８日全ラ連会館105名
病棟の薬剤管理について

（薬事管理部会と合同）

司会嶋崎佐智子
②７月５日番町共済会館８１名

（１）病院看護業務のシステム化，合理化
におけるコンピュータ利用の動向につ

昭和51年

①２月３日番町共済会館170名

いて三宅浩之

現場教育を考える

（２）看護業務におけるコンピュータの役

②７月１日食糧会館

割青木禧和

新人受け入れを評価する

③８月17日番町共済会館
看護職員の配置を考える
昭和52年

①２月３日番町共済会館９６名
新卒業生に何を期待するか（シンポジウ
ム）
４８４

昭和55年

①７月24日番町共済会館121名
未来の医療佐分利輝彦
４全国研究会の実績

看護管理部会の全国研究会の実績は次のとお
りである。

４研究歪fly会

園部梅木村千代子

昭和43年

①12月６日下関市268名

昭和45年

日本病院協会のはたらき平賀稔
岩田ウタ

看護管理部会のあゆみ

①８月４日松本市165名
患者の安全の立場から
輸血戸畑ナツ

シンポジウム「院内教育」
司会星沢政枝

新生児岡本’疸美

専門職とは西村静一

引火`性繊維品の取扱い永井トシエ

新カリキュラムについて生田俊子

与薬嶋崎佐智子

指導者教育内田卿子

卒後教育園部梅
自由討議「看護業務の効率化について」

昭和46年
①７月６日神戸市

日本病院協会のはたらき根元儀一

岩田ウタ星沢政枝

看護と人間関係行天良雄

園部梅内田卿子

看護業務と問題点そのＩ（他部門との

関連及び看護婦自身の問題）嶋崎佐智子

昭和44年

シンポジウムー婦長・主任に期待するも

①６月10日旭川市134名

日本病院協会のはたらき平賀稔

司会永井トシエ

の－

看護管理部会のあゆみ星沢政枝

総婦長の立場三沢文子

シンポジウム「看護業務を円滑にするに

看護婦の立場

宮崎スミエ蒔田幾子

は」

荒谷喜代美

司会内田卿子山田とみ子

看護部門の立場より山田とみ子

②11月２日宇都宮市180名

医事業務の立場より福田進

看護婦の人間関係長谷川浩

病院長の立場より菅野二郎

婦長・主任の自己開発外口玉子
討議Ａ信頼できる上司とは

自由討議「勤務体制」

Ｂ看護婦と社会性

星沢政枝内田卿子

Ｃ聞き上手とは

「工夫された看護用具」

，上手な注意のあたえ方

木村千枝子山田とみ子
昭和47年

②11月19日京都府254名
看護管理部会のあゆみ

岩田ウタ

未来の看護（コンピューターと看護）
谷村外志男

自由討論（看護業務の省力化）

司会高瀬松子荒川貞子
診療補助業務の方向

①６月７～８日松山市
医師の立場から専門職として看護婦に望
むもの

徳丸実岩間千代子
岡本’疸美戸畑なつ

シンポジウム婦長・主任に望むもの
4８５

４研究部会

新卒業生を受け入れる立場から

人工透析と看護

佐藤キク

津田一郎石丸安子
看護の環境について

渡辺美恵子

卒後教育の現況について

婦長・主任の自己開発外口王子

これからの看護の方向について

②10月31日～11月１日仙台市110名

医師の立場から専門職としての看護婦に
酒井清周

のぞむi6の

シンポジウム専門職に必要な条件

国際看護婦協会と日本について
昭和49年

①７月18～19日福井市170名

原華子綿織ハナ子

異次元の生活鈴木祖光

中島たつ子佐藤キク

卒後教育にのぞむ吉川邦子

斉田トキ子酒井孝子

院内教育の重要性村田明子

救急医療と看護について

的場直矢細谷ちよ子

日本病院会看護管理部会の活動

シンポジウム現任教育とリーダーのあ

これだけ知っておきたい看護研究につい

り方

て近藤潤子

山本有志浅田友子

昭和48年

長谷川美佐保

①６月21～22日札幌市140名

卒後教育をすすめる基盤について

薬品公害について田中護

シンポジウム看護業務と薬剤業務

小林清子

②10月14～15日徳島市150名

司会星島久子

シンポジウム勤務体制の問題を考える

院長の立場河北恵文

看護と管理芝田不二男

薬剤部門の立場大石元

看護におけるリーダーシップ

看護部門の立場

杉政孝

内田卿子錦織ハナ子
長田寿美子
シンポジウム老人看護の諸問題

司会長谷川美佐保中島たつ子
内田卿子

病院と災害（講演と映画）豊ロ勝一

②10月31日～11月１日広島市197名
現代学校教育の課題と構想について
新カリについて国井栄子
臨床実習教育について
シンポジウム看護教育と臨床看護
4８６

週休２日制をこころみて

昭和50年

①７月17～18日盛岡市134名

病院管理と看護島内武文
国際病院連盟会議に出席して

看護管理部会委員
院内感染の発生要因とその対策
川名林治

看護におけるリーダーシップとは何か
内田卿子

シンポジウム看護の本質と今日の課題

４研究部会

佐藤邦枝宮原仮江
石井千恵子嶋崎佐智子
②10月28～29日長崎市150名

大谷昌美

職場の変化と人間心理真仁田昭
昭和52年

院内感染発生要因とその対策

①６月23～24日札幌市175名

看護におけるリーダーシップとは何か

実務指導について三沢正博

シンポジウム看護の本質と今日の課題

シンポジウム卒後１～２年の実務指導

看護崇拝論に関して－看護に期待する

をいかにするか

昭和51年

大田すみ子高橋瑛子
千葉美智子小林紀夫

①６月29～30日新潟市145名
看護教育における心理的考察

看護と記録内田卿子
真仁田昭

国際学会ハイライト

日本病院会主催第20回ＩＨＦ大会

シンポジウム中間管理者の役割

日本看護協会主催第16回ＩＣＮ大会

嶋崎佐智子(司）中島健
塩谷スミ

住吉慶子

②10月20～21日福岡市145名

内田卿子

自己充実の世界井原伸充

グループ討議中間管理者の役割

職場の話し方江木武彦

岩間千代子杉山晴子

ナースのモラルをいかにしてあげるか

河野稔

②９月16～17日大阪市135名

日本病院会の現状内藤景岳

シンポジウム卒後１～２年の実務指導
をいかにするか

看護教育における心理的考察
高木俊一郎

石原トシ稲富美奈子

シンポジウム看護業務における中間管

岩田和子入部久子

高木良三郎

理者の役割

石脇清子下村信子

国際病院学会について

看護管理部会委員会

牧安孝内田卿子
宮原仮江

米国看護教育視察をして

看護管理部会委員会

グループ討議看護業務における中間管
理者の役割

桑原富士子三浦菊代
③11月15日横浜市102名

シンポジウム職員の教育的配置を考え
る

昭和53年
①６月29～30日仙台市５８名
看護を何によって評価するか

内田卿子
シンポジウム何を良い看護と考えるか

内田卿子船場宮子

嶋崎佐智子(司）金沢フミ

鈴木文江井上定得

石川喜代江佐藤千栄子
‘８７

４研究部会

佐藤‘恒子二階堂昇

変貌する医療と看護の役割三宅史郎

グループ討議何を良い看護と考えるか

看護の質について考える内田卿子

司会杉山晴子

グループ討議

②11月15～16日大阪市103名

②９月７～８日松本市113名
これからの卒後教育の方向について
田中勧

これからの看護教育の視点季羽俊子
シンポジウム変化する医療と看護の役

看護を何によって評価するか

割

内田卿子

中後勝岡山和子

シンポジウム何を良い看護と考えるか

貫やよえ藤波晴代

司会木村千枝子

国民医療と病院経済一条勝夫

総婦長の立場から細谷トミ子

看護の質を考える内田卿子

看護婦の立場から小平恵子

グループ討議看護の質を考える

，患者の立場から荒井正司

Ａ現任教育について

教育の立場から中山洋子

Ｂカンファレンスについて

Ｄｒの立場から松田国昭

Ｃ引き継ぎについて

③10月５～６日広島市７４名

健康教育をになうべきもの杉原芳夫

看護の質を考える内田卿子

昭和55年

①６月19～20日青森市104名

変貌する医療と看護の役割

シンポジウム何を良い看護と考えるか
司会嶋崎佐智子

島内武文

シンポジウム中間管理者の役割

教誓悦子吉田道子

品川良信荒民治

川嶋典中川昌江

黒坂文子増田乃ぶ子

曳地明義
座談会何を良い看護と考えるか

最近の臨床指導大串靖子
グループ討議卒後教育について
Ａ新採用者の教育
Ｂ経験ある職員の教育

昭和54年

①６月14～15日郡山市109名
これからの病院と看護井上昌彦
シンポジウム変化する医療と看護への

ＣＵなどの勤務者の教育
②10月16～17日東京都164名
看護の動向について清水嘉代子

対応
司会杉山晴子

４８８

Ｃ特殊技術を必要とするＩＣＵ，Ｃ

シンポジウムよりよい患者ケアはどう

星源之助木下隆夫

あったらよいか

小竹英子秋山照子

看護体制について前田照子

須藤良子

地域看護について鎌田ケイ子

４研究部会

討一

医療チームとの調整について

松沢孝子
入院患者として看護に何を期待するか
平沢政人

最近の臨床指導吉武香代子

管理者として婦長をめぐるコミュニケー
ション

人間関係と話し方
これからの看護のすすむべきみち

看護管理の立場から
昭和48年

５総婦長セミナー

９月６～７日番町共済会館

看護管理部会が実施した総婦長セミナーの実
績は次のとおりである。

病院経営の現状石原信吾
リーダーシップ

杉政孝

人間関係と話し方今福虎

昭和45年
１１月16～17日青山会館

病院の就業規則と労働基準法の関係
伊藤政一

人の扱い方と説得

アメリカの看護事`肩

患者からみた病院行天良雄

幹部看護教育の再検討

各国の病院事情小林富美栄

これからの管理監督者

医療過誤饗庭忠男

部下の正しい指導
人間形成における己の確立
昭和46年

昭和49年
８月30～31日番町共済会館
病院における看護婦の位置橋本寿三男

８月26～27日マツダ八重洲ビル

旅と味黒田初子

管理者としての婦長をめぐるコミュニケ

週休２日制の導入について佐久間美成

ーション

看護の動向大塚寛子

日本の看護と欧米の看護について

医療過誤饗庭忠男

シンポジウムー中堅幹部看護婦教育の検

人事管理について

討一

これからの管理監督者について
部下の正しい指導について

松浦健児

看護における管理論の導入田中′恒男
昭和50年

８月29～30日番町共済会館

人の扱い方と説得について

病院における看護婦の位置橋本寿三男

人間形成における己の確立について

臨床検査と看護。､酒井望

昭和47年
８月23～24日

最近の時事問題について平沢和重
女性の多い職場の管理石原一子

中間管理者としての婦長の自己開発

医療過誤実例と予防対策饗庭忠男

欧米の看護事`盾から看護を考える

部下の把握と管理能力の開発

シンポジウムー中堅幹部看護婦教育の検

松浦健児
４８９

４研究部会

左奈田幸夫

看護における管理論の導入田中’巨男

看護の質を考える内田卿子

昭和51年

生きざま，死にざま紀野一義

８月27～28日食糧会館

がんとその病人松浦京

看護界の動向大森文子

昭和54年

８月23～24日食糧会館

職業女性の教育森竹尚江

総婦長に期待する井上昌彦

パネル看護教育と業務の接点

現代社会における成人像小此木啓吾

司会小野田敏郎

北欧諸国の病院見を学して嶋崎佐智子
看護管理の新しい課題吉武香代子

教育面から

藤枝知子亀井喜久子
業務面から

平安時代の写本装飾江上綏
昭和55年

須谷照子嶋崎佐智子
附添婦と病院

８月21～22日番町共済会館

看護業務と法的責任饗庭忠男
行天良雄

高令化社会をめぐるさまざまな問題

ワークショップ附添婦問題

行天良雄

昭和52年

平安時代の母親像（蜻蛉日記を中心に）

８月25～26日電設健保会館

河北騰

看護界の動向福沢政子

老人看護について

医学教育の今日的課題吉岡昭二

鎌田ケイ子

筑波大学附属病院におけるＰＰＣ方式

看護教育について

日本病院学会の活動について

赤岡茂子

看護管理部会委員
技術指導における思考プロセス
庄司和晃

レクリエーション指導竹越美代子

看護管理に対し一般看護に関する教育を行う
ために昭和53年より看護研究会を設け主として

国際学会ハイライト

看護管理部会委員

全国研究会を開催した。その実績は次のとおり
である。

昭和53年

昭和53年

８月24～25日食糧会館
医学教育における評価の考え方

4９０

６看護研究会全国研究会の実績

１２月６～７日神戸市119名

堀原一

生命のしくみとあかし吉岡観八

医療の動向とそれが医療及び病院に与え

求める日本の医療左奈田幸夫

る変化の予測石原信吾

病院と医療紛争菱山博文

医療の動向と病院の進むべき方向

医療と看護の接点三宅史郎

４研究部会

よい看護とはなにか橋本秀子

患者の問題のとらえ方国司昌子

看護計画内田卿子

カンファレンスの持ち方二挺木秀雄

グループ討議看護計画について

病院災害対策高橋有二

演習についての全体討議

災害と看護（宮城県沖地震の経験から）

斉田トキ子

昭和54年

③11月６～７日山形市228名

①２月20～21日長崎市178名
医療と看護の接点三宅史郎

カンファレンスの持ち方内田卿子

生命のしくみとあかし吉岡観八

患者の問題点のとらえかた原草子

病院と医事紛争菱山博文

看護場面における異常のとらえ方
菅野邦明

期待する看護婦像畑山博

よい看護とはなにか村田多恵子

モニター使用時の看護のポイント

看護計画内田卿子
②５月24～25日高松市220名

診療と看護の接点三宅史郎
トータルケアーについて嶋崎佐智子

検査データーのよみかた水島厚

看護記録について氏家久美子

横山紘一
７看護管理部会委員の推移

看護管理部会の運営・研究に携った委員の氏
名と任期は次のとおりである。
（顧問）

看護計画内田卿子

室賀不二男都立豊島病院４５

看護計画について演習グループ討議

石川幸雄都立広尾病院４５

③10月18～19日名古屋市205名

看護計画内田卿子
看護記録経過の記録とまとめ
内田卿子

病院管理と看護三宅史郎
看護計画と記録（演習とグループ討議）

根元儀一大和市立病院４７

内田卿子聖路加国際病院５４～
（委員）
岩田ウタ関東逓信病院４２～４４

園部梅東京厚生年金病院４２
横須賀共済病院４３～４４

横須賀共済病院付属高

昭和55年

①１月31日～２月１日横浜市450名
看護場面における異常のとらえ方
近藤治郎
モニター使用時の看護のポイント

等看護学院４５～４６

愛知志づ国立東京第一病院４２
星沢政枝駿河台日本大学病院４２～４４
鈴木イチ佼成病院４２～４６

佐藤順

鹿又寿美恵河北病院４２

患者の問題点のとらえ方藤枝知子

河北総合病院５４

カンファレンスの持ち方二挺木秀雄

小黒れい新川橋病院４２

②９月25～26日甲府市148名

志賀ナミ太田総合病院４２
４９Ｚ

４研究部会

柳沢千恵子心臓血管研究所付属病

高瀬松子横浜赤十字病院

永井トシエ順天堂医院

戸畑ナツ子虎の門病院
十ニミヨシ東京逓信病院

嶋崎佐智子東京警察病院

鵜飼チズ日本大学板橋病院

長谷川美佐保国立東京第二病院

足達さだ子日本赤十字社中央病
日本赤十字社中央病院

０２９
５５４

岩間千代子九段坂病院

関東逓信病院

石井智恵子

都立墨東病院

阿部美津子

永寿総合病院

４９２

東京都済生会中央病院

中原久江

武蔵野赤十字病院

薬事管理部会
１成り立ち

昭和33年に診療管理部会が設けられ，昭和３９
年４月に事務管理部会が設置され，つづいて同

３月に看護管理部会が生れた。病院管理の重要

設けられなければならない。

東京警察病院薬局長古川正氏は日本病院協会
のすすめをうけてこれが設立の世話人となり，

事管理部会設立，運営のことにあたった。

において41名の参加者を得て開催した。

が，所属病院の方式を述べ，討論をした。製薬

２４

慶応義塾大学病院

船場宮子

会社側の曲った商業政策への対抗策としての機

一一一

杉山晴子

癌研究会附属病院

「使用医薬品の選定」をテーマに幹事１１名

５５

東京都衛生局研修課

９

宮原仮江

１

関東逓信病院

尾子きよ江

第１回の研究会は昭和40年９月，虎の門病院

４

星島久子

一一一一一

都立荏原病院

５

長田寿美子

８７７０００１１２

駿河台日本大学病院

日本専売公社東京病院

院）の両薬剤部長その他都内の有志とともに薬
４４４５５５５５５

佐藤キク

須谷照子

久保文苗（関東逓信病院）上野高正（虎の門病

日本赤十字社医療セン
ター

佼成病院

部門である薬剤管理についてもその研究部会が

一一一

中島たつ子済生会中央病院

島田利子

年９月に栄養管理部会が設けられ，翌昭和40年

７
４

岡本’疸美関東中央病院

６６６７７
４４４４４

荒川貞子三楽病院

一一一一一一一

山田とみ子武蔵野赤十字病院

虎の門病院

一一｛一一

木村千枝子東京日立病院

４３６
４５４

内田卿子聖路加国際病院

栗原ヤマ

向く』ｎく〉４加工ＦヘリＦｈＪＰ〔）ＰｎＵ
Ｆ（Ｕ戸〔〉ＦｎＵＦｈ〉【（〉Ｆ『）【〔〕

北品川総合病院

３

錦織ハナ子

5２

日本赤十字社医療セン
ター

４０
４５

社保都南病院

４

渡辺サワ

日本赤十字社医療セン
ター

鈴木チズ子

一一一一一一一

大森赤十字病院

一

安田千代子

２３３３７５３８４２４４４５５５５５６７７７７
４４４４４５４４４５４４４４４４４４４４４４４

院

辛島佐代子

能発揮のため新薬委員会は必要，主治医の責任

と使用薬の制限が適当か，選定の基準は，１.薬
効，２.使用上の難易，３.価額などがあげられ

４研究部会

種が多いため管理が難かしい。物の管理に

た。

２定例研究会の実績
定例研究会は隔月に開催することとし，その

ついては，国公立病院では高価薬を指定

し，費薬日計をとっている。調剤の都度専
任者がこれに従事している。佼成病院で

実績は次のとおりであった。

は，高価薬・ビタミン剤42種の処方集計と

昭和40年

現物の差は，全薬品費に対し38年0.006％，

②１１月第一銀行飯田橋支店

「病院に於ける薬品補給の問題点」日通

東京病院田中薬局長の一般解説の後，討論
に移り，１本渡し，セット制，箱渡しにつ
いて，功罪が論じられたが，高価薬は１本

３９年0.008％，４０年0.01％であり，私立で

はロスの金額と人件費を考え実行すべきで
あろうと，小野田院長は意見を述べた。
④９月エーザイ講堂

「病院管理者よりみた薬剤部の活用法」

渡しとし，他の方法と組合せができないか

をテーマに聖路加平賀院長補佐，駒込村田

との，病院管理研究所の岩佐部長の発言が

院長，厚生省国立病院課渡辺課長補佐の各

あった。

講師より，院内で薬剤師の特性を活かした

昭和41年
①２月駒込病院

使い方をすべきであるとの話があり，医師
との交流を密にすべきだとの発言もあっ

病院見学の後，「処方をめぐる諸問題」

た。虎の門上野薬剤部長が，医薬分業に

のテーマで，医師を交えて，医師法にある

は，経済分業と技術分業と二つが混在して

記載事項，特に用法の不備について意見を

使われていると内容を説明した。

述べ合った。

②３月関東中央病院

⑤１１月厚生省病院管理研修所講堂（参加
４４名）

院内見学に次いで，「外来処方と薬剤管

「事務長より薬剤部門への注文」をテー

理」関東逓信久保薬剤部長から処方数の増

マに虎の門石原，東京警察寺本両事務長よ

加，約束処方，調剤業務の機械化，用法指

り，相互に協力すべきであるという主旨の

導につき，佼成病院岩渕内科部長より，健

話があった。薬価の計算・薬品購買を薬

保の普及が軽症患者の来院が多い約束処方

局，事務どちらか，薬品の対収益費率の算

の長短などが述べられ，討論では，誤薬の

出方法についての意見などがあった。

原因の一端には処方が明瞭に書かれていな
い，投薬日数の制限，インシュリン注射の
扱，調剤技術料を甲表で独立設定すべきな

昭和42年
①２月東京医大病院

「窓口業務の問題点」をテーマに同院薬

どの意見が出た。

剤科高橋副科長の話があり，処方菱受付３０

③７月佼成病院

分間に130枚，薬袋作成１件当り1.3秒とピ

病院見学後「調剤医薬品の管理」をテー
マに話し合った。品質管理は，常備薬の品

ーク時の状況を述べた。,患者呼出しの電光
表示（マグネット方式）の説明があった。
４９３

４研究部会

薬価計算は１～２分で行っていると，医事

と述べ，病棟の与薬方法，注射薬のチェッ

課と薬局の窓口業務について意見交換が行

クなどの意見が出た。

なわれた。

②３月武蔵野赤十字病院（参加30名）

昭和43年

①２月番町共済会館（参加33名）

「調剤業務のスピード化」をテーマにテ

「医薬品のいわゆるデヅドストックにつ

レメール，ＩＤカード，スタックランナ

いて」をテーマに東京厚生年金伊藤薬剤部

ー，レミントンレクトリーバシステムなど

長が，デヅドストックを二分し，需要推測

機器の導入，職員の昼食時間の問題，調剤

の誤り，在庫管理不良に分け，前者は新薬

要員の資質などが論ぜられた゜

採用したが当該医師が使わない，後者は病

③６月関東逓信病院（参加58名）

「薬品の補給計画」で，まず関東逓信久

棟など末端死蔵在庫について述べ，常時は

使わない救急薬の在庫失効は期限切れの消

保薬剤部長が「医薬品の進歩と病院管理」

火器と同じく，目的を達したので，デヅド

につき，時代の動きと病院の処方，薬品費

ストヅクではないと明快な判断を示した。

の動向を資料を示し説明，次いで同部本山
副部長より薬品発注方式の新らしい試みと
して，定量組分発注方式の紹介があった。

④１０月日赤中央病院（参加31名）

②６月番町共済会館（参加31名）
「診療と薬局製剤について」をテーマに
日赤中央水野薬剤部長が同部で実施してい

る製剤を話し，討論に入った。薬局製剤は

「病棟各科における医薬品等の管理につ

市販にない含量など，診療に必要な医師の

いて」をテーマに日赤中央水野薬剤部長

要望に応えるものが主で，製剤設備がない

は，日赤各病院の資料により，注射薬の病

施設は薬に疾病が妥協することは良心的で

棟在庫が，１カ月の消費額の最高76％，最

ない。約束処方とともに繁用処方の予製が

低5.6％，その原因は供給方法にあると，

効率的であるとの意見が出た。

各方法の優劣，注射液，用具の経時劣化を

③８月駿河台日大病院（参加37名）

述べ，東京逓信田中薬剤部長は，病棟に薬

「病院経営と薬事統計」日大田中管理課

剤師２名宛を定期的に巡回し，品質，安全

長より病院各種統計につき説明，慶応朝長

性の確保に協力している実情を説明した。

薬局管理室長より薬事統計について述べ

⑤１２月番町共済会館（参加57名）

た。厚生省指導課飯田氏は全国的には平均

「病院における薬品の安全性管理」をテ

２０～30日の薬品在庫，日赤は緊急時に備

ーマに東京逓信田中薬剤部長が述べ，特に

え，４５日位と説明があり，薬事統計は病院

戦後薬物事故が多い。病院内では薬局を通

予算の30％を占めるものであり，重要な業

らず薬品が使われているものがあると，管

務であるとの意見があった。

理責任の問題を投げた。順天堂守屋副院長

④１０月日赤中央病院（参加42名）

は，院内責任は院長にあるが，責任ある立

「保存血液の取扱い」日赤中央血液セン

場の者は，意見を述べ協力すべきであろう

ター大林所長は血液の使途により，各製剤

４９４

４研究部会

を使用すべきであると強調した。厚生年金

国立国府台柴田薬剤科長から国立病院の実

東院長は医師は目的に応じた製剤を使用

態を，中央労働基準監督署高木監督官から

し，全血使用による血液不足を合理化すべ

基準法について説明があり，本来の業務の

きであると述べた。

延長は時間外労働とみなし，超過勤務の対

⑤１２月番町共済会館（参加29名）

「薬剤業務の近代化装備」外来調剤の待
ち時間短縮と正確な調剤確保，窓口の薬の
説明，ベルトコンベアーによる調剤室の動

象となる。看護・事務部門から病院には薬
剤師の宿日直は必要との声があった。

④１０月番町共済会館（参加44名）
「病院薬局とコンピュータ」をテーマに

線交叉の整理，既製剤のみ調剤する多忙時

関東逓信病院医療近代化準備室戸塚室長，

調剤室，ＤＩセンターの中央化構想，コン

同中副薬剤部長により現在企画推進中の病

ピュータの活用など，近代化に取り組んで

院・薬局のコンピューター化の話と，米・

いる各病院より紹介があった。

ロスアンゼルス・カウンティ・ジェネラル

昭和44年

①２月東京警察病院（参加65名）

新築された病院薬局を見学，「薬剤過誤

病院薬局の実例など，今後，病院の進む道
につき傾聴した。

⑤１２月番町共済会館（参加43名）

防止について」調剤は勿論，院内薬品の安

「病院薬局のあり方」東京警察病院古川

全管理は病院レベルで研究の必要ありと東

薬局長は，病院協会は医薬分業は実施し得

京警察寺本調査室長，古川薬局長が強調，

るところから行なわれてしかるべきだと発

厚生省岡監視課長は，一般医薬品で不良率

表している，調剤技術料を増額する要求を

４％と推測される，メーカーに製品試験せ

してほしいと申し出ても，入院料など大き

よとの法律はない，薬剤師の定数標準を上

な要求が沢山あるという，良心的に業務を

廻っても，その職能を活かし，院内薬品管

遂行するためには，病院内に調剤薬局を作

理を充実してほしいとの話しがあり，問屋

り，それから得た報酬の一部で人員・設備

で冷所保存の設備のないところが殆どであ

を充実するほかに方法はないと発言し，討

り，指導強化を望む意見があった。

論に入り個別に院長・経営者と話し合い，

②６月番町共済会館（参加43名）
「薬価基準の問題点」につき，厚生省医

療課宮沢技官より歴史的・海外事`肩などの
説明あり，調剤時のロスに対しオンコスト

の設定，薬価基準引下げ分を調剤料薬品管

その採否は当局に任せるべきだとの結論に
なった。

昭和45年

①２月関東中央病院（参加49名）
新装なった病院を見学後，美甘院長を交

理費等に振替，輸液セットに点数設定な

え「病院薬局の設備」について話合った。

ど，各施設の要望があった。

散剤分包機の機種別優劣，投薬表示と引換

③８月番町共済会館（参加57名）
「夜間と休日の病院薬局」をテーマに，

券，薬袋作成の能率化，残置薬の扱いにつ
いては調剤後相当経過したものは慢`性疾`患
４９５

４研究部会

のものは兎も角，急性のものは，再度診察

委員会，処方適正委員会，収入もれ防止事

すべきだという意見に，同院美甘院長，中

務請求委員会などが活躍している。

島副院長も同意見といわれた。

②４月中央鉄道病院（参加41名）

北品川高橋薬剤部長は，処方・注射薬の
約束記号化を強化，処方の記号化は140余

同院薬剤科を見学した後，「将来の病院

に達し，利用率80～90％に達している，ま

薬局」をテーマに７委員による病院の調剤

た調剤・薬価計算の省力化を計っていると

料とこれを保険薬局に換算した資料により

述べた。

質疑が行なわれた。甲表では保険薬局とし

た方が調剤料が16～10倍となり，乙表では

３倍強となる，長期投薬の施設と10日未満
の処方の多い施設では差があると述べられ

昭和46年

①２月東京都済生会中央病院（参加５９
名）

新築落成した薬剤科見学の後，「薬品選
定における同種薬の問題」をテーマに市立

た。

③６月番町共済会館（参加52名）

川崎大川薬剤部長より，クロフィブレトカ

「病院経営と薬局」をテーマに病院管理

プセルの試験成績が発表された。本品は局

研究所一条経営管理部長の話を聞いた。最

方品でなく，局方一般試験法ではすべて合

近５年間の医療収入の伸びはＬ８倍なのに

格，副作用を起こすパラクロロフェノール

薬品収入は２．４倍となるが，寄与率は39年

の含有量が，英・米の局方では25～30ＰＰ

１．５，４５年1.0と利益率は低下している。

Ｍ以下のところ，これに適合するものは２

薬局の限界利益率は0．１６（45年）である

社に過ぎず，最大6,500ＰＰＭのものもあ

から，固定費100万円とすると620万円が分

り，各種障害が多発した，価額では，適合

岐額となると話された。収入管理，業務増

品の１/５の低価のものもあり，安い価額の

と人員，倉庫，出納管理などにつき討論さ

追求のみでは，薬剤師の能力が疑われる事

れた。

実が語られた。

④９月番町共済会館（参加67名）

②６月番町共済会館

「病棟における薬剤師活動の将来像」を

「薬価算定事務に関して」をテーマに虎

テーマに医師・看護婦・薬剤師の講師によ

の門羽鳥調剤科長は薬局が処方菱を受付け

り有益な意見が述べられた。医師・看護婦

処方内容をチェックし，１日分の計算を

は医療人として病棟に来て欲しいと要望が

し，事務に渡す方法をとっている。日大板

あり，実際病棟で活動している薬剤部から

橋奥田氏は後払方式として混雑が緩和し

実!清の説明があった。

た。徴収もれ防止のため，処方菱に点数付

⑤１２月番町共済会館（参加50名）
「薬品管理・補給について」をテーマに
慶応朝永薬品管理課長より，実態を解説し

た。経営上，購入小委員会，病棟薬品管理
４９６

記しチェック可能の方式などにつき討議し
た。

③８月番町共済会館（参加44名）
「医薬品の供給制度と医事請求の関聯に

４研究部会

ついて」河北原田薬剤部長は注射薬箱渡し

「治験薬の取扱いについて」その実態と

制を行っている，理由は人員不足。国立東

あり方について，虎の門上野薬剤部長より

京第一丹羽主任はセット・定数・個人渡の

総論，国・公・私の代表病院よりその実態

ミックス制。蒲田総合安藤医事課長は消費

が述べられた。メーカーから念書をとると

と請求がチェックしやすい制度が好ましい

ころもあった。

と。薬品費の上昇に際し，確実に収入を確

④１０月薬学会館

保する方策について討論した。

④１０月日大板橋病院（参加47名）

「薬品を中心とするメッセンジャー」を

テーマに東大海老沼主任，大森日赤安田

院内見学後，「病院薬局と麻薬の供給」

氏，佼成今井氏が，薬局と病棟との運搬の

について東京都麻薬小林第一係長が，免許

ためのメッセンジャーは薬局・総婦長事務

関係，角田第二係長が取締関係の実例を話

部のどこに所属した方がよいか，各講師の

し，麻薬連用届は廃止されぅ中毒症とな

実態を述べて討論をした。

り，精神的・身体的依存がある場合に出

⑤１２月番町共済会館（参加31名）

す，禁断症状とは関係ないと説明した。

年々進歩するコンピュータの実情につき

⑤１２月東京医業健保会館（参加18名）

「薬剤管理の考え方」を医薬`情報システム

日大板橋幸保薬剤部長が「最近のアメリ
カの病院薬局」につき，サテライトフアー

マシーが病棟各階にあり，その仕事内容，
従事しているクリニカルフアーマシストの

教育内容，日米医師層の相違などにつき話
した。

昭和47年

①２月東京医業建保会館（参加31名）
日本薬剤師会望月専務理事から「調剤報

酬について」詳細の話を聞いた。保険薬局

斉藤開発部長,同代理正木氏によりきき，ど
こまで使えるかと期待をもって勉強した。
昭和48年

①２月薬学会館（参加44名）
「調剤の能率化」レイアウトを中心に河

北原田薬剤部長，予製予包化の推進を日赤
医療センター福田主任が話され，処方せん
転送にベルトコンベアーを設置したが静電
気の妨害など苦心談を聞いた。

②５月赤坂健保会館

の知識として必要であり参考となった。病

薬事・看護合同研究会とし「薬剤業務と

院の薬局については，入院調剤料関係に努

看護業務」をテーマにシンポジウムを開い

力していると述べた。

た。河北病院河北院長・松沢総婦長，中野

②６月東京医業健保会館（参加40名）
「薬品の選定」特にかたよった薬の取扱
いの問題点について東大医学部鈴木秀郎講
師が医師側から，日大板橋幸保薬剤部長が

薬局側から話を進め，会員と討論した。

③８月番町共済会館（参加34名）

薬剤科長を講師に薬局と看護，特に病棟と
の接点について活発な意見が交された。

③６月薬学会館（参加62名）
「滅菌について」をテーマに日大板橋の
看護・薬剤・細菌と共同研究による発表が
あり，消毒液で洗牒しても，タオルで拭く
型９７

４研究部会

と再汚染する実態を話され，看護婦の参加
多く会場にあふれた。

④８月番町共済会館

な質疑が交された。
③８月電設健保会館（参加54名）

薬事・用度研究会合同で行なった。「医

薬塵対策について，東邦，慈恵両大学の

薬品購入の考え方」をテーマに国療東京渡

実情の説明があった。散剤調剤が多いと薬

辺薬剤科長の講演を聞く。同組成薬につ

局アレルギーが比例して高くなる。その対

き，看護学生の協力により，その吸収・排

策について討議された。

泄についての調査を行い，メーカー間に格

⑤１０月順天堂大学医院（参加59名）

差のあることが発表された。外国文献には

「薬剤と臨床検査」のテーマで順天堂大

発表されるもの多し､が，日本で実験した例

学林助教授の話を聞く。薬剤により検査値

は稀らしく貴重な発表であり，安ければど

の妨害が生じ，診断に影響及ぼすことは，

れでも良いという考え方は良心のある医療

薬剤師が医師に対するＤＩとして必要な知

機関ではできないことを知った。

識のため開かれた。

⑥１２月番町共済会館（参加20名）

④１０月東京厚生年金病院（参加38名）
薬は適時服用により効果を高めるもので

「投薬の剤形の選択」をテーマに，医師

あるため「正確な服用のために」をテーマ

は経験により使用するため，まちまちの剤

に，厚生年金小島氏，佼成加藤氏より実施

形を用いるが，薬剤師としては，剤形によ

状況の説明があった。

り明らかに差のあるものについては，院内
でＰＲすべきではないかということにつき

討議をした。
昭和49年

①２月番町共済会館（参加73名）
「注射薬の混合について」国・公・私の

病院の実施状況の説明を聞いた。混合注射

で支障が生ずるかどうかは各メーカーが安

定剤・溶解剤などを公表していないため，

⑤１２月番町共済会館（参加47名）
「医薬分業と第二薬局」をテーマに最近
開設された癌研の康楽薬局についての実I肩
を癌研丸谷薬剤部長より聞く。このテーマ
は病院経営が苦しくなる傾向のとき薬局部
員として，知識と研究のため開かれたもの
である。

昭和50年

①２月番町共済会館（参加28名）

実験しなければ分らないものもある。日大

新らしくコンピュータを導入した関東中

板橋幸保薬剤部長は数多い実験結果を発表

央菅原薬剤部長より同機による薬剤管理の

し，参加者は多くの収獲を得た。

実情，システム設計について社会調査研究

②６月番町共済会館（参加36名）
「最近の錠剤自動包装について」東京女
子医大小清水主任より実情が話された。１

所江尻氏の話を聞く。

②７月薬学会館

「週休２日制と薬剤部」をテーマに，現

台52種の錠剤が収納され２台を運用してい

在実施している北品川高橋薬剤部長は，

る。今後普及される機械であるため，熱心

日・木を休日とし円滑に進んでいるとし，

４９８

４研究部会

日大駿河台板橋から土日連休のため毎年夏

期７．８月に試行した結果が報告された。
病院全体の問題であるが，薬剤部でどこ

を研究すべきか参考となった。
③８月番町共済会館

次回薬価基準改正から銘柄別収載となる
のでその問題点について話し合いをした。

薬剤師の立場から東京警察病院古川薬剤
部長は，薬価基準は市場価額から決められ
る。自社開発品とゾロ品では出発点で相違

九州・東京で薬剤過誤事件が生じたので

あり，これを混在して価額決定すること

「薬剤管理の再検討」をテーマに調剤時の

は，薬価差に大きな巾を持ち乱用に走る恐

心得を挙げ，投薬の確実性を高め，注射薬

れあり，知識集約型といわれるのは前者の

供給も質の点検に関心を持つべきだと討議

みであり，薬品'情報を併せ使用する病院は

された。

不利となる。各市場価に応じた薬価が正し

④１２月関東逓信病院

「薬物相互作用と処方鑑査」をテーマに

いものであるとした。一方事務サイドでは

蒲田総合安藤事務長は医事担当者としては

勉強した。近年，相互作用の問題が盛んに

煩雑でメリットはないと述べた。

叫ばれるが，患者の状況も分らず，医師が

④１０月全ラ連合館（参加110名）

相互作用を承知して処方量を加減している
かもしれないので，難しい問題である。関

薬事・看護両管理合同勉強会を行なっ
た。

東逓信・東京女子医大でこの問題に取組ん

「病棟の薬剤管理」をテーマに東京警察

だ担当者の話を聞いたが，共に難しく，医

古川薬剤部長は注射薬の表示，日大板橋幸

学の基礎を勉強する必要'性を述べた。

保薬剤部長は注射薬の混注について話し，

昭和51年

①２月番町共済会館（参加50名）

「当院における薬剤管理の実際｣の題で虎の
門栗原総婦長，河北西尾主任看護婦より実

本年４月より改正される「第９改正日本

情が述べられた。薬剤師側からは，薬剤を

薬局方」の制定に関与した日大板橋幸保薬

安全に患者に与える方法を主張し，看護側

剤部長より改正の要点や裏話などを聞い

からは仕事の軽減についての要望が強かっ

た。

た。

②６月私学会館（参加19名）

⑤１０月番町共済会館（参加52名）

医薬品の製造には品質管理について厳重

「投薬窓口における用法指示と注意事

な規定が作られた。更に，供給について

項」をテーマに国立医療センター横山副薬

「医薬品の供給と品質管理に関する実践規

剤科長の話を聞く。薬剤を調製するまでは

範ＪＧＳＰ」案が出来，われわれに関心の

細心の注意を払っているのに，患者に交付

ある問題であるので，作成の中心的人物で

する段階での指導面が不足していると述

あるマルタケ㈱山本総務部長からの話を聞

べ，熱心な討論に入った。

いた。

③８月番町共済会館（参加33名）

⑥１２月番町共済会館（参加22名）
「外来患者の投薬後の諸問題」をテーマ
4９９

４研究部会

に国立横須賀辻薬剤部長より，これまで発

剤経験のある薬剤師不足のため月30万円支

表されたアンケート調査や，自院で実施し

給していると，病院薬剤師との給与差を述

た資料を説明，薬があまる61％，指示通り

べた。

飲む49％と数字を示した。窓口ではのみ方

⑤１２月番町共済会館（参加25名）
「剤形の選択」をテーマに済生会中央宮

の説明25％，〈すりの相談24％の要望があ

り，相談室設置の必要を強調した。
昭和52年

①２月番町共済会館（参加21名）

ニセ薬の横行に対し病院薬局はどう対処
したらよいか，そのためには流通について

知る必要があるので，「医薬品の流通と安

家薬剤部長がイソプロテレノールを例に静
脈内，経口，エアゾールと投与経路により
異なる例を挙げ，有効・安全性の面を考え
剤形を選ぶべきことを述べた。
昭和53年

①２月番町共済会館（参加77名）

全性」につき武田薬工山田医薬営業本部長

「麻薬管理に必要な知識」について，都

の話を聞く。討論で，ニセ薬は価額が安く

竹村麻薬取締員の話，「残置薬について」

なければ動かない。極端に安ければ疑問を

東大薬剤部渋谷氏の話を聞く。処方菱を薬

持つが，価額が用度限りでは防ぎようがな

局窓口に出し，受取っていかないのは，‘患

いとの意見があった。

者数が多く，待ち時間が長い時に多く，,慢

②７月番町共済会館（参加22名）
廃棄物処理の問題が難しい折柄，「病院
の廃棄物処理」につき自治医大倉持施設課

長，「病院薬局の廃棄物」東京白十字藤井
薬剤部長の講演を聞く。

③９月番町共済会館（参加37名）

性疾患の処方薬に多い。

②５月食品薬品安全センター（参加４６
名）

神奈川県の研究所を尋ね診療・薬事合同
研究会を行なった。橋本所長より食品・薬
品の安全性について，動物を用いて安全性

「長期投薬をめぐる諸問題」について診

の研究を行なっている話を聞いた。

療部会メンバーを加え，療養担当規則の投

③７月番町共済会館（参加40名）

薬の部で，「おおむね次の基準」の解釈，

「薬剤部時間外業務について」のテーマ

おおむねとは基準をすべて守るということ

で宿直制のない東京船員保険関薬剤部長が

かどうか，府県により解釈が異なり，その

時間外の扱いを詳細に説明し，討論では責

結果処方内容が倍量となり，調剤の責任が

任上出来れば宿直を実施したいとの意見が

持てないと，討論は白熱化した。

多かった。

④１０月番町共済会館（参加21名）

④８月番町共済会館（参加39名）

「調剤技術の評価」の題で，病院薬剤師

「プロパー活動および問屋セールス活動

には技術料が明確化されていないので，調

と薬剤業務をめぐる諸問題」講師東病院福

剤専門薬局の野中氏から実態を話してもら

地薬局長のアンケートによる調査結果で

う。技術料は収入の約23％を占めるが，調

は，問屋は品質・安全管理・迅速に供給し

５００

４研究部会

てほしいが最多，プロパーは実測の結果，

永瀬薬剤部長，千葉大金久保薬剤部長よ

自社製品の情報伝達が最も多いとした。

り，新潟・仙台地震当時現場地の国立，大

⑤１０月番町共済会館（参加61名）
「調剤業務量の算定」は調剤業務を表わ

学病院で経験した話をされた。負傷者は運
び込まれるが,停電・断水のため,手術前の

す大切な資料であるが病院間で統一されて

手洗いは生食のアンプルを使用するため，

いない。病院は医療法の下にあるのに経済

備蓄が必要，補給も地割れのため車輌は使

面である健保の分類によったり混乱してい

えず人力，調剤台の薬瓶は落下破損した

る。日本薬学会で定めた基準案の説明を日

と，整備・備蓄の対策を話された。

赤新宿産院水野薬剤部長より説明後，活発
な討論があった。

⑥１０月トラック健保会館（参加53名）

④１０月日本病院会（参加43名）
「薬剤の臨床検査値に及ぼす影響」を再
度テーマとした。検査伝票に検査に影響す

「薬剤の臨床検査への干渉」をテーマに

る薬剤名が印刷され，発券時医師がこれに

検査部薬剤師を交え，薬剤により検査値が

記入，検査部で判定時参考となる肩報が得

異状値となり，診断に影響するのを防ぐた

られるシステムをとっている東京警察中央

めにはどうあるべきかを討議した。

検査部の前田係長より実情を聞く。薬剤の

昭和54年

①２月番町共済会館（参加59名）
「医療紛争防止のための医薬品情報」は

直接妨害として補液に加える抗生物質，抗
凝血薬などの例を上げて説明した。
⑤１２月日本病院会（参加61名）

如何にあるべきかを討論した。医薬品添付

「誤薬防止対策」をテーマに国立ガンセ

文書は公的文書となっている。薬剤部で薬

ンター東野薬剤科長の講演を聞く。２．８％

品開封後，医師の方へ添付文書がルーチン

あったエラー率を１．２％まで低下させた。

に流れるシステムが無いと，医師の過誤に

その方法として毎日検薬時発見した事項

付随して薬剤部の責任が問われないかと情

は，翌朝のミーティングで発表し，その原

報処理について話し合った。

因を検討し排除に努めた。

②５月東京ホテル浦島（参加29名）
「薬剤部におけるＩＤカード利用の問題

点」をテーマに，実施している北里大馬場

昭和55年

①２月番町共済会館（参加107名）
「患者応待の問題点」をテーマとした。

氏の説明を聞く。１日１，２００枚の外来処方

不測の副作用多発で薬局窓口で患者からの

菱の薬袋記入をＩＤカードを使い２名で扱

質問が多い。そこでその副作用について医

っている。病院では実施しているが，薬剤

師の立場から３人の講師に聞いた。心臓血

部が使用していないところがある。終了後

管研究所大田副院長，東京警察斉藤外科部

ホスピタルショウで現品を見学した。

長，同右田内科部長から，本来の使用目的

③７月日本病院会（参加36名）
「地震とその対策」をテーマに東京逓信

と異なる薬剤もあり，副作用の稀な薬は多
少ぼかした説明が好ましい，外科領域では
５０１

４研究部会

抗ガン剤でも特に秘密を要さない，‘患者の

⑤１２月家の光会館（参加80名）

自覚症状と薬の適応症と合致しないときも

「麻薬管理のあり方」で厚生省麻薬課箭

あるから医師に戻すことが好ましいとの意

内課長補佐の話を聞く。ペンタゾシン等新

見もあった。

しい取扱い項目に参加者は関心を持ち多く

②５月東医健保会館（参加68名）
アメリカ・カリフォルニア州・ロングビ

ーチ・メモリアル病院副院長Ｊ・ウエイプ

レン氏を迎え「病院管理者と臨床薬学」
「病院管理者が薬局の管理者に期待するも

の」の２題につき講演があった。前者につ
いては，米国病院の歴史的経過，８０年代に

経済的で効果的な資金の使い方から臨床薬
学業務の登場,教育年限の延長,ユニット・

の質問があった。
３全国研究会の実績

薬事管理部会の全国研究会は昭和42年より開
始した。
その実績は次のとおりである。
昭和42年

９月，札幌市の田辺製薬支店講堂を会場とし
て行なわれた。

ドーズをメーカーにさせる調剤業務の省

当部会初の全国勉強会で60％は薬剤師，他に

力化，薬剤師を医療に直接関与できる態勢

院長・事務長，その関係者など会場は満席とな

をとった経過等を説明，クリニカルフアー

った。関東逓信久保薬剤部長による「病院薬局

マシーヘの移行は牙場所の確保が第一と力

のあり方｣,シンポジウムは「病院経営と薬事管

説した。後者には創造性・忍耐力・訓練・

理」をテーマに虎の門上野・東京警察古川・東

自信・人事管理につき詳細に例を挙げて話

京厚生年金伊藤の各薬剤部長が話題提供し，質

した。最後に国'清の違いもあり，施設に適

疑が行なわれた。Availabilityを考えると薬の

合したものを判断して進まれたいと結ん

規制か自由に使わせるかの論議があった。参加

だ。

が92名であった。

③７月番町共済会館（参加35名）

「各病院に於ける学生実習の実際と問題

点」につき，東京逓信永瀬薬剤部長，同愛

昭和43年

１０月，各古屋市の愛知県産業貿易会館におい
て行われ，189名のひとびとが参加した。

記念八木下薬剤部長より，その実際と問題

薬品の技術的購買化の必要性を虎の門上野薬

点，学生の感想を述べ，どのようにしたら

剤部長が述べ，品質と価額・購買技法につき東

効果的な教育ができるかを討論した。

京警察古川薬局長が話し，名古屋第一日赤石黒

④９月番町共済会館（参加62名）

事務長は種類増，回転率の低下，価額について

「血液製剤の取扱いの現実と理想」をテ

薬局に要望した。薬品安全管理につき日赤中央

ーマに日赤医療センター真田薬剤部長と国

水野薬剤部長，ドラックコンサルタントシステ

立小児菅山薬剤科長の講演があり，院内で

ムにつき東京逓信田中薬剤部長，病棟薬剤師に

取扱う部所がマチマチである点につき討論

つき国立名古屋二宮薬剤科長，孤立的な薬剤師

した。

のあり方につき公立陶生寺田院長，入院投薬処

５０２

４研究部会

理につき国立名古屋板崎総婦長より意見が述べ

７月26.27の両日，全国勉強会を福岡市電気

られた。午後からは厚生省中部医務局で研修中

ビルにおいて開催した。参加は150名に達した。

の看護婦55名も参加した。

地元病院協会・福岡・山口病院薬剤師会の絶大

昭和44年

な協力があった。薬剤部内の事務手続基準につ

７月，富山市の第一生命ビルを会場として行

いて統一化すべきでないかと提言があった。ク

ない，各地より124名の参加があった。医薬品

リニカル・フアーマシストについて，薬剤師は

取扱い上のロス，薬価基準の問題点，混合注射

物に片寄った仕事をしていたが患者中心の仕事

の問題，使用薬の選定基準，薬事委員会，管理

に転換すべきであると薬剤師・医師の立場で具

者として新採用薬をどう考えるかと各講師の内

体例を話があった。剤形は薬効に影響するので

容ある話と熱のこもった討論があった。

特徴をつかみ，使用すべきである，薬事委員会

昭和45年

は強力な決意で進めるべきだとの提言があっ

９月，徳島市阿波銀行を会場として行なわれ

た。

昭和49年

た。

「病院薬局の法的立場」「薬局の経済効率」

１１月14.15日，全国勉強会を広島市広島商工

「病院薬局の運営」「将来の病院薬局」をテー

会議所において開催，参加70名であった。注射

マに４人の講師により話された。将来の問題に

薬の混合，滅菌，消毒，薬剤と臨床検査，調剤

ついては，病室のあり方，医薬分業など遠大な

薬の保存について，各講師より詳細の説明あ

構想が述べられた。参加165名であった。

り，質疑応答が交された。

昭和46年

昭和50年

７月，長野県上諏訪市，諏訪赤十字病院を会
場として行なわれた。

９月，全国研究会を秋田市で開催した。血液
製剤・週休２日制・薬品の相互作用・薬剤使用

「病棟における医薬品の管理について」「薬

と添付文書をテーマに各講師より詳細な説明と

事委員会の実際について」のテーマで同院友野

会場との質疑が交された。参加者は31名と珍ら

副院長を交え講師の話をタタキ台に熱心な討論

しく少なかった。

が展開した。

昭和51年

昭和47年

７月，鳥取市明治生命ピルを会場として開催
した。

６月９．１０日，奈良市明治生命ホールで全国

研究会を行なった。参加は77名であった。薬価
基準，銘柄別収載・在庫管理・使用管理・シン

「病院薬局の施設・設備」「薬局と他部門の

ポ「今後の病院における薬剤師の役割」と各講

接点」「病院に於ける薬品購入，保管，管理調

師の熱のある内容と討論があった。暴風雨の来

査の実態」をテーマに２日間勉強した。薬局の

襲で１時間短縮して閉会した。

職員の薬物アレルギー，婦長より病棟に薬剤師

昭和52年

の巡回希望が出た。
昭和48年

６月９．１０日，全国研究会を東京私学会館分

室で開催した。参加は１１０名であった。７つの
５０３

４研究部会

講演とシンポジウム「薬剤部に対する提言」と
内容豊富であった。東京理科大高木薬学部長は

医師のニードに応えられる医薬品の知識を身に
つけよと，勉強する方向付けを述べた。各部門

４薬事管理部会歴代委員
薬事管理部会の運営にあたった委員は次のひ
とびとである。

よりの提言は薬局に閉じ込もっていないで，勇

上野高正虎の門病院４０～４８

気を持って各部門と接触をせよという意見が多

宮田栄子都立大塚病院４０

かった。

日馬来都立駒込病院４O

昭和53年

中野久寿雄国立東京第一病院４０～４３

６月，全国研究会を新潟市新潟商工会議所で

富田信義大蔵省印刷局東京病院４Ｏ

開催した。参加は166名であった。添付文書，

伊藤誠二東京厚生年金病院４０～４８

院内感染，他部門よりの注文，服薬指導につき

服部康則武蔵野赤十字病院４０

講演と活発な討論が行なわれた。

菅原正好関東中央病院４０～４８

昭和54年

鈴木信夫佼成病院４０

１１月，全国研究会を静岡市静岡静米会館にお

いて開いた。参加は100名であった。大地震発

古川正東京警察病院４０～4８
５２～

生予想の地区で，災害時の薬剤部のあり方と薬

久保文苗関東逓信病院４０～４２

の安全性をテーマに開かれた。地元テレビが取

氷野謹爾日本赤十字社中央病院４０～4８

材に来るほど関心がもたれた。臨床検査と薬

５２～５３

剤・混注の講演に次いで，大規模災害対策とし

山田益城東京医大病院４０～４３

て，日赤医療センター高橋外科副部長は１００枚

広瀬朝次順天堂病院４０～4８

のスライドを用い具体的ケースを話された。新
潟・宮城沖地震についても各講師の話があり，

地震対策として事務長，県菊地薬務課長より医

５２～

宮家淳東京都済生会中央病院４２～4５
５２～５４

療用応急薬品の備蓄・供給について語られた。

田中精二東京逓信病院４３～４５

昭和55年

幸保文治日本大学板橋病院４３

全国勉強会は10月１３．１４の両日神戸市川崎重

４６～４８

工健保会館において行なわれた。「薬物の結晶

増田義一日通健保東京病院４３，４６

型のバイオアペラビリティ」と「業務量と人員

原田益夫河北病院４４，４８

構成」の２講演と，「薬品購入の問題点」「病棟

５１

における薬品管理」「病院収入と医療保険の問

西美二中央鉄道病院４４～４５

題点」の３シンポジウムが行なわれ，会員と活

高橋昇北品川総合病院４５

発な討議があった。参加126名であった。

４７～４８

岩崎由雄東大病院分院４６

浅見信子社保蒲田総合病院４６～4８
５０４

４研究部会

ゆり

社保中央総合病院

大蔵省印刷局東京病院

大森赤十字病院
北里大学病院
国立病院医療センター
東京逓信病院

東邦大学大森病院

一一

戸【〉Ｐ【〉
戸（〉Ｐ（〉

国立小、>恩病院

西原豊子新宿産院

森田愛子日赤中央病院

小川四郎東京医大附属病院

佐藤正幸癌研附属病院

小早川澄子社会保険中央病院
塚本若江河北病院
神田紀子駿河台日大病院

西村きみ荻窪病院
須田咲子聖路加国際病院

鈴木豊明東京警察病院

この日，会の運営に関することのほかに向後

の研究主題として給食部門の組織，作業員の確

日本赤十字社医療セン
ター

菅山修二

３

虎の門病院

５

東京白十字病院

小野ふさ武蔵野病院

五島信子国立東京第二病院

一一一一一一

博男鑑勲満弥一郎夫良
常
文与一哲幸

井田藤花長木瀬坂田
関藤梅加垣朝吉永石真

東京船員保険病院

８３３
４５５

慈恵医大病院

一一一一

忠久

５４５５５５５５５５５５５５

佼成病院

２６２２４２２３３３４４４５

野島島
河高一一一

安夫

宮川哲子虎の門病院

保，給食費，材料管理，食数票，食事時間，給
食委員会，食器等が挙げられた。

第２回は翌年昭和40年２月２日，聖路加国際

栄養管理部会
１栄養管理部会の発足

日本病院協会において病院の栄養管理につい
て研究しその成果をひろげるために，昭和39年

病院において開かれ，テーマは複式献立，検

食，職員食，医療費改訂による材料費の見込で
参加者は約50名であった。

なおこの第２回の研究会より正式名称を日本

病院栄養管理部会とし幹事は次のように決定さ
れた。

12月８日，栄養管理部会の第１回の懇談会が日

庄島政六東京警察病院栄養課長

本病院会会議室にて開催された。この会には日

渡辺武光関東中央病院栄養課長

本病院協会小野田敏郎参与をはじめとしこの時

小野房子東京武蔵野病院食養課長

期栄養士界における最先端のひとびとの熱心な

稲垣政次日赤中央病院給食課長

集りとして発足した。当日の参加者の氏名はつ

五島信子国立東京第二病院栄養主任

ぎのとおりである。

北島千江保生園栄養士

小野田敏郎東京警察病院

宮川哲子虎の門病院栄養部長

平賀稔聖路加国際病院

原沢美智順天堂病院栄養課長

庄島政六東京警察病院

神田紀子駿河台日大病院栄養主任

野中一夫済生会中央病院

須田咲子聖路加国際病院栄養士
５０５

４研究部会

小川四郎東京医大給食課次長

給食部門における施設管理の問題点（第

また研究会は隔月の第一火曜日を開催日と決

１回）

定され正式の発足となった。
２定例研究会の実績

第３回以降の定例研究会の実績はつぎのとお

⑦12月６日順天堂病院３０名

給食部門における施設管理の問題点（第
２回）
昭和42年

①１月21日野村病院１９名

りである。

病院給食の新しい試み(二食制について）

昭和40年

①４月６日虎の門病院講堂参加者74名
看護部門との関連について
②６月１日順天堂病院

食数の握把について

②２月７日国立東京第二病院

栄養指導について（栄養指導の現状，栄
養指導料の問題）

③４月４日結核予防会保生園４０名

③８月３日東京医大附属病院

栄養指導，職員給食について

給食部門における人事管理

④６月６日関東中央病院５１名

④10月13日駿河台日大病院１５名
配膳管理問題

この研究会は第５回看護管理部会と合同。
⑤11月２日聖路加国際病院２５名
配膳管理問題

この研究会は第４回に引きつづき看護管理部
会と合同であった。
昭和41年

⑤８月１日聖路加国際病院６２名
給食部門に何をのぞむか
⑥10月３日社会保険蒲田総合病院

温食給与について
⑦12月５日武蔵野赤十字病院

給食作業員の確保（とくに調理師）
昭和43年

①２月１日関東中央病院

給食材料管理（材料費）
②３月23日私学会館４１名
米国ＥＬシステムの見学

①２月６日雪印乳業５０名

給食部門におけるチームワーク
②４月16日番町共済会館３１名

給食の外注について

③６月４日駿河台日大病院６０名

③４月５日

給食人事管理
④６月７日佼成病院

給食部門における人間関係

⑤８月２日日赤中央病院女子短大教室４４
名

給食材料の購入について
⑥10月４日虎の門病院４８名
５０６

職員食について

病院の二食制について
④８月６日佼成病院４１名

給食部門における患者サービスの限界

⑤10月29日虎の門病院４３名
生鮮食品の購買管理
⑥12月23日東京警察病院４３名

４研究部会

昭和44年

①２月４日北品川総合病院

病院給食の二食制について
②４月１日順天堂病院

給食部門の採算について
③６月３日関東中央病院４６名

給食部門における衛生管理
④８月５日聖路加国際病院
配膳業務のあり方について

⑤10月７日青山病院

厨房見学および設備
⑥12月２日ソニー厚木工場

厨房作業の省力化について
昭和45年

①２月３日社会保険中央病院４３名
厨房設備の合理化について
②４月７日関東中央病院

職員の勤務体制と厚生面
③６月２日東京厚生年金病院

④12月７日河北病院

給食部門の人事管理
勤務時間とその処理
昭和47年

①４月４日東京警察病院

栄養士が望む約束食事菱の標準化
②７月18日番町共済会館

診療部門と栄養部門の問題点
③10月３日藤沢市民病院

栄養指導業務の確立（１）
④12月５日東京警察病院

栄養指導業務の確立（Ⅱ）
昭和48年

①２月６日杏林大学附属病院
患者給食の採算（食材料費）
②４月３日順天堂病院

採算内における食品構成
③６月５日番町共済会館

栄養講座１）高脂血症

２）最近における肝臓疾患の

基準給食における栄養量の問題

動向

④８月４日野村病院
給食業務の円滑化について
⑤10月６日中央鉄道病院

栄養業務の再検討について
⑥12月１日日大板橋病院
栄養業務の再検討について
昭和46年

①２月２日済生会中央病院
栄養業務の再検討について

②４月６日三井記念病院
病院給食の採算管理

③10月５日聖路加国際病院

給食業務の作業管理
栄養士と調理師の業務接点

④８日７日電設健保会館
ＰＣＢ汚染と魚の使用

⑤10月30日国立東京第一病院

栄養部門の労務管理
⑥12月４日番町共済会館

栄養部門と看護部門の接点の諸問題
昭和49年

①２月５日１１項天堂医院

栄養部門における週５日制導入の考え方
②４月２日関東逓信病院

栄養部門における週休２日制
③６月４日聖路加国際病院100名
冠動脈疾患と食事療法
５０７

４研究部会

腎臓疾患と食事療法

④10月１日国立療養所中野病院４０名
病院における栄養部門とハウスキーピン
グの連けい

⑤12月３日東京厚生年金病院６９名
栄養部門と看護部門の問題点
昭和50年

①１月21日番町共済会館６０名

施設見学

②４月５日番町共済会館７０名

栄養指導料について
病院における栄養業務のあり方
③６月28日自治医科大学附属病院５１名
施設見学と病院管理について
④９月20日虎の門病院９５名

診療部門との連けい

医師と栄養士の関係

組織と運営の今後の問題点

アメリカにおける栄養士の教育

②４月１日番町共済会館８３名
病院給食をおいしくするために

③６月５日順天堂医院５４名
給食作業と公害（中性洗剤）

④10月７日味の素ビル８２名
腎臓病の食事療法

⑤12月２日野村病院３７名
新しい調理機具の導入と冷凍食品の活用
昭和51年

①２月３日東京厚生年金病院
厨房の設備改善と見学

②４月16日都立清瀬小児病院３９名
小児人工透析と栄養管理

③６月18日東海大学附属病院８１名
厨房の現状と将来のVision
④７月27日番町共済会館３９名
栄養指導料について
食品材料の調達と流通

⑤８月18～25日都立駒込病院６０名
病院のコンピュータシステム

⑥12月８日日本専売公社東京病院
調理師の認定に関する検討
昭和52年

①２月１日聖マリアンナ医大病院Ｌ70名
５０８

これからの病院給食を考える

アメリカの医学上の現在の問題点

⑤12月５日日大駿河台病院５３名
病院における栄養士と調理の役割

⑥10月16～17日静岡県伊東市スズケン伊東
保養所（一泊研修会）４３名

組織の監督者
現場の問題点

特別講演（これからの監督者）
昭和53年

①２月７日東京都養育院附属病院５３名
施設見学

老人と栄養
②４月11日私学会館７０名
厨房設計（空調関係）
③６月13日聖路加国際病院105名

患者の心理と栄養指導
④12月５日番町共済会館９０名
これからの食生活を考えて

各職場における勉強会
昭和54年

①４月17日順天堂大学有山記念講堂３７名
給食施設における災害時対策
都立病院の食糧対策について
順天堂医院における防災組織について

４研究部会

岩手県医務局栄養士野崎美代

宮城県沖地震の状況報告

②９月４日関東逓信病院

昭和44年

９月４日石川県社会教育会館約100名

食生活と公害

（１）栄養管理部会のあゆみ

昭和55年

①４月22日雪印乳業本社６１名
洗浄剤の安全性と環境汚染

②12月２日東京・安田火災海上保険会社
成長期における栄養と現在の問題点

（２）病院給食の問題点

（３）給与栄養量（含基準給食）

（４）給食部門における衛生管理
（５）病院栄養士のあり方
昭和45年

３全国研究会の実績

７月10～11日千葉県旭市あさひ荘140名

創設第３年の昭和42年より，栄養管理の研究

（１）基準給食における栄養量の問題点

成果を地方にもひろげるために全国研究会がは

（２）基準給食の価格について

じめられた。

（３）給食作業のあり方

全国研究会のはじめはまず近畿において行な

（４）一般食の作業

われることとなった。この地域で栄養管理の指

（５）配膳業務について

導的位置にあった京都市立病院榊田博医長は東

（６）洗場と消毒のあり方

京・京都の学問の決戦ができると喜んでこの全

昭和46年

①６月８日福岡市・那の津荘

国研究会を迎えた。

それらの実績は次のとおりである。

病院の栄養管理

②９月３日大阪市・三和銀行本店200名

昭和42年

１１月20日京都第二赤十字病院講堂

（１）病院給食の現状と将来
（２）治療食の病態栄養学的検討

約100名

看護部門との連携
虎の門病院宮川哲子

給食部門における人間関係
順天堂病院原沢美智

会の最後に全体討議が開かれ第１回の全
国勉強会は大変盛大に開催された。

昭和47年

７月７日松江市・島根県民会館150名

（１）病院給食における栄養量
（２）食材料費の現状

（３）栄養部門における業務の省力化

（４）栄養部門と看護部門の関連について
昭和48年

昭和43年
８月30日盛岡市104名

給食業務のあり方

野村病院院長野村秋守

虎の門病院栄養部長宮川哲子

岩手県立中央病院事務長阿部徳治

７月19～20日和歌山県民文化会館140名
（１）病院栄養士のあり方
（２）約束食事菱

（３）病院給食の現状と見通し
（４）冷凍医療食導入の是非
５０９

４研究部会

（５）病院勤務者の労働基準

（１）腎臓病と痛風病態と食事療法

（６）協同給食事業

（２）病院給食の現状と将来

昭和49年

（３）嗜好調査をどのように反映させるか

６月２～３日札幌市・ホテルアカシヤ６０
名

（４）治療食における特殊食品について

（５）アメリカにおける最近の病院給食

（１）栄養部門の労務管理

（２）これからの病院給食

（３）腎不全食事療法とその実際
（４）栄養部門と看護部門の連けい

（６）栄養指導料について
昭和53年

９月７～８日石川県医師会館188名
（１）食事のパターンと病気

（２）食事療法の現状と進むべき方向

昭和50年

１１月14～15日愛媛文京会館７９名
（１）食品管理の新しい方向

（２）給食部門の適正人員

（３）栄養指導について
昭和54年

３月18～19日東京中央鉄道病院

（３）週５日制動務導入について

（診療部会と合同）

（４）入院患者の食事時間

（１）高度医療問題

（５）栄養基準量の改定とその問題点

（２）病院経営とリース

（６）高脂血症

（３）２食制の問題点

（４）蛋白質とベジタブルダイエット

昭和51年

①７月８～９日広島県公衆衛生会館１３６
名

病院給食のあり方

（５）癌とダイエット

（６）チェーン病院について

（７）組織医療について

（１）糖尿病患者における栄養の諸問題

（８）臨床検査の外注について

（２）病院栄養指導について

（９）病院見学

（３）食品資材の調達と流通

（４）病院給食の帳票管理

昭和55年

①１月30～31日広島県公衆衛生会館１０６

②９月３～４日長崎市医師会館７６名

（１）消化器疾患の食事療法

（１）腎臓病の病態生理と食事

（２）栄養指導料について

（２）ブラジル在住日系人の食生活の現状

（３）食品流通システム

（３）これからの病院給食の問題点（医療

（４）給食の問題点，病院給食の直営と委

食導入を含んで）

（４）病院調理師通信教育の経過および将

託

昭和52年

来の展望

９月27～28日甲府市山梨県医師会館
143名
５１０

名

（５）病める人への給食
（６）医療従事者としての心がまえ

４研究部会

②９月４～５日新潟県中小企業会館１３０
名

（１）ミネラルの生理化学

（２）潜血食テストにおける正常人の反応
について

５栄養管理部会委員の推移

栄養管理部会の運営・研究に携った委員の氏
名と任期は次のとおりである。
（顧問）

（３）食塩109と病院；合食

野村秋守野村病院４５～

（４）おいしい患者給食を目指して

河野稔北品川総合病院４５～４６

４セミナーの開催

栄養管理に関するセミナーの開催は次のとお

榊田博日本バプテスト病院５０～５２
（委員）
原沢美智順天堂医院４２～４９

りである。

宮川哲子虎の門病院４２～４９

昭和46年

渡辺武光関東中央病院４２～４７

７月１～２日番町共済会館参加者250名

患者食の栄養学的検討
基準給食について

五島信子国立東京第二病院４２
宇井美代子聖路加国際病院４２～4９
５３～

馬場道子武蔵野赤十字病院４２

昭和54年

①２月16日千葉大学医学部附属病院１４０
名

原口瑠璃子社会保険蒲田総合病院４２

柴田千太郎日本赤十字社中央病院４２～４３

（１）外科栄養法について

遠藤賢一東京警察病院４２～４９

（２）新しい病院給食の方法について

赤羽正之都立松沢病院４２

②５月31日～６月１日北里大学病院３７名

内山武敏社保船橋中央病院４３

（１）医療チームの中でのこれからの栄養

長久保淑子国立東京第一病院４３

管理者のあり方

目黒きよ佼成病院４３～５１

（２）当院における管理システムの一例

斉藤キヨ都立大久保病院４３

（３）糖尿病とその合併症

窪喜正一関東逓信病院４４

（４）自験例紹介

小早川澄子社保中央総合病院４４

（５）厨房見学

金谷輝子同愛記念病院４４
泉田紀伊子北品川総合病院４４

昭和55年

６月17日東京・安田火災海上保険会社

増田さく国立東京第一病院４５～４９

（１）カウンセリングとその技術

片山しず青山病院４５

（２）カウンセリングと栄養指導のつなが

松本重子東京厚生年金病院４５～4６

り

５０～５２

塚本若江河北病院４５～４９
匹田晶夫都立梅ケ丘病院４７
５ＺＺ

４研究部会

京都市立病院

浜野昌子

芦屋市民病院

岡部道子

兵庫医大附属病院

久保昌子

芦屋市民病院

仲谷鈴代

八尾市立病院

馬場昂

都立豊島病院

佐藤節夫

順天堂医院

鶴田まさ子

関東中央病院

大政翠

大阪厚生年金病院

下条都

西陣病院

下房子

河井病院

西尾三千江

北野病院

柴田富美子

神戸中央総合病院

城井美子

北里大学病院

勝山礼子

北品川総合病院

その第１回の定例勉強会が昭和48年５月９日
に日大駿河台病院において開かれた。
テーマは「患者給食を美味しく食べさせる工

夫」（そのＩ）であった。
まず順天堂医院栄養課長原沢美智氏より「診

療補助部門すべての業務単位で研究会が持たれ
ている。従来，給食部門においては，栄養管理
部会があったが，今日第１回の調理研究会が発

足し，一層緊密な連繋をもつことになりまこと

に喜ばしいことである。患者給食は医療の一環
として重要なもので，病態栄養の理論に基づい

４４

中野超

て検討した。

５５

日本専売公社東京病院

４４

中川渉男

（日本専売公社東京病院）等の諸氏の指導によ

が中心となって調理研究会の設立，運営につい

５５

関東逓信病院

一一一一一一一一一一一一

長谷川秀子

院)，神田紀子（駿河台日大病院)，中川渉男

病院)，京須寿雄（駿河台日大病院）等の諸氏

１３３
５５５

東京衛生病院

５

山本麻喜子

栄養管理研究会の現委員の日黒きよ（佼成病

り，福村安治（順天堂医院)，福田清二（佼成

２

北品川総合病院

一一一一

竹花静子

一一一

都立府中病院

８１９
４５４

大関政康

７９８８９９００００１１１２２２２３３３４５
４４４４４４５５５５５５５５５５５５５５５５

神田紀子駿河台日大病院

て立案された献立も，調理技術の如何によって
生かされもし，死にもするものである。栄養管
理部会と調理研究会とは，車の両輪のごとく，
お互いに手を取り合い，助け合い病院給食の充

実と向上のために，これからともに進んでいき

調理研究会
１成り立ち
栄養管理部会は研究会としてもっとも早く昭

和39年に設立され,栄養士が中心となって栄養
管理の研究をつづけてきた。しかし病院栄養を
司るいまひとつの職種である調理師にも研究部
門が必要であるとの意見が出されたのは昭和４８
年のことである。

創設時の委員であった宮川哲子,原沢美智’
５１２

たい｡」との挨拶があった。続いて本題に入り，
｢温食給与」「調理について」「配膳」「治療食の
調理」「献立を作るときの栄養士と調理師との

話合い」等について討議がなされた。司会は京
須寿雄氏であった。

２定例研究会の実績
昭和48年

①７月11日順天堂医院

‘患者給食を美味しく食べさせる工夫（そ
のⅡ）

４研究部会

司会福村安治

春の料理

第１回研究会に引き続き同テーマにより

司会京須寿雄

開かれた。５０余名が参加し給食施設を見学

栄養課山本調理室主任より，栄養課の実

後討議を行った。各病院で喫食率の良い料

態と魚，肉等が一切使えないのでその代り

理が発表され，調理の仕方，頻度等につい

にグルテンを使用していること等の説明を

て活発な意見の交換が行われた。

聞いたのち，春野菜の使用方法，献立，種

②９月12日佼成病院

類について，意見の交換及び討議が行われ

患者給食を美味しく食べさせる工夫（そ

た。

④９月11日国立医療センター５０余名

のm）

（１）スープのとり方，ソースの作り方

岡山全国勉強会の報告および討議

（２）漬物について

司会佐伯忠（国立医療センター）
司会福田清二

国立医療センター山田事務部長の挨拶の

テーマのスープのとり方，ソースの作り

後本題に入った。各グループの議題を掲示

方に移り，スープ，ソースの種類及び使い

して報告を行い，各グループの報告終了毎

方までを勉強し，引続いて各病院での漬物

に質疑応答，つづいて岡山での講議の中，

についての実態を話し合う。

都立府中病院の大関先生の「病院調理の特

昭和49年

殊性と調理師業務」他をテープで聞いた。

①３月13日番町共済会館４０余名

⑤11月13日河北病院４０余名

冷凍食品について

司会福村安治

司会京須寿雄（駿河台日大病院）

塚本栄養課長より栄養課について説明を

日本冷凍食品協会に依頼し講師に冷凍食

受ける。厨房内の見学をし，今回より委員

品協会理事北原氏を迎え講議をうける。講

一の病院の豚肉，鳥肉，卵，魚料理の展示が

議の他フィルムによる説明もあり，冷凍食

行われ，添加物，材料の価格，ｌ食分と１

品の目的，種類，調理方法，保存栄養価に

日分の食費およびカロリー配分等の質問が

至るまでを勉強した。

交わされた。

②５月15日日本水産八王子食品工場

次に間もなく来る正月の料理と配膳，職
員の勤務状況について討議を行った。

冷凍食品工場の見学
司会福村安治

冷凍食品の製造工程の勉強のため，日本
水産（株）に依頼，八王子食品工場を見学

昭和50年
①１月22日東京衛生病院４０名

患者に喜ばれる料理（１）

後漁獲及び漁獲別の加工工程の映画と，質

司会京須寿雄

問にはいる。各製品の主材料，保存，調理

まず調理研究会京須委員長より栄養管理

法等をについて質疑応答が行われた。

③７月16日東京衛生病院５７名

部会と調理研究会の合同勉強会について報
告があり，引続き患者の嗜好，今後の勉強
５Ｚ３

４研究部会

会の仕方と希望および一品料理展示の協力

を依頼した。

われた。

昭和51年

②３月12日東京都済生会中央病院４５名
患者さんに喜ばれる料理（Ⅱ）

①３月10日河北病院２８名
患者さんに喜ばれる料理（Ｖ）

司会京須寿雄

その他

委員病院の献立展示と料理に関する討議

司会京須寿雄

および厨房施設の見学を予定し行われた。

河北病院酒泉事務長よりの挨拶に続き，

,恒例となった一品料理の展示，献立の説

「河北病院の歩み」を聞く。休憩後京都全

明，調理方法，コツ等の発表が行われ，続

国勉強会の榊田博氏の講演をテープで聞

いて会員病院の調理の事例の発表がされ，

き，最後に恒例展示料理の説明と質疑応答

施設の見学をした。

が行われ厨房の見学をした。

③７月10日東京医科大学病院

患者さんに喜ばれる料理（Ⅲ）

②５月14日順天堂医院３０余名
病院調理師の資格について
聖徳学園短期大学教授

司会京須寿雄
‘恒例となった展示料理15品目についての

四十九院梧楼

作り方と費用等について説明があり，続い

司会福村安治

て会員病院より，料理の発表と質疑応答が

栄養部を見学ののち，佐藤栄養課長より

行われ15時45分より厨房を見学した。
④11月12日関東中央病院２３名

栄養部の説明，続いてテーマの「病院調理
師の資格について」を討議，各病院での調

患者さんに喜ばれる料理（Ⅳ）

理師の実態，勉強の仕方等を発表し合っ

その他

た。

司会高山一郎（関東中央病院）
前回に続き「患者さんに喜ばれる料理」

③７月14日日大板橋病院５０余名

洗剤と正しい食器の洗い方について

と調理研究会京都全国勉強会の報告を併せ

映画「アメリカに於ける新しい洗浄消毒

て行った。鶴田栄養主任より栄養課の業務

技術」

内容の説明と，’疸例の料理展示品について

イーエル取締役不破彦磨

調理上の質疑応答があった。一旦休憩の後

講議と映画を使用しての説明を受け，そ

京都全国勉強会の報告が行われ，施設の見

のあとでこの病院の最後に厨房施設の見学

学を行った。

をした。

⑤12月野村病院

栄養管理部会，調理研究会合同勉強会

④９月１６日日本医科大学病院３０名
病院調理師の資格について

国鉄のストにも拘らず多数が参加し，冷

北里大学病院栄養科長城井美子

凍医療食及び解凍機を見学する。,展示され

司会相馬大仁郎(日本医科大学病院）

た数は十余種類あり試食の後質疑応答が行

テーマについて講演を受け，続いて北里

５Ｚ４

４研究部会

大学病院栄養科の平井主任，中村病態調理

－ション，食器の洗浄および消毒に至るま

師主任，中谷，今井両病態調理師より勉強

で討議が行われ，さいごに施設の見学を

の仕方，厨房での仕事の様子を聞いた。

行った。

⑤12月８日日本専売公社東京病院
（栄養管理部会と合同）
栄養士29名調理師27名

病院調理師の資格について

③７月20日北品川総合病院４５名

（１）アメリカの病院における給食施設の
実態（８ミリによる紹介）
（２）座談会「佐藤さんを囲んで」
司会京須寿雄

その他

司会中川渉男
（日本専売公社東京病院）

福山における調理研究会全国勉強会の報
告がされ，続いて日本専売公社東京病院の

小久保調理師より「調理師の本来の姿」
「病院調理師の心構え」について講演があ
り，パネルデスカッションを行う。さらに

まず北品川総合病院勝山栄養課長より栄

養課について説明があり佐藤調理研究会委
員より８ミリ映画での紹介と質疑応答が行
われた。

④12月５日日大駿河台病院７２名

病院における栄養士と調理師の役割
（１）病院調理師対象の通信教育に関し

テーマについて調理研究会京須委員長より

て

今までの経果報告がされ，栄養管理部会馬

（２）病院における栄養士と調理師の役
割

場委員長，参加病院からの意見の発表が行

（３）当院の新厨房の紹介（スライドと

われた。最後に厨房施設の見学をした。

並行して）

昭和52年

①３月９日東京厚生年金病院４０余名
（１）中性洗剤を追求

参加者の熱心な討議が行われ最後に新厨
房を見学した。

（２）アメリカに於ける新しい技法

（３）倉敷中央病院の厨房施設の紹介
イーエル取締役不破彦磨
司会福村安治

昭和53年

①３月８日東邦大学大森病院５０余名

東邦大学大森病院の栄養課と施設見学
佐藤調理室長より病院の生立ちに始ま

不破講師の講演を８ミリを交えて聞く。

り，栄養課全般について詳かく説明をうけ

次に調理師の資格の問題について京須委員

た後，質疑応答に入り厨房の見学を行い解

長，国立病院の全国調理師ブロック会議委

散した。

員大金，藤島の三氏より現状が報告され厨
房施設の見学を行った。

②５月11日日大駿河台病院３２名

②５月10日東海大学病院５６名

東海大学病院について

杉山栄養課長より挨拶に続いて栄養課に

各病院調理作業の問題点

ついてお話を聞き質疑応答に入る。「栄養

週５日制，職場の人員配置，コミュニケ

課の業務が－部を除いてほとんど委託され
５Ｚ５

４研究部会

ている」とのことについて質問が集中し

栄養管理部会との合同勉強会として開か

れ，昔から現在そして将来の食生活につい

た。

て４講師よりの講演を聞いた。

③７月10日番町共済会館９０名

病院給食についての知識を高めるための

昭和54年

①５月24日東京トラック事業健保会館７６

グループ討議

「治療食を行うについての問題点」を中

心に各病院での実態，改善策，調理師の教

名

これからの病院調理師（その１）

育と勉強等についてかずかずの討論が進め

東京都立豊島病院

られた。

栄養科長馬場昂

④９月26日北里大学病院120名

病院調理師教育の実際と厨房見学

司会高山一郎（関東中央病院）

「これからの病院調理師」についての講

演の中で「アメリカ式の委託業者というの
が出てきており病院給食のなかにも進出し

城井栄養科長の「病院調理師教育の実

てきているので一層の勉強と努力に精を出

際｣，国立王子病院安西栄養係長の「チー

して欲しい」と力説した。休憩後一括討議

ム制に依る調理作業を実施して」および北

を行った。

里大学病院看護部村上管理婦長の「協力専
門分野として看護の立場から病院調理師を

②７月12日東邦大学医学部８６名

これからの病院調理師（その２）

考える」との講演を聞いたのちグループ討

東邦大学付属大森病院

議を行い，また東京衛生病院栄養課山本調

栄養部調理室長佐藤亘

理室主任より批評を聞き，厨房の見学を行

前回と同じテーマを持ち講師の話を聞い

った。

た後質疑応答を行い，１時間半に亘り一括

⑤12月５日栄養管理部会調理研究会合同勉
強会９０名

た。

（１）これからの食生活を考えて

③９月12日帝京大学医学部付属病院
病院給食の意義と業務

国立栄養研究所

応用食品部長岩尾裕之
（２）各職場における勉強会について
話題提供者

東京都立府中療育センター
栄養科長匹田晶夫
当院における栄養課の実態

都立墨東病院調理技能長

鈴木喜光
河井病院栄養科長
下房子

東京衛生病院調理室主任
山本麻喜子
５１６

討議を実施し，最後にこの病院の見学をし

帝京大学付属病院

栄養課長横田享浩

以上のプログラムで開催された。
④12月20日東京都立駒込病院
（１）栄養科について

東京都立駒込病院

４研究部会

栄養科長大関政康

（２）３分間スピーチ

３全国研究会の実績

調理研究会の全国研究会は昭和49年より開始

（ｲ）温食給食
（ﾛ）材料購入の問題点

した。その実績はつぎに記載するとおりであ

い災害時対策

る。

（二）消毒と洗浄

昭和49年

７月19～20日岡山衛生会館200名

㈹人間関係

(1)病院給食のあり方

（ﾍ）勉強会の実態

野村病院長野村秋守

以上の予定で講演と討議が行われ，最後
に厨房見学を行なった。

(2)病院調理の特殊性と調理師業務

都立府中病院栄養科長大関政康

昭和55年

①３月東京トラック事業健保会館

(3)病院調理作業の標準化について

広島・全国栄養管理部会調理研究会合同

川崎病院事務長仁科義幸

研究会の報告

岡山赤十字病院吉田時子

同獅子田一美

②５月28日電通生協会館６３名

(4)グループ討議

糖尿病について

第１グループ

関東中央病院栄養士

給食作業における人間関係

鶴田まさ子

司会佼成病院福田清二

今年度は１年を通じ治療食について勉強
することとし，第１回を上記要領で行っ

第２グループ

た。調理師の方灸が治療食について関心が

適温給食

司会順天堂医院福村安治

強いことが示された。

第３グループ

③７月17日電通生協会館７９名

衛生管理

腎臓・心臓食について

司会日大駿河台病院

関越病院

栄養科コンサルタント下房子

京須寿雄

各グループのまとめ発表

④９月16日東京トラック事業健保会館９３

以上の如く講演とグループ討議が行われ

名

肝臓食，肝硬変食，低脂肪食について
聖路加国際病院

栄養科長宇井美代子
本回をもって治療食の勉強は終りとし
た。

た。グループ討議では，全員が意見や実態
の発表を行う方向で進められた。
昭和50年

９月25～26日京都府医師会館第一会議室
９９名

（１）特別講演
５１７

４研究部会

福祉食品流通研究会

病院給食の将来

経営コンサルタント長尾明幸

日本バプテスト病院長

榊田博

（２）病院調理師の資格について
（資格と職場内の問題点）

(2)病院給食における調理師と栄養士の
仕事のつながり

（３）グループ討議

（ｲ）給食業務における人間関係

日大駿河台病院京須寿雄

（４）調味料について

京都市立病院

栄養科主任中野週

（株)安倍商店専務取締役

（ﾛ）グループ討議

安倍和一

(3)治療食における調理師の役割

（５）調理の心

管理者の立場から

福岡城南病院長菱山博文

大手前病院長野木一雄

昭和53年
１月26～27日名古屋第一赤十字病院８５名
27日名古屋第一赤十字病院８５名

調理師の立場から

佼成病院調理主任福田清二

(1)

当院の栄養科の組織と運営について
名古屋第一赤十字病院

栄養士の立場から

芦屋市立芦屋病院給食係長
浜野昌子

栄養科長安永幸生
(2)

(4)特別講演

病院調理師に望む
日本病院会常任理事

調理師のあり方

岡山病院長岡山義雄

京都料理学校教授羽室滋美

(3)

(5)グループ討議

シンポジウム

病院給食について

病院調理師の夢

座長日本病院会常任理事

昭和51年

岡山病院長岡山義雄

１１月12～13日福山市中国新聞福山文化会館

医師名古屋市立東市民病院長

戸谷徹造

６１名

公立学校共済組合中国中央病院の後援を得た

看護婦名鉄病院外科病棟

（１）シンポジウム

看護婦長市川てる子

栄養士名古屋市立大学病院

技術革新に対応した調理の形態
（労務過重にならないために）

給食係長亀谷和

座長榊田博

調理師総合大雄会伊藤放射線病

演者日本栄養士会理事長

院

山本辰芳

立教大学社会学部講師
岡田玲一郎
５１８

調理師主任榎勝義
(4)

当院に於ける栄養科の実態
北里大学病院栄養科長城丼美子

４研究部会

（５）アンケート集計の発表

東京都立墨東病院

調理技能長鈴木喜光

日大駿河台病院京須寿雄
（６）グループ討議

（５）医療食について

（７）グループ討議のまとめ発表

府中病院

栄養科長補佐寄田松枝

（８）名古屋第一赤十字病院の厨房見学
（６）事例発表

昭和54年

順天堂医院調理主任福村安治

３月28～29日大阪府医師会館７２名
(1)これからの病院給食について

関東中央病院

主任調理師高山一郎

大阪府病院協会常任理事
さわ神経科病院長澤潤一

佼成病院

調理主任福田清二

大阪厚生年金病院
栄養部長大政翠

東京医科大学病院

調理主任西村洋

(2)シンポジウム
調理の技術，応用，工夫について

（７）グループ討議
これからの病院給食について

座長日本病院会常任理事
新千里病院長吉岡観八

昭和55年

①１月30～31日広島県公衆衛生会館１０６

看護婦の側から

大阪府立病院看護副部長
稗田妙

栄養士の側から

済生会吹田病院
給食課長泉田忠良

名

（１）腎臓病の病態生理と食事
大阪府新千里院院長吉岡観八

（２）ブラジル在住日系人の食生活の現状
広島女子大学家政学部教授
沖増哲

調理師の側から
北野病院

（３）シンポジウム

給食課調理主任和田忠弘

(3)これからの病院給食について
日本病院会常任理事
野村病院長野村秋守

これからの病院給食の問題点

（医療食導入を含んで）
座長岡田病院長岡田泰二
院長の立場から

府中病院長岸口繁

(4)事例発表
（ｲ）当院の調理方法，菜食調理につい

栄養士の立場から

相沢病院栄養科長平出慶子

て

東京衛生病院

調理主任倍償玉三助
（ﾛ）当院における業務研究の紹介

調理師の立場から

日本大学駿河台病院栄養科
調理主任敷地健一
５Ｚ９

４研究部会

日本医療食協会の立場から
日本医療食協会付属研究所

調理師古川辰治郎

（二）６時給食の実施について

食品検査センター

小千谷総合病院

開発研究部長高畑京二

（４）病院調理師通信教育の経過及び将来

調理師小林浩三

㈹病院給食調理を担当して

の展望

石川県立中央病院
東京医科大学病院

調理主任西村洋
（５）病める人への給食

調理主任山田三郎
（ﾍ）栄養部業務としての給茶サービス
について

戸谷調理師学校長戸谷満智子
（６）医療従事者（給食関係者）としての

心構え

恵寿病院調理師三崎克則

(5)全体討議（３分間スピーチ）
（ｲ）温食給食

関東中央病院栄養主任鶴田まさ子

（ﾛ）材料購入の問題点

②11月12～13日富山市高志会館８９名

㈲災害時対策

（１）糖尿病と食事療法について

（二）消毒と洗浄

富山県立中央病院

内科副医長森田宣人

（２）糖尿病患者の食事指導とレクリエー
ション指導について
黒部市民病院
栄養士結城敦子

（３）特別講演給食管理のあり方
日本給食指導協会総合研究所

所長甲賀久貴
（４）事例発表

㈲各病院での勉強会の実態
４調理研究会委員の推移

調理研究会の運営・研究に携った委員の氏名
と任期は次のとおりである。
京須寿雄駿河台日大病院４８～５２
長島又一東京警察病院４８～４９

福田清二佼成病院４８～5０
５３～

（ｲ）治療食における塩分の使用方法に

福村安治順天堂医院４８～
佐伯忠国立東京第一病院４８～４９

ついて

富山赤十字病院

調理師宮崎美恵

（ﾛ）全自動連続ガス炊飯機を使用して
富山県立中央病院

調理師浜川義一
㈹調理技術の向上について

新潟県立吉田病院
５２０

㈹人間関係

小林正子河北病院４８～４９

相馬大仁郎東京医科大学病院５０～５２
高山一郎関東中央病院５０～

倍賞玉之助東京衛生病院５０～

石井千鶴子北品川総合病院５１～５３
西村洋東京医科大学病院５３～
鈴木喜光都立墨東病院５４

４研究部会

佐藤亘東邦大学医学部附属大

森病院５５～

うちに，昭和47年７月診療録管理通信教育が開

始された。このときにも病歴管理通信教育とい

う名称を主張されたのであったが，委員の１人

診療録管理部会
（病歴管理部会）
診療録管理部会の成り立ち

である聖路加国際病院診療記録管理室長栗田静

枝氏より，診療記録という名称は橋本寛敏院長
が命名したものであり，病歴という名称をつけ

られるなら聖路加国際病院はこの計画に参加で
きないと異議を申し出られた。そこでやむを得

わが国の病院においては診療録はその診療科

ず，それではカルテのことを医師法では法律用

に所属するものとして統一的な管理が行われる

語として診療録といっているので，この名称を

ことがなく，米国の病院の診療録管理に比して

採用することにしたいということになった。し

著しい差があった。

かし将来この職種の資格制度が確立し，国とし

昭和42年にいたり，日本病院協会はこの管理

て職種名が正式につけられる日が来た場合はそ

の向上をはかるためにこれが推進の機関とし

の新名称に変更することにするという条件がつ

て，また研究の機関として診療録管理部会を設

けられた。

けることとなった。

このように通信教育の方は診療録管理，研究

設立のためには診療録管理の先覚である駿河

会の方は病歴管理という異なる名称でしばらく

台日本大学病院高橋政jiijt講師，聖路加国際病院

行われていた。ところが昭和51年度末に当時の

栗田静枝氏等が設置，運営の企画にあたった。

日本病院会教育委員長榊田博氏が同じ病院会の

研究会は３カ月に１回，第２士曜日の午後２
時開催と定められた。
２部会の名称変更

この研究会が始まったときの名称は病歴研究

行っている同種の事業が別の名称で行われてい
るのはおかしい。速やかに統一すべきであると

主張されたので，またまた妥協して昭和52年度
より診療録管理部会と変更することになったの
である。

会であったが，昭和44年から病歴管理部会と称

まず医療と診療という２つの用語は次のよう

した。これはわが国の医師の間にカルテを病歴

に区別して定義するのがよい。「診療とは医師

書または略して病歴という言い方が広く浸透し

による診断と治療の行為をいう。医療とは医師

ていたからである。用語というものは長い間大

による専門的診療を中心として，それに関連す

勢の人に使用されてきたということが重大なこ

る周辺行為を含めたものをいう｡」実際にも病

とで，自然に淘汰を繰りかえしながら定まって

院医療という言葉が普通で病院診療とはいわ

いくものだと考えるからである。したがってこ

ず，診療所といって医療所といわないなどこの

の命名も無理なく自然に誰いうとなく付けられ

ように使用されている例が多い。

たものであった。

こうしてこの病歴管理部会が続けられていく

したがってMedicalRecordは医療記録と
訳すのがよいのであって，医師法でいう診療録
５２Ｚ

４研究部会

(よ医師自身の診療行為の記録のみを指すわけ

院，５３名が参加した。司会は駿河台日大病院高

で，看護やペラメディカルの記録は含まれてい

橋政頑病歴管理科長で，聖路加国際病院診療記

ない。そうなるとMedicalRecordAdminis‐

録管理室見学後，会の進め方および疾病統計に

trationは医療記録管理としなければならなく

ついての質疑が行われた。

なる。しかし現実にはわが国の病院で医療記録

日本病院協会には多数の部会，研究会があ

管理室という名称はまったく使用されていな

り，専門業務の研究のほかに病院における他職

い。ほとんどの病院が病歴室または病歴管理室

種との関連において，その方向づけの研究を行

といっているのである。

っている場合があり，またその専門業務の研究

また病歴という言葉はHistoryを指すもの
で，歴史つまり過去のことであるから，現状を

を通じて病院機能の向上を計ろうとするものが
ある。

含む医療記録を指す用語として適当でないとい

病歴管理部会の第１回の研究会の出席者は新

う意見がある。医師の解釈では病歴という場

たに診療録管理室を設置しようとする病院の院

合，カルテに書かれた内容の全部をいっている

長，副院長を始めドクターが多く，実務の担当

のであって，その中の一部の過去の疾病史だけ

者は20名足らずで参会者の１/３にすぎなかっ

を指すようには使っていない。過去のものを指

た。

す場合はAnamnesis既往歴といっている。米

当日の研究課題は病院統計の数の数え方に関

国のカルテにはAnamnesisという用語はあま

するもので，新生児を入院患者として数える

り使用されず，Historyと書かれてあるので，

か，平均在院日数の計算に人間ドックを含める

これを病歴と訳して，わが国で通常使用されて

かどうかというものであった。

いる病歴という用語をこれにダブラせて曲解し
た。

なお後に本事業と関連を持つことになった近
畿病歴管理セミナーは，奇しくも同月の７月２７

医療記録管理より病歴管理の方が好ましいと

日に大阪逓信病院で開催された。これは病歴管

考えられるのは，広く普及しているということ

理の諸問題を検討し，その向上発展を図るべ

が最大の理由であるが，語義的に見ても，前者

<，嶋崎敏雄院長，中谷信之第二内科部長およ

が書かれた用紙の整理というニュアンスが強い

び田中敏行外科部長の音頭により，広く近畿の

のに対して，後者の方が書かれた内容そのもの

諸病院に呼びかけて結集したもので，この当日

の管理，つまりデータを総合的に統括するとい

13病院33名が集った。この第２回は42年９月２１

う印象を強く与えることからも病歴という用語

日，２０病院33名の参加で開催され，以後年３回

が決して悪くないと考えられている。
３定例研究会
昭和42年

（１月，６月，９月）に定期開催されることに
なった。

②１０月14日

駿河台日大病院で開催，３０病院45名が参加し

①７月22日

た。まず日大病院病歴室を見学，その後講堂

第１回研究会は聖路加国際病院で開催，３３病

で，厚生省統計調査部浅野事務官より「国際疾

５２２

４研究部会

病分類の改正について（その１）」として明４３

昭和44年

年１月より使用される第８回修正表の説明があ

①１月11日

った。

東京警察病院で開催，病歴室を三竹年世子主

こうしてこの研究会は士曜の午後２時からま

任の説明で見学後，今回から３回にわたって病

ず最初の１時間を病歴室の見学，その後１時間

歴士に必要な医学の常識の講義を行うことにし

テーマを見つけて講演または質疑応答という形

た。わが国には正規の養成学校がないので，病

式で行われることになった。この形態は昭和４９

歴担当者の医学的知識は満足な程度には至って

年度末の第31回まで続いた。

いない。そこでこの欠陥を少しでも補うため講

昭和43年

習を試みた。この段階ではまだ試みであって必

①１月20日

ずしも成功ではなかったが，一歩前進したのは

佼成病院で37名が参加，病歴室を見学，佐久

事実である。

間ナツヨ主任より説明があった。次いで１カ月

このような教育機構が必要だということか

間スタンフォード大学病院の病歴室で見学実習

ら，４年後に本会の通信教育制度が誕生するこ

して帰ってきた栗田静枝氏より「アメリカの診

とになるのであるが，その萌芽はこの時に始ま

療記録管理をみて」という講演があった。

ったのであった。

②４月13日

順天堂大学病院で開催，２４病院38名が参加し

た。まず病歴室を見学，吉野純男病歴室長（放

この日は稲垣克彦臨床検査部長から「病歴士

に必要な臨床検査の常識」という講義があっ
た。

射線科講師）および丸林葉子主任の説明があっ

②４月１２日

た。その後，講堂で厚生省統計調査部上田フサ

虎の門病院で開催，２４病院43名が参加した。

技官から「国際疾病分類の改正について（その

病歴担当医の伊藤徳治氏，病歴士の湊葉子氏の

２)」の講演があった。

説明，病歴室見学の後，また厚生省上田フサ技

③７月１３日

官より「改正後の疾病分類について」解説して

関東逓信病院で開催，３０病院47名が参加し

いただいた。

た。まず病歴室を見学，戸川登美子氏および田

③７月１２日

丸恵津氏の説明があった。その後，講堂で「病

聖路加国際病院で開催診療記録管理室見学

歴室業務統計および医療評価のための統計」に

後，内科五十嵐正男医幹より「病歴士に必要な

ついて討議を行った。

内科の常識」という講義があった。

④１０月12日

④１０月11日

社会保険中央病院で開催，２３病院25名が参加

駿河台日大病院で開催，外科坂部孝助教授よ

した。まず病歴室を見学，その後講堂で，「第

り「病歴士に必要な外科の常識」という講義が

５回国際病歴会議について」という日本鋼管病

あった。

院内科伊従茂氏よりストックホルムで行われた

昭和45年

会議の出席談が語られた。

①１月10日
５２３

４研究部会

中央鉄道病院で開催，２６病院48名が参加し

東京医科大学病院で開催，１９病院23名が参加

た。まず病歴室と新装なった病院を見学，つい

した。丹羽平副院長の挨拶があり，志鎌芙美氏

で伊沢喜恵子主任より，昨夏欧米の病院を歴訪

の案内で病歴室を見学した。その後「病歴管理

見学した際，各病歴室にアンケートを行った結

規定」について参加者で討議を行った。

果を発表した。米国，英国，西独およびスウェ

③７月10日

ーデンにおける病歴管理の現況が報告され，参

武蔵野赤十字病院で開催，３０名が参加し，南

加者に興味深い資料が提示された。
②４月11日

川崎市の日本鋼管病院で開催，１８病院32名が

雲忠雄氏より「日赤診療業務統計について」解
説があった。
④１０月９日

参加した。新装なった外来診療棟と病歴室を見

東京逓信病院で開催，２１病院33名が参加，放

学，初田やす子主任の説明の後，講堂で病歴管

射線科で宮沢ミツノ氏よりセレクターによるＸ

理室長の内科伊従茂氏より「手術の分類」につ

線フィルムと病歴の管理の実際を見学した。そ

いて解説をうかがった。

の後，厚生省上田フサ技官より「国際疾病分類

③７月11日

疑義解釈」について講義があった。

日大板橋病院で開催，３５名が参加した。病歴

昭和47年

室を見学の後，植松宗』唐病歴室長より「病歴室

①１月８日

新設にあたっての問題点」について解説があっ

杏林大学医学部付属病院で開催，１４病院24名

た。

が参加した。病歴室を見学の後，高橋政頑室長

④１０月17日

の司会で「病歴士の日常の業務」について参加

東京都立豊島病院で開催，２０病院27名が参加

者で討議を行った。

した。まず室賀不二男院長の案内で病院を見

②４月８日

学，ついで病歴室（内山越海子主任）を見学，

東京慈恵医大第三病院で開催，１９名参加，病

その後会議室で「病歴室の設備について」参加

歴室見学の後，「病名コーディングの検討につ

者で討議を行った。

いて」参加者で討議を行った。

昭和46年
①１月９日

河北病院で開催，１９病院20名が参加した。河
北恵文院長の案内で病院を見学の後，研究会を

③７月８日

日大板橋病院で開催，４１名参加，病歴室見学

の後，高橋政頑教授より「病院統計について」
解説があった。

行った。「病歴士の行う医療記録内容の量の統

④１０月14日

制」について，聖路加国際病院栗田静枝氏，東

北里大学病院で開催，３４名参加，病歴室見学

京警察病院三竹年世子氏，中央鉄道病院伊沢喜

の後，伊藤雄次室長より「当院の病歴管理につ

恵子氏，杏林大学高橋政頑教授より意見が述べ

いて」述べられた。

られた。

昭和48年

②４月10日
５２４

①１月20日

４研究部会

順天堂病院で開催，５２名参加，「病歴管理業

関東逓信病院で開催，３６病院65名が参加し，

務」について医学教育学吉岡昭正助教授より意

沢崎博次院長の「病歴管理とコンピュータ利

見が述べられた。

用」の講演の後，中央受付，外来病歴室，入院

②４月14日

病歴室およびコンピュータ室を見学した。

駿河台日大病院で開催，５３名が参加，病歴室

昭和50年以降

見学の後，横山勝次医事課長より「コンピュー

タと病歴管理について」現在行いつつある実態

①１月11日（第31回）

番町共済会館で開催，２６名が参加，昨秋10月

の紹介があった。

酒井隆子氏を団長として診療録管理士15名がハ

③７月14日

ワイの４病院を視察した報告会が行われた｡｢ハ

聖路加国際病院で開催，５８名が参加，診療記

ワイの病院病歴室を見学して」という見学者か

録管理室見学後，栗田静枝室長より「外来カル

らの発表は，わが国で初めての試みであったの

テのファイリング」について解説があった。

で興味深いものであった。

④１０月20日

②第３２回～第55回

東京女子医大病院で開催，４４名が参加，電算

この頃になると病歴管理業務も一つの形を成

室長原田幸彦氏より「心臓血圧研究所における

し始め，本会で行った通信教育の卒業者も出

病歴管理システム」について講演があり，現在

て，基礎的な討議をする必要がなくなってき

実験中の内容について端末機を操作して実演が

た。そこでこの年度からは，その病院が行って

行われた。

いる病歴管理の特徴の解説をねがい，その後病

昭和49年

歴室を見学して質疑応答を行うという形になっ

①１月12日

た。

電設健保会館を会場とし，３１名が参加，台湾

たとえば第３２回の佼成病院では，カルテの製

大学医学部付属病院の病歴室に１年間勤務して

本についてプラスチックリングによる経験をき

帰った東京医大外科病歴室の志鎌芙美氏より

いた。

「留学体験」について講演があった。

以下開催期日と病院名，出席者数の一覧は下

②４月20日

記のようであり，３カ月ごとに第２土曜日の午

中央鉄道病院で開催，２６病院43名が参加し

後２時より４時まで病歴室見学を定期に開催し

た。新築の外来診療棟におけるカルテの搬送設
備と病歴室の見学を行った。

ている。

第32回５０．４１２佼成病院５２名

③７月６日

第33回５０．７．５日大板橋病院５６名

聖マリアンナ医科大学病院で開催，２２病院４５

第34回５０．１０．１１束京警察病院５８名

名が参加した。病院および病歴室の見学の後，

第35回５１．１．１０杏林大学病院４４名

病院管理学客員教授吉田幸雄氏より「診療記録

第36回５１．４．１０都立豊島病院４２名

の価値」について講演があった。

第37回５１．７．３束京厚生年金病院５０名

④１０月29日

第38回51.10．９北里大学病院４４名
５２５

４研究部会
回回回回

９０１２

３４４４

第第第第

１）開会のあいさつ

5２．１．８

聖路加国際病院３９名

５２．５．３０

駿河台日大病院４３名

日本病院協会副会長

５２．７．９

都立駒込病院４６名

大阪済生会中津病院長間島良二

５２．１０．８

国立病院医療センター

２）あいさつ

３３名

大阪住友病院長堂野前維摩郷

３４５６７８９０１２３４
４４４４４４４５５５５５

回回回回回回回回回回回回

第第第第第第第第第第第第

３）日本病院協会のはたらき

５３．１．１４

慶応大学病院５６名

５３．４．８

日大板橋病院４２名

日本病院協会参与

５３．７．８

佼成病院５４名

関東中央病院副院長中島克三

５３．１０．１４

聖路加国際病院８２名

５４．１．１３

東京逓信病院３５名

５４．４．１４

東海大学病院８３名

５４．７．１４

東京警察病院８９名

５４．１０．１３

河北総合病院３０名

５５．１.１２

千葉大学病院４８名

５５．４．１２

横浜市立大学病院４２名

５５．７．１２

杏林大学病院５５名

５５．１０．１１

虎の門病院４８名

４）病歴管理研究会のあゆみ
駿河台日大病院病歴管理科長

高橋政旗
５）近畿病歴セミナーのあゆみ

大阪逓信病院第二内科部長
中谷信之

６）わが国の病歴管理の現状
高橋政旗

７）アメリカにおける病歴管理の発展
聖路加国際病院診療記録管理室主任

４全国研究会

昭和43年
９月13日大阪，102名

東京地区で４カ月に１度の定例研究会として

発足したこの病歴管理研究会も，１年経ったこ
の時点で近畿病歴管理セミナーと共催して初め
て関西地区で開催されることになった。

近畿病歴管理セミナーは，日本病院協会の病

栗田静枝

８）ストックホルムにおける国際学会に出席
して

京都市立病院病歴室主任酒井隆子

９）病歴管理の問題質疑
司会大阪逓信病院外科部長
田中敏行

演者中谷信之，高橋政頑，栗田静枝，

歴管理研究会と同じく昭和42年７月に発足し，

酒井隆子，杉山淳子（駿河台日大

今日まで同様の目的で活動してきている。

病院)，瀬戸達司（関東労災病院）

当日は天候不良にもかかわらず，会場の大阪

この質疑の内容は，国際疾病分類改訂に関連

の藤沢薬品大講堂には，近畿地区は勿論，遠く

する問題，病歴索引の記入内容，番号付は入院

東海，中国，四国地区からも参加者を得て，５０

時にするか退院時にするか，手術分類の問題，

数施設102名も集り，終始熱心に聴講し，かつ

病歴室にＸ線写真保管の可否，統計は歴年によ

論議した。当日のプログラムはつぎのとおりで

るか会計年度によるか，病歴士の定員の問題，

あった。

病歴士の人材をいかなるところに求めるか，等

５２６

４研究部会

であった。

これらの課題はこれ以後毎年定期的に開催さ

行って，質疑応答を行って細部について理解さ

せるという一連のパターンはこうして定着して

れるようになったこの全国研究会で，繰り返し

いった。

必ず討議されたもので，この課題を持って全国

昭和46年

各地を行脚したことにもなる。

８月13日岡山市，８８名

昭和44年

会場岡山市衛生会館

６月23日北九州市，102名

前回の大阪に引き続き近畿病歴セミナーと共

１．あいさつ

（１）開会あいさつ

催で，初めて地方勉強会を行うことになり，九

日本病院協会評議員

州地区で開催することになった。メンバーは前

岡山済生会総合病院長大和人士

回同様，高橋，中谷，田中，栗田，酒井とその

（２）祝辞

他１名という組合せで，この形のまま以後十数

岡山県病院協会長

年にわたり，同じテーマで行うことになる。

志清会岡山紀念病院長六車清茂

この当日は梅雨期にもかかわらず晴天に恵ま

（３）日本病院協会のはたらき

れ，八幡製鉄所病院講堂の会場には，福岡県下

は勿論，九州全域，山口，島根，広島，愛媛に

杏林大学医学部教授高橋政旗
２．病歴管理室の院内における立場

いたる約50施設，１０２名の参会者を得て非常な

大阪逓信病院第二内科部長

盛会のうちに勉強会を行うことができた。
昭和45年

中谷信之

３．病歴室設置に対しての問題点

７月22日津市，116名

会場は三重県庁の大講堂で，一昨年大阪で近

大阪逓信病院外科部長田中敏行
４．病歴士養成についての諸問題

畿病歴管理セミナーと共催で行った地方勉強会

杏林大学医学部教授高橋政旗

が好評であったので，同じメンバーで昨年北九

わが国で現在診療録管理の教育はなにも

州で行ったのに続いての第３回である。当日は

ないので日本病院協会のような公的な機関

北は秋田，西は広島からまでの参加者を集めた

が行うのが妥当である，この時協会として

が，この時期にはわが国にはまだ病歴管理に関

病歴委員会を作り，小野田敏郎副会長を委

する教育機関もなかったので，この勉強会が全

員長として研究しているので，年内には成

国各地に出向いて講演して歩いたのは病歴管理

案ができ上り明春からは何等かの方法で体

の普及に大いに役立った。

系的な教育が実施されることになる，案と

この第１～４回までの経験をもとに，通信教

しては通信教育で２年間という方法が話題

育によって全国の病院の病歴管理の担当者の資

にのぼっていると翌47年７月に開講する通

質の向上を計り，それを組織化しようという計

信教育課程について，初めてのＰＲを行っ

画がくわだてられるようになる。毎回ほとんど

た。

同じメンバーで，同じテーマで啓蒙的な講演を

５．病歴室の日常業務
５２７

￣

４研究部会

病歴室とコンピュータ室との連携が盛んになっ

（１）一般業務

京都市立病院病歴係長酒井隆子

てきた。

昭和55年

（２）統計業務

最終会，９月20日７９名

川崎大学付属川崎病院

会場郡山市善導寺文化会館

病歴委員長・内科医長
中島行正

６．病院における各部門との関連

１．診療記録と口述筆記
同愛記念病院放射線科部長
本間襄

聖路加国際病院

診療記録室主任栗田静枝

２．集団討議

高橋政騏，栗田静枝，大町文子，長門

７．質疑応答
司会田中敏行
回答者高橋政頑，中谷信之，中島行
正，栗田静枝，酒井隆子
昭和47～53年

谷洋治
（１）病歴室の業務について

（２）ファイリングおよびナンバーリングに
ついて

第５回４７．８．３０新潟市８６名

（３）病歴室の運営について

第６回48.10.11仙台市６６名

（４）分類について

第７回４９．９．２７松江市６６名

（５）診療記録の保管について

第８回５０．９．１９福岡市７３名

（６）カルテマイクロ化について

第９回５１９．２２呉市５２名

全国研究会は昭和43年の第１回から昭和53年

第10回５２．９．１４金沢市７５名

の第11回までは，ほとんど同じスタイルで運営

第11回５３．５.１０松山市５６名

され，講師もゲストの１人を除いて同じメンバ

昭和54年

ーであった。そして同じテーマを弓１つ下げて全

９月23日に札幌市で行われた北海道医療新聞

国各地を遊説し，病歴管理のＰＲとその内容向

社主催のセミナーを後援するということにし

上を計った。午前は講師による講演，午後は質

て，本会独自のものは行わなかった。講師のメ

疑応答という順序である。

ンバーおよび演題などは例年の通りで実質的に

さすがに11回もやったとなると，変化を求め

は主催者の肩代りがされただけで，北海道で開

る声もあり，今回は今まで話したことのない口

催されたということである。

述筆記の問題を講演にとりあげた。

この頃になると診療録管理通信教育も盛んに

そしてその他はすべて参会者をまじえての集

なり全国から受講者を集め，またその卒後研修

団討議とし，会場も円卓会議風にしつらえ，大

の一環として計画された日本診療録管理学会

パネルディスカッションを行ってみた。結果と

（昭和50年が第１回）も第５回（改組第３回）

しては在来の質疑応答形式と似た部分もあった

を迎え，これらと関連をたもちながら総合的に

行う研修活動になってきた。また大学病院では
５２８

が，参加者には満足を与えたようであった。
しかしこの頃より日本病院会内部で，毎年か

４研究部会

なりの赤字を出す全国研究会に対する財政的な
批判も出て来て，当日会費の収入と支出がある
程度つり合うべきだという意見が強くなってき
た。そうすると参加者数は１００名が最低必要で
あるというのである。

診療記録管理室長４３～
(副委員長）
田中敏行大阪逓信病院長５１～

(委員）
杉山淳子駿河台日大病院

そして翌年度からは複数の研究会が合同して

病歴管理科主任４３～４４

開催することが望ましいとされてきた。この気

三浦葉子虎の門病院病歴室長４３～4９

運の中で本研究会としては，毎回50～80名の参

佐久間ナツヨ佼成病院診療録室４３～４５

加者をあまり病歴管理の普及していない地方で

秋山都美聖マリアンナ医科大学病院

もコンスタントに集めてきたことは，一応の成

功と自認しつつも，’情勢の変化に対応すべきで
あると考え，今回をもって全国研究会はやめる
ことにした。

その理由は全国的な勉強会としては日本診療
録管理学会が毎回500名以上の参加者を集め，

十分その機能を果していること，また地区勉強

会としては，東京地区では３カ月に１度の本会
定例研究会が開催されていること，大阪地区で
は近畿病歴管理セミナーが同様に開催され，さ

病歴室副室長４３～
丸林葉子順天堂医院

診療録管理室主任４３～４９

瀬戸達司関東労災病院病歴係長４４
三竹年世子杏林大学医学部付属病院
病歴室主任４４～
初田やす子日本鋼管病院

病歴管理室４４～４６
戸川登美子関東逓信病院
医学資料係４４～

らに九州，名古屋，新潟，仙台でも同様地区勉

伊沢喜恵子中央鉄道病院病歴室４５～４９

強会が定期開催され，今さら東京から講演会の

小野妙子駿河台日大病院

興行を行う必要を認めなくなったからである。

これらの全国各地の勉強会が，それぞれ１年
の成果をまとめて日本診療録管理学会で発表し

病歴室主任４５～4７

佐々木竹利日大板橋病院
病歴室主任４６

てくれることになり，十数年前本研究会の投じ

中村政日大板橋病院医事課長４７～4８

た一石が次々に波紋を描いて，ついにこのよう

井出米子杏林大学医学部付属病院

な全国組織に集大成したことになり，まさに発

展的解消をとげたということになった。
５診療録管理部会委員
(顧問）

高橋政旗杏林大学医学部教授４３～

(委員長）
栗田静枝聖路加国際病院

病歴室主任４７～４９

宮本順子駿河台日大病院病歴室５０～５２
内山越海子都立豊島病院病歴室５０～
竹村喬府立母子保健総合

医療センター長５１～

大町文子元日本バプテスト病院
医事記録主任５１～
酒井隆子京都市立病院病歴係長５３～
５２９

４研究部会

分析

放射線管理部会
放射線管理部会の成り立ち

⑤12月22日佼成病院

Ｘ線業務の自動化について

自動化されている装置，業務量，業務の
難易度，人手の４項をＪチャートに挿入

昭和39年事務管理部会が設立され，つづいて

し，管理運営について検討，経済性を考慮

昭和40年看護管理部会，栄養管理部会がつくら

した経営に関連する自動化について討議し

れてそれぞれの部門の研究がなされたが，副医

た。

療部門における部会の設立が望まれることとな

昭和43年

①２月小西六本社講堂

った。

昭和42年にいたり，妹尾昭一（都立広尾病

放射線科のあり方

院)，大内周信（聖路加国際病院)，長尾良蔵

専門医出席の中で放射線科の運営は，人

（東京警察病院）等の技師長諸氏が中心となり

間関係と規律が大切で，正確な仕事が患者

放射線管理部会の設立をはかり，昭和42年４月

サービスにつながる。これが病院にも影響

26日，第１回の研究会開催のはこびにいたっ

するだろう等討議された。
②４月26日東京女子医科大学病院

た。

昭和44年，部会に顧問として野辺地篤郎（聖
路加国際病院)，井染成夫（都立墨東病院）の

時間外急患とＸ線科の当直制について

人命を救うためには当直は必要である。

両放射線科医長を迎えることとなり，爾後顧問

方法論としては宅直，オンコール等考えら

制がつづいている。

れる。夜間専門の技師を置いてはどうか，

２定例研究会

当直料，拘束料は－定額としては，常に患

者側に立って考える必要がある。

放射線管理部会の定例研究会は昭和42年４月

③６月28日関東労災病院

よりはじまった。その年度別の開催事情はつぎ

放射線科の当直問題(2)

のとおりである。

昭和42年

①４月26日’佼成病院

診療エックス線技師法改正について
②６月１５日聖路加国際病院

放射線科の運営について（その１）
③８月26日厚生中央病院
放射線科の運営について（その２）
④10月27日関東中央病院
健康保険点数から見たエックス線業務の
５３０

④８月23日東京日立病院

放射線科の事務管理について（その１）
⑤10月25日都立大久保病院
放射線科の事務管理について（その２）
⑥12月17日東京警察病院
放射線科機器類の保守管理
昭和44年

①２月28日東医健保会館
放射線科から見た保険点数の問題につい
て

４研究部会

②４月25日聖路加国際病院

中形の傾向である。昭和43年厚生省統計に

放射線科職員の健康管理

よれば日医放会員２，１００名のうち総合病院

③６月27日同愛記念病院
放射線科のサービスとは何か
サービスに対する考え方つまり診断に最

適のｘ線写真を提供する。その他親切丁寧
にしかも精神的にも。装置の安全性を考え

る。予約制にして侍時間を少なくする。カ
ルテの一括化を早急に実施する。
④10月24日都立墨東病院

勤務は７６７となってこれが病院勤務の殆ど
を占める。
放射線科医不足は病院管理者の自覚にま
つ以外手がないようである。

⑤12月18日東芝中央病院
技師業務とユニホームの問題
昭和46年

①２月25日神奈川県立こども医療センター

放射線科におけるムダについて１

小児科撮影の問題点

欧米の放射線科

特種病院であるので，紹介J患者以外の受

⑤12月19日北品川総合病院

放射線科におけるムダ，合理化について

付けを行わないのが原則，小児看護の特種
性もあるのでチームワークが大切である。

２

未熟児，小児マヒ等撮影に際し固定具を多

昭和45年

く使用し，その技術の加何が優劣を決め

①２月20日都立青山病院
技師長の職分とは何か

②４月24日日本鋼管病院

る。

②４月24日三井記念病院
放射線機器類の選定は如何にあるべきか

新人技師の確保と教育

③６月25日国立東京第二病院

③６月25日中央鉄道病院

放射線科における人間関係

放射線科業務の中における`患者の取扱い

部下に対しては能力の啓発をし，理解を

について

深めることが先決。放射線科は特にサービ

放射線業務が複雑多岐になった現在，医

ス部門であるので科内は勿論科外とのコミ

師，技師，看護婦の３者が協力し合うべき

ュニケーションを十分良く行うよう努力す

である。チームワークを良くし，各医療従

べきである。

事者の倫理感，連帯感を一層高めるべきで
ある。

防護，環境面を改善し，女子職員が安心
して勤務できる場とすべきである。

④10月30日日大板橋病院

④８月24日佼成高等看護学院講堂
放射線科の業務分析について

業務統計に時系列分析を利用するとよ

い。医療の進歩に伴って高額装置が多い放

射線科としては相当詳細な分析データを常

放射線科医の不在をどのようにカバーし

に持って，院内における放射線科の役割を

ているか

認識させるとともに待遇改善にも繋げるべ

専門医不在施設が相当数あり，大病院集

きである。
５３Ｚ

４研究部会

⑤10月29日佼成高等看護学院講堂
パラメディカルとしての共通の問題点に

ついて（臨床検査管理部会と合同）
⑥12月９日国立東京第一病院

病院組織と放射線科について
昭和47年

①３月３日北里大学病院

放射線科業務量（暗室業務）の考え方
（その２）

④８月３日東京女子医科大学病院

放射線科における患者取扱いについて

患者接遇に対する教育をおこなう。患者
被曝を減少させるため高感度増感紙及フィ

ルムを使用し軽減を計るべきである。，患者

放射線施設のあり方（新しい大学病院の

急変に対する体勢を整える。特に年配の患

放射線部の理念）

者に対する気くばりを大切にする。

②４月20日日本医科大学病院

⑤10月26日関東逓信病院

撮影済フィルムの保管管理について

放射線科業務量（質的向上をはかるもの

マイクロ化することにより，狭いスペー

は何か）の考え方（その３）

スで十分である。再現性については診断的
には80％ぐらいである。
③６月29日東京逓信病院
卒後教育と業務の専門化と問題点
④８月25日関東逓信病院

‘患者医療被曝の不安にどう答えるか

⑤10月27日都立養育院病院
放射線科伝票の出し方，受け方
⑥12月８日日本赤十字武蔵野女子短期大学
放射線業務と保険点数
昭和48年

①２月23日帝京大学病院

放射線科業務量の考え方（その１）

⑥12月７日国立東京第一病院

消化管のｘ線検査における諸問題

技師が医師の指示によりスクーリングを
行うのは良い。位置ぎめのため行う透視は
診断行為とはいえない。都，医小野免許課
長によれば透視撮影の問題解決には法改正
を行うしかない。間接撮影は良いが直接撮
影が違法とは理解に苦しむ。
昭和49年

①２月22日都立府中療育センター

重症心身障害児者の取扱い
身体障害の患者取扱いについて
②４月19日東京医科学研究所

放射線業務量というものを放射線物理的

サイクロトロンの原理と物理学基礎

なものと実務的なものとに分類して討議し

③６月26日聖マリアンナ医科大学病院

て欲しい。技師本来の仕事以外を助手にや

病院組織における放射線技術部門のあり

らせてはどうか。

方

消化管の検査を技師が実施することに疑
問を感じる。

②３月16日順天堂大学病院
ＲＩ検査業務とその分担について
③４月27日藤沢市民病院
５３２

④８月23日東京厚生年金病院
放射線技師から医師への注文

患者中心主義をモットーに，医師のオー

ダーを技師が理解するため，意志疎通を十
分にする。医師は各科の防波堤の役割をし

４研究部会

ているが，技師の勉強により将来は必要な
くなるだろう。

⑤10月24日日赤医療センター
放射線業務の省力化とアイデアについ

昭和51年

①２月25日都立駒込病院

放射線技師の採用とその定着性
技師としての満足感は仕事の達成，公平

て

に扱われること。動機づけとして責任を持

合理化とは無駄を省き，目的達成に好都

たせる，才能を充分活用させる。グループ

合のように体制を改善すること，労働生産

活動も大切，仕事と人間を結びつけるもの

力を増進させるため，新しい技術を採用し

は，組織である。

て企業組織を改善すること，行為が無駄な

②４月23日川崎市立川崎病院

く計算され，能率的に行うこと。機械化，

技師職としての働きやすい組織のあり方

共同化集団化等によって労働力を節約し

権限を欲しがらず，自からを戒めて行け

て行くのが省力化である。

ば位置はおのずから与えられる。能力の裏

⑥12月６日東邦大学病院

付けがなければ，立派な肩書があっても意

技師の確保とその教育

味がない。能力あれば権限は委譲されるも

新人技師の確保には奨励金制度を行い必

のである。

要人員を確保している施設もある。新人教
育は行っても忘れるからくりかえし教育す
ることが肝要である。中堅教育は高度なレ
ベルを保つためくりかえし行う。
昭和50年

①２月28日茅ケ崎市立病院
放射線科内会議のあり方

②４月25日東京女子医科大学病院

放射線部門の写真処理と環境管理
③６月27日聖路加国際病院
医長と技師長の職務について
④８月29日関東逓信病院
ヨーロッパ視察旅行をふりかえって

⑤12月９日東京警察病院
放射線科の機能をよくするための工夫

採用とその後の教育，装置の設置，自動
化，‘患者の侍時間，被曝，患者中心の合理
化が必要である。

③６月18日佼成病院

これからの技師教育についての諸問題
④８月20日日赤医療センター

放射線科における人間関係

医療という組織は規範組織である。人間
の価値感は時代と共に変る。リーダーは理
解力がないと人間関係はつくれない。

⑤10月29日中央鉄道病院

協調性に欠ける技師の指導について
これからの指導はフォーマルな面だけで
なく，インフォーマルな面を加味しなけれ

ばならない。医療は生命に関わるので公式
論だけでは処理できない。自分が何をなす
べきか再認識すべきである。

⑥12月17日東京トラック事業健保会館
ゼログラフィーの将来性について

超音波診断装置の現状と将来
昭和52年

①２月18日同愛記念病院
５３３

４研究部会

放射線科における保険点数の検討

ニング

トレーニングの方法として，勉強会，講

②４月15日日大駿河台病院
医療監視の現状

③６月17日聖路加国際病院附属看護大学

習会，研修会に積極的に参加し，知識，技
術の習得につとめる。新しい情報を吸収

技師教育のあり方

し，常に刺激を与え技術の練磨を目指す。

放射線技師学校は臨床実習を減らそうと

他科医師，看護婦と医療人としてのコミュ

している。テクノロジーのみでなく教養の

ニケーションを計る。

面が重要である。教育工学がある。教えた

②４月21日番町共済会館

ら内容を復習させる，教師は要点を教える

技師と看護婦の業務接点

と効果が上る，その先は卒後教育で臨床の

医師，技師，看護婦はそれぞれ業務範囲

場でやるのがよいのではないか。
④８月19日関東労災病院

放射線科の職場環境の保全
⑤10月21日牧田総合病院
中小病院における放射線技師のあり方
院長の目的に応じた体形の中で企業的色
彩強<，独立採算ということになる，自然
少数精鋭主義になる。技術部門は分離し，

がある。しかしそれぞれの間の仕事は手の
あいた者が埋めなければならない。，患者中
心の医療であって`患者不在ではいけない。
必ずでるポータブル撮影時の介助の問題が

出たが，誰かがその谷間を埋める。

③８月18日番町共済会館
小規模病院における放射線技師の諸問題
④10月13日聖路加国際病院

各ポジションの責任を果すことが任務であ

放射線科における災害時の対策

る。各科に対しては協力と助け合いの精神

近視眼的でなく幅広い内的権威を持った

が望まれる。しかし兼務業が多くなり便利

人間像に成長せよ。○危険医薬品はポリ瓶

屋的傾向はだめである。

に，○病室落下物防止にマクラを利用，○

⑥12月16日番町共済会館

地震に対する訓練を，○食糧の備蓄，○容

技師の専門化とローテーションについて

量の大きい自家発電機，○装置の固定は規

技術の進歩に追従するために自己研賛が

定通りに，○廻診用装置，ボンベは鎖で固

必要，そのため専門化となるが，やはりゼ

定する，その他棚等の固定を十分に，災害

ネラリストが必要であるから新人，中堅の

後の救急活動体勢を日頃から訓練してお

ローテーションは各々異なった形のケース

く。

になる。専門的な技術を身につけること，

⑤12月15日東京女子医科大学病院

多分野の業務をマスターすることが目的で

技師の目標管理の与え方（勤労意欲と研

ある。

究心を高めるためには）

昭和53年

①２月17日聖路加国際病院

日常業務の質の向上に役立つ職場トレー
５３４

昭和54年

①２月23日太田総合病院

中小病院における経営問題と技師の役割

４研究部会

中小病院の繁栄は個々が経済的認識が統
一されること。管理者は技師長に努力目標

を与えて欲しい。質的レベルの向上は医師

が共通点をもつため必要な時間をかけて，

レベルアップにつなげる。
④12月12日牧田総合病院

と技師のコミュニケーションが必要。診療

医療人のあり方

レベルを上げることにより経営状態を良く

ポータブル装置の技術的諸問題

することにつながる。データ集計も総合的

に価値のある内容で，技師，看護婦相互の
業務の中でコミュニケーション不足により

３全国研究会

放射線管理部会の全国研究会は昭和43年より

谷間ができている。お互いが主張すること

はじめられた。

と協力関係がミックスされないと患者不在

昭和43年

になる。

②４月27日日本病院会第一会議室
患者サービスのための技師と看護婦の協
力

③８月24日国立療養所中野病院
医用ベビーサイクロトロンについて

④12月14日日本病院会会議室

９月14日神戸市・神戸県民会館

（１）放射線科の自動化について
自動化とは機械作業に変換して生産性，
精度の向上，経済性を上げることが目的と
される。企業的に考えると上記のようにな

る。しかし，医療の中では限界がある。つ
まり，自動化は避けられないが，人間がコ

最近の超音波診断装置について

ントロールすることにより運営されるもの

放射線科における身近な工夫

である。

昭和55年

①２月15日都立墨東病院
放射線業務のシステムについて（特にデ

（２）技師の立場から見た放射線科の管理運営
について

（３）講演病院管理者から見た放射線科の管
理運営について

ーライトシステムについて）

緊急テーマ：レントゲンフィルム価格等

（４）一般討議放射線科の事務員配置につい

の上昇に伴う問題点

②４月19日大宮市民会館
看護婦と技師との業務連携
③８月15日川崎胃腸病院

放射線科における日計表の問題点
最近の超音波診断装置について

て

昭和44年

７月23日盛岡市・岩手県自治会館
（シンポジウム）
放射線科と関連部門とのコミュニケーシ
ヨョ／

日計表は正確に記載するのが大切であ

（'）事務部門と放射線科

る。その目的は日常の医療活動を数的に表

（２）医師部門と放射線科

し，その状態を明らかにすることにある。

（３）看護部門と放射線科

日計表は一定化できないが，多くの病院

（４）全体討議
5３５

４研究部会

れず従事すること，機器類の保守管理を正

昭和45年

１０月23日山形市・山形市産業ピル

放射線科の合理化に関するアンケート集

確にすることが，診断治療によい結果をも
たらす。技術の研鎮を怠るな。

医療における専門職業者として専門性，

計報告

全体討議(その’）放射線科の業務的な
問題（業務の改善）

全体討議(その２）放射線科の人事的，
組織的な問題

組織性の他に，広い視野と良識ある社会人
として一般教養を深める努力を常に行う必
要がある。
昭和47年

講演放射線医学の将来について

１１月24～25日福岡市・武田薬品工業㈱福岡

全体討議働き易い放射線科にするため

支店講堂

にはどうしたらよいか

講演放射線科内の人間関係

全体討議放射線科内の人間関係

昭和46年

10月,5日名古屋市．名古屋第一赤十字病院
（１）人間関係と言葉づかい

パネルディスカッション

技師長の職責は如何にあるべきか

（２）医療の中における放射線技師の倫理

（１）院長の立場から

（３）パネルディスカッション

（２）事務長の立場から

医療人としての放射線技師の姿
患者は受け身であるからいたわりの心で

接すること，秘密を守ること，ムダな被曝

（３）放射線科医長の立場から
（４）総婦長の立場から

（５）放射線技師長の立場から

を与えないで，医師と技師が協力して最小

技師長は，若い人達を教育する立場にあ

の被曝で最大の効果を上げるよう努力しよ

る。業務の中においては，よりよい診療に

う。

結びつくように医長，ナースと連携をと

専門化した装置を駆使し診断に役立つ情
報を提供するとともに人間的に信頼される

こと。病院組織の中心的存在であるから，

り，スムーズな運営ができるように努力す
べきである。

職務権限，新しい学問に柔軟に対処すべ

人格，指導力の向上を目指して欲しい。ま

きである。技師長は医師の命を受け機能の

た自己満足してはならぬ。予算には枠があ

分化，専門化，高度化，中央化された放射

るので希望どおりの設備投資は難しいこと

線部門が望まれる。

を理解して欲しい。

専門医で出来ないものは他科の医師に行

全日赤の放射線科の平均収入は病院全体

ってもらう。技師が20年経っても地位が上

の５～７％500床以上19施設の技師131名年

らないというのはおかしい。思いやりの気

296日として患者64万人，技師一人当り，

持を忘れるな，若い技師への教育を十分

5,000人，稼動額955万円，となっている。

に，組織の位置づけによって，その職責に

患者に対して謙虚な気持で医療の尊厳を忘

差がある。

５３６

４研究部会

一般討議業務上発生した事故並びに`患

聖路加国際病院放射線科

者苦情の処理について
昭和48年

医長野辺地篤郎

昭和50年

６月８～９日松江市・島根県民会館

６月13～14日金沢市・石川県郷友会館

講演放射線科における人間関係

講演これからの医療とパラメディカル

国立米子病院副院長島隆充

公立能戸総合病院

シンポジウム病院における放射線科の

院長奥田幸造
講演放射線技師に望む

役割
（１）院長の立場から

Ａ院長の立場から

（２）医長の立場から

国立金沢病院長更田康彦

（３）事務部長の立場から

Ｂ教育者の立場から

（４）総婦長の立場から

金沢大学医学部教授高島力

（５）技師長の立場から

講演病院，診療所（特に放射線部門）

における環境保全

一般討議

石川県公衆衛生課長西正美

（１）患者の医療被曝不安にどう答える

全体討議放射線管理における放射線技

か

師の立場

（２）放射線専門医のない施設における

講演,患者被曝の軽減に如何にとりくむ

技師のあり方
昭和49年

べきか

聖路加国際病院放射線科

６月７～８日松山市・愛媛県医師会館

医長野辺地篤郎

講演院長から見た放射線科への期待

全体討議パラメディカルとしての放射

松山赤十字病院長土屋定敏

線技師のあり方

講演専門医から放射線技師への期待
愛媛県立中央病院
放射線科部長兵頭春夫
一般討議

（１）最近における消化管Ｘ線検査の動
向

昭和48年12月のアンケート集計結
果の発表と今後の問題について討議

（２）放射線技師のマナー

（３）放射線科医長と技師長のコミュニ
ケーション

講演明日からすぐ役に立つ放射線医学

昭和51年

６月25～26日和歌山市・和歌山県薬剤師会
館

講演これからの医療と放射線技師の心
構え

和歌山県病院協会長
堀口整形外科病院長堀口銀二郎
講演脳神経放射線診断に関して

和歌山医科大学放射線科

助教授藤野保定
■全体討議放射線技師の勤労意欲につい
５３７

４研究部会

（特に放射線部門における問題

て

点）

講演医療被ばくと管理について
和歌山県立医科大学教授

全体討議医療にたづさわる技師の職業
意識

和歌山県立医科大学病院長
堀啓二

講演映像診断の現状と将来

聖路加国際病院放射線科

全体討議自動化機器の導入による経済

医長野辺地篤郎

性の検討について

講演コンピュータ断層見聞記

聖路加国際病院放射線科
医長野辺地篤郎

昭和54年

６月22～23日松本市・松本商工会議所
講演病院勤務におけるヒューマンリレ

昭和52年

ーシヨン

７月１～２日新潟市・新潟県土地改良会館

講演院長の立場から見た技師への期待

信州大学病院長高瀬吉雄

講演放射線医学と放射線管理
信州大学医学部教授小林敏雄

新潟県立吉田病院長中畠健
講演医療における放射線被曝

講演いわゆる医用画像診断について

新潟大学医学部助教授酒井邦夫

関東逓信病院第２放射線科

全体討議放射線施設のあり方

部長蜂屋順一

講演放射線機器の現状と将来

全体討議放射線科における小さな工夫

聖路加国際病院放射線科
医長野辺地篤郎

全体討議救急医療のＸ線業務
講演救急医療における放射線技師の立
場

昭和55年

６月27～28日神戸市。神戸看護専門学校
講演総合画像診断の現状
神戸大学医学部助教授河野通雄

杏林大学医学部教授高橋政頑

全体討議中小病院の放射線科に関連す

る帳票類のあり方

昭和53年

６月23～24日岡山市・岡山衛生会館
講演医療人教育について
川崎医科大学病院長柴田進
講漬胃のエックス線診断について

川崎医科大学教授西下創一
講演ジョンス・ホプキンス大学病院に

おける核医学診療について
岡山大学医学部助教授田辺正忠

全体討議週休２日制へのアプローチ
５３８

とその実践

講演患者の接遇（その言葉づかいと患
者の心理）

西日本相互銀行社長室副部長
兼経営相談所長福田靖
講演開発途上国における医療事`肩（カ

ンボジヤ難民医療班に参加して）

佼成病院放射線科部長西田義夫
全体討議放射線科における保険請求と
諸問題

４研究部会

４放射線技師監督者セミナー
放射線技師が中間監督者としていかにあるべ

きかの問題についての訓練を行うために放射線

技師監督者セミナーが企画された。
放射線技師監督者セミナーは，富士山を望む
御殿場のＹＭＣＡ東山荘の斎藤記念館を主たる
ホームグラウンドとして，その第１回よりここ

に合宿して，３日間にわたって論議をつくすと

いう形式をとった。合宿のべんきょうは同志者
の共感をを呼び，その成果はみるべきものがあ

ＪＳＴ講師内藤均

全体討議病院組織と技師長の責任

宿題討議放射線医学の将来
講演技師長に何を望むか
北品川総合病院長河野稔

昭和46年９月10～12日熱海市・ホテル西山
講演現代の医療倫理

教育大学名誉教授杉靖三郎
講演医療設備と人間工学
千葉大学工学部教授小原二郎

事例研究他部門との人間関係
佼成病院検査部技師長

ったと考えられている。
昭和45年９月11～13日静岡県・東山荘
講演企画，計画のたてかた

小西六写真工業㈱

企画室長山田隆一
講演病院管理者と中央放射線科につい

ＪＳＴ講師平沢政人

全体討議科内会議の持ち方

事例研究発表及び討議
佼成病院臨床検査部技師長
ＪＳＴ講師平沢政人
講演中間監督者の心がまえ

て

順天堂大学医学部教授守屋博
講演部下の管理とその研修

富士写真フィルム㈱
秘書室長夏目利通

全体討議技師業務の分析
全体討議技術管理について

厚生省病院管理研究所津田豊和
講演医療制度と病院

医事評論家水野肇

事例研究診療時間帯の問題点
聖路加国際病院庶務課長
ＪＳＴ講師内藤均

宿題討議部下の管理

全体討議放射線業務の合理化

ケース発表対人関係

事例研究発表及び討議

佼成病院検査部技師長

ＪＳＴ講師平沢政人
講演これからの医療とパラメディカル

医事評論家石垣純二

講演機器類の購入と償却

虎の門病院事務長石原信吾
ケース発表事故処理のしかた
聖路加国際病院庶務課長

聖路加国際病院庶務課長
ＪＳＴ講師内藤均
講演放射線公害の中での技師責任
東京大学医学部助教授吉沢康雄
昭和47年９月15～１７日静岡県御殿場・国
年９月15～17日静岡県御殿場・国際

ニースセンター東山荘

講演地域医療における病院の問題
厚生省病院管理研究所
５３９

４研究部会

所長吉田幸雄

講演医療人としてのプロ意識

佼成病院長小野田敏郎

講演部下の話の聞き方、問題発生の予

講演放射線科科長と技師長

防心理”
近代カウンセリングセンター

所長麻生泰範

講演医療事故と技師の責任
国立東京第二病院

図書室長臼田正堅

事例研究グループ発表

日本大学医学部教授榊原聡彦
講演メヂカルパートナーとしての心が
まえ

聖路加国際病院総婦長内田卿子
講演病院の経済学

厚生省病院管理研究所

経営管理部長石原信吾

全体討議放射線科内の組織の検討
講演院長の立場から技師に希むもの

講演管理者の役割

佼成病院長小野田敏郎

日本航空中央研修所次長

講演看護婦の医療に対する取組み方
（特に看護と放射線科の接点）

国立がんセンター婦長宇賀絹子
全体討議技師の専門化とローテーショ

兼主席教官諸永好孝
全体討議人間関係について

講演Ｘ線写真と線量の関係について
（Ｍ､Ｔ､Ｆ）

聖路加国際病院放射線科

ンの問題

医長野辺地篤郎

講演診断医の立場からみたＸ線撮影技

昭和49年９月14～16日静岡県御殿場・国際

術

聖路加国際病院放射線科
医長野辺地篤郎

ユースセンター東山荘
講演‘患者の心理

講演病院ロスの現れ方

聖マリアンナ医大東横病院

婦長澤田恵美

（病院の経済学）

厚生省病院管理研究所
経営管理部長石原信吾

３分間スピーチ

講演病院経済の現状と今後の見通し
厚生省病院管理研究所

)年９月14～16日静岡県御殿場・国際
昭和48年９月14～16日静岡県御殿場・国際

経営管理部長石原信吾

ユースセンター東山荘
講演部下の管理

産業能率短期大学講師日野恵司

１．問題点抽出

３分間スピーチ（１，ｍ

２．その原因を考える

講演メヂカルパートナーとしての心が

３．具体的な解決策

まえ

東京警察病院総婦長嶋崎佐智子
事例研究
5４０

事例研究

役割演技法

役割漬技法の進路とか役割について，各
自が本人になり切って役割を演じなけれ

４‐研究部会

佼成病院長小野田敏郎

ぱ，その効果が現れない。

講演病院における今後の環境保全

講演医戒
日本病院会副会長

富士写真フィルム㈱Ｘレイ部

佼成病院長小野田敏郎
全体討議

技術課長山田義彦

公害対策基本法による水質汚濁について

（１）技師のマナー

病院放線射科の対応について

（２）技師の管理者及び監督者としての

講演放射線部門の作業の適正化

職責

厚生省病院管理研究所

講演医療従事者としての心がまえ
聖路加国際病院総婦長内田卿子
講演技師の適正

日本大学医学部教授榊原聡彦
講演ＭＴＦによるＸ線像の解析とその

臨床的意義

医療管理部長津田豊和
全体討議放射線業務における合理化
昭和51年９月18～20日静岡県裾野市・富士

教育研修所

講演医療の中の記録
聖路加国際病院放射線科

聖路加国際病院放射線科
医長野辺地篤郎
大日本塗料㈱

技術課長四宮恵次

医長野辺地篤郎
３分間スピーチ

講演医療者と,患者
東京女子医大看護短期大学

５分間感想文

昭和50年１０月10～12日静岡県御殿場・斎藤
記念会館
講演医療人としての心構え

教授藤枝知子
事例研究

講演皆保険における病院の経済
厚生省病院管理研究所

聖路加国際病院婦長立山恭子
３分間スピーチ

講演病院の現況と経済問題

経営管理部長石原信吾
講演病院のみち

日本病院会副会長

厚生省病院管理研究所
経営管理部長石原信吾
事例研究

全体討議技師の生がい
講演Ｘ線診断装置の最近の動向

聖路加国際病院放射線科
医長野辺地篤郎

講演医の倫理
日本病院会副会長

佼成病院長小野田敏郎
全体討議リーダーシップのあり方

全体討議患者サービスにつながる放射
線科のあり方

５分間感想文
昭和52年９月16～１８日静岡県御殿場・ＹＭ

ＣＡ東山荘
講演病院経済と世界医療動向
５４Ｚ

４研究部会

厚生省病院管理研究所

講演映像診断の進歩
聖路加国際病院放射線科

経営管理部長石原信吾

医長野辺地篤郎

３分間スピーチ

全体討議放射線機器選定における技師
の立場

５分間感想文
昭和54年１０月25～27日神奈川県湯河原・立

全体討議技師の余暇利用の研究

正佼成会共済組合東海荘
講演病院の現状と見通し

講演接遇のあり方

御殿場ＹＭＣＡ主事中野衛

厚生省病院管理研究所

講演道

経営管理部長石原信吾
日本病院会副会長

佼成病院長小野田敏郎

３分間スピーチ

講演拡大する総合画像診断

１．プロフェッションと倫理

聖路加国際病院放射線科

２．道

副医長土井修

全体討議組織人の心得

３．医道

事例研究

一組織へのアプローチー

講演ＣＴ装置について

聖路加国際病院放射線科

医長野辺地篤郎
５分間感想文

講演人間の生甲斐

立正佼成会青年本部長村瀬雅貞

講演これからの人事管理
一組織の活性化一

昭和53年９月28～30日静岡県御殿場・ＹＭ

志木市救急市民病院

ＣＡ斎藤記念館

院長榊原聡彦

講演病院経済の現状
厚生省病院管理研究所

経営管理部長石原信吾

アンケート集計結果報告
事例研究

昭和55年１０月23～25日静岡県湯河原・湯河

原厚生年金会館

３分間スピーチ

事例研究

３分間スピーチ

講演放射線機器のＪＩＳ規格の現状に

講演好ましい監督者のあり方
北品川総合病院理事長河野稔

ついて

㈱日立メディコサービス事業部

副技師長山根巌

講演接遇のあり方

東京ビジネス専門学校厳那々子
全体討議技師の教育と指導

全体討議技師職の労働と余暇
５４２

帝王学や原理原則を教えて貰う師を選
べ，そして直言する側近を持て，また良い

幕僚を持てと言われた。
講演医用画像診断の現況
関東逓信病院第二放射線科
部長蜂屋順一

４研究部会

舩橋哲哉

都立墨東病院

加して－

都立大久保病院

日本航空㈱中央研究所

主任教官中村多計司
講演病院経済の現状と見通し

古田
広田

川添

都立大久保病院
都立広尾病院
都立広尾病院
東横病院

経営管理部長石原信吾

事例研究

野辺地篤郎聖路加国際病院４５～

西田義夫佼成病院４７～

榊原聡彦日大板橋病院４７～

佼成病院
日本大学板橋病院

社保中央総合病院
国立東京第二病院
北里大学病院
関東逓信病院

東京警察病院

藤田良三河井病院

中沢勇関東中央病院４２～4３

東京医科大学霞が浦病院

４５～４９

原尾基継佼成病院４２
大内周信聖路加国際病院４２～

54～

尾
村
野平杉

長尾良蔵東京警察病院４２

３

大桃七郎済生会中央病院４２～４３

一

鍬形圭造啓明会中島病院

５

妹尾昭一都立墨東病院４２～

２

一

５

（委員）

一一

井染成夫都立墨東病院４５～４７

東京警察病院

６

（顧問）

同愛記念病院

８
４

ある。

佼成病院

４

えられてきた。その氏名と任期は次のとおりで

夫二男夫衛雄－淳雄悟
義勇廷繁
義健道真

放射線管理部会はつぎの顧問，委員により支

田渡口内浦井越原田場
西虎山木松新大萩栗橋

５放射線管理部会委員の推移

一一一一

河野通孝北品川総合病院

８
４

全体討議業務統計の諸問題

中野能保留日本鋼管病院

２

一

５

厚生省病院管理研究所

４

広島

都立荏原病院

４

全体討議管理者の役割演技

池田

弘良里雄身
徳豊貞修

佼成病院放射線科部長西田義夫

一一一一

横浜赤十字病院

４９
４４

一カンボジア難民救済医療班に参

伊藤忠雄

３３０３３３３４９４４４４５５５６６６７７７０１２
４４５４４４４４４４４５４４４４４４４４４４５５５

講演開発途上国における医療事I清

任

浦和市立病院

52～55

和夫

済生会中央病院

53～

敏憲

国立東京第二病院

55～

橋本宏済生会中央病院４２～４３
多田信夫太田綜合病院４３～４７
長瀬佳平佼成病院４３

大谷英尚東京女子医大附属病院４３～
５４３

４研究部会

第２回発足準備会は，昭和42年５月10日同会

臨床検査管理部会

議室に前回と同じメンバーの出席で，引続き討
議を行い次のことを決定した。

近代医療の発展は，診療の合理化と科学技術

臨床検査管理部会委員には広明竹雄氏（国立

導入のために，パラメディカルの分業化が急速

東京第一病院）他９名が推薦を受け，代表委員

に行われていた。

に平沢政人（佼成病院）副代表に真鍋真之（白

この目的を達成するために昭和35年ごろよ
り，診療上はもちろん病院経営管理のうえから

も臨床検査部門の業務管理および人事労務管理
は無視することはできない存在となってきた。

十字病院）両氏を互選し，日本病院協会会長よ

りそれぞれ委嘱を受けた。

昭和42年度研究会は，偶数月に定例研究会の
開催を計画した。

したがって臨床検査の専門的指導者は，技術

研究会の資料にする目的で，全国会員施設を

者教育とは別に，これらの問題を何回も討論し

対象に臨床検査室の実態をアンケート調査によ

た結果，大施設では曲りなりにも一応検査室管

る実施を決定をした。

理が組織的に確立されてきた。ところが中小施

設の多くは，その指導や管理方法を模索しなが

２定例研究会

ら検査業務を実施しているのが現状であるとい

定例研究会は，前述の目的をもって関東地区

える。検査室管理方法が能率的かつ組織的に実

会員施設の検査室管理者，技師および職員を対

施されることを目的に，昭和42年３月小野田敏

象に開催された。

郎教育委員長（佼成病院院長）の提唱により臨
床検査管理部会が発足した。
１発足準備から研究会開催まで

昭和42年３月前述のごとく臨床検査管理部会

昭和42年度は当部会発足後初めてのため委員
会で充分討議のうえ，定例研究会を後述のごと

き内容と演者によって開催した結果，毎回検査

室管理者および技師多数の参加によって聴講さ
れ，さらに多くの質疑応答が行われた。

発足準備会を開催することが決定し，準備会委

（２）昭和43～55年度の定例研究会

員として東京臨床薬剤師会，病理細菌同好会お

昭和42年度に引継ぎ昭和43年度以後の定例研

よび城南臨床検査研究会より12名が依頼を受

究会を開催した。その内容は検査室職員教育，

け釿昭和42年４月19日日本病院協会会議室で，

精度管理，物品薬品など使用材料の管理，伝票

協会側より大城事務局長他２名と前記12名の委

類の管理などの問題，さらに緊急検査，ＲＩ

員が出席して当管理部会発足準備打合せ会議を

検査，採血法，コンピュータの知識など，科学

開催し，次のことを決定した。

の急速な進歩に合わせた問題など臨床検査部門

(1)臨床検査管理部会を昭和42年度より発足す

の管理には避けることのできない問題が多く取

る。

りあげられた。したがって当時の検査室管理者

(2)委員は次回それぞれ推薦する。

および技師のリーダーには必要不可欠の問題が

(3)昭和42年度研究会内容を討議する。

多く，毎回会員施設より多数の参加により討議

５４４

４研究部会

がなされた。

牧田病院内呂和夫

また，既存管理部会との合同研究会も多く，
昭和43年８月看護部会，同12月医事部会，昭和

46年10月と昭和47年３月放射線部会とそれぞれ

合同で研究会を開催することができたざその結

④12月９日虎の門会館講堂
臨床検査の現状について・
昭和43年

①２月14日番町共済会館

果，検査室と関連部門間とに多くの問題点が討
議され，相互の信頼と協調‘性が各施設内に高ま

（用度研究会と合同）

検査室の消耗，備品の購入状況について
②４月10日番町共済会館一

ってきた。

逐年の定例研究会は次のとおりである。

新入技師の受入れと教育について

昭和42年

11頂天堂大学藤沢武吉他

①６月14日佼成病院講堂

（１）中央検査科の生い立ち

③６月12日佼成病院
臨床検査の精度管理について
鉄道中央病院河合忠

順天堂大学教授守屋博

（２）臨床検査室の管理について

④８月14日番町共済会館
（看護部会と合同）

佼成病院院長小野田敏郎

（３）検査科からみた検査室管理
国立東京第一病院技師長広明竹雄

②８月９日１１頂天堂大学講堂

看護との関連について
⑤10月９日駿河台日大病院

病院内の環境衛生の臨床検査科の役割

国立東京第一病院広明竹雄

～臨床検査室アンケート調査結果報告(1)

（１）種目別稼働件数の評価ならびに考察

⑥12月11日番町共済病院
（医事研究会と合同）

順天堂大学藤沢武吉
（２）再教育について
国立東京第一病院広明竹雄

（３）精度管理について
東京警察病院福田寛
（４）病院他部門との連絡事項について
佼成病院平沢政人
③10月11日番町共済会館

臨床検査室アンケート調査結果報告(2)
（１）専門医との関係について

大森赤十字病院田丸武夫
（２）検査室の広さと技師数について
東京白十字病院直鍋真之
（３）器材の保有数について

医事課との関連について

昭和44年

①２月12日番町共済会館
４３年度アンケート調査集計結果について
白十字病院真鍋真之他

②４月17日番町共済会館
これからの検査科の運営管理について

順天堂大学小酒井望
③６月７．８日水府荘（水戸市）

（１）検査科の材料管理と稼働量について
日本大学佐藤和身

（２）成績管理の現状と問題点について
佼成病院平沢政人
５４５

４研究部会

（３）検査科管理の諸問題について
鉄道中央病院河合忠

応用について

④10月29日佼成高等看護学院
（放射線部会と合同）

④８月７日番町共済会館
使い捨用品の購入と使用後の処理につい

パラメジカルとして共通の問題について

昭和47年

て

日本大学佐藤和身
⑤12月８日番町共済会館

①２月５．６日東山荘（御殿場）
（１）機械化について
佼成病院平沢政人

（１）パートタイマーについて

慈恵医大小形久

順天堂大学藤沢武吉他
（２）臨床検査職員採用について

（２）簡易化について

蕨市立病院工藤正十三

成田赤十字病院吉岡稔他

葛南病院河喜多龍祥

昭和45年

国立東京第一病院広明竹雄

①２月26日中央鉄道病院

中央検査室の概要について

（３）使い捨て器具について
成田赤十字病院吉岡稔

②10月１日関東中央病院

関東逓信病院小林芳治郎

昭和46年

①３月25日三井記念病院

（４）検査点数について

国立東京第一病院星野辰雄

コンピュータの基礎知識について

東京白十字病院真鍋真之

②４月２３．２４日湯河原・東海荘

（１）中小病院における検査室の管理につ

（５）外注検査について
練馬医師会センター小沼哲

いて

自治医科大学院院岩田弘

菖南病院河喜多龍祥他

（２）検査科職員の研修について

佼成病院平沢政人

②６月９日北里大学病院
緊急検査について

北里大学斉藤正行

（３）使い捨て器具の採用について
日本大学佐藤和身
（４）検体取り扱いの問題点について

③９月１．２日清山ホテル（軽井沢）
（１）検査点数について
日本大学佐藤和身他

順天堂大学藤沢武吉

（５）伝票制度について

（２）卒後教育について
佼成病院平沢政人他

国立東京第一病院星野辰雄

（６）毒性薬物の取り扱いと管理について
日本大学佐藤和身

③６月３日番町共済会館
病院を中心としたコンピュータの医学的
5４６

④10月26日関東逓信病院
採血について

昭和48年

①３月16日順天堂医院

４研究部会

（放射線部会と合同）

ＲＩ検査業務とその分担について

②６月18日番町共済会館

病院の機能と臨床検査の本質

厚生省臨床検査専門官佐藤乙一
昭和52年

①２月25日順天堂医院

劇物，毒物の管理
日本大学佐藤和身

③10月３日順天堂医院

（薬事管理部会と合同）

②６月29日順天堂医院

合成洗剤に関する諸問題

薬剤と臨床検査

川崎市衛生研究所小林勇

④12月１．２日湯河原厚生年金会館
関連部門との複雑な改善策のすすめかた

③11月25日順天堂医院

病院内における臨床検査部門の管理

昭和49年

①６月７日番町共済会館
（１）病院検査室人員の実際と技師定数化

昭和53年

①２月23日順天堂医院

（１）毒物劇物の法的管理ならびに処理方

の問題点

法

成田赤十字病院吉岡稔

品川保健所江口定衛

（２）検査機器の購入及び保守管理につい

（２）臨床検査から見た正常人の横顔

て

慈恵医大井川幸雄

日本大学佐藤和身
②６月２日

昭和50年

①８月15日順天堂医院

職場リーダーのポジションとその役割
佼成病院神田幸助

検査技師に必要な関連法規の解釈
国立市川病院佐藤乙一

②12月５日順天堂医院

③８月４日

労働基準法をめぐる就業上の問題点

労働省労働基準局笹川靖雄

外注検査をめぐる問題点
日大病院佐藤和身

④10月17日

検査室の収支状況

昭和51年

済生会中央病院黒田幸男

①２月６日１１項天堂医院

臨床検査室の排水処理の問題点
東京都技官野中

⑤12月８日

検査室の安全管理

順天堂医院藤沢武吉

②６月６日順天堂医院
ＨＢＳ抗原対策について

都立大久保病院岡田情

③10月13日池坊お茶の水学院
臨床検査の点数請求漏れ防止対策に関す
る検討

昭和54年
①２月２日

アメリカにおける緊急検査の現状

日本大学河野均也
②６月８日順天堂医院
５４７

４研究部会

緊急検査にまつわるローテーションの問

を関東地区以外で年１回開催することがあり,

題点

当部会も委員会で討議して各県技師会の協賛に

三井記念病院坂内英明
③８月10日順天堂医院

昭和43年度は，宮崎市において県技師会（会

職場リーダーのリーダーシップと相互理

長河喜多龍祥氏）の協賛により11月22日開催を

解について

計画したがプ当部会最初の全国研究会に最も会
聖路加国際病院内藤均

④12月７日順天堂医院

第５回日本病院学会のまとめ
秋田赤十字病院根本一蔵

員施設の少ない南九州地区で開催のため，小野
田敏郎教育委員長も出席し多数の参加者がみら
れ，研究会も活発な討議がなされた。

昭和44年度は11月１．２日山形市，県技師会
（会長佐藤清蔵氏）の協賛により２日間の研究

昭和55年

①６月20日半蔵門会館
洗剤の安全'性と環境汚染について

川崎衛生研究所小林勇

②８月７日番町共済会館

会を開催した。前年度に引続き会員施設の少な
い東北地区での開催であったが，参加者も多く
熱心な討論が行なわれた。

昭和45年以後も中小施設の多い地区を対象に

「臨床検査以外の精度管理について」

検討し，さらにはそれぞれの県技師会の協賛を

（１）血液の関係

得られる地区を選び全国研究会を実施した。ま

済生会中央病院坂内英明

（２）細菌の関係

た研究会内容および参加者も，臨床検査の急速
な進歩に合せた問題が多かった。

順天堂医院小栗豊子

（３）一般の関係

昭和43年

１１月22日宮崎市

昭和大学病院平沢政人

（１）検査技師の受入れと再教育～
〆県立延岡病院河喜多龍祥

（４）血清の関係
越谷市立病院近藤弘司

③11月28日東医健保会館～
「血中薬物濃度のモニターリングについ

都立広尾病院長岡文
河北病院針生－昌子

（２）臨床検査と稼動と精度の管理～
県立延岡病院河喜多龍祥

て」

（１）抗痙鑿剤の血中濃度について
順天堂大学狩野淳

（２）血中薬剤の測定法について
昭和大学五味邦英
３全国研究会

日本病院協会の事業目的の中に，全国研究会
５４８

よる開催を計画した。

佼成病院平沢政人

（３）設備と機械器具の保有について、
…県立宮崎病院月足正成

東京白十字病院真鍋真之
（４）新しい医療における検査技師の役割

）菖南病院河喜多龍祥

県立宮崎病院月足正成

4研究部会

昭和44年

特別講演検査の機械化と成績管理について

１１月１．２日山形市

東洋工業病院大場康寛

（１）成績管理の現状と問題点について

（１）中小規模検査室のあり方について

（２）検査科の設備について

佼成病院平沢政人

（３）管理運営の現状と将来について

葛南病院河喜多龍祥

昭和45年

（２）臨床検査技師，衛生検査技師等に関する

６月13.14日福井市

法律の解釈と検査過誤について

（１）検査項目別割合と稼動状況について
佼成病院平沢政人

厚生省医事課長新谷鉄郎
（３）技師長，主任技師の業務について

日本大学河合忠

（２）使い捨て器具の採用と原価及び問題点

日本大学河合忠

昭和48年

成田赤十字病院吉岡稔

９月21.22日青森市

日大駿河台病院佐藤和身

特別講演臨床検査部の管理について
弘前大学工藤肇

（３）検査科の科長，技師長，主任の業務につ

（１）検査科稼動状況および器材の購入状況

いて

社保・中京病院稲生富三

慈恵医大小形久

順天堂病院藤沢武吉

日本大学佐藤和身

（４）地方病院における検査科管理の問題点に

慈恵医大井上幸雄

（２）検査科の「面積」「設備」「教育」につい

ついて

福井県立病院浅野彦二

て

社保・中京病院稲生富三

東京白十字病院真鍋真之

（５）検査科における自動化とその問題点につ

菖南病院河喜多龍祥
日本大学河合忠

いて

順天堂病院林康之

公開座談会検査における採血状況，緊急検
査，当直問題について

日本大学河合忠

司会：順天堂病院藤沢武吉

昭和46年

発表：むつ病院渡辺光雄

１１月１２．１３日京都市

（１）臨床検査室の管理について

八戸市民病院川島博

（２）緊急検査室の管理について

藤沢市民病院宮原正道

（３）病院検査室における公害検査項目の測定

成田赤十字病院吉岡稔

（４）赤血球凝集反応の基礎知識と臨床への応

三井記念病院中甫

用について

昭和47年
１１月９．１０日広島市

昭和49年

９月１３．１４日大阪市

（１）検査室の運営と管理
５４９

４研究部会

大阪赤十字病院寺田由紀夫

関連部門とのコミュニケーション

司会：東海大学河喜多龍祥

(2)技師の研修のあり方
三井記念病院中甫

医師の立場から

九州厚生年金病院縄田義夫

(3)業務分担と改善
佼成病院平沢政人

検査技師の立場から
帝京大学平沢政人

(4)検査技師の定数化問題について
県立奈良医大梅垣健三

中央検査センター宮崎三省

国立病院医療センター星野辰雄

福岡赤十字病院森重勝美

慈恵医大井川幸雄

(5)検査事故と業務について
西淀病院浅岡謙之助

国立東京第二病院遠藤甚作

昭和51年

１１月５．６日高松市
講演

（１）検査室の公害問題について
高松赤十字病院山田哲夫

日本大学河野均也
シンポジウム（１）

（２）ＨＢ抗原対策について

検査技師の卒業教育・病院の立場から

司会：日大駿河台病院佐藤和身
発表：福岡記念病院末松英資

日本大学河野均也

報告検査実態のアンケート調査結果
①稼動状況について

国立別府病院寺田勝美

順天堂病院藤沢武吉

順天堂病院藤沢武吉

②検査機器材料，薬品の購入状況につい

検査技師学校の立場から

て

銀杏短期大学臓元虎蔵
シンポジウム（２）

日大駿河台病院佐藤和身
③面積，設備状況について

外注検査の方法と問題点

司会：帝京大学平沢政人

東京白十字病院真鍋真之

④技師の教育研究状況について

外注検査の実態

東海大学河喜多龍祥

東京白十字病院真鍋真之

⑤採血状況について

外注検査受入側の立場から
延岡臨床検査センター児玉治兵衝

社保船橋病院後藤直昭
⑥緊急検査と宿日直状況について

福岡医学検査研究所森成之
外注検査のあり方

昭和52年

日大駿河台病院佐藤和身

外注検査の問題点

5５０

９月16.17日秋田市

特別講演病院長より検査料にのぞむ
順天堂病院藤沢武吉

シンポジウム（３）

社保船橋病院後藤直昭

秋田赤十字病院竹本吉夫
パネルディスカッション（１）

４研究部会

緊急検査の実態について

③東海大学河喜多龍祥

司会：社保船橋病院後藤直昭

④秋田赤十字病院根本一蔵

発表：①市立秋田総合病院阿部定雄

パネルディスカッション（２）

②新潟県立中央病院村松貞夫

検査室の安全管理について

③むつ総合病院渡部光雄

司会：東京白十字病院真鍋真之

④盛岡赤十字病院字生方貞夫

発表：①越谷市立病院近藤弘司

②葛南病院木藤勝美

パネルディスカッション（２）

③岐阜県立多治見病院岸正弘

検査の自動化とその反省

司会：東京白十字病院真鍋真之
発表：①東海大学河喜多龍祥

②越谷市立病院近藤弘司

④順天堂病院藤沢武吉
パネルディスカッション（３）

検査技師と看護婦との業務接点

③佼成病院設楽正登

司会：社保船橋病院後藤直昭

④藤沢市民病院宮原正道

発表：①成田赤十字病院吉岡稔

⑤秋田赤十字病院根本一蔵

②新潟市民病院斉藤栄

シンポジウム

③魚沼総合病院谷内レイ

中小病院における検査室の管理について

④新潟市民病院中田美江子

⑤新潟県立病院藤井久美子

司会：順天堂病院藤沢武吉
①労務管理

昭和54年
昭和大学平沢政人

９月７．８日高知市

特別講演自己免疫疾`患における進歩と臨床

②物品管理
慈恵医大福井清一

検査

高知医大伊藤憲一

③薬品管理

日大駿河台病院佐藤和身

シンポジウム緊急検査の問題点

司会：東京白十字病院真鍋真之

④成績管理

秋田組合総合病院加賀屋富四郎

①ローテーションの問題点

東京済生会病院坂内英明

昭和53年

②設備機器の問題点

９月１．２日新潟市

特別講演臨床検査の展望
新潟大学尾形稔
パネルディスカッション（１）
職場リーダーのポジションとその役割

司会：上越医師会検査センター松村貞夫
発表：①昭和大学平沢政人

②長岡赤十字病院伊豆一雄

越谷市立病院小崎繁昭
③精度管理の問題点
昭和大学平沢政人

④労務管理の問題点
近森病院古谷広正
パネルディスカッション

ＨＢ抗原の現状とその対策
５５Ｚ

４研究部会

司会：高松市民病院溝淵」唐

理法を見習うか模索しながら管理を行なってい

発表：①日大板橋病院岩田進

たのが現状であったため，当部会は全国会員施

②順天堂病院藤沢武吉

設を対象に，検査室管理の実態を，昭和42年，

③高知市立市民病院森本和夫

45年，４７年，４９年と４回実施した結果，毎回６３

④日本大学河野均也

％～72％の回収で，そのアンケート内容を各委

員がそれぞれ分担して集計分析を行ない，結果

昭和55年
９月１２．１３日岐阜市

は定例研究会および全国研究会で発表した。さ

特別講演臨床検査室の防災対策

らに－部は日本病院会雑誌に掲載した。

日本赤十字社医療センター高橋有二
シンポジウム（１）「緊急検査」その対策と
整備

諸法規から見た検査科の勤労体制

岐阜労働基準局監督官安藤政男

アンケートの質問の内容は次のとおりであっ
た。

1．組織機構について
（１）入院および外来患者数

（２）病院職員数

現に二次・三次救急体制を行っている検査

（３）検査科職員数

科

（４）検査科職員の作業区分
聖隷浜松病院宇佐見元幸
名古屋抜済会病院森芳夫

（５）建築面積調査（特に検査科各部門面積）
2．技師の教育研究状況調査

これから二次・三次救急を実施する立場の

（１）ＣＰＣの開催数と技師の参加状況

検査科の諸問題

（２）研究会，講習会の参加状況

済生会中央病院坂内英明
アメリカにおける救急（緊急）検査の現状
日本大学河野均也

シンポジウム（２）技師長，主任の業務
病院管理から見た技師長主任の業務
国立甲府病院三宅史郎
リーダーシップと相互理解
昭和大学平沢政人
検査科業務の把握とその方法

岐阜県立多治見病院岸正弘
技師長業務の現状と問題点

社保中京病院稲生富三
４臨床検査室のアンケート調査

検査室管理は難しく，中小施設では大施設管
５５２

（３）院内勉強会開催状況

（４）学会出席および発表状況について
（５）検査科専門指導者の有無
3．精度管理状況調査

（１）院内精度管理状況実施状況
（２）精度管理用サンプルについて
（３）精度管理の実施項目
4．稼働状況調査
（１）調査年３月と６月の総検査件数と点数

（２）調査前年度内の総検査稼働件数と点数
（３）検査科職員当り検査件数と点数

（４）調査年６月の各検査項目別件数
5．院内各部門との連絡状況について

（１）検査科の運営委員会の開催の有無
（２）医局，看護婦，医事課などとの連絡会開

４研究部会

催有無，内容

（３）検査科と他部門とのトラブルなどの解決
方法

6．検査器機，材料，試薬の購入状況調査

（１）検査器機の購入方法と保有状況

（２）検査材料と試薬の購入方法と検査収入と
の割合

（３）使い捨器具（ディスポーサブル）の使用

字病院）が，昭和49年より52年まで４年間を藤
沢武吉氏（順天堂大学病院）と佐藤和身氏（駿

河台日大病院）が，昭和53年より55年まで３年
間を佐藤和身氏（駿河台日大病院）と藤沢武吉
氏（順天堂大学病院）がそれぞれ担当した。

委員の所属施設移動については，小形久委員

が昭和49年４月より新潟市民病院副技師長に，
河喜多龍祥委員が昭和50年４月より東海大学病

および購入状況

院に，平沢政人委員が昭和50年４月帝京大学病

7．検査取扱い状況調査

院，また昭和51年４月昭和大学病院にそれぞれ

（１）検体取扱者および方法など

技師長として従来所属施設から新しい施設に赴

（２）検体受付時間と時間外検体取扱い方

任した。

（３）報告伝票の取扱い方

（４）検査科内の検体取扱い方法と流れの状況
５顧問，委員

部会顧問には昭和42年度より２年間小野田敏

委員の氏名および任期はつぎのとおりであ
る。

広明竹雄国立東京第一病院４２～４５

真鍋真之東京白十字病院４２～

宮城芳得日本赤十字社中央病院４２～４３

郎氏(教育委員長)，昭和44年度より５年間河合

藤沢武吉順天堂大学病院４２～

忠氏(日本大学教授)，昭和46年度より７年間井

福田寛東京警察病院４２

川幸雄氏(慈恵医科大学教授)，昭和49年度より

平沢政人佼成病院４２～

７年間河野均也氏（日本大学助教授）がそれぞ

田丸武夫大森赤十字病院４２

れ委嘱され，当部会の運営ならびに全国研究

内呂和夫牧田病院４２～４３

会，定例研究会などに助言を得た。

山田孝治中央鉄道病院４２～４４

当管理部会委員は昭和42年度広明竹雄委員他

住川律郎武蔵野赤十字病院４２～４４

９名で研究会などを担当して以来真鍋真之委員

針生昌子河北病院４２～４６

他２名が昭和55年度まで14年間委員を務めた。

石田旭関東中央病院４３～４６

しかし委員は毎年３割交代することを原則とし

長岡文都立広尾病院４３～４４

委員会で交代委員の推薦を行ない協会会長の委

吉岡稔成田赤十字病院４４～５３

嘱を受けた。したがって14年間に30名の委員が

後藤直昭社保船橋中央病院４４～

委嘱され委員当り平均4.5年間務め，全国研究

藤野提東京逓信病院４５

会，定例研究会および検査室の実態調査を担当

佐藤和身駿河台日大病院４５～

した。

星野辰雄国立東京第一病院４６～４７

正副代表委員は，昭和42年～48年まで７年間
を平沢政人氏（佼成病院）と真鍋真之氏（白十

河喜多龍祥葛南病院４６～５３
J、林茂樹関東逓信病院４７
５５３

４研究部会

国立東京第二病院

東京慈恵会医大病院
秋田赤十字病院
葛南病院

越谷市立病院

佼成病院

一一一

東京都済生会中央病院

一一一一一

新潟市民病院

病院洗濯講習会が国立東京第一病院において開
１９９４４
５４４５５

三井記念病院

７７８８２３４４５５
４４４４５５５５５５

形藤井本藤内藤楽

男甫久作一蔵美明司登
甚清一勝英弘正
一

林

小中小後福根木坂近設

大船共済病院

催された。さらに第３回病院ハウスキーピング

講習会は昭和37年11月，小石川福祉会館におい

て開かれた。第４回病院清掃講習会は日本病院
協会とハウスキーピング会の共催で昭和40年１１
月11日～13日同愛記念病院において開いた。
科目および講師は次のとおりであった。
病院ハウスキーピング総論
原素行

病院ハウスキーピング雑感
国立東京第一病院副院長小原辰三
病院清掃の作業量について

ハウスキーピング部会
ハウスキーピング研究の源

ハウスキーピング業務が病院の機構の中に登

場したのは終戦後病院にアメリカ流の管理方式
がとり入れられるようになってからで，病院ハ

ウスキーパーという職制が誕生し，昭和23年９

駿河台日本大学病院事務長井上昌彦
病院清掃の特殊Ｉ性
社会保険中央病院
ハウスキーパー斉藤弥吉

病院清掃に関係ある建築素材について
日本女子大学家政学部助教授武田ます

清掃用剤概論
電気通信共済関東支部

月東京都立広尾病院に近藤貴美氏が病院ハウス

キーパー第１号として着任した。その後都立病
院を中心に病院ハウスキーパーが次々に配属さ

れ，昭和24年１月からその年の夏まで丸の内三

菱三号館で米軍政部のバネッサ女史から月１回
講義とハウスキーピングの指導を受けた。

第一営業部長国分健雄
清掃用剤のいろいろ

リンレイ㈱
第一営業部係長坂本邦雄
部署別清掃の要点
リンレイ㈱業務課長太田誠三

その後は当時の都立広尾病院原素行院長や東

清掃用具について室内設備用器具のいろいろ

京病院協会の諸役員の指導，援助のもとに，１

都立駒込病院ハウスキーパー副島ヒサ

．２カ月に１回位の研究会がもたれていた。

昭和28年10月，東京病院協会の指導により病
院ハウスキーピング講習会が開催された。
昭和31年４月にハウスキーパー会が結成さ

この講演内容は「病院家政一清掃」として編
集し日本病院協会より出版された。
２ハウスキーピング部会の発足

れ，その11月に会独自で第２回病院ハウスキー

ハウスキーピング会はこのように独自の研究

ピング講習会を開催し，くだって昭和36年６月

と教育とを行ってきたのであるが，日本病院協

５５４

４研究部会

会のなかで，各部門の研究会が生れて，それぞ
れにりっぱなはたらきを行っているので，ハウ

スキーパー会の役員は研究会発足の検討のた

め，まず昭和40年11月河北病院における診療管
理部会の定例研究会に参加してハウスキーピン

②４月24日関東逓信病院
ハウスキーピング部門における消毒

③６月26日中央鉄道病院
害虫駆除

④８月28日青山病院参加者５０名

グについての検討会の討議に加わった。さらに

病院におけるハウスキーピング部門と他の

昭和41年９月，都立豊島病院における事務管理

部門との関連（主として看護部門）

部会研究会に出席して病院ハウスキーピングの

⑤10月23日東京医科大学病院

あり方について討議を行った。その後もハウス

キーピング会は42年11月独自の病院洗濯講習会
を関東逓信病院において開催している。
昭和43年春ようやく日本病院協会のなかにハ
ウスキーピング部会が設置され，第１回の研究

会は昭和43年８月22日関東逓信病院において開
かれた。

テーマは「病院ハウスキーピングの現状」と

参加者３３名

基準寝具の問題点

⑥12月26日東京警察病院参加者２６名
作業員の教育，訓練，しつけについて
昭和45年
①２月26日癌研究所附属病院
基準寝具の帳票
②４月23日関東中央病院

し，病院の洗濯場，縫工室を見学したあと，吉

病院洗濯の管理（事務長，課長，ハウスキ

川ハウスキーパーより業務内容その他について

ーパーの立場から）

説明があり，そのあと小野田敏郎常務理事より

ハウスキーピング部会発足の挨拶があった。つ

③６月25日第五北品川病院

欧米のハウスキーピングのお話

づいてアンケート「ハウスキーピングの現状」

④10月24日日本大学板橋病院

の集計の発表とこれについての討議を行った。

基準寝具の外注事務の省力化

３定例研究会の実績
第２回定例研究会以降の実績は次のとおりで
ある。

昭和43年

①10月24日社会保険中央病院
清掃の外注について
②12月１９日虎の門病院参加者３７人

洗濯の外注について
昭和44年

①２月27日東医健保会館会議室
塵芥処理について

⑤12月17日国立東京第一病院
アメリカの病院見学の報告
昭和46年

①２月25日河北病院
病院増改築時におけるハウスキーピング

②４月23日東京衛生病院

病院のインテリアとしての観葉植物
③６月24日佼成高等看護学院

新装なる佼成高等看護学院見学と，看護と
ハウスキーピング

④８月26日青山病院

害虫駆除と薬害
５５５

４研究部会

⑤10月25日東京都立府中療育院センター

⑤10月28日日本大学板橋病院

参加者２５名

ハウスキーピング予算のあり方

今後の病院寝具について（その２）

⑥12月２日青山病院
ハウスキーピング要員の問題点

⑥12月12日東京都立豊島病院
参加者３６名

昭和47年

今後の病院寝具について（その３）

①４月27日番町共済会館

昭和49年

病院寝具はどうあるべきか

②６月24日番町共済会館参加者５０名
（施設研究会と合同）

①２月７日順天堂医院参加者３２名
ハウスキーピング部門における消費節約と
対策

害虫駆除に関して

③８月10日北里大学病院参加者３５名
北里大学病院見学

②４月24日慶応大学病院参加者２４名
ユニホームのリース

④10月26日国立東京第一病院

③６月26日都立豊島病院参加者２９名

ハウスキーピング部門における消毒の方法

⑤12月７日慶応義塾大学医学部第一会議室

ヨーロッパの病院と院内感染を中心とした
ハウスキーピング

ハウスキーパーの職務と職制

都立豊島病院伝染科医長柳下徳雄
④８月28日北里大学病院

昭和48年

①２月21日国立小児病院参加者３５名
院内感染について（その１）

消毒の実際

⑤10月22日番町共済会館

北里大学病院八木マリ子

虎の門病院粕谷良

②４月26日都立豊島病院参加者１４名
（国鉄ストの為参加者少ない）
院内感染（その２）

（施設研と合同）参加者４３名
ごみ処理の問題

昭和50年

①２月26日関東逓信病院参加者２５名
今後の病衣について

佼成病院臨床検査部技師長平沢政人

②４月23日自治医科大学附属病院

③６月28日順天堂大学附属医院
参加者３５名

（１）新しい繊維について（不織布）

参加者４３名
病院見学及びリネンについての討議
③６月25日慶応義塾大学病院

日本バイリーン㈱福島喜久雄

（２）防炎繊維について

清掃について（１）

㈱興人

④８月23日国立東京第一病院

④７月30日聖路加国際病院参加者３５名
アメリカの病院ハウスキーピング

参加者４０名

今後の病院寝具について（その１）
５５６

参加者５７名

講師ルドセール氏

通訳東京衛生病院井上広

４研究部会

⑤８月27日慶応義塾大学病院

ハウスキーピング業務の諸問題

参加者３５名
清掃（２）－実務について－

（その３，ユニホームの管理）
昭和53年

⑥10月15日都立駒込病院参加者５６名
病院見学及び基準寝具の帳票について
昭和51年

①１月26日聖路加国際病院参加者７２名
院内の清掃業務の外注委託費について

②３月２日聖路加国際病院参加者９０名

①１月22日聖路加国際病院

院内の消毒作業について

③５月18日電設健保会館参加者３３名

アメリカ西部病院見学報告
②４月28日順天堂病院参加者３９名

院内感染防止と消毒の実際

基準寝具の病衣加算を導入するについて
（その１）

③５月19日聖路加国際病院参加者３１名

④６月29日慶応義塾大学病院

ホスピタルショー見学後，より効果的な資

材，機器，設備の検討

参加者３９名

１．基準寝具の病衣加算を導入するについ

④８月25日東海大附属病院参加者２９名
院内施設見学と討議

て（その２）

２．環境整備の諸問題

⑤９月10日電設健保会館

一玄関まわり他一

（施設研究会と合同）

⑤９月14日千葉市柏戸病院参加者７８名
（病院管理総合部会と合同）

病院の床材とその管理について

中小病院におけるハウスキーピングについ

⑥12月16日慶応義塾大学病院
参加者３０名

て

⑥11月16日聖路加国際病院参加者４６名

病院環境管理の内容と進め方

基準寝具病衣加算についての諸問題

病院管理研究所
経営管理部長石原信吾

昭和54年

①２月22日聖路加国際病院参加者５５名

昭和52年

①２月23日都立荏原病院参加者１９名
病院におけるハウスキーピング業務の分析

②４月20日番町共済会館参加者２１名
ハウスキーピング業務の諸問題

（その１，リネン管理）

基準寝具の標準帳票についてく事例発表＞
「基準寝具設備承認申請に必要な最少限の
もの」

②５月24日全日通労働会館参加者130名
院内感染防止

③８月23日慶応義塾大学病院

－特にＨＢ抗原の消毒について－

参加者２５名
ハウスキーピング業務の諸問題

（その２，清掃）

④10月27日聖路加国際病院参加者２５名

都立駒込病院感染症科部長柳下徳雄
③７月６日帝国ホテル

参加者３０名

（ホテル側の都合により人数制限）
関連類似業務としてのホテルの清掃整備及
5５７

４研究部会

洗濯とリネン，消毒と塵芥処理について

びリネン管理業務の見学

河北病院瀬川篤宏

昭和55年

中央鉄道病院中井愛子

①３月11日都立荏原病院参加者４２名

害虫駆陸と防鼠佼成病院西内清亀

高度安全病棟の見学

②７月17日日本病院会第二会議室

病院家政管理者としてのあり方

日大板橋病院事務長井上昌彦

参加者２１名

現に悩んでいる具体的問題と解決策
③10月22日㈱リンレイ秦野工場
参加者５０名

昭和47年

①２月24日静岡県婦人会館参加者９０名
院内におけるハウスキーパーのあり方
聖路加国際病院井上貞子

合理的なフロアーメンテナンスを求めて

（工場見学と清掃用化学資材についての講

ハウスキーピング部門の帳票

日大板橋病院佐々木庄三郎

義と実技指導）

④12月３日都立神経病院参加者１５名

病院寝具の実際と問題点

都立広尾病院金沢きみ

院内施設見学

近代ピルの清掃について田中完二
②９月29日岡山衛生会館参加者130名

４全国研究会の実績

病院ハウスキーパーの問題点

日大板橋病院事務長井上昌彦

全国研究会は昭和44年より開始された。その

逐年の実績は次のとおりである。

病院洗濯の問題点
虎の門病院粕谷良

昭和44年

９月25日大阪市藤沢薬品㈱

病院清掃の問題点

埼玉県立小原療養所中村英子

病院のリネン，洗濯
関東逓信病院吉川遼

病院ごみ処理の問題点

日本バプテスト病院杏美紀

近代病院機能とハウスキーピング

日大板橋病院事務長井上昌彦

東京都済生会中央病院吉川遼
ハウスキーパーの困っていること

清掃について

合同研究

河北病院瀬川篤宏
消毒・防鼠・害虫駆除・塵芥処理
佼成病院西内清亀

１０月５日新潟市三業会館参加者６５名
院内感染防止とハウスキーピング

昭和45年

国立療養所中野病院長谷川一子

８月20日

仙台市徳陽銀行会議室参加者４０名

院内感染と外注制度について
北里大学病院八木ユリ子

保清について

郡山女子大講師片山寿
５５８

昭和48年

院内感染と管理組織について

４研究部会

虎の門病院粕谷良

院内感染と清掃技術

グループ討議

「日常の問題点についての経験交流」

日本バプテスト病院杏美紀

②９月24.25日秋田市久保田会館

院内感染とリネン滅菌について

淀川キリスト教病院山崎静子

参加者４８名

病院環境管理の内容と進め方

病院管理研究所石原信吾

昭和49年

１１月９日名古屋市愛知産業貿易館

アメリカの病院ハウスキーピングの実情
慶応義塾大学病院小田桐信子

参加者５５名

ハウスキーピング部門の業務管理

基準病衣の考え方と問題点

日本大学井上昌彦

廃棄物の回収と処理

順天堂医院水野淑子
シンポジウム「病院環境管理の実際」

名古屋第一赤十字病院飯田次男

座長石原信吾
昭和52年

洗剤の基本的知識

岐阜薬科大学衛生化学教室堀田勘兵衛

６月２４．２５日京都第一赤十字病院
参加者３０名

床の手入れ

慶応義塾大学病院小田桐信子

リネンサプライ管理の問題点

順天堂医院水野淑子

消毒の実際
都立広尾病院金沢きみ
防災規則とリネン

リネンサプライの外注管理のチェックポイ
ント

京都第一赤十字病院服部正Ui（

順天堂医院水野淑子

院内消毒作業の実際

昭和51年

虎の門病院粕谷良

①２月２０．２１日高松市明治生命ホール
参加者３８名
効果的且経済的な床の手入れ
－新しい手法の採用例一

慶応義塾大学病院小田桐信子

グループ討議「病院ハウスキーピング業務
と他部門との接点における問題点」

院内の清掃整備業務を自営外注で行うにあ
たっての問題点

淀川キリスト教病院山崎静子

洗濯とリネン管理の現状報告

高松赤十字病院河野平

慶応義塾大学病院小田桐信子

意見及び情報の交換

シンポジウム

「委託業務に伴う問題点とその解決法」

院内感染防止と消毒の実際
北里大学病院八木ユリ子

防炎後加工カーテンの洗濯に伴う問題点
順天堂医院水野淑子

昭和53年

（用度研との合同全国研究会）

９月21.22日仙台共済会館参加者107名
ユニホームの管理

織本病院杉本晃一
５５９

４研究部会

虎の門病院粕谷良

園に行き，全体的な施設の説明，並びに同敷

地内を回っての説明をして頂いた。

外注委託費の算定方法
聖路加国際病院近藤英二
厳しさを増すこれからの病院経営

聖路加国際病院落合勝一郎

５講習会
ハウスキーピングに関する講習会は次のよう
に行われた。

（分科会）
ハウスキーピング部会のあゆみ

聖路加国際病院近藤英二

昭和44年

１１月27～29日東京都立豊島病院
参加者100名

院内感染の防止体制について

仙台市立病院長丹野三男

最近思いつくまま原素行
衛生害虫の生態とその駆除

病院清掃の管理の仕方
慶応義塾大学病院小田桐信子

日本環境衛生センター第二事業部

消毒及び害虫駆除について

河北総合病院瀬川篤宏

薬剤試験課係長永谷澄
近代の病院建築について

環境整備における日常の諸問題
聖路加国際病院近藤英二

厚生省医務局整備課技官河井弘
色彩について

都立大塚病院副院長山本修

昭和55年

２月８．９日聖隷浜松病院参加者４８名

床清掃管理とワックスについて

シンポジウム「ハウスキーピングの委託で
きる業務とできない業務」

リンレイ研究室内山恵一
アメリカの病院ハウスキーピング

座長近藤英二

（１）リネンと洗濯について

家事評論家西川勢津子
病院組織とハウスキーピング部門

司会瀬川篤宏

（２）清掃について司会小田桐信子
（３）消毒について司会秋山より子
当院における廃棄物の処理について
聖隷浜松病院

サービス事務部長大塚陽
全体討議

見学東京都職員互助組合青山病院
昭和45年

１１月19～21日京都市・京都第一赤十字病院
大会議室
管理の責任とその立場

日本バプテスト病院長榊田博

「悪臭，異臭の予防と対策」
話題提供

ハウスキーペーにのぞむ

京都第一赤十字病院

近江オードサービス㈱安藤忠夫
日本サービス㈱千羽武
２月９日は院内見学及びバスにてエデンの
５６０

病院管理研究所紀伊國献三

看護部長鈴木こを
建築物における環境衛生管理

全国ビルメンテナンス協会

４研究部会

副会長丸橋博行

防災材料

順天堂医院リネン係長水野淑子

快適な文化生活の盲点
ネズミもゴキブリも駆除できる

保安，防災，施設保全
京都第一赤十字病院

京都市衛生局嘱託

家政課長服部正次

近畿大学農学部講師熊沢誠義
ハウスキーパーの教育（養成）

防災

高野建設所長高野重文

郡山大学講師片山寿
施設保全

病院ハウスキーピングの意義

自治医大施設課長倉持一雄

病院管理研究所

経営管理部長一条勝夫

業務管理日本大学井上昌彦
まとめ

病院ハウスキーパーとして

淀川キリスト教病院
家政主任山崎静子
アメリカの病院見学談
国立東京第一病院

ハウスキーパー寺本千枝

病院管理研究所客員講師原素行
６海外視察研究会

米国病院のハウスキーピングの実情を視察す
るためつぎの研究旅行を行った。

病院ハウスキーピング海外視察研究会

昭和49年

１月28～30日番町共済会館９階（牡丹）
参加者８５名
病院清掃の実際

川上管財㈱副社長川上栄一郎
外注清掃の管理
済生会中央病院
ハウスキーピング課長吉川遼

日時昭50年11月27日～12月５日
アメリカ西部病院

見学病院
サクラメントKaiserPermanent
MedicalCenter

ロサンゼルスLosAngelesCounty

Hospitol

UniversityofSouthern

病院環境整備

北里大学衛生工学部教授児玉威
病院寝具，リネンの管理
都立広尾病院家政係長金沢きみ

病院における洗濯のあり方
自治医科大学附属病院伊瀬寿子

CaliforniaMedicalCenter

クレンデールClendaleAdventist
MedicalCenter
ホノルル

TheQueen，sMedical

Ｃｅｎｔｅｒ

参加者１５名

洗濯の知識

白洋舎研究所長近藤美雄
委託業務の管理

虎の門病院ハウスキーパー粕谷良

７ハウスキーピング部会委員の推移

ハウスキーピング部会の運営研究にたずさわ
５６Ｚ

４研究部会

った委員の氏名と任期は次のとおりである。

図書室部会

（顧問）

井上昌彦日本大学板橋病院４４～４９
石,原信吾厚生省病院管理研究所５０～
（委員）

斉藤弥吉社保中央総合病院４４
吉川遼関東逓信病院４４～４５
東京都済生会中央病院４９
瀬川篤宏河北病院４４～47,53～

１図書室部会の成り立ち

図書室部会は日本病院会の諸研究会の殿軍と
して昭和52年に発足した。発足にあたり小野田

副会長，落合委員長をはじめとして病院会幹部
の指導をうけた。

西内清亀佼成病院４４～４６

図書室部会にはすこし前史がある。すなわち

中弁愛子中央鉄道病院４４～４６

昭和48年，大阪，神戸，京都の病院図書室を中

三沢ゆき子関東中央病院４４～４５

心とした「近畿病院図書室協議会」が結成さ

寺本千枝国立東京第一病院４５～４９

れ，ニュース・レターが都内のいくつかの病院

粕谷良虎の門病院４５～48,51～

にも配布された。そのひとつに佼成病院があ

中森敏弘青山病院４６

り，小野田院長は病院の司書である小田谷律子

佐々木庄三郎日本大学板橋病院４６～4７

氏（米国ロサンゼルス在住）に検討を命じた。

井上貞子聖路加国際病院４６～４９

そして聖路加国際病院医学図書室の足立純子氏

金沢きみ都立広尾病院４６～４９

とのあいだで設立意義・方法等について検討を

平山博国立小児病院４７～４８

重ね，昭和50年５月，山口（安川）文子（神奈

三沢雪子関東中央病院４７

川こども医療センター)，三竹年世子(東京警察

沢翠子関東労災病院４７

病院)，石沢実枝（東京厚生年金病院)，後藤久

八木ユリ子北里大学病院４８～４９

夫(東京都養育院附属病院)，上原みどり（三井

水野淑子順天堂医院４８～５２，５４

記念病院)，松井路子（同愛記念病院)，長谷川

細渕治子都立府中病院４８～５０

湧子（関東逓信病院）の諸氏とともに東京警察

小田桐信子慶応義塾大学病院４９～

病院に集り，次の結論を得た。まずこの９人が

近藤英二聖路加国際病院５０～

準備委員となること，病院図書室の実情が解ら

野村粋志関東中央病院５０

ないことから東京・神奈川にある病院図書室の

吉田正東京衛生病院５０，５２

実態調査を行うこと，さらに日本病院会に図書

橋本かつ都立荏原病院５０～５１

・情報関係の部会を設けるよう働きかけること

秋山より子初声荏病院５１～

などであった。これらの結論を持って昭和51年

伊藤ユキ子都立荏原病院５３～

３月，任意団体として「病院図書室研究会」を

西沢トシ子柏戸病院５３～

ひとまず発足させることになった。結成総会の

井上加代子杏林大学医学部附属病院

当日，来賓として出席した小野田副会長は次の
５５～

５６２

ように研究会の活動を評価し，日本病院会とし

４研究部会

ての勉強会の発足の道を切り開いてくれた。

しますと，こうした研究会が中心になり，その

「今回，病院の図書館を預かる皆様方が一堂

中から代表を出されて，日本病院会という組織

に会され，図書の運営をいかに立派にやって行

の中で全国的なご指導をしていただく，その＿

くかということをご勉強なされると聞き，大変

方で事務的なことは病院会がお世話をやらせて

結構なことだと思っております。

いただくというふうなことにすれば大変有難い

さて，私は戦後，まだ東京の中が荒れはてた

ことと思います。類例を挙げますと，栄養士，

段階で，東京警察病院に赴任しましたが，その

臨床検査技師，放射線技師にはそれぞれの会を

当時の病院図書室の荒れようは床に書物が散乱

もたれる一方その会から代表を出していただ

し，その上を皆が歩いて通っているほどでし

き，病院会の中で，全国の病院を導く仕事をし

た。その後，幸にも人を得て管理も行きとど

ていただいております。

き，今日ここにみるような図書室になったので

私自身，この東京警察病院が最初の発会式場

あります。この病院に限らず戦後，日本の病院

となり，三十年前を想い出しますと感慨新たな

は非常に苦しい中から今日の発達をとげてきた

ものがあります。今後の皆様のご活躍を祈りつ

のでありますが，残念ながら図書室の運営につ

つ私の挨拶とさせていただきます。」

いては，必ずしも全ての病院でうまくいってい

以上のような次第で昭和52年図書室部会は発

ろとも思えませんし，またわが国の病院管理者

足したが，研究会はそのまま存続させることに

が病院の職員の栄養そのものである図書の購入

した。その結果，両者の役員はかなり重複して

について理解があるというふうにも見うけられ

しまった。しかし発足はしたものの，病院図書

ないふしもございます。この点につきまして，

室についての情報は絶対的に不足することか

私はかねてより憂えておりまして，この渉に当

ら，今回もやはり加盟病院のアンケート調査を

られる方々にお集りいただいて，この仕事を立

実施し，部会運営の糧とすることにした。その

派にやって行かれ，しかもそのことが病院を管

結果は昭和52年，名古屋で開催された日本病院

理する者に対して図書がいかに大切であるかを

会学会で発表した。アンケート結果の概要は次

逆に教えていただくようになるべきではないか

のとおりであった。

と考えておりました。その意味で，今回，皆様

(1)図書室業務従事職員の配置は200床台から

の会ができまして，お互いが研鑑され，その成

みられ，４００床以上では70～80％の割合で配

果を自分の病院に持帰り，さらに立派になさ

置されている。

る。また自分達の仕事に自信を持っていただ
き，そして同志互いに切瑳琢磨されることは，

日本の病院のため，広く日本の社会福祉のため
に非常な貢献をすることであると確信しており
ます。

この研究会は皆様方の研鑛の場でありますけ
れども，日本の病院のお世話をする立場から申

(2)従事職員の学歴構成比は高卒：短大卒：大
卒＝２：３：３である。

(3)従事職員のうち司書有資格者は約40％であ
る。

(4)有資格者の約半数は図書館法５条１項によ
る資格の取得である。
(5)従事職員の配置は政令指定都市に多くみら
5６３

４研究部会

れたほか，当該地域での基幹的病院に配置さ

アメリカの病院図書室
聖路加国際病院足立純子

れている例が多い。

(6)回答病院のうち約15％は病歴管理との兼務

川崎市立病院における図書室活動

(7)複数職員の配置がみられる所もあるが，そ
の多くは一人勤務である。

図書室部会の研修計画の基本方針は討議の
結果，次のように決めた。

川崎市立病院篠原寿美江
昭和54年

８月２９．３０日大阪府立医師会館

プライマリヘルスケアと情報活動

１）病院図書室の性格と特色を配慮する。
２）病院図書室の運営に必要とされるものと

東京大学助教授丸地信弘

ReferenceWork-いかにして利用者の要
求に答えるか

する。

３）日常業務に研修結果が反映されるよう配
慮する。

大阪大学中之島図書館宮岸朝子
愛知県がんセンター図書館林源司

４）研修計画は受講者の希望・意見を取り入
れ出来る限り計画的,継続的なものとする。

住友病院図書室松本純子
地方病院の図書室活動

５）日本病院会の開催する専門研修・各種勉
強会との重複企画を避けるほか，それらの

広島市民病院図書室岡橋郁子

中小病院の図書室活動
京都南病院図書室山室真知子

機会を積極的に活かす。

６）正規教育の不十分な点を現任教育として
プログラム化する。と同時に図書館情報学
の初学者への配慮を行う。

７）全国勉強会の機会を活用し病院図書室の
普及・啓蒙を行う。
８）業務の対象（医学文献I肩報）の特殊性を
配慮する。

「病院図書室の将来像を考える」
昭和55年

８月２３．２４日東京都養育院付属病院

老年学とは東京警察病院長吉川政己
医学文献の探し方・老年学文献の効果的な
探し方

東京都養育院付属病院後藤久夫

２その後の経緯

看護文献の探し方・主要二次文献の比較検

昭和53年８月１０．１１日の両日，第１回の全国
勉強会を慈恵会医科大学図書館の協力のもとに

学内高木会館に開催することができた。講演の
演題と演者は次のとおりであった。
病院一機能と役割
日本病院会副会長小野田敏郎
医学英語一用語と語源

慈恵医大教授松本武四郎
５６４

パネルディスカッション

討日本看護協会図書館田中澄子
看護関係雑誌記事索引作成の立場から

日本看護協会図書館柳林栄子
日本看護協会と図書館活動

日本看護協会図書館山添美代

この勉強会をきっかけに図書室活動が活発と
なり，さらに新たに図室管理を開始した病院も

少なからず，また日本病院学会へも主として関

４研究部会

西地区の病院図書室から毎年演題の提出があ

員をいかにして監督，統率すれば，病院の働き

り，実績をあげつつある。

がよくなるかということについて研究される会
を催されることになったのでございますが，私

は非常に喜んでおります。医師，看護婦のみな

第一線リーダー研修会

らず事務の人達も謙虚な態度で研究するよう
に…」と述べている。

１第一線リーダー研修会発足の経緯

昭和42年４月17日より25日までの９日間に亘
りＪＳＴ指導者の養成講座が開催された。この

日本病院協会は各部門ごとの勉強会を熱心に

講座は日本病院協会の依頼で日本人事管理協会

推進してきた。昭和39年事務管理部会が設けら

が実施したものであり，受講者は１４名であっ

れ，昭和40年代の初めにかけて事務部門の職種

た。東京港区品川の高台にある三菱金属高輪台

別勉強会が次々と発足した。その中のひとつで

会館で，全員が合宿して訓練をうけた。朝９時

ある庶務人事研究会では昭和41年末から42年に

から夕方５時まで討議をし，その後の宿題が終

かけて新任職員教育，採用後職員の再教育の問

ると午前零時を過ぎていることも度々あった。

題をとりあげ，その必要性と具体化について真

受講者は受講中の内容，態度，宿題の内容など

剣に討議を重ねた。

について，人事院の審査をうけ，１０月に「人事

このような動きのなかで昭和41年10月７日，

院式監督者（ＪＳＴ)指導者として適格である」

８日の２日間にわたり１３８名の病院人を集め，

という認定書が，人事院事務総長から交付され

第一線監督者セミナーが開催された。場所は東

た。

京都中央区，マツダ八重洲ピルであった。この
研修会の講師と演題は次のとおりであった。

ＪＳＴは昭和25年８月から人事院において監

督者に適応する方式，内容の研修プログラム作

橋本寛敏会長（聖路加国際病院長）の挨拶の

成に着手し，昭和26年８月に完成した。研修は

あと，「病院とは何か」吉田幸雄（病院管理研

昭和26年秋から各省庁，地方公共団体，公共企

究所所長)，「組織と監督者」石原信吾（虎の門

業体，民間会社(特に銀行，保険，証券)，その

病院事務長)，「仕事の改善と管理」井上昌彦

他において実施された。その後昭和36年１月に

（駿河台日大病院事務長)，「部下の研修と導き

内容の改訂が行われた。ＪＳＴの目的は①監督

方」落合勝一郎（聖路加国際病院事務長)，「第

者に対して，仕事と部下の管理，監督に関する

一線監督業務の問題点」森直一（武蔵野赤十字

原理，原則を組織的，体系的に理解させるこ

病院事務長)，「監督者に必要な心理学」早坂泰

と，②さらに，この原理，原則にのっとって，

次郎（立教大学教授）の諸氏であった。このと

実際に監督者が現実の職場で当面する具体的な

きの講義内容は昭和42年２月，日本病院協会よ

個々の問題を自ら解決できるように，原理，原

り「病院の監督者（部下をもつひとに）」と題

則を応用する技能をみがくこと，③それらの知

し発刊された。この害の「はじめに」に橋本寛

識や技能を実行する態度を身につけさせること

敏会長は「この度はさらに進んで，病院の従業

の三つである。研修方式は定型討議式で，１ク
５６５

４研究部会

ラス10～15名となっている。内容は標準課程，

研修終了後のアンケートによれば，リーダー

補充課程，継続課程で構成されているが，指導

の間に連繋がないこと，計画が過酷であること

者養成講座は標準課程で実施されている。標準

などの感想があった。リーダーに対する感想文

課程は組織と監督者，仕事の管理，仕事の改

を見て，リーダー達は少なからずショックをう

善，部下の研修，部下の扱い方の５部で成立っ

け，毎月１回，さらに事例研究と各章毎の検討

ている。昭和42年当時は定型会議式研修会が盛

を行い誰でもがどの章でも担当できることを

んに行われていた。ＪＳＴは民間企業に採り入

目標としてリーダーの勉強会を実施した。

れられており，民間で人事院から認定を受けた
指導者は約5,000名に達していた。
２第一線リーダー研修会の発足

１年を経て昭和44年２月16日から20日までの
４泊５日間，３４名の参加者で，同じく東海荘で
研修会が開催された。基本的スケジュールは前

年同様であったが，日曜日の午後から開催する

昭和43年１月ＪＳＴに基づく第一回リーダー

ことにし，日程としては１日延長になるが，１

研修会を開催するよう指示があった。準備委員

日の時間を１時間短縮し，ハードスケジュール

兼リーダーは大成幹夫（癌研究所附属病院)，緒

を多少緩和することを試みた。この年３月31日

方廣市（武蔵野赤十字病院)，岡野博（佼成病

付で大成幹夫氏が委員を辞退した。

院)，佐藤真宣（古川市立病院)，内藤均（聖路

参加者の中には多くの病院にこの研修会を理

加国際病院)，三浦秀夫(佼成病院）の諸氏であ

解させて欲しいという要望があり，茨城県立県

った。準備のため日本病院協会事務局に何回も

民センターで開催された第19回日本病院学会に

集まり夜を徹して討議が繰り返された。当時の

おいて三浦秀夫委員が本研修会の内容を紹介

状況について事務局担当の笠原亀次郎氏は「毎

し，研修の必要性を説いた。

回５時以降12時まで熱心に意見交換ですが，意

同年７月８日から11日の４日間，日本人事管

見交換というより議論，否喧嘩です。喧々蘆々

理協会の協力で，仙台市において研修会を開

これで話が纒まるのかと思われるくらいでし

催，１２名の参加者を得た。また同年10月12日か

た」と思い出の中に記述している。

ら16日まで４泊５日で，秋田県秋の宮温泉にあ

かくして，平賀稔(聖路加国際病院)，小野田

敏郎（佼成病院）両常務理事を迎えて昭和43年

る国民宿舎秋の宮山荘で研修会を開催プ参加者
は14名であった。

２月19日から22日までの３泊４日にわたり34名

昭和45年９月６日から11日まで５泊６日で，

のものが，湯河原の東海荘に参集し合宿研修を

特に役職看護婦のための研修会を開催した。参

行った。朝６時から夜７時まで管理監督の原理

加者は22名であり，クラスは２クラス編成で，

原則の討議と事例研究全体討議を実施，午後７

場所は京王線沿線，聖蹟桜ケ丘国民宿舎聖蹟桜

時以降は事例の個別研究を宿題にするというハ

ケ丘荘であった。参加者22名のうち看護職以外

ードスケジュールであった。研修は２クラスに

は６名であった。このときは日程をさらに１日

編成して行ったが，参加者のうち１名は研修会

延長し，朝８時から夕方６時までとした。これ

の途中で挫折して帰った。

は，全体の研修総時間を変更しないで，ハード

５６６
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スケジュールを緩和する方向を検討した結果で

らを管理活動の中において，なんらかの行動と

ある。

して実施している。⑤自己啓発に努力してい

昭和46年の研修会は，湯河原東海荘より研修

る，と報告をしている。

会場としての設備がととのっている同じ場所の

委員がこれらの結果をみて研修会の内容を検

厚生年金会館に変更した。研修会は昭和46年２

討しているとぎ恰も同じく，ＪＳＴ第二次改訂

月21日より26日までの５泊６日，参加者15名，

が行われた。この時代の管理論は人間関係論か

１クラスの編成で開催された。当初，合宿研修

ら脱皮し，コミュニケーション論や行動科学の

中リーダーは全員，全期間，担当講座があるな

応用などが普及し，組織論なども従来の固定的

しにかかわらず共に合宿していたが，病院の日

組織に流動的組織を加味したり，また組織開発

常業務の都合でこの回から宿泊指導を当番制と

などの動きもあった。研修形態も原理原則を定

した。

型訓練で学ぶこともさることながら，野外訓

３追跡調査とＪＳＴの改訂

練，体験学習，ワークショップなどによる研修
が行われるようになった。このような時代を背

５泊６日の研修会は一応確立してきた。この

景としてＪＳＴが改訂された。主な改訂内容は

年４月から平沢政人氏（佼成病院）が臨床検査

組織と監督者の中ではプロジェクトチーム，タ

部門から委員として加わることになった。

スクフォースなどの流動的組織論が補足され

昭和46年４月，医学書院の依頼により，この

た。仕事の管理の中では「報告と会議」が「コ

研修会で受講した人達で座談会を開催し，雑誌

ミュニケーション」のあり方としてとらえられ

「病院」に掲載された。落合勝一郎氏（聖路加

た。仕事の改善ではコンピュータによる改善，

国際病院）はこの座談会の講評の中で受講後の

フローチャート，ダイヤグラム，ＰERT（Pr‐

変化について，部下の養成，苦情処理，部下の

ogramEvaluationandReviewTechnique)，

取り扱いなどについて，受講後にりつばに開眼

ファイリングシステムなどなどが追加された。

して，相当な自信をもつに至る過程がみられた

部下の研修では職場外研修(ＯｆｆＪＴ）と職場研

ことについて述べている。

修(ＯＪＴ）との相互補完関係がうち出されてき

また研修会の受講者に対し追跡調査を行い結

た。これは，当時の委員達がアンケートなどで

果を同年５月名古屋で開催された第２１回日本病

討議した結果考えていたこととも合致してい

院学会において，内藤均委員が報告をした。調

た。部下の扱い方はリーダーシップと改題さ

査方法及び内容はＮＨＫ中央研修所の追跡調査

れ，参加とコミュニケーションによる意欲向上

を応用したものである。結果は前述の座談会と

や行動科学的要素を盛込んだものとなった。研

類似しているが，おおよそ以下の通りである。

修総時間は24時間から27時間に延長された。

①部下に対する考え方に大きな変化を与えた。

委員はこの改訂に則して研修会を開催すべく

②従来意識的に考えなかった組織活動を考える

討議と勉強会を重ねた。そして10月24日より２９

ようになった。③管理活動の原理原則を理解し

日までの５泊６日間，湯河原厚生年金会館で１９

てもらうことができた。④研修をうけたことが

名の参加者を得て，ＪＳＴ改訂版の研修会を開
５６７
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催した。
４３日間の研修会発足

ンと役割」「職場運営のポイント」「要求される

創意工夫」「職場研修のねらい」「リーダーシッ
プと相互理解」で構成されている。このように

ＪＳＴ改訂に伴い，委員の研修やプログラム

して，３日間の研修会の準備が整ったので，昭

の編成に取り組んでいるとき，５泊６日のよう

和47年６月１９日から２１日までの３日間にわた

な長期ではなく２泊３日くらいで，もっと大勢

り，番町共済会館で，６４名の参加者を得て研修

の人々が参加できる研修会は開催できないかと

会を開催した。

いう課題が与えられ，その企画の準備に入っ
た。

５第一線リーダー研修会の定着化

昭和41年10月に開催された第一線監督者セミ

３日間の研修会を発足させたが，さらに昭和

ナーの第二弾として，この委員会とは全く別

47年10月22日より27日までの５泊６日研修を湯

に，昭和47年２月28.29日の２日間，佼成高等

河原厚生年金会館で開催し，参加者が20名，１

看護学院において第一線監督者セミナーが開催

クラス編成で実施した。５泊６日の研修会はす

された。参加者は64名で，その内容と講師は

でに５回を数え，ＪＳＴ改訂後は２回実施し，

「モチベーション」竹島泰治（ダイヤモンドタ

全体の要領や傾向も分り，安定した研修会とな

イムス社)，「組織と監督者」石原信吾（虎の門

ってきた。ＪＳＴの標準課程に続いて酒井暢氏

病院)，「これからの管理とリーダーシップ」酒

（日本人事管理協会）の特別講演をもって５泊

井陽（日本人事管理協会)，「管理者としてのコ

６日の研修会を終了するというカリキュラムも

ミュニケーション」杉政孝（立教大学)，「部下

定着してきた。心配されていた三日間研修会と

の研修と導き方｣落合勝一郎(聖路加国際病院)，

の競合も大きな影響はなかった。

「監督者の業務の問題点」森直一（武蔵野赤十

昭和48年６月18日より20日まで，東京，番町

字病院)，「仕事の改善と管理」井上昌彦（日大

共済会館で３日間の研修会を開催したところ７０

法学部)，「監督者の自己啓発」石川淳二（経営

名の参加者があった。ところが昭和48年10月２１

コンサルタント）であった。

日から26日まで，湯河原厚生年金会館で開催し

第一線リーダー研修会委員会は，これらの研

た５泊６日コースの研修会参加者は12名という

修会の内容も参考にし，三日間研修会について

低調さであった。この低調原因は企業内研修の

検討を進めたが，懸念したことは，５泊６日の

動向が，定型訓練による原理原則の研修よりも

研修会との競合，研修効果の著しい減少の二点

能力開発や問題解決などが中心になってきた世

であった。

相の影響があったのではないかと思われる。

研修会は講議式を主体とするが，研修効果を

昭和49年は前年度の参加人員の動きを検討

少しでも挙げるために，中間に事例研究を織り

し，５泊６日の研修を先に，三日間研修を後に

込むことにした。委員は全員で資料作成に取り

実施することを試みた。すなわち５泊６日の研

掛り，「監督者研修会資料」という小冊子を作

修会を６月16日から21日まで湯河原厚生年金会

成した。その内容は「職場リーダーのポジショ

館で開催したが参加者は昨年と同じく12名であ

５６８
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った。三日間研修は10月７日から９日まで東医

サイドホテルで開催した三日間研修会は，参加

健保会館で開催し，前年度の半数の34名の参加

者が17名ということで，関西地区での研修会開

者であった。参加者が減少したにもかかわら

催について真剣に検討をした。しかし定着して

ず，関西地区で三日間研修会開催の強い要望が

いる会を崩すべきでないという意見が強かっ

あり，昭和50年２月12日より14日まで３日間，

た。

大阪府農林会館で開催したところ35名の参加者
を得ることができた。

この年３月佐藤真宣（古川市立病院）が転勤
のため委員及びリーダーを辞退した。
昭和50年９月17日から19日の三日間研修を東

京・番町共済会館で行ない，４６名の参加者があ
った。１０月19日から24日までの６日間は湯河原

厚生年金会館で実施したが，参加者は11名であ
った。

これとは反対に，５泊６日の研修会では25名

の参加を得て，６月18日から23日まで湯河原厚

生年金会館で開催した。
この年の東京での三日間研修会は９月12日か
ら14日まで開催したが，参加者は３３名であっ
た。

６追跡調査と1980年代の研修会へ

昭和54年，関西地区の三日間研修は開催地を

５泊６日の合宿研修は湯河原で，三日間研修

京都市に移し，気持を新たにして，京都私学会

は９月または10月に東京で，２月に関西地区で

館で２月21日から22日まで開催された。参加者

開催することにし，参加者獲得については開催

は前年度の３倍余りで55名が参加した。しか

地の日病役員の協力を依頼した。

し，５泊６日研修会は６月17日から22日までの

昭和51年は２月28日から30日まで，大阪市な

湯河原厚生年金会館で開催したが，７名の参加

にわ会館で24名が参加，６月13日から18日まで

者しか得られなかった。この時期は，管理者の

の６日間，湯河原厚生年金会館で17名の参加，

多様化，管理概念の変遷などもあり，研修動向

10月７日から９日までの３日間，東京，公立学

も多様化した時代である。一方では，ＭＴＰや

校共済組合本部で40名の参加者を得てそれぞれ

ＪＳＴなどの原理原則を習得する定型訓練も堅

研修を行なった。

実に実施されている実態があった。このような

昭和52年は２月21日から23日まで大阪府農林

時期に研修をうけた人達の追跡調査を再度実施

会館で，１５名の参加で開催した。この年の３月

し，今後の参考にすることも大切なことがらで

岡野博委員（佼成病院）が辞任した。替って神

あり，これを実施した。調査結果は緒方廣市委

田幸助氏（佼成病院）が参加し臨床放射線部門

員が，９月秋田市で開催された第５回日本病院

のリーダーを得たことになる。

会学会で報告をした。

昭和52年の５泊６日の研修会は６月19日から

その調査結果は，研修を受けたものの半数以

24日まで開催し，参加者は13名であった。９月

上が自己改善により原理原則を職場に応用しよ

12日から14日の３日間で東京・公立学校共済組

うとしていることが特徴的であり，この研修会

合本部で40名の参加のもとで開催した。

の有意性を示してくれた。

昭和53年２月15日から17日まで，大阪リバー

１０月12日から14日まで汀東京，池の坊お茶の
５６９
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水学院で三日間研修会を開催したが，２４名しか

参加者を得ることができなかった。

７まとめ

ＭＴＰやＪＳＴに対して，かなりの批判があ

以上のように，第一線リーダー研修会は，１３

り，定型訓練はもう古いという主張がなされて

年間に亘り試行錯誤を繰り返し前進させてきた

いながらも，現実にはこの訓練が組織体で実施

が，現在は２月の京都，６月の湯河原，１１月の

されている。その理由の一つは管理概念の変遷

東京での開催が定着した。研修をうけた人達は

があり，近代的な組織への変遷が叫ばれながら

自己啓発に励んでいると報告をうけている。ま

も，現実の組織体は，その主流としては，依然

た，日本病院会放射線技師長研修会や新潟県病

として能率の理論にもとづく管理の原則で運営

院協会第一線リーダー研修会などにも協力を行

されていると考えられるからであり，いまひと

ってきた。この研修会の重要性について，さら

つは，中小規模の組織体では能率の理論にもと

に病院の管理者はじめ上層部の認識を得て，多

づく管理の原則によって管理者に研修をし，組

くの職員が研修をうけ，病院の発展に役立てら

織の確立をはかる必要があるということであ

れることを願うものである。ピーター．Ｅドラ

る。

ッカーは1980年代の日本経済を混乱の時代であ

組織にはお互いに理解し合える共通のことば

ると予測しているが，このような混乱のときこ

があり，これを道具として，コミュニケーショ

そ，水泡のように現われて消え去る流行的な研

ンができなければ，組織としてのまとまりがな

修の動向に惑わされず，基礎を身につけなけれ

くなってしまう。組織とその共通のことばの浸

ばならない。この意味において，本研修会をさ

透機能として，ＭＴＰやＪＳＴなどの管理研修

らに実りあるものにしなければならない。

の果たした役割がある。これらのことから管理

最後に教育の当初よりリーダーの育成指導を

行動の基礎として，定型訓練による原理原則を

お願いしている酒井暢氏をはじめとして，本研

習得することを疎かにしてはならない。

修会を支えて育てた日本病院会のかたがたに深

以上のような観点に立ち，参加者の多少にか
かわらず，第一線リーダー研修会の実施を再確

認し,昭和55年２月14日より16日の３日間,京都
府医師会館で研修会を開催したところ57名の参

加者があった。同年４月１日より，新たに栄養
士職である平井千枝氏(東京医大)が委員兼リー

く感謝する。
８委員およびリーダー

第一線リーダーの教育につとめた委員および
リーダーは次のひとびとである。
(顧問）

ダーとして参加し６月22日より27日までの５泊

井上昌彦日本大学法学部４８

６日の研修会を開催し，１２名の参加者があっ

落合勝一郎聖路加国際病院４９～５４
聖路加サービスセンター55～

た。参加者が多くなる兆しがあるかに見えた
が，１１月13日から15日まで３日間，神奈川県鎌

(委員）

倉市，日本学生会館で実施した研修会には僅か

岡野博佼成病院４８～５１

18名の参加であった。

三浦秀夫佼成病院４８～

５７０
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平沢政人

田中栄一

佼成病院４８～４９

行われていたインターン制度が，研修を受ける

帝京大学医学部付属病院５０

者には無意味だとするインターンの強い意見

昭和大学病院５１～

と，これを支持する医学生のスチューデント・

駿河台日本大学病院４８～４９

パワーによるものといえよう。

日本大学医学部附属板橋病院
５０～５３

日本大学医学部附属稲取病院

当時，何故インターン制度の廃止が叫ばれた
か，それには次に述べる２つの理由があったの
である。

均市宣助枝
廣真幸千

藤方藤田井
内緒佐神平

５４～

１つは，１年間のインターン研修期間中，研

聖路加国際病院４８～

修医は全く無給であり，生活の保障が得られな

武蔵野赤十字病院４８～

かったこと，そして，病院はインターンの働き

古川市立病院４８～４９

を無償で受けているということに対するインタ

佼成病院５２～

ーンや学生の反発である。

東京医科大学病院５５～

第２には，インターン時代は医師の資格のな
い研修生として働くのであったので，処方した

内科臨床協議会

り，治療を行ったりすることが法的には認めら
れず，従って，医師の手先の手伝いをさせられ

内科臨床協議会が，東京都並びにその周辺の

るか，医師の行う医療行為を肩越しに見学する

教育病院の有志により，美甘義夫博士を会長と

にとどまり，このような責任の伴わない体制で

して発足したのは，昭和45年６月２日であっ

の勤務ではインターンは臨床能力の向上が望め

た。なぜこのような協議会が発足をしたかを語

ないという声が強かったのである。また，イン

る前に，その当時の日本の研修制度についてそ

ターンは各科をローテーションするので，細切

の大略を述べたいと思う。

れの見学になりがちであり，ローテーションに

内科臨床協議会の発足前の卒後研修体制

日本の医師法の大変革：日本の医師法は，昭

よる研修の実が上がらないということを訴えた
のである。

以上のことから，医学生及びインターンは，

和43年度に大変革が行われたのである｡それは,

インターン制度を固執する医学校の教授に強く

戦後マッカーサー指令部の指導によって日本に

反発し，このインターン制度廃止運動が全国的

導入されたインターン制度が廃止され，医学校

な運動として展開されたのである。これに対し

卒業者は，直ちに医師国家試験を受験できる資

て各医学校のほとんどの教授は，インターン制

格が与えられ，合格すれば，医師免許が与えら

度の中止は止むを得ずとして，最後には学生運

れるという制度に切り変えられたことである。

動を支持することになった。

卒業後，1カ年のインターン研修病院での実

この問題は，厚生省の医師研修審議会に提出

地修練を経ずに，医学校卒業者はすべて医師国

されることになったが，医学校から選ばれた教

家試験の受験資格があるとしたのは，それまで

授が，その審議会の委員の大半を占めていると
５７１
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いうことから，厚生省としてもインターン制度

に，臨床能力を高め，かつ各々の病院のもつ専

を廃止の止むなきに至ったのである。

門医をそのカンファレンスに出席してもらっ

その際，審議会委員である沖中重雄東大名誉

て，内容のある会をもつこと，また，形式にこ

教授，日野原重明聖路加国際病院医長は共に，

だわらないクリニカル・カンファレンスをもつ

インターン制度中止は，将来の日本の医療のレ

ことによって，臨床の実力を研修医につけさせ

ベルを低下させることであることを主張し，イ

ようという意見が出されるに至ったのである。

ンターン制度廃止に反対したが，廃止の意見が

そこで，東京における教育病院の内科の責任者

大勢を占めたので，やむなく卒後直ちに医師国

が集まって協議し，この内科協議会を発足させ

家試験を受験して医師免許を得た上で，生活保

るということになったのである。

障のための研修の手当てを政府から支給させな

がら，卒後２カ年間希望する科の臨床研修を行
う制度に切り換えることを提唱した。

内科臨床協議会の発起人会について

日本病院協会内で小野田敏郎氏（佼成病院）

何科の研修をどの研修病院でしたか,また，

や，中島克三氏（関東中央病院）らが発案さ

その科の名前の登録をすることを沖中，日野原

れ，堀内光(済生会中央病院)，日野原重明（聖

氏らは主張したが，卒後の研修を義務付けるこ

路加国際病院)，杉下和夫（関東中央病院)，岩

とと，登録制には反対する意見が強く，結局,

淵勉（佼成病院）氏らに働きかけ，この５人が

２カ年の研修制度は，罰則を伴わない法文とな

発起人として，美甘義夫氏（関東中央病院）の

り，「研修を受けるものとす」という法文で研

指導の下に，発起人会を召集することになっ

修制度が実施されるに至ったのである。

た。発起人会開催の文案は以下のごとくであ

卒後の研修病院としては，大学病院以外に,

る。

厚生省の指定する研修病院が，’00余りを数え

「現在，医学教育制度が混乱を極めており

たのである。このようにして，昭和43年以降

ます折柄，卒後教育に関して益々その重大さ

は，大学病院を併せると，約百数十の研修病院

が認識され内科学会においても昨年度来卒後

が，研修の指定病院とされたが，大学病院以外

教育病院を指定し専門医教育に卒先踏切った

では，研修指導医が必ずしも十分でなく，ま

わけで，皆様方の病院におかれましても鋭意

た，，つの病院だけでの研修では，症例に片寄

ご教育にご努力を傾注されつｈあります御事

りが生じる。したがって，若い医師の満足する

誠に慶賀に存じ上げます。

研修が必ずしも十分に行われないということが

何れの病院におかれましても学会活動はも

懸念されたのである。このような情勢の中で，

とよりご立派な業績を多々挙げていられるわ

東京及びその近郊の研修病院またはこれに準じ

けであり，日常の診療面でも多岐にわたり充

る諸病院が，研修医の臨床能力の実力を高める

実なされているわけでございますが，学会は

ために，１つの病院内だけでの研修ではなく，

益々各方面の先端的研究発表が多く，われわ

いくつかの病院が合同でカンファレンスを行う

れの日常診療上の過誤や，細かい面での向上

ことにより，日常しばしば遭遇する疾`患を中心

に関しては，必ずしも目的に合致していない
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のではないかと存じます。
そこで，いろいろの症例を持ちよりまして

横田曄国立大蔵病院

横田万之助都立駒込病院

不充分な点や無駄を指摘し，教育病院相互の

このような発起人会の召集によって，美甘義

連絡を密にしあいながら日常診療の向上充実

夫氏を会長として内科臨床協議会が発足した

を計り，かつ各大まかな設定も計るような協

が，美甘義夫内科協議会会長は以下のメッセー

議会の設立が望まれる次第で，皆様方のご賛

ジを日本病院協会雑誌に発表した。

同を得て，その準備会を開催して運営方法そ

「卒業前の医学教育では，臨床教育に`患者を

の他をご協議いただき，その後に都内の各病

主体とした病床教育に重点が置かれる傾向であ

院も加わっていただけるような方向づけをし

り，当然そうある可きである。しかし，それに

ていただきたいと存じます｡」

は自ら限度があるであろう。それ故医学過程を

この発起人会の召集は，次の諸病院の内科

卒業し，医師国家試験を経て医師の資格を取得

の責任者に送られたが，その名前を挙げると

したとしても，医師としての独立行為に自信を

以下のごとくである。

持ち得るには至らないであろうし，世間もまた

(アイウエオ順）

これを信頼しないであろう。最近の医学はそれ

伊藤保彦東京厚生年金病院

程分科精密化し，量的にも質的にも内容が膨大

岩淵勉佼成病院

化している。

大久保憲一福生病院

それ故最近医師法が改正され，卒業後国家試

加瀬正夫関東逓信病院

験を経て医師の資格が与えられても，その後２

木村禧代二国立がんセンター

年ないし３年の実地習練を義務づけてないまで

呉真一新川総合病院

も，自発的に受けるよう強く要請している。習

小山善之国立東京第一病院

練研修の場は大学病院の希望が多いことが当然

後藤平東京警察病院

予想されるが，大学病院は学部臨床教育という

鎮目和夫虎の門病院

任務に重い比重がかけられ，卒後の習練にさく

杉下和夫関東中央病院

余力には限度があろう。そこで厚生省はこの要

東野俊夫社保中央病院

請に答えて教育病院を認定する制度を設けた。

名尾良憲都立豊島病院

さらに医学会各分科会では専門医認定制度な

林治雄中央鉄道病院

るものを実施する傾向にあり，既に２，３の学

林藷自衛隊中央病院

会が実行に移している。これにも一定の基準に

日野志郎東京逓信病院

より病院の診療科に対し教育病院の認定が行な

日野原重明聖路加国際病院

われている。そこで各病院は卒業医師の一般習

福島健夫日赤中央病院

練を目的とする病院としての総体的教育病院

堀内光済生会中央病院

と，各診療科単位の専門医教育病院との二種の

本多良之中野総合病院

認定となり，多くの病院が二重の認定を受ける

山口与市国立東京第二病院

ことになるであろう。ただし後者は学会の認定
5７３
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であるから，厚生省認定の教育病院とは法律上

院以外の病院の人たち，また一般開業医の人た

には自ずから異なることは論を俟たない。

ちでも参加希望の方々は受入れている。

そこでこれらの認定教育病院間でいろいろの

かようにして患者の診療に対して，１つの病

連絡や習練上の協力が必要ではないかとの議が

院での閉鎖的なものでなく，開放的に衆智を集

起こり，まず東京地区の内科認定教育病院の間

めることになり，さらには症例毎の専門家的意

で試みることに相談が纒まった。事務的な面は

見に耳を傾けることになる。このことは診療を

日本病院協会が担当し筆者が世話人代表という

受ける患者の幸福であるとともに，その病気に

ことで発足することとなり，会の名を内科臨床

関する問題の在りかも追及されることになり，

協議会（東京部会）とした。

研究の意欲や問題を見出す端緒にもなるであろ

東京全域を１つにすることは困難があるの

で，第１グループ（都心地区)，第２グループ

う。」

このメッセージの内容に示されるごとく，厚

（城東地区）及び第３グループに多摩地区）

生省指定の，または，専門医制度をもつ医学会

の３つに区分し，各々内科教育病院の数病院な

分科会によって指定された東京都及びその近郊

いし十数病院が中心となって，毎月合同症例検

の諸教育研修病院が，一緒になって，このよう

討会を持つことになった。毎回各病院の多数の

な協議会を発足することに意味があることを述

医師が集り，特に習練を受ける若手医師が熱心

べ，東京全域が３つのグループに分けられて，

に討議に参加している。また症例によっては，

毎月どこかのグループにおいて協議会を行うと

その方面の専門エキスパートと目される方々に

いうことと，その運営の仕方についての趣旨が

も出席を乞い意見の開陳を願っている。かよう

示されたのである。特に強調されたのは，患者

な合同症例検討を行なうことによって，多少そ

の実地診療に当って，１つの病院内だけで閉鎖

れぞれの病院の習練上の行き方も分かるし，独

的に討議するものでなしに，病院が開放され，

断に陥る弊も避けられる利点を生ずる。さらに

衆智を集めて討議をし，広く専門家の意見を聞

は特に提供症例に関して専門家的意見も聞かれ

きながら，研修し合うということの意義が述べ

て，症例とその周辺を深く考える手掛りが与え

られているのである。

られる。また時にはＣＰＣの型をとり，剖検所

見と組織学的所見に論議が集中されることがあ
り，臨床病理の専門家の出席を依頼することも
ある。

以下，この協議会の構成の仔細について述べ
る。

内科臨床協議会に参加した施設

かくしてそれぞれの病院の習練者も指導者

本協議会が発足後，発起人の属する施設以外

も，他の病院の様相に関して，自分の目で自分

に，東京都並びにその近郊の研修施設にその参

の耳で何物かを捕えることができる。

加が働きかけられ，以下に示す38の病院が，こ

現在では加入病院が交替で世話役をつとめ，

の協議会の会員となることになった。しかし，

その病院で午後４～６時の２時間で終るように

これらの病院が合同して，臨床協議会をもつこ

しており，これが厳守されている。また加入病

とは，地理的関係から非常に困難なので，参加
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の38施設を３つのグループに分け，都内の第１
グループには14施設，第２グループには１３施
設，そして，東京近郊のグループには11施設が

加わった。そして，発起人以外に，各施設の内

科の代表者が交代で当番幹事となり，１年に２
回，協議会の世話人会を開いた。世話人会では
プログラムを討議の上で６カ月毎に作り，また

４７．１．１６４８．１１．２４９．１０．１

１２．北品川総合病院
４６．６．２４４７．６．２２４８．６．２８４９．６．２２

１３．三井記念病院
４７．３．１６４８．７．２６

１４．三楽病院
５０．３．２５

各グループから実際の開催状況の報告をうけ

JointConference開催状況

た。昭和45年から48年迄の開催状況と当番幹事

第２グループ（順不同）

は以下のごとくである。

JointConference開催状況
第一グループ（順不同）
１．聖路加国際病院
45.11.1946.11.1847.11.1648.11.２４

２．虎の門病院
４５．９．２７４７．２．２９４７．６．１５４９．１．２９

３．東京猛信病院
４５．１０．２０４６．３．１６４６．９．２１４８．１２．４
４９．１２．１３５０．４．２２

４．国立がんセンター病院
４５．７．２２４６．７．１６４７．１２．５４８．５．１１

５．関東逓信病院
４６．４．２２４７．７．２１４７．１２．７４８．５．１１

６．東京都済生会中央病院
４６．１．２５４７．４．２５４８．１．２５

７．東京警察病院
４５．１０．２０４６．３．１６４８．２．２０５０．２．１８

８．厚生中央病院
４６．２．２３４７．２．２５４８．１０．３０４９．１１．２９

９．都立墨東病院
４６．１０．２７４８．３．２７

１０．永壽総合病院
４６．５．２７４７．５．２５４８．５．２４４９．６．１

１１．国立国府台病院

15．国立病院医療センター
４５．１２．１８４７．１．３１４８．２．１６４９．１０.２４

１６．自衛隊中央病院
４５．１１．２７４７．２．１８４８．６．１５４９．９.２０

１７．関東中央病院
４５．９．２４４６．１１．２４４７．１２．７４８．１１．１９
49.12.12

18．中央鉄道病院
４６．５．２８４７．５．２３４８．５．２９

１９．佼成病院
４５．７．２４４７．１１．２９４７．６．２８４８．９.２７

２０．国立大蔵病院
４６．２．２３４７．４．２８４８．５．１１４９．３．２２
５０．３．１９

２１．中野総合病院
４６．４．２０４９．１０．１１

２２．東京厚生年金病院
４６．３．１９４８．１．２４４８．１２．１５０．１．２３

２３．日赤医療センター
４６．１．２６４７．３．２２４９．２．２

２４．都立豊島病院
４５．１０．２７４６．１２．１５４８．３．６４９．２．２
５０．２．１９

２５．社会保険中央病院
４６．９．２９４７．９．２５
5７５
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３５．稲城市立病院

26．河北病院
４６．７．２８４７．１０．２６４８．１．２４５０．１.２３

３６．南多摩病院

３７．公立北多摩病院

２７．国立埼玉病院

３８．阿伎留病院

４６．６．２２４７．７．２０４９．６．２０

JointConference開催状況

当番幹事岩渕勉，日野原重明，杉下和夫，

第３グループ（順不同）

堀内光，日野志郎，加納寛一，山
田隆一郎，三上次郎，木村禧代二

28．共済立川病院

吉植庄平，名尾良憲，小笠原博

４５．９．２５４６．９．２８４７．１２．１３４９．７.１６

美甘会長は，最初の４年間会長を務め，昭和

２９．福生病院
４５．７．３１４６．７．７４７．９．２７４９．２．２５

３０．武蔵野赤十字病院

とになった。

４６．１．２８４７．１．２５４８．９．２８５０．２．２０

３１．青梅市立総合病院

なお，昭和55年青梅市立総合病院が退会した
ので，以後37施設となり，今日に至っている。

４６．３．２６４７．３．１８４８．５．２３４９．１１.１３

内科臨床協議会の世話人会

この会の運営内容の主なことは，所属の各施

３２．国立立川病院

設から内科の代表者が集い世話人として協議

４５．１１．２６４６．１１．１６４８．２．２０

３３．国立療養所村山病院

の上６カ月ごとの各グループ内でのJointCo‐

４６．５．２５４７．６．２８４８．１２．２０４９．９.２６

３４．都立府中病院

nferenceのプログラムを作るということであ
り，それを続けて今日に至っている。その内容
の一部はつぎのとおりである。

４５．１１．２６４７．７．１４４９．４．２６

回数｜開催月日’会

場

佼成病院

３４

3１

福生病院

２４

関東中央病院

45.９．２５

共済立川病院

●●

45.７．２４

【ノ〃。（皿〕・〉

２

●●

国立がんセンター

ＦＤＰＬＯ

45.７．２２

呵扣」《ｊ加」（

１

５

48年からは，日野原重明氏が会長に就任するこ

症

例

①消化器疾患について
②胸部疾患について
①熱性疾患について
②或る種のじん疾患について
症例検討会
①副腎疾患と思われる一例
②肝疾患の一例
①急性肝炎で閉塞性黄だんを疑われた症例
②肺せんい症？

6１

47.９．２７

福生病院

6２

47.１０．２６

河北病院

6３

47.１１．１６

聖路加国際病院

①腹膜偽粘液踵の一例

②原因不明の発熱を示した症例
①高熱を伴なった肝腫

②原因不明の発熱を呈し腎不全で死亡した症例

①肝硬変に併発した出血性極大胃かいようの術後
強度黄疸の例

②血小板減少貧血並びに黄疸を主徴とした例

5７６
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参与している施設において，教育が効果的に
なされ，研修医に対する研修の実が上がるよう
な諸方法が紹介されたりなどした。

内科協議会の今日までの運営の反省と将来
研修病院が，各々単独に努力するよりも，い
くつかの病院が折にふれ，一緒に行動をして，

普及教育，調査活動を開始した。

委員会は発足以来現在まで毎月１回定期的に

開催され，日本病院会会員病院の合理化促進の
戦略として，教育普及活動を目的とするコンピ
ュータ・セミナーの開催，普及状況調査および
コンピュータ利用対象業務の実態把握のための
全国調査を進めた。

臨床例を分析し，その経験を分つことを望んで

Ｂ日和49年から開始したセミナーにおける病院

発足したこの内科協議会は，日本病院協会の事

側の反応，昭和50年の全国病院のコンピュータ

務局の協力により，毎月いずれかのグループに

利用状況調査の結果判明した病院内教育資料の

よって行われる各々のJointConferenceの案

要望に答えて，早速、病医院へのコンピュータ

内が，参加全病院に送られ事務局から事務員が

導入早判り”を刊行（昭和52年春刊）し，以後

出張する。カンファレンスの内容は，記録にと

毎年1,000冊以上の配布冊数を記録，再版を重

どめて発表することが望まれ，日本病院会の発

ねることになった。この小冊子はその後，コン

行する「日本病院会雑誌」において，その抄録

ピュータ技術の進歩に合せて４年後の昭和55年

がとりあげられている。

に改訂版を作成した。

米国病院協会の病院コンピュータ利用状況調

病院システム活動

査を範とした全国調査は本邦初の資料として国
内の多くの文献に引用されると共に，英文論文

日本の病院におけるコンピュータの利用の開

にも引用され，世界的に通用する資料として使

発は昭和40年代に入り研究が開始され，４０年代

用された（ＭＥＤＩＮＦＯ７７Ｔｏｒｏｎｔｏでコンピュ

末に実用化が始まった。日本病院協会の年次学

ータ委員会名で発表)。

術集会である日本病院学会でも毎年このような

さらに，この調査に基づいて代表的な35病院

演題が発表されるようになり，継続的な研究活

を選んだ実際例，各メーカーが提案する45のシ

動を主導する必要から昭和49年に当時の河野稔

ステム例を掲載する「病医院へのコンピュータ

常任理事を委員長とするコンピュータ委員会が

導入ハンドブック第１版」Ｂ５版450ページを

発足した。

刊行した。

河野委員長は，当時先進的に病院情報システ

昭和53年に日本病院会事務局に調査室を開設

ム開発運用を進めていた人々を委員として選任

し会員病院を対象とする病院経営概況調査を

するとともに，国内の多くのコンピュータメー

開始し，以来毎年定期的な調査により着々とデ

カーの技術者陣を協力委員として参加させるこ

ータを蓄積しつつある。

とにより抽象的論議でなく病院実務とコンピュ

昭和55年には制度委員会としてのコンピュー

ータ技術の融合による具体的な病院合理化を狙

タ委員会を，定常的に活動できる外局的位置付

い実務的な問題を中心にコンピュータの利用

けに改組し，病院'情報センターとして現在に至
５７７

４研究部会

っている。

以下に委員会としての活動記録を項目別に経
時的に述べる。
１コンピュータ・セミナーの主催（昭和49年

８月一昭和55年５月）
まず病院経営データの把握のためにコンピュ

において調査項目原案を作成，まず委員の所属

する各病院の状況を記入し回答を作成して項目
の妥当'性を検討，次いで，当時コンピュータ利
用が確認されていた100病院を対象に試行調査
を行い記入状況をチェックすることにより項目

の整備修正をおこなった。
これらの作業の結果，最終調査を，①郵送に

ータ利用を進めること，そのためには病院のス

よるコンピュータ利用および動向の概要調査，

タッフ教育が必要との結論から，定期的なゼミ

②詳細調査表送付後，委員が回収のために訪問

ナールの開催を委員会が主催することになり，

し，担当者と面談の上で記入追加を行う訪問調

第１回が東京で昭和49年８月28～29日に開催さ

査，③コンピュータ・メーカーの協力を得てお

れた。以後第２回大阪(11月13～14日)，第３回

こなう病院へのコンピュータの納入・利用状況

福岡(昭和50年１月29～30日）第４回名古屋(３

（対象業務と機種）の調査の三木立としての調

月12～13日）と続けられ，昭和50年度には倉

査とした。

敷，札幌，京都，仙台，金沢，松山の６回，昭

昭和50年は調査対象範囲を日本病院会の会員

和51年度には東京，和歌山，新潟，広島，名古

名簿ファイル全数2,449病院とし，この種の調

屋，会津若松，神奈川，神戸の８回，昭和52年

査としては当時抜群といわれる34％，845病院

度には東京，静岡，岐阜，甲府，大阪の５回，

の回答を得た。訪問調査病院数は45病院で対象

昭和53年度には第24回を東京でシンポジウムと

は予備調査対象病院から選択した。コンピュー

して開催，以後秋田，松江，福岡の４回，昭和

タの納入・利用状況調査では当時の先端的活動

54年度には東京，浜松，長崎，東京の４回で，

をしていた14社から資料の提供をうけ９１９台の

通算31回,延参加者2,000名をこえ，普及促進活

コンピュータが医療機関に納入され，利用され

動としてのコンピュータ・セミナーを終了した。

ていることを明らかにした。これらの調査結果

２病院コンピュータ導入利用状況調査（昭和
５０年９月一現在）

昭和49年のコンピュータ・セミナーの実施と

を昭和51年６月に公表した所，それまで我が国

での調査資料がなかったことから，厚生省関係
を初め多くの国内の論文に引用された。

昭和52年，第２回の調査は日本病院会の保有

その際の討論を中心に委員会で検討した結果，

する全病院リストを利用し，全国の８，４７０病院

我が国における病院でのコンピュータ利用の実

のうち6,595病院を対象として調査の範囲を拡

態とその内容を把握することが必要であるとの

大した。調査回答率は15％と低下したが回答数

結論に達し，昭和50年８月に全国調査計画を開

954病院となり，回答病院名の照合により前後

始した。この種の調査はこれまで我が国では一

２回の調査で1,506病院からの回答を得たこと

度も行われておらず，調査内容を如何にするか

になった。

という点から問題となった。このため，委員会
５７８

第３回の昭和54年には，財団法人医療情報シ

４研究部会

ステム開発センターより厚生省の研究委託の一

って判明した会員病院の数多くの要望に応え

貫として経費の支援をうけ全国調査を実施し

て，それまでのコンピュータの構造，プログラ

て，8,470病院の全数に対して調査表を発送，

ミング・テクニック偏重の難解な市販のコンピ

1,331病院の回答を得た。

ュータ入門書ではなく，病院内における職員教

これらの継続的な調査により日本の病院にお

育の入門の手引として簡明な本書を刊行，日本

けるコンピュータ利用状況の経時的な変化と対

病院共済会に販売を委託し,年間1,000冊を超え

象業務の拡大の様子が明らかとなり，コンピュ

る需要を得て，その後は隔年毎に改版，10,000

ータ委員会の指導方針の決定ならびに運営に大

人に及ぶ病院人に利用されたことになる。

きく貢献した。
３医療行為，医薬品コードについての検討
（昭和49年）

コンピュータ委員会では，健保レセプト作成

５社会保険における診療報酬請求明細書（い
わゆるレセプト）の様式についての全国調査
と改善要望書の提出（昭和50年６月一昭和５１
年８月）

を中心とする病院医事業務合理化の推進のため

昭和50年時点において病院の運営管理の合理

に医療行為，医薬品処理の標準化を目標に，委

化を目標にレセプト・コンピュータ処理につい

員の所属する病院において使用されている諸コ

て小委員会を作り検討を加えていく段階で，全

ードを持ち寄り，それぞれのコード体系を比較

国各都道府県で本来統一されている筈のレセプ

し標準化の可能性の検討を行ったが，当時は

トの様式が都道府県別に，詳細な記入要領，記

コンピュータのメモリ規模も小さく，各病院の

載指導が異なり，用紙の色，認識用色マーク，

データ利用計画に従って，コード長をできるだ

記号番号の記載法はもとより診療項目の記載順

け短縮することが要求されていた実状では，す

の相違までを調べると，都道府県別にバラバラ

べてのニーズを満たすコードの標準化は困難で

になっており，コンピュータ処理に際しては各

あるとの結論に至った。しかし,将来,病院`情報

都道府県の基金別にプログラム変更が必要とな

処理の進展と，コンピュータの大規模低価格化

り，さらに健康保険の点数改正が行われる度に

が実現した際には，国,または基金側が,標準コ

その記載指導も異なるため，個々にプログラム

ードを作成し，これに従って,健保改正等に際し

の修正を要するという事実が明らかとなった。

ては，少くとも磁気テープで新点数表等の提供

コンピュータ委員会ではこれらの結果を日本

が望まれる｡各利用病院は,この基準コードと病

病院会雑誌に発表するとともに病院の事務の合

院独自コードの変換テーブルを持つことで対処

理化に逆行するものとして，その改善方を日本

可能とすることが望ましいとの結論となった。

病院会会長名で厚生大臣宛に要望書を提出し，

４病・医院へのコンピュータ導入の早判りの

刊行（昭和51年５月－現在）

病院へのコンピュータ導入利用状況調査によ

同時に同省内担当官各位に説明に回った。この

問題については直接厚生省からの回答を得るこ
とはできなかったが,その後,数年の間に支払基
金側の努力により徐々に改善の方向に向った。
５７９
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６病・医院へのコンピュータ導入ハンドブッ
クの刊行（昭和51年８月一昭和52年９月）
昭和52年，急速な普及をみせている病院業務
へのコンピュータ導入利用の実務的な問題を明

８国民健康保険診療報酬請求明細書の様式書
式の改善についての調査と要望薑の提出（昭
和52年８月一昭和53年９月）

社会保険の診療報酬支払基金の努力によっ

確化するとともに，当時，導入計画を進行させ

て，社保関係レセプトの標準化が進むと共に，

ていた多くの病院に対して，先進病院の苦労と

国民健康保険レセプトとの解離が目立つように

対策の内容を提供することを目的としてコンピ

なり，都道府県単位で統一様式であるにもかか

ュータ・セミナーに発表された代表的な病院を

わらず，記載の詳細については市町村毎に指導

規模毎に分類し，原稿の作成を依頼，同時に各

や要望が異なるなどの問題が会員病院から提起

コンピュータ・メーカーの提案する標準システ

されるようになってきたため，全国の主要病院

ムの内容を掲載し，「病医院へのコンピュータ

ならびにレセプト・コンピュータ処理を行って

導入ハンドブック」を作成した。これは，病院

いるメーカーの営業陣の協力を得，標準化に対

コンピュータ導入の貴重な歴史書として現在も

する問題点の調査を行い厚生省に対して改善意

なお活用されている。

見を付した要望書を提出した。これに対して厚

７コンピュータ委員会を中心とする米国病院
のコンピュータ利用状況調査団の派遣（昭和
５２年８月）

生省担当官は国としては一本化した様式を指示
しているが，運営については，各自治体に委せ

ているため現状改善を早急に行うことは困難と

の意見があった。このような実'盾では，個々の

委員会活動の基盤の確立と，将来への指導方

病院と地方自治体の国保事務所との交渉による

針を考えるためすでに50％以上の病院が，コン

改善策が必要であると判断し，以後のセミナー

ピュータの利用を行っている米国の現状と将来

において，その実情を説明することとした。し

の構想を調査する目的でＭＥＤＩＮＦＯ７７ＴＯ

かし，現実問題としては，むしろ，個々の病院

ＲＯＮＴＯへの参加と，その後の米国調査旅行を

レベルでの苦労もさることながら，全国レベル

目的として昭和52年８月20名の学会参加調査団

での処理プログラムの統一という，システム提

を結成，団長河野稔副会長，副団長三宅浩之コ

供側の問題が中心であり，委員会としては継続

ンピュータ委員長を中心に，病院の経営運営を

的に努力し，徐々に改善を目指すという方向で

河野氏，コンピュータシステムの利用状況を三

対処することとした。

宅氏が担当，学会後２グループに分れ，それぞ

れ十数施設を訪問調査した。これらの内容につ

いては委員会の運営に資すると共に，コンピュ

ータ・セミナーの折にその調査内容を含めて報
告している。

９日本病院会事務局に調査室の開設と業務の
開始（昭和53年４月一現在）

日本病院会会長左奈田幸夫氏（昭和52年～昭

和55年）は，病院医療の置かれている実情に鑑
みて，その合理的改善を計るためには，日本病

５８０

４研究部会

院会が自ら会員病院の運営・経営の実態を把握

夕処理量も膨大となり，報告書作成までに１年

し，それに基づいて，執行部，各種制度委員会

半を要する大事業となった。

により対応策を討議する必要があるとして，病

第３回調査は，病院経営データの調査内容を

院運営実体調査機関として，会長直属の調査室

前回の低回答率や膨大な処理作業を改善するた

を事務局に開設し，細川一郎常任理事に直轄さ

め調査内容を多少簡略化して昭和55年10月に実

せると共に一条勝夫学術委員長，三宅浩之コン

施したが，調査母数1,997病院に対し277病院

ピュータ委員長を補佐として任命した。

13.9％と回答率はさらに低下をみせ，このよう

調査室は直ちに手初めとして，全会員病院の

な大がかりな詳細調査に対応し得る病院は,３００

病院概況調査計画を開始，昭和53年10月１カ月

床以上の大規模公的病院に偏ることが示され

の病院運営に関する医療実施の実体数値等の詳

た。これらの事実が明らかにされる頃，病院経

細データを調査し，会員病院数２，１１２病院のう

営実体調査を主体に昭和47年度より毎年定期実

ち315％，666病院のデータをもとに詳細な分

施を行ってきた自治体病院協議会，日本赤十字

析データを得た。集計作表は，全国病院全数と

病院長連盟，厚生連等の公的病院を中心とする

の比較が可能となるよう，厚生省の病院報告に

全国公私病院連盟との相互協力調査の協議がす

準拠して行われ，日本病院会会員病院が公的病

すみ，以後は，毎年６月，協力調査を実施する

院52％と全国平均23％に対し公的病院の占める

こととなった。

比率が高く，また平均病床数では全国平均141.4
床に対し本調査では平均302.3床と大病院が多
いことが示された。したがって,病院組織率では

2,112/8,429＝25％であるが，一般病床比率で

１０病院情報センターの設立についての検討

（昭和53年８月一昭和55年３月）と，病院情
報センターの発足（昭和55年４月～現在）

は,約40％となっていることも明らかにされた。

コンピュータ委員会はその活動の拡大に従っ

この他，取扱`患者数，病院内職員比率その

て日本病院会制度委員会の枠をこえた活動が要

他，病院設備等の面からも平均的に倍以上の高

望され，立案審議のための委員会活動のみでは

機能病院集団であることが，統計的に明らかに

なく，情報収集，配布ならびに会員病院の要請

されたことは第１回調査の大きな成果である。

に応えて実務面での定常的活動が要求されるよ

第２回目調査は１年後の昭和54年10月１カ月

うになったために，即応体制のとれる組織を作

を調査対象期間として実施，病院経営面の詳細

ることが必要と考えられるようになった。コン

調査が企画され，医業収支，人件費，各診療科

ピュータ委員会では昭和53年８月これらの内部

別収支までを含めた膨大な調査となったが，病

情勢に対応しうる組織構成を日本病院会内に設

院経営分析が可能と考えられる範囲まで詳細な

置することについて検討を開始した。

データを要求したためこれに対応できる病院が

当時の病院におけるコンピュータ利用の動向

限定され，調査対象2,025病院に対して解答率

は，大規模な集中センター処理が必要と考えら

は16.8％，340病院と低下した。

れており，米国，欧州においても，国あるいは

また，この集計作業に伴う労力，コンピュー

州レベルでの病院組織が，’情報処理センターを
５８Ｚ
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作る方向で動いていた。日本でもこのような共

昭和49年に開始されたコンピュータセミナー

同型の集中センターあるいは，健保関連の共通

は，病院職員の教育を中心に展開されていた

処理ソフトウェアの供給，標準化作業などが望

が，実際のコンピュータ導入利用が普及するに

まれており，これに対応しうる体制作りを日本

従って，病院内の医療実務との対応での具体的

病院会が中核となり国に提案することが考えら

な問題についての総合的な情報交換が要望され

れた。

るようになった。このため，大都市で開催する

しかし，慎重討議を重ねた結果，当初要望さ

コンピュータ・セミナーに委員会と参加者間の

れたような大規模センターの構築を国に対し提

情報交換と討論を主体とするシンポジウム形式

案するには時期尚早として，まず部内会員病院

の討論会を加えていったが，その内容はコンピ

を対象とする情報の収集と提供を中心に，日本

ュータ技術というよりも病院組織，運営の合理

病院会病院情報センターを発足させ，毎年定額

化といったシステム計画が中心であった。

の活動補助金を本会計より支出することで，コ

昭和55年度に，病院へのコンピュータ導入の

ンピュータ委員会を中核とするメンバーがその

機運を促進するという目的を達成したコンピュ

当初，運営を行うこととなった。

ータ・セミナーを引継ぐものとして，病院のシ

１１病院の業務処理ソフトウェアについての詳

細内容調査（昭和53年８月一昭和55年３月）
病院のコンピュータ利用は，全会員病院の５０
％をこえ，具体的な対象業務の処理上の問題の

ステム化の問題を病院間で討議する場として年
に２回の病院システム化セミナーの開催が計画

され，その後引続き継続されている。
1３むすび

解決，あるいは対象業務の拡大が利用病院の関

我が国においても情報化社会の伸展にともな

心の中心となるに従って，その現状を調査把握

い，医療における情報の把握分析の必要Ｉ性が強

すると共に資料として会員病院に提供すべきで

調されるようになってきた。‘情報は量が多いだ

あるとの提案に沿って，昭和53年８月調査要項

けではあまり役にたつものではなく，時系列的

の立案，委員メンバーによる試行調査等を経

なデータの積重ねと充分な整理分析があって，

て，昭和54年春に調査を開始した。

しかもこれを利用するための知識が必要であ

この調査は，調査時点における各病院のコン

る。‘情報を制する者は世界を制するといわれる

ピュータ利用の実状を把えるとともに，病院１情

時代である２１世紀にむかって，日本病院会に置

報センター・ファイルとして今後システム登録

かれている病院'情報センターが，今後各種のデ

により会員病院相互間のプログラムを初めとす

ータの蓄積を続けるとともに，人材面，資金

る情報交換を開始するための基礎資料とする予

面，設備面が拡充されて，日本の病院医療に対

定である。

して積極的に貢献し評価されるものに育つよう

１２病院システム化セミナーの開催（昭和55年
５月一現在）

５８２

に関係者の努力が望まれる。
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５臨床予防医学活動
人間ドック
１はじめに

過去30年の日本病院会の我が国医学界に与え
た数多くの業績のなかで特筆されるものの－つ
として掲げられるのは人間ドック活動である。

２短期人間ドックの誕生（発想とそのなりた
ち）

昭和35年５月，健康保険組合連合会から,日

本病院協会に対し一つの提案がなされた。それ
は保険給付による短期人間ドックの構想であ
る。

由来，健康保険組合は組合員のため一定の金

病院の働きもＣｕｒｅよりｃａｒｅの時代，病院

額を，各地保健施設の設立・運営費として当て

はさらに一歩すすめて予防医学の場とならなけ

ていた。これらの金の新しい有意義な使途につ

ればならない。

いて思いをめぐらしていた健保連の氷野近博士

世界に先駆けて創められた，健康な人の入院

は，予防医学的な考えから，保険給付による短

総合精密検査として登場した人間ドックを簡潔
化し，短期人間ドックとして日本病院協会がと
りあげ健康保険組合連合会と提携して実施し早
くも４分の１世紀がすぎた。これは橋本寛敏会
長の卓見にもとづくものであり，これに携った
ひとぴとの努力の結果，国民に広く定着し，短
期人間ドックは創始以来，利用者の満足を得，

期の人間ドック実施について，日本病院協会に

い場合が多いのではないか，②１週間の入院で

順調な発展をとげ，その後開発された自動化健

は，時間的にも，経済的にも余裕のあるものに

診とともに，国民の健康保持，健康増進に尺し

限られる，という素朴な批判が起っていた｡

た功績はいくら高く評価しても，高すぎること
はない。

また一方，人間ドックは，中央検査室の整

備，病院の診療レベルアップに寄与した役割も
大きい。

相談をした。

当時，昭和29年，東京第一病院ではじめられ
た１週間ドックが広く一般社会にうけ入れられ
ていた。これに対して，①老齢ののち体の異常

を発見されたとしても，これをいかんともし難

＿方，橋本寛敏会長を院長とする聖路加国際

病院において，１週間ドックの実施経験から，
これを短期，廉価かつ必要にして十分な検査方
法はないかとの案が検討されていた。

両者の考想の一致から，健保連と日本病院協
会の双方からそれぞれ委員を出し，橋本会長が

自らその委員長となって短期人間ドック委員会

がつくられ，短期人間ドックの実現に向って第
５８３
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一歩がふみだされた。この委員会は，後に，臨

いう）に対する保険施設として実施する人間ド

床予防医学委員会となって今日につづいてい

ック（ただし組合が自己診療機関を利用して実

る。

施する場合を除く）に関し，健康保険組合連合

聖路加国際病院と室町健康保険組合（現三井

会（以下「甲」という）と日本病院協会（以下

健康保険組合）とが提携して，かねて聖路加国

「乙」という）は，それぞれ，実施を希望する

際病院日野原重明医長，橘敏也医幹らにより練

組合と，人間ドックに関し受け入れ態勢の整備

られた腹案にもとづき，健保連のもつ２日間１

された病院のうち，乙の指定した病院の委任を

万円という経費で，試験的に短期人間ドックが

受け，次のとおり契約を締結する。

はじめられた。昭和33年10月のことである。

第１条乙は，その指定した病院をして，この

聖路加国際病院で行われた１週間ドック

契約にもとずき，人間ドック実施を希望する

1,500例の実施成績から，majordisease発見の

組合の被保険者に対し，総合的機能検査（以

ための諸検査を残し，同一目的のための重複検

下「人間ドック」という）を行わしめるもの

査やminordiseaseで稀なもののための検査は

とする。

省略し，試験的実施にあたったのが橘敏也医幹

第２条前条に定める人間ドックの所要期間は

１人につき２日とし，検査項目等は別紙基準

である。

２カ月間50例の実施成績から，疾病異常の発

によるものとする。

見率が１週間ドックと実質的に差のないことが

第３条甲は，この契約にもとずく人間ドック

分かり，同委員会は更に実験病院を増やして資

の実施を希望する組合の申込をうけつけ，そ

料を整備することにきめた。

の組合の名称及び所在地を乙に通知する。

東京警察病院は鈴木豊明副医長が担当して日

前項の通知事項に異動があったときは，そ

本石油健康保険組合と組み，済生会中央病院は

の都度すみやかに乙に通知するものとする。

堀内光医長が担当して第一生命保険組合と提携

第４条乙は，この契約にもとずく人間ドック

して，それぞれ昭和34年１月及び２月から短期

の実施を申し出た病院につき，施設その他の

人間ドックの試験的実施を開始した。

面から実施が適当であるかどうかを総合的に

昭和34年３月中旬，同委員会は３病院の成績

審査判断し，甲と協議の上実施病院を指定

をもとに，数次の会合検討ののち，同年４月１

し，その病院の名称，所在地及びこの契約の

日より，健康保険組合連合会と日本病院協会

ために提供される病床数を甲に通知するもの

は，別項のごとき，短期人間ドック実施に関す

とする。

る契約をかわし，正式実施にふみ出した。
その契約書はつぎのとおりである。

前項の病院は「診療報酬点数表甲」を採用

の病院に限るものとする。
第１項の通知事項に異動があったときは,そ

契約書

健康保険組合（以下「組合」という）が，そ

の被保険者及び被扶養者（以下「被保険者」と
５８４

の都度すみやかに甲に通知するものとする。
第５条この契約によって行う検査の費用は１

人当り９，５００円とする。ただし，検査に関連

５臨床予防医学活動

短期人間ドック日程表

して必要上行った治療に関する費用は，療養
給付に関する費用として別に処理するものと

第１日
入院

する。

第６条この契約にもとずく人間ドックの実施

一般理学検査，身体計測

に必要な諸手続き，利用の申込み，費用の請

検尿：比重，蛋白，糖，沈査

求及び支払い，その他この契約に定められて

一般血球計算赤血球数，ヘモグロビン

いない実施細目に関しては，甲乙協議の上別

白血球数及び分類

に定める。

血沈及び血球容積

第７条甲及び乙は，この契約にもとずく人間

血液型

ドックの実施について著しく支障を来たした

検便：虫卵（集卵法)，潜血反応

とき又は必要ありと認めたときは，その都度

梅毒血清反応：ＶＤＲＬ凝集反応

協議して決定する。

硫酸亜鉛法（クンケルテスト）

第８条この契約の円滑な実施をはかるため，

総コレステロール

甲，乙間に，人間ドック運営のための委員会

ＢＳＰ

を設ける。

心電図

前項の委員会は，人間ドック実施状況の検
討その他この事業の円満な運営について常時
検討を行うものとする。

第９条この契約の有効期間は，昭和34年４月
１日から昭和35年３月31日までとする。この

Ｘ線検査（胸部）

外科・婦人科診療
第２日

尿濃縮検査（Eishbergtest）
胄液検査（基礎分泌能）：３０分間々隔で３

契約満了１カ月前に，契約当事者の何れか一

回検査

方から何らの意思表示をしないときは，有効

胃腸胆嚢Ｘ線検査

期間満了の翌日において向う１年間順次契約

血糖：食前

の更新をしたものとする。

この契約の確実を証明するため，本書２通

を作成し，双方記名調印の上各１通を所持す
るものとする。

乙

〃３〃（〃）

眼科：視力，眼底検査

短期人間ドックの実施にあたっては，権威あ

昭和34年４月１日
甲

食事２時間（坂口食負荷）

健康保険組合連合会
会長安田彦四郎回

日本病院協会
会長橋本寛敏回

る病院で，権威ある検査が行われることが望ま
れ，このために日本病院協会は実施病院の指定
内規を作り，ドック検査実施のため十分な機
器・設備，人員を有し，病院としての機能が十

分に発輝されていることを確認して人間ドック

実施病院の指定を行うことにした。その内規は
次のとおりであった。
５８５
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短期人間ドックに関する申告書
病院名

所在地
Ｉ必須条件

１．内科，外科，眼科及び婦人科の診療科を有するか然否
内科に専門医と認めらるる医師１名以上を有するか然否
２．整備した臨床検査室を有するか然否

短期ドック臨床検査を実施するに十分な人員を有するか然杏
下記の機械，器具をすべて有するか然否

胸部，消化器系の診断に十分なｘ線機械，光電比色計，上皿天秤，化学天秤又は毒薬天秤，
遠心器，孵卵器，恒温槽（37±１°Ｃ)，顕微鏡，心電図計，
３．甲表採用病院であるか然否

４．病院長が日本病院協会会員であり，且つ，人間ドックの主旨に十分の理解を然杏
有するか
Ⅱ附帯条件

１．下記診療科目のうちいくつのものを有するか

１０点

内科，外科，産婦人科，小児科，耳鼻科，眼科，皮膚・泌尿器科， 整形外科，精神科，歯科
２内科（胃腸科，呼吸器科，循環器科等を含む）医師は３名以上いるか
外科医師は３名以上いるか

然否３点
然否３点

３．基準看護か

然否６点

基準看護は何類か

一類４二類２三類０

４．ＣＰＣをふくむ院内臨床研究会が数多く開かれているか

然否５点

５．中央臨床検査室を有するか

然否２点

ここには臨床検査に経験をつんだ医師の長がいるか

然否２点

臨床病理学会の有資格者又は之に準ずる技術士６名以上が常勤するか

然否２点

下記の器械，器具をすべて有するか

然否２点

蛋白計，蒸溜装置，水平回転板，病理検査用施設器具

病院長名

日本病院協会長

5８６

殿

④

』ノリノリノリ

昭和年月日

２４３３３３３

以上の通り申告する。他に別紙履歴書２通を附する。

占い占い占い占い占い占い占い

８．病理専門家が常勤又は嘱託されているか
病理解剖が行われているか

否否否否否否否

レントゲン器械は透視及び撮影用それぞれ１以上を有するか
フイルムの整理はよく行われているか

然然然然然然然

検査件数は入院`患者１人１日当平均0.3件を超ゆるか
６．中央病歴室が整備されているか
７．レントゲン専門医がレントゲン科の責`圧をもつか

５臨床予防医学活動

短期人間ドック実施病院の指定内規

者１人当１日平均0.3件を超ゆるものであ

1．健康保険組合連合会と日本病院協会との契

るか。臨床検査に十分な器具，設備を有す

約による短期人間ドック実施の病院は右契約

るか。（10点）

に従い日本病院協会が指定規準を定めてこれ

６中央病歴室が整備されているか｡（４点）

を審査の上指定するものとする。

７レントゲン専門医がレントゲン科の責任

2．指定規準はこれを２つに分ち，必須基準及

をもつか。

附帯規準とする。必須規準はその各項がそれ

レントゲン器械は透視及撮影用それぞれ

ぞれ規準に達しあるを要し，附帯規準はその

１以上を有するか。フィルムの整理はよく

総評が規準に達しあるを要するものとする。

行われているか。（９点）

3．必須規準は左の各号とする。

１内科，外科，眼科及婦人科の診療科を有
すること。内科には専門医と認めらるる医
師１名以上が勤務すること。

８病理専門家が常勤又嘱託されているか。
病理解剖が行われているか。（６点）

5．実施資格の認定は人間ドック実施病院認定

委員会が希望した病院より提出せられた申告

２整備した臨床研究室を有し短期人間ドッ

書を審査し，要すれば委員会若しくはその権

ク検査項目が十分に実施し得る人員又は設

限を委任せられた地方委員会が，その実状を

備を有すること。

視察して得たる結果に基き日本病院協会がこ

３診療報酬点数表甲採用病院であること。

れを決定する。

４病院長が日本病院協会会員であり，且人

申告書には専門医と認められるる内科医及

間ドックの主旨に十分の理解を有するこ

臨床病理検査室長の履歴書を添えるものとす

と。

る。

4．附帯規準は左の通りとし総評30点以上を規
定規準とする。

１いくつの診療科を有するか。（10点）

２内科（胃腸科，呼吸器科，循環器科等を

この内規の一部は昭和53年８月多少の改訂が
加えられた。

３短期人間ドックの運営

含む）医師は３名以上か。（３点）

指定を受けようとする病院は，日本病院会に

外科医師は３名以上か。（３点）

指定申告をし，書類手続を行うと，人間ドック

３基準看護か否か。（６点）基準看護は何
類か｡（４点）

４ＣＰＣをふくむ院内臨床協議会が数多く
開かれているか｡（５点）

５中央臨床検査室を有するか。臨床検査に

実施病院認定委員の審査をうけ，指定条件にか
なうと認められると，日本病院会の理事会の承
認を経，日本病院会より指定をうける。そし

て，その旨が健保連に報告される。健保連は各
支部を通じ，受診者を指定病院に送る。

経験をつんだ医師の長がいるか。臨床病理

臨床予防医学委員は人間ドック学会のデータ

学会の有資格者又は之に準ずる技術士６名

をもとに，検査項目の選定，判定，指導基準の

以上が常勤するか。又その検査件数入院患

改定等に実質的な人間ドックの企画，運営にた
５８７

＝

～

５臨床予防医学活動
短期人間ドックの運営

指定を受けよ
指定を受け

人間ドック学会

うとする病
うとする病院

主催

ロ本病院会

協議

健保連

(契約）

指
定

理事会
審議縦ｌ１ｆ

各支部

臨床予防医学委員会
指定申杵

審議報告

審
査

人間ドッ
人間ドック実施病ｌｊプビ

同心正
認定委只会

連絡

事
事務同

連

絡

ずさわる。

その後も，短期人間ドックは受診者の満足と

日本病院会の主催する人間ドック学会は，臨

高い評価を得て成長をつづけ，実施６年後の昭

床予防医学委員会と表裏一体として，ドックに

和40年４月には,参加組合657組合,実施病院208

関する学問的討議の場となり，人間ドックを今

病院となり，昭和34年開設時より39年末のドッ

日の隆盛に推進させている。

ク受診者数は健保連26,786名（うち女性1,713)，

４短期人間ドックのあゆみ

昭和34年～39年（普及第一期）

昭和34年５月，東京地区11病院（84組合)，

京阪地区６病院（40組合）ではじめられた短期

一般16,657名（うち女Ｉ性2,305）計43,443名
である。健保連，一般の占める割合はそれぞれ

61.6％，３８．４％であった。また東京，大阪，愛
知で全体の75％を占め，大都市集中型である。
また，人間ドックの研究会やセミナーも後述

人間ドックは同年９月，全国的規模にひろげら

の如く，初歩，講習教育的なものより，漸次，

れ，１年後の昭和35年12月には参加組合３７６，

ドックの実施成績より得られた学問的内容をも

実施病院は133病院となった。

ったものが多く，研究会として充実した基盤を

５８８

５臨床予防医学活動
かためた。

昭和40年～43年（普及第二期）

れた゜

昭和48年の第13回学会で「人間ドックの未来

その後，短期人間ドックは社会的要望にこた

像」が取上げられた。病院で行う短期人間ドッ

え，順調な発展を続けた。ドック研究会も大学

クは，毎年利用者が増加し，指定病院のベッド

教授や専門家をまじえ，関連課題が特別講演の

数だけでは，需要に応じきれなくなった。そこ

主題として選ばれ，肝機能検査の共同研究発表

で組合からの要望もあり，昭和49年４月より自

をはじめ胃カメラ，糖代謝等に関するドック実

動化健診についても，日本病院会と健保連は契

施成績よりする身近な問題も提示され，活発な

約し，利用者の便をはかることになる。自動化

討議がくりひろげられた。

健診の開設，オートアナライザー，多項目検査

実施10年後の昭和43年12月，参加組合数771

方法の開発等により，人間ドックとＡＭＨＴＳ

組合，実施病院205病院に達し，受診者も年間

との検査の差が問題となり，昭和48年の学会で

25,967名，１０年間の総計143,072名に達し，ま

人間ドック検査項目の問題点なるシンポジウム

さに短期人間ドックの黄金期に達した。

がもたれ，その後行われた50年の検査項目の改

ドック開始10年を記念して，全国46病院の協

力により３，５，８年間隔の人間ドック反復実

施者の経年変化の成績が集計され，加齢と異常
所見の頻度，とくに肥満との関係が明確にされ
た。

昭和44年～49年（人間ドックの転換期）

正の基礎が作られた。

昭和50年以降（変動期）

昭和50年は人間ドックにとっては，めまぐる
しい変動の時期といわれる。

すなわち，自動化健診の登場により，人間ド
ックも大きな変動期を迎えることとなった。

短期人間ドックの普及とともに，人間ドック

いわゆる、３時間ドック"は，日本人気質にぴ

デラックス版の１週間ドックは，その価値は認

ったりあい，経済の高度成長の波にのって，一

めながらも方法的に批判が起り，慶応大学病院

つのブームとなった。

の１週間人間ドックは昭和44年より中止され，

後に健康相談センターとして１日通院ドック方

自動化健診の多項目同時検査と，糖度管理は
人間ドックにも大きな示唆を与えた。

式へと変化することになる。このような風潮か

昭和50年４月，別項の如く大幅な検査項目の

ら，従来１週間ドックを行っていた大学病院の

追加が行われ，短期人間ドック検査項目実施指

なかには中止するところが続出した。

針が出された。

一方，昭和45年，東芝中央病院がわが国では

受診者の負担は時間的，経済的（実際には人

じめて自動化健診を行った。これは米国Kaiser

間ドックと大差はないが）にも簡易な自動化健

FoundationHealthPlan財団のＡＭＨＴＳ方

診は人間ドックに代り従来の入院人間ドックの

式，消化管Ｘ線検査を加えた我が国の人間ドッ

需要は大幅に減少するのではないかと危'倶する

ク式自動化健診である。

むきも一部あったが，自動化健診の普及と平行

同年引つづいて，愛知総合保健センター，Ｐ

Ｌ東京健康管理センター等，ぞくぞくと開設さ

して，２日人間ドックもその利用者が増した。
昭和50年９月現在の全国病院における人間ド
５８９

５臨床予防医学活動

ツク実施現況が発表された。

昭和52年12月第18回人間ドック学会のピロプ

チン・アナフィラキシーショックの症例報告よ
り，胆嚢検査は超音波診断によることが望まし

いとの勧告が行われた。
また，自動化健診施設も，開設はじめの独立

方式よりFollowup，アフターケアにすぐれ

告書（様式４）を日本病院会常任理事会に提
出するものとする。

（指定基準）

第４条指定の基準は次のとおりとする。
（１）指定を希望する病院の長が日本病院会の
正会員であり，かつ人間ドックの主旨を十
分理解していること。

ている病院に併設する施設に代り，逆に人間ド

（２）内科，外科，眼科，婦人科の診療科をも

ックよりな傾向となり，人間ドックと，自動化

ち，各科医師の指導を受ける体制を有する

健診が，それぞれの特長を生かし，共存の時代

こと。各科の医師数は内科医３名以上，外

に入り，向後益々，お互いに協力しあって，盛

科医２名以上，眼科医，婦人科医は各１名

んになるものと考えられる。

以上とする。

短期実施病院の指定に関する内規が，ドック

（３）人間ドック担当医として，ドック業務を

開始後，２０年近くたち，現実にそぐわぬ点があ

行なうにふさわしい臨床医を有すること。

り，臨床予防医学委員会において数年前より改

（４）専属または主として人間ドック業務を行

訂のための準備が進められていたが，昭和55年
２月ようやくつぎのように定められた。

短期人間ドック実施病院の指定に関する内規
（目的）

第１条この内規は，社団法人日本病院会と健

なうにふさわしい看護婦がいること。

（５）検査の実施運営に必要とする熟練した要
員を有すること。

要員とは主として次の者をいう。
ア．臨床検査の経験を積んだ長がいるこ

康保険組合連合会との契約による短期人間ド

ック実施の病院を指定することを目的とす
る。

２短期とは１泊２日をいう。

（病院の指定）

第２条人間ドック実施を希望する病院は，あ
らかじめ指定申告書（様式１）を日本病院会

と。

イ．臨床検査室，生理検査室には臨床検査
技師を含む２名以上の技師が常勤するこ
と。

ウ．エックス線写真，心電図の読影に責任
をもつ医師がいること。

エ．臨床放射線技師またはエックス線技師
２名以上が常勤すること。

会長宛提出し，実情視察を受けなければなら
ない。

第３条実施病院の指定は，日本病院会常任理
事会が決定する。

２指定にあたっては，臨床予防医学委員会が

任命する人間ドック実施病院認定委員が指定

申告書を審査し，かつその実情を視察した報
５９０

（６）短期人間ドックの検査項目を十分に実施
し得る設備（ドック専用室，臨床検査室，
生理検査室，放射線検査室等）並びに機器
を有すること。

（７）検査の精度管理がよく行なわれているこ
と。

５臨床予防医学活動

（８）受診者の成績説明，生活指導などの面で

⑩病歴，検査記録の整理保管がよく行なわ
れていること。

（､）細胞診が正しく行なわれる体制にあるこ
と。

付則

Ｌ指定病院は，人間ドック実施状況年間報告
書（様式５）を翌年１月末日までに日本病院

会臨床予防医学委員会に報告するものとす
る。

２．指定基準に満たない事項が生じた場合に

は，当該病院に善処を求め，状況によっては
指定を取消すことがある。

３．指定ベッド数は，人間ドック実施のための
施設，機器，要員，病院の規模等を参考とし

て定めるが，病院許可ベッド数100床までは
２床まで，100床増すごとに２床増を一応の
基準とする。
４．人間ドックに必要な諸検査は，原則として

すべて自施設で行なうものとする。ただし，

血算検査を除く検体検査に限り，認定委員会
が外注施設，検体の集配条件，精度管理状況

24,759

12,328

13,639

25,967

12,614

16,140

28,754

16,211

17,949

34,160

20,668

27,320

４７，９８８

20,237

24,799

４５，０３４

19,181

30,093

４９，２７４

29,305

40,734

７０，０３９

32,616

48,293

８０，９０９

32,781

47,699

８０，４７８

32,372

45,447

77,819

43,533

62,218

105,751

40,732

79,963

120,695

指定病院の経営主体別には,医療法人･個人２９

％，赤十字14％，市町村13％をはじめとして，
多彩をきわめている。

人間ドック指定病院開設別一覧
開設別

１４４１１２

保及連

済及連

病院数
３９１５９５２３３５８

る。

13,074

災立立字会連連団保合合

の昭和34年以来逐年の推移はつぎのとおりであ

17,760

11,685

県村

短期人間ドックの受診者数とその特定病院数

13466

8,959

府十生生社生

するものとする。

６，４１６

8,801

一般の利用者数は79,963人である。

道町

は，その旨速かに臨床予防医学委員会に報告

11,102

る利用者数は40,732人で，組合独自利用および

労都市赤済厚全厚船健共

５．ドック担当責任医に変更があった場合に

４，７８４

７，０５０

以上のように昭和55年，健保連の実施してい

等を調査したうえ，適切と認めた場合は外注
することができる。

６，３１８

８３５００８８４４５８２２７００２１９７９１
１３７９０００９９０２４４６８８８９００１２

な受入態勢があること。

数

１１１１２２２１１２２２２２２２２２３３３３

（９）要精検，要追及，要治療者に対して適切

４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５
３３３３３３４４４４４４４４４４５５５５５５

適切な措置がとられていること。

指定病院

昭和年｜健保連’一般Ｉ計

５９Ｚ
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開設別

病院数

１２

１７６２４８

合

２６

人人人社他人

法法法

益療校

公医学会そ個

の

計

321

宮崎県１鹿児島県１
沖縄県１

合計人間ドック指定病院３２１自動化健診指

定施設５６現在申告受付病院４

一方，昭和47年，年間自動化健診受診者は
399,509の多きを数えて，自動化健診主導型と
なった。そこで現在の短期人間ドックにも問題
がないわけではない。それは，人間ドックぱな

同じく昭和55年現在の都道府県別の人間ドッ

とである。短期人間ドックが１病院あたり数床

ク指定病院は次のとおりである。

（ド)…人間ドック（自)…自動化健診

富山県
福井県

滋賀県

鳥取県

岡山県
山口県
香川県

佐賀県

熊本県
５９２

診率も年々増加しているので，人間ドックぱな

山形県１

れとはいえぬという見方もある。

千葉県６
神奈川県２３３

長野県５

一次健診は自動化で行い，病院は二次，三

次の精密検査に徹すべしという構想もある。
種類別人間ドック受診者数の最近の推移は次
のとおりである。

三蘆奪２１ :巳会間IAMHTS｜他
昭和5０

愛知県１１３

５１

二重県６

５２

京都府７

５３

兵庫県７１
和歌山県１
島根県３

５４
５５

８４，６４１

(32.9％）
100,461

(36.9％）

８０，４７８

(26.0％）

７７，８１９

(25.2％）

105,751

(24.1％）

148,473

(32.0％）

106,192

(41.3％）

124,448

(45.7％）

192,435

(62.4％）

186,738

(60.4％）

270,195

(61.5％）

275,722

(59.3％）

６６，５８５

(25.8％）

４７，３２０

(17.4％）

３６，６６９

(11.9％）

４４．６７３

(14.4％）

６３，６４７

(14.4％）

４０，４００

（８．７％）

広島県３１

１

高知県

宮城県３１

石川県４

８

奈良県

１

大阪府

自動化健診の延びが大きいのでう一見人間ドッ
クぱなれのようにみえるが，その実，ドック受

新潟県１９２

２１

岐阜県

２

静岡県

で運営している現況では数に自ら制限がある。

青森県４１

群馬県７１

１

山梨県

６

東京都

（ド)(自）

茨城県７２

３８

埼玉県

Ｊ

栃木県

自３

福島県

ド４４２８３４３７５２７３７２０２５７２２２４

秋田県

く

岩手県

Ｊ

く

北海道

れ，指定病院ぱなれが起っていないかというこ

徳島県２

検査項目の集積でなく，受診者全体を臨床家

愛媛県８

の眼でとらえ，検査項目で微分し，更にそれを

福岡県１５２

積分することこそ人間ドックであろう。

長崎県２

大分県１２

最近，実質的に指定病院の意味が薄らいでい

る。昭和43年より受診者のうち，健保連契約者

５臨床予防医学活動

より一般受診者がふえ，年々その傾向は強くな

3９．１１

糖負荷試験血糖30分後を追加

り，昭和57年には健保連を通ずろもの51,099人

４０．１

上部消化管Ｘ線検査６ツ切３

に対し，一般83,746人となっている。

健保連調査でも指定病院で契約にもとづく受

診者１に対し，指定病院外で組合独自による地

枚→４枚に変更
4２．４

肝機能検査ＳＧＯＴ追加

４２．９

肝機能検査ＢＳＰｔｅｓｔ廃止

Al-Pを追加

域の医療機関での受診者５の割合で，指定の意

4２．１０

上部消化管Ｘ線６ツ切５枚とす

味が薄らぎ，指定病院制に疑問をなげかけてい

５０．４

短期人間ドック検査項目実施指

針（追加検査項目）

る。

眼圧測定，Ｒｈ式血液型

従来，下部消化管癌や，膵疾患は人間ドック

ＲＡテスト，中性脂肪，クレア

の盲点となっていたが，第24回日本人間ドック
学会のワーク・ショップで，便の潜血反応，腹
部超音波診断法がそれぞれスクリーングとして

チニン，尿酸，ＧＰＴ，
便の潜血削除
胸部Ｘ線２方向

5１．４

冑Ｘ線（４Ｆ３枚，６Ｆ３枚)，

有効性が実証され，実施方法が確立され，近日

発泡剤，ブスコペン使用

人間ドックの必須項目として採用される予定で

総蛋白，アルブミン，ＣＲＰ，
ＡＳＬＯＴＰＨＡを追加

ある。

胆嚢造影剤（ビロプチン）使用

5５．１２

禁止，超音波がのぞましい

５人間ドック検査項目方法の変遷
短期人間ドックの検査項目は，入院期間を２

日間，成人病のスクリーニングを主とし，経済

糖負荷試験尿糖120分を追加

３６．８

3９．８

クレアチニ

尿

化

総蛋

学

ＧＯ

ブ
アルミ

糖負荷試験：血糖60分後120分
後に変更

3９．１０

コレステロⅢ

中’性Ｉ旨
生

腎機能検査Fishbergテスト一
般検尿の比重１．０２４以上は廃止

Ｘ

胃液検査必要と認めたもの以

ＧＰ

外は廃止

アルカリホスフアダ

ル肪ソ酸白ンＴＴゼ

視力検査の廃止

３６．１

Ｘ

線線線

３５．８

定図査査査

ヘマクリットの廃止

の

測検検検

昭和35年７月

’

部
Ｘう

その主なものを列挙すると

Ｘ線

容ならびに方法の変更が行われた。

iｌ

電

を臨床予防医学委員会で検討し，種々の検査内

圧底圧力

てきたが，その後，人間ドック学会での問題点

胸胄胆

ックの検査項目を省略して昭和34年より実施し

は次のとおりである。

血心眼眼視

的，廉価に行えることを建前として，１週間ド

昭和51年２月現在加除されて実施の検査項目

５９３

５臨床予防医学活動

球球素像沈

ＲＳ

フ

14,660

４２．１２．１

15,650

以上のように点数の改訂はしばしば順調に行

われず，昭和45年２月１日の３年ぶりの改訂は
わずかに7.35％にすぎなかった。そこで人間ド

ック実施に関しては経済的にも病院に妙味を与

えるためこの時点をもって保険点数の改正の有

Ｐ

無に拘らず，過去３カ年間の国家公務員の標準

型（ＡＢＯ）

型（Ｒｈ）

Ｐ

4２．４．１

Ａ

Ｏ

ス集

ＲＣＡ血血ガ擬Ｔ

報酬平均上昇率を加算し，毎年４月１日にスラ
イドすることに定められた。

板法

ここで健保改訂率によれば16,500円となるべ

法

きところを18,650円に改訂されることとなっ

ＨＡ

白半定

濃縮力検

量澄査卵

蛋沈尿虫

便’

血血色液

１１

尿１

糖（負荷）

液液

１１

赤白血血血

血清学

ク血

血液学

Ｉ

ケル

:／

た。

このスライド制は，全く斬新，画期的な考え

であった。人間ドック料金は個々の検査の点数
の算術的合計ではなく，検査方法の確立した当
時にあって，入院総合全身精密検査としての料

金をまず定め，その料金のなかで，必要に応じ

６短期人間ドックの料金

て，十分な検査項目を選ぶという考えに立った

短期人間ドックは健保連と日病の契約で，昭
和34年４月１日，１人当り９，５００円ではじめら

ものである。

高度経済成長の余恵により，スライド制料金
は点数計算制を大きく上回り，昭和52年４月，

れた。

その後，保険の診療報酬の点数改正ならびに
検査項目の改正にともない,その都度,料金の改

点数計算39,430円に対し，スライド制では
48,100円と9,670円の差が生じた。

正が行われ，昭和42年２回の改訂により15,650

その後，低成長時代に入り，その差はちぢま

円となったが，その後改訂なく昭和45年ようや

ったものの，スライド制料金の方がなお，点数

く18,650円となった。

計算方式を十分上回っている。

その推移はつぎのとおりであった。

昭和3４． 4．１

５９４

9,500円

その逐年の推移はつぎのとおりである。
昭和4５．

2．１

18,650円

３６．

７．１

10,600

４６．

４．１

21,000

３９．

４．１

11,600

４７．

４．１

23,600

４０．

１．１

12,500

４８．

４．１

26,500

４１．

１．１

14,000

４９．

４．１

29,400

５臨床予防医学活動
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4．１

36,100

鈴木豊明（東京警察病院）

４．１

44,200

小関忠尚(京都第二赤十字病院）

４．１

48,100

寺田由紀夫（大阪赤十字病院）

４．１

51,000

石橋正（名交病院）

４．１

53,000

丹野三男（仙台市立病院）

４．１

53,000

太田孝哉（富山県立中央病院）
鷲野昌夫（名鉄病院）

その後，昭和48年より，委員長中島克三（関

７臨床予防医学委員会

東中央病院)，副委員長氷野近（三井健保)，昭

短期人間ドック発足にあたり，この事業を円

和49年堀内光氏(済生会中央病院)が委員長に選

滑に営む目的で，人間ドック運営委員会がもう

ばれ，自動化健診の併立にともない，第一部会

けられた。橋本会長自ら委員長となり，平賀

（短期人間ドック)，第二部会（自動化健診）

稔，小野田敏郎，堀内光，橘敏也の４氏に，健

の委員会がもたれ，氷野近（三井健保)，樫田

保連より仲田良夫，氷野近の２氏が加わり，人

良精（関東中央）２氏がそれぞれ副委員長に選

間ドックの実施規定の作定，日本病院協会と健

ばれ業務分担した。その後，人間ドック，自動

保連との契約を当初の仕事とした。そして臨床

化健診が合同し，第一，第二部会の別が自然に

予防医学委員会の母胎となるものである。

消滅した。

一方，人間ドック実施病院指定のために，中

臨床予防医学委員会の氏名と任期を一覧表に

央，並びに地方（九州，中国，近畿，東海，北

すると次のとおりである。（～は55年現在)。

陸，東北，北海道）認定委員，１４名を選び，実

橋本寛敏昭和33～46年

施希望の病院から出された申請書にもとづき実

平賀稔３３～４６

際に病院におもむいて,審査を行うこととした。

氷野近３３～

当初の臨床予防医学委員会委員は次の如くで

小野田敏郎３３～４９

中島克三３３～４８

ある。

委員長橋本寛敏（聖路加国際病院）

堀内光３３～５４

委員平賀稔（同）

橘敏也３３～４６

水野近（三井健康保険組合）

笹森典雄３３～

小野田敏郎（東京警察病院・佼成

鈴木豊明３３～

病院）

小関忠尚３３～

中島克三（関東中央病院）

寺田由起夫３３～

堀内光（東京都済生会中央病

石橋正３３～４３

院）

丹野三男３３～

橘敏也（聖路加国際病院）

太田孝哉３３～４３

笹森典雄（牧田総合病院）

鷲野昌夫３３～4８
５９５

５臨床予防医学活動

清瀬闇
宇津典彦

藤間弘行
飯田品

高橋春雄
日野原重明

松岡研

榎本敏雄

をたてた。①病院診療の理念にもとづき内科そ
の他必要な科を産科に協力せしめる。②このた

めの事務要領及び指導要領をさだめる。③実験
５病院を東京都内に選び約１年間の実施のよう
すを検討する。以上にもとづいて健保組合連合

会では実験参加組合を数組合募集して態勢をさ

だめ，済生会中央病院，東京警察病院，聖路加
国際病院，武蔵野赤十字病院，関東中央病院が

３
５

吉植庄平

施についての具体的構想を練りつぎの根本方策

５

三木徹

学委員会は同年２月第１回の会合をひらいて実

２

井手一郎

のは昭和35年１月の頃である。日病臨床予防医

５
５

樫田良精

一一一一一一一一一一一一一一一

安藤幸夫

５７７７７９９９９９９０００５

田中剛二

４４４４４４４４４４４５５５５

金沢鉄男

実験病院として選ばれた。産科指導科は各病院
慣行料金としたが，その中数は１回100円を出

なかった。この５病院における予備的な妊婦ド
ック指導は昭和35年８月より１カ年つづけられ

た結果次のことを改めるようにした。(1)指導要

妊婦保健指導
１その発足

昭和35年現在，わが国の死亡率の減少はこの

領には２，３をのぞいて特に改むくきものはな

い。(2)受診者にその都度窓口で利用券を使用さ
せたが，このことはきわめて煩雑で，これは全

指導を１件払いにすべきである。(3)産科指導料
の基準は１回200円程度に増すべきである。

十数年のあいだに刮目すべきものがあったがこ

昭和36年10月，これら１カ年の教訓をとり入

れを妊婦の死亡の面にみると他のものの改善に

れた案について産科学に造詣ふかい長老と厚生

比して立ちおくれがめだっていた。すなわち妊

省の関係課長との出席をねがって種々の意見を

婦10,000に対する死亡は米国3.7,オランダ4.1，

得，さらに同年12月９日実施希望の多数病院の

英国４４，フランス５．５，カナダ５．５，であるに

参集を得て真蟄熱心な検討を加えて最後の決定

比して日本は15.3の高率をしめしている。その

にいたったのである。昭和37年３月，健保連と

理由にはいろいろの因子が考えられるが，妊婦

交わした協約害，協定書は次のとおりである。

の予防医学的な管理の不足が重要な－因子と考
えられた。

臨床予防医学の重要性について極めてつよい

妊婦ドックに関する契約書

契約言

関心をしめす日本病院協会は，同様に組合員の

健康保険組合（以下「組合」という）が，そ

疾病予防をねがう健康保険組合連合会より，妊

の被保険者及び被扶養者（以下「被保険者」と

婦の保健指導の実施についての申入れをうけた

いう）に対する保険施設として実施する妊婦の

５９６
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保健指導の事業（以下妊婦ドックという。ただ

第６条この契約にもとづく妊婦ドックの実施

し組合が自己診療機関を利用して実施する場合

に必要な諸手続き，利用の申込み，費用の請

を除く）に関し，健康保険組合連合会（以下

求及び支払い，その他この契約に定められて

「甲」という）と日本病院協会（以下「乙」と

いない実施細目に関しては甲と乙が協議の上

いう）は，それぞれ実施を希望する組合と妊婦

別に定める。

ドックに関し受け入れ態勢の整備された病院の

第７条甲及び乙はこの契約にもとづく妊婦ド

うち，乙の指定した病院の委任を受け，次のと

ックの実施について著しく支障を来たしたと

おり契約を締結する。

き又は必要ありと認めたときはその都度協議

第１条乙は，その指定した病院をして，この

して定める。

契約にもとづき，妊婦ドック実施を希望する
組合の被保険者に対し，妊婦ドックを行なわ
しめるものとする。

第８条この契約の円滑な実施をはかるため，
甲と乙は常時協議を行なうものとする。

第９条この契約の有効期間は，昭和37年３月

第２条前条に定める妊婦ドックの実施は，甲

１５日から昭和38年３月31日までとする。この

と乙が協議して定めた基準によるものとす

契約満了１カ月前に，契約当時者の何れか一

る。

方から何らの意思表示をしないときは，有効

第３条甲は，この契約にもとづく妊婦ドック

期間満了の翌日において，向う１年間順次契

の実施を希望する組合の申込をうけつけ，そ

約の更新をしたものとする。

の組合の名称及び所在地を乙に通知する。

この契約の確実を証明するため，本書２通を

前条の通知事項に異動があったときはその
都度乙に通知するものとする。
第４条乙はこの契約にもとづく妊婦ドックの
実施を申し出た病院につき，施設その他の面

から実施が適当であるかどうかを総合的に審
査判断し，甲と協議の上実施病院を指定し，
その病院の名称，所在地を甲に通知するもの
とする。

前項の通知事項に異動があったときはその
都度甲に通知するものとする。

第５条この契約によって行なう検査，指導の

作成し，双方記名調印の上各１通を所持するも
のとする。
昭和37年３月15日
甲

乙

健康保険組合連合会
会長安田彦四郎
日本病院協会
会長橋本寛敏

妊婦ドック実施に関する協定書
妊婦ドックに関する契約書第６条に基づき，
その実施細目に関し健康保険組合連合会（以下

「連合会」という）と日本病院協会との間に次

費用は4,000円（内科的診断２回，産科指導

の事項を協定する。

標準回数13回，分娩後１回）とする。ただ

第１条妊婦ドックの実施を希望する健康保険

し，検査，指導の過程において疾病を発見し

組合（以下「組合」という）は様式第１号に

治療を行なった場合の費用は，療養給付に関

様式第２号による委任状を添え，組合の名

する費用として別に処理するものとする。

称，所在地，被保険者数，年間利用見込人員
５９７
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等を記載した申込書２通を作成し，所属の連
合会に届け出るものとする。

組合が妊婦ドックを中止せんとする場合そ
の他前項の届出事項に変更があった場合も前
項に準じて届け出るものとする。

第２条妊婦ドック実施病院（以下「指定病
院」という）において妊婦ドックの実施を開

ツク利用券を添付するものとする。

第９条前条より費用の請求を受けた組合は，
利用状況等を調査確認の上速かに当該病院に
支払うものとする。

第10条この協定に規定のない事項については

必要の都度協定当事者協議の上定めるものと
する。

始する場合には，連合会は予め当該指定病院

第11条この協定は協定当事者の何れか一方が

に実施依頼の連絡を行ないその承諾を求めた

必要と認めた場合には当事者双方の合意の上

上実施するものとする。

随時定めることができるものとする。

第３条被保険者（被扶養者を含む。以下同

第12条この協定は昭和37年４月15日より実施

じ｡)が，本契約にもとづき妊婦ドックを利用

するものとする。

しようとするときは，組合は所定様式による

この協定の確実を証明するため本書２通を作

妊婦ドック利用券及び妊婦ドック申込用往復

成し双方記名調印の上各１通を所持するものと

はがきを交付するものとする。

する。

第４条妊婦ドック利用希望者は前条の往復は

昭和37年３月15日

がきより自己の希望する指定病院と連絡し，

甲

指定病院の指定の日時にその指定病院に妊婦
ドック利用券を提出して指導を受けるものと

乙

する。

第５条前条の規定により指定病院が妊婦ドッ

ク利用券の提出を受けたときは，指定病院は

会長安田彦四郎
日本病院協会

会長橋本寛敏

また実施病院の指定については次のような内
規が定められた。

これと引替えに妊婦ドック受診券を交付する
ものとし，以後の受診券によるものとする。

健康保険組合連合会

妊婦ドック実施病院の指定内規

日本病院協会と健康保険組合連合会が契約を

第６条妊婦ドックに要する費用のうち，本人

行った妊婦ドック実施病院は，申請があったも

の負担する額は，組合において定めるものと

のにつき審査を行い，適格であるものを日本病

し，その徴収は組合において行なうものとす

院協会が指定する。

る。

指定の規準は下記のとおりとする。

第７条妊婦ドックを実施した指定病院は，そ

１．産科の診療科目を有し，産科及び内科の

の実施結果の概況を様式第３号により連合会

専門医と認められる医師が勤務しているこ

に報告するものとする。

と。

第８条妊婦ドックに関する費用は，様式第４

２．胸部レントゲン撮影の設備を有し，なし

号により毎月分を取纒め翌月中に関係の組合

得れば間接撮影の設備を有すること。

に請求するものとする。この場合には妊婦ド

３．完備した中央検査室を有すること。

５９８
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４．日本病院協会々員であること。

実施病院はその後，産院，産婦人科単科病院
においても契約し得るよう改められた。
またその実施要領は次のように定められた。

妊婦ドック実施要領
１実施の目的

家庭の主婦は一般に定期的受診の機会に恵ま

妊娠後期|鰯1期二二塁週f1：

産褥期…………………分娩１月後に１回

(2)この標準によって受診する妊婦に対して
は，概ね次記の診察を行うものとする。
（a）初回妊婦診察

（１）骨盤外計測，その他の産科的診察

れず，不知不識の間に健康を害している場合も

（、体重

勘<ないので，妊娠時に当って産科受診の機会

（、血圧

を利用して広く合理的な検診と保健指導を行い

（Ⅳ）検尿（蛋白定性）

健康児の出産と高度の母性保護を企てるものと

（Ｖ）血液型

する。

（Ⅵ）血色素量（Ｈｂ）による貧血のスク

この目的を達するため，妊娠初期および後半

リーニング

期の２回，内科的全身的受診を行わせて，その

（Ⅶ）梅毒反応（ガラス板法，凝集法）

結果に対する内科専門医師の判断を有効に反映

（Ⅷ）検便（虫卵）

利用しつつ充実した妊婦検診の実を挙げるもの

（Ⅸ）歯科口腔検査

とする。

（Ｘ）母親学級受講者名簿登録

２指導の対象となる妊産婦

産科的に正常妊娠と診断された既婚婦人であ

（b）毎回実施する妊婦診察

（a)の中，毎常行うのは次のものである。

って，４カ月までの者を初期の妊婦とし，５乃

（１）体重（Ⅱ）血圧（Ⅲ）尿蛋白

至７カ月の終りまでの者を中期の妊婦とし，そ

（Ⅳ）産科的診察（含指導）

れ以後，分娩までのものを後期の妊婦とする。

（c）妊婦に対する指導は随時これを行うこ

これら３群の妊婦及び分娩６週までの褥婦を対

ととする。

象として保健指導を実施することを原則とす

（d）産褥期診察

産褥復古状況を診察，正常生活への復

る。

妊娠を確定し得ないものおよび異常妊娠の疑

帰の診断，家族計画の具体的指導を行

いあるものなどはこの対象に含まれない。これ

う。

らは健康保険の対象として診療するものとす

(3)母子手帳

る。

妊娠４カ月頃に交付を受けられるよう妊

３実施要綱

娠証明書を発行し，東京都の地域及び保健

（A）産科的診察（所謂妊婦診察）

所を設置する市は所轄の保健所長に，その

（１）受診回数

他の地域は市町村長に妊娠届出書を提出さ

鱒::霊:二i藷州月旧

せる。

(4)母親学級
５９９
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（１）血算（Ｈｂ，赤血球数または

別に定める母親学級テキストに準じて分

娩までに概ね４回（担当病院の事情により

ヘマトクリット）

適宜変更して差支えない｡)妊婦のグループ

（鵬:鯛〃＝

指導を行うものとする。テキストに準拠す
る範囲内においては各病院の特殊性を強調

４以上の検診によって治療を要するものは別

して，その妊婦が当該病院において入院，

に健康保険により診療することとする。

分娩する際に支障をきたさないように注意

その指導要領はつぎのとおりとされた。

妊産婦保健指導要領

しなければならない。

(B）内科的診察

1．指導の対象となる妊産婦

(1)受診回数及び時期

内科受診は原則として妊娠前半期，後半期

産科的に妊娠と診断された既婚婦人であっ

て胎動，児心音，又は胎児Ｘ線像等の妊娠確
徴を具えるに至らない者を初期の妊婦とし，

の２回とする。

第１回………妊娠初期または産科初診時

それらの確徴を具えてから第７カ月の終り又

第２回………妊娠９カ月

第８カ月の始めまでの者を中期の妊婦としそ

(2)第１回内科的診察

（a）循環器系，泌尿器系，呼吸器系，内分
泌系，等の障害の有無，殊に心臓病，腎
臓病，肺結核，その他の潜在疾患の発見
に努めるとともに，配偶者ならびに同居
人の結核`性疾患等についても留意する。
（b）検査項目

れ以後分娩迄のものを後期の妊婦とする。こ

れら三群の妊婦を対象として左の如き，保健
指導を実施する事を原則とする。

２．(1)初期の妊婦に対する指導の内容

無月経を主徴として妊娠を疑って受診を求

める婦人に対しては，内診に依って妊娠の有
無を診断する。内診に依って妊娠を疑うに足

初回妊婦診察時検査項目のほか

る所見を欠くものに対しては通常２週間後，

（１）胸部間接撮影

再診する事とし，ただちにフリードマン反

（Ⅱ）検尿①尿比重試験(濃縮試験）

応，ツオンデックアショハイム反応，蛙反応

②尿糖

その他の生物学的妊娠早期診断は適用しな

③尿沈澄を行う。

い。

（c）必要により心電図検査，眼底検査（高

内診上，外妊娠の疑いある者，不正出血そ

血圧等）等を行うが，これは健康保険の

の他を合併し，胞状奇胎等の異常妊娠の疑い

対象となる。

あるもの等はこの指導要領の対象から除外す

(3)第２回内科的診察
（a）第１回診察に準ずる。
（b）検査項目

第１回診察時検査項目（不必要と思わ
れるものは省略してよい｡)ならびに
６００

る。

Ａ内診上留意すべき点は

子宮膣部のリピド着色の有無，硬度，子
宮体部の大きさ，硬度，形状，及び位置，
帯下の性状，附属器殊に卵巣肥大の有無又

５臨床予防医学活動

はりN巣嚢腫の有無等とし，更に乳嵩着色の

Ａ胎動の自覚，児心音の聴取等妊娠の確徴

程度，ツワリ症状発来の有無及びそれと最

を具えるに至った者は不正出血，異常帯下

終月経との時間的関係等に注意する。子宮

の増加，外陰部瘻痒感，排尿障害等の訴え

後傾屈，左右偏位,強度前屈位,子宮筋腫の

なき限り，通常内診を行なわない。産科的

有無，陳１日頸管裂創等の異常を認めた場合

外診に依って腹囲，子宮底の高さ，心音聴

は，流早産の予防に関して適切な治療或は

取部位，胎位，体重，血圧，浮腫，蛋白尿

個人的な生活指導を行う。一応妊娠と確定

定性試験を実施してこれを記録する。妊娠

したものに対しては，骨盤外計測，身長，

診断書を記載してこれを交付し，居住地保

体重を測定記録し，母親学級出席者名簿に

健所に届け出て母子手帳を受領させる。

登録しそれに出席せしめ，内科にて次の諸
検査を受けさせる。

Ｂ産科より引きついだ初期の妊娠に対して

は，循環器系，泌尿器系，呼吸器系の障害
の有無，殊に心臓病，腎臓病，肺結核等や

猶，妊婦に出産予定日を明確に告げ予定
日の意義を誤解なきよう説明しておくのが
望ましい。

又腹帯（岩田帯）着用を希望する者には
その指導を行う。

その他の潜在疾患や，性病梅毒の検出等を

Ｂこの時期の者は比較的に障害がなく食欲

行い配偶者並びに同居者の結核性疾患及び

も旺盛で健康感を持っているものである

梅毒等に就いても留意する。

が，内科に於ては検尿，血色素量の測定，

以上の目的を達するため通常左の検査を

必要あれば胸部Ｘ線検査，潜在浮腫の検

実施する。血圧測定，血色素量，血液型，

出，血圧の変動に注意し，妊娠腎（を含む

検尿（濃縮試験，尿蛋白，尿糖，尿沈澄）

妊娠中毒症）の発来又はその可能性を認め

検便，歯牙口腔検査，猶，高血圧を有する

た場合は適切な治療及び生活指導を行う。

ものについては，眼底検査を実施し血管鑿
縮の程度を診る。又必要あれば心電図検査
を行う。

(3)後期の妊婦に対する指導の内容
Ａ妊娠第７カ月の終り乃至８カ月の始め以

後の検診は少<も２週間に一度分娩予定日

Ｃ以上の検診に依って治療を要するものは

１カ月前即ち臨月には毎週１回受診させる

別に診療する事として治療を必要としない

のが望ましい。産科外診に依って骨盤位又

者はすくなくとも月一回の産科受診を受け

は横位等を確定した場合には出来得ればこ

させるのが望ましい。この場合の産科検診

の時期の早期に外廻転術その他に依って正

上，注意すべき要点は子宮体発育度異常位

常位となし，胎位の不確実な場合には内診

置の自然整腹の度合，帯下の'性状，ツワリ

或は要すればＸ線撮影に依ってこれを確定

症状の消長等とする。軽度のツワリは，特

する。これによって無頭児などの異常胎児

に治療の対象とはせずに，適切な生活指導

の早期発見を可能とする事が出来る。

をもってこれに代える。
(2)中期の妊娠に対する指導の内容

臨月の妊婦に対しては消毒を厳重にして
内診し，子宮膣部の消失，潤軟度，子宮口
６０Ｚ
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開大度，先進部下降の程度等を診断し分娩

３カ月迄は全身状況の回復状態について追

時期の予想をたて，或は異常（前置胎盤そ

跡するのが望ましい。

の他）の有無等を診断するものとする。体

３．以上の指導要領に依って異常を発見し治療

重の異常増加，下肢，眼瞼，手指，外陰部

を必要としたものに対しては一般の健康保険

等の浮腫，腰痛，倦怠感，不眠，尿意頻数

診療指針に依って診療するものとする。

等，排尿障害，便泌，悪化，食慾不振，異

4．この要領に依って妊婦を診療する病院は別

常口喝，どうき，血圧上昇，頭痛，眼華閃

に定める母親学級テキストに依って分娩まで

発，尿蛋白検出等を認めた場合には，内科

に少くとも４回妊婦のグループ指導を行うも

にて受診させる。

のとする。テキストに準拠する範囲内に於て

Ｂ内科に於ては妊娠の初期及び中期の受診

は各病院の特殊性を強調して，それらの妊婦

においてすでに異常を認めた者又それに基

がその病院に於て入院分娩する際に支障を来

づいて治療を継続中の者は勿論，後期の妊

さない様に注意しなければならない。

婦は急激なる妊娠中毒症の発来及び増悪を

５．(1)妊婦の受診する場所及び日時，妊婦の受

呈するものであるからたとえ軽微な症状を

付け，待合室，予診室，診療室等は一般患者

有するものに対しても細心な注意を払って

と同一にするが，受診日時に就いては各病院

全身の検診を実施するものとする。妊娠中

毎に適当な曜日，及び時間を定める事が出来

毒症の本態は，猶，不明なりと言えど全身

る。

の細小血管の鑿縮を因として種々なる重篤

(2)診療に当る医師，助産婦，保健婦，栄養士

な症状を招来するものであるから，これの

等は，それぞれ産科，内科に於て充分なる経

診断及び治療においてはこの点は留意して

験を有するものを以て当てる。特に医師は産

産科的早期分娩（陣痛誘発，分娩促進，帝

科専門医及び内科専門医であって，必要なる

王切開等）の時期決定を誤まらしめてはな

臨床検査に関する知識を有するものでなけれ

らない。

ばならない。

(4)分娩後６週間を通常産褥と呼び，この期間
に妊娠に依って変化した婦人の性器は完全

２その経緯

に妊娠以前の状態に復古する。従って分娩

妊婦保健指導は，このようにして始められた

後約１カ月半の時期に受診せしめて産科的

のであるが，その実績は人間ドックのようには

には性器復古の状況，産科損傷治癒状態，

延びず，昭和39年度利用者425名，昭和49年度末

乳房の状況等を検診し，正常生活への復帰

にいたっても，契約病院数66,加入組合203(全

の診断，家族計画の具体的指導等を行い，

体の12.6％)，実施した組合は29組合（加入組

内科的には妊娠中に発見せられた種々な全

合の14.3％）にすぎない。さらに56年度末，契

身的異常の回復状態，今後の治療方針の指

約病院65,加入組合２０８と殆ど変りがない。そ

示等を与えるものとする。猶，妊娠中毒症

の利用状況をながめてみると，昭和43年から４９

を有したものに対しては，少くとも分娩後

年までは，
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健保連組合直接利用者

第１条乳幼児保健指導（以下単に保健指導と

昭和4３160名2,575名

いう）は生後満１～２月，４月，７月，１２月

４４２１８２，７９３

の４回行うものとする。

４５２９３２，００３

前項の規定に拘らず，保健指導を受けよう

４６１７６２，７７１

とする者の希望により，年４回を超え又は１

４７１８９４，４４４

年を超える期間に亘って保健指導を行うこと

４８２２５５，６４７

は差支えない。但しこの場合の費用は全額本

４９１９２５２８４

人の負担とする。

以上のように健保連を通ずるほかに，個々の

健康保険組合が病院と直結して実施する者が著

第２条保健指導は，別添の保健指導要領に従
って実施するものとする。

第３条保健指導の費用は，１回につき３００円

しく多い。

さらに昭和52年以降においても同様の状態を

とする。但し，簡単な予防的処置等の費用は
この中に含むものとする。

示している。

健保連組合直接利用

前項の費用は毎月分を取纒め，別記様式第

昭和52年243名６４７７名

１号により保健指導券を添付し，翌月10日ま

５３年６５４１１，６２８

でに保健指導を受けた者の属する健康保険組

５４年５１１１１，６９３

合に請求するものとする。

５５年５３３１１，０２８

指導の料金は創設時の昭和37年は４，０００円で
あったが，昭和46年には総合病院７，９００円，産

第４条保健指導を行う際本人の希望により，
予防注射等を行った場合は，本人よりその費

用を徴収することができる。

院または産科病院６，９００円，昭和55年には総合

第５条保健指導の過程において疾病を発見

病院21,000円，産院または産科病院18,000円と

し，医療を行った場合の費用は，健康保険法

なっている。

に基く家族医療費として別に処理するものと
する。この場合においては，初診料の請求は

乳幼児保健指導
その成り立ち

行わないものとする。但し，小児科以外の診
断を受ける場合はこの限りではない。

第６条保健指導を行う日時は当該医療機関に
おいて予め定めておくものとし，保健指導を

乳幼児保健指導は臨床予防医学活動の一環と

行う第１回目の日時は本人からの照会（往復

して，人間ドック同様健保連より実施の申入れ

葉書によることを原則とする）に基き，当該

があり，昭和34年９月より委員会を設けてその

医療機関より指示する。第２回目以降の日時

実施について検討を行い同年12月その実施要項

は第１回目の保健指導を行った際指示するも

を次のように定めた。

のとする。

乳幼児保健指導実施要項

第７条保健指導を行った場合は，その医療機
６０３
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関は別に定むる様式による保健指導手帳を交

その組合所属の被保険者及び被扶養者に

付し，保健指導を行った都度必要な事項の記

関し，その組合又は事業主の医療機関に

入を行うものとする。

おいて行う場合はこの限りではない。

第８条保健指導を行う医療機関は，保健指導
を行った者の状況を別記様式第２号により健

康保険組合連合会に報告するものとする。

第９条保健指導を行う医療機関が保健指導を

(2)保健指導の基準

保健指導は生後満１～２月，４月，７月，
12月目の４回を標準として行うものとし，契

約医療機関において行う保健指導の要領は別

廃止しようとするときは，その廃止しようと

に定めるものとする。

する日より１カ月以前に健康保険組合連合会

(3)保健指導に要する費用

に申出なければならない。
これに基いてその細部の実施方についてつぎ

の実施要領を定めた。

乳幼児保健指導事業実施要項
１目的

保健所等において行われる乳幼児保健指導

①保健指導の費用は一回３百円以内とす
る。

、前号の費用の一部は保健指導をうける者
に負担せしめるものとし，その負担額は
それぞれの組合において定めるものとす
る。

の事業に対応し，健康保険組合の被保険者又

Ｏ保健指導に要した費用は，毎月分毎に契

は被扶養者の乳幼児に対し，適時適切な保健

約医療機関から該当の組合に請求するも

指導を行うことによって，疾病の予防と健康

、とし，組合より直接一括して支払うも

の保持増進をはかり，その健全な発育をはか

のとする。

ることを目的とする。

２委員会の設置

本事業の企画，運営に関する大綱を審議す
るため，乳幼児保健指導委員会を設ける。
３対象

差向き生後一年以内の乳児を対象として行

ｅ保健指導の過程において治療を行った場
合は，その費用は家族療養費として別に
請求する。この場合，初診料は請求しな

いものとする。但し他科の診断をうけた
場合はこの限りではない。

⑥本人の希望により年４回を超え又は１年
を越えて保健指導を受けることは差支え

う。

４実施要領
(1)実施医療機関

①乳幼児の保健指導は，保険組合と契約し
た医療機関（以下契約医療機関という）
において行う。

ないが，その場合の費用はすべて本人の
負担とする。

(4)保健指導の実施

①保健指導をうける者には契約医療機関よ
り保健指導手帳を交付する。

、前号の医療機関は，原則として病院とし

、保健指導をうける者には組合より保健指

て一定の条件に該当する１６のたることを

導券（１～２月，４月，７月，１２月の各

要するものとす。但し，健康保険組合が

月分）を交付する。
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⑤保健指導を受けんとする者は，保健指導

的活動の一部として，乳幼児の保健指導を実施

手帳に必要な事項を記入の保健指導券と

し，疾病の予防とその早期発見，栄養の指導，

共に指定の日に自己の選定した契約医療

発育の監督，身体的及び精神的養護の指導に当

機関に提出して指導をうけるものとす

ることはかかるわが国の現状にかんがみてもま

る。

た諸外国の例にてらしても極めて当然のことと

ｅ保健指導をうける最初の日時は，往復葉

考えられる。

書により本人と契約医療機関との間にお

疾病の治療において各症例の特異性を考慮す

いて定め，第２回目以後は保健指導を受

る要があるごとく，保健指導もまた各乳幼児の

けた際当該医療機関と本人との間で取決

個人的特異性及び環境的特異性を充分に考慮に

めるようにする。

入れなければならないが一応の技術的標準は必
要と考える。

（５）報告

契約医療機関において保健指導を行った

場合にはその状況をその所在地地区の保健
所に通知するものとする。
５事業の開始

１実施の条件

乳幼児保健指導には，特に大がかりな設備

を必要としないが，実施医療機関は次の条件
を充たすことが必要である。

(1)本事業は昭和35年７月開始を目途とする。

（a）管理者がその熱意を有すること。

（２）本事業は医療機関との契約が整う等実施

（b）実施の責任者である小児科医が，小児の

体制ができた地区から実施するものとする

保健と臨床について，充分なる経験と学識

が，六大都市等大都市よりの実施を目途と

を有すること。

（c）保健指導を受けるために来院した健康な

する。

(3)本事業の開始前に関係者について講習会を

る乳児は，待合室，脱衣所，診療室等すべ

てに於て，病児に接触しないように，取扱

行う。

わるべきこと，そのための必要なるスペー
乳幼児保健指導実施

乳幼児保健指導は在来病院もしくは保健所あ

スのない場合は，時刻を別にして両者の接
触をさけること。

るいは開業医によって実施されてきたところで

（d）外科，耳鼻咽喉科，眼科の診療科を有し

あるが，その成果は必ずしも満足すべき状態に

その他の専門医の診療が適宜受けられるこ

あったとは言えない。従来保健所に於てなされ

と。

てきた育児相談は充分に尊重すべ<これに協力
することを念願するが，保健所側に於ける人員

なお皮膚科，整形外科，歯科などを有す
るのがのぞましい。

と設備の不足は，関係者の努力にも拘らず，そ

（e）必要に応じて調乳技術の展示，或は母親

の所管する人口を蕨うにはかなりの距りがあっ

をして実施せしめるための流し場，ガス，

たと考えざるを得ない。病院がその豊富なる医

水道などの設備。

療設備を以ってこの不備を補い，その公衆衛生

（f）離乳期食品の展示，衣生活その他育児用
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品に関する展示などの可能なるように部屋
を配置してあること。

の無理が生ずる｡）

アポイント制混雑をさけるために，来院

場所及び時侍合せの場所，脱衣所，診察

の時刻は15分刻み位に適宜あらかじめ指定して

室などはすべて恵児とは別箇にする。このため

おくことが望ましい。このためには葉書を以っ

に特別のスペースを設けることを許されないと

て連絡すること，２回以降は前回来院の際に次

きは,病児の診察と時刻を違えて実施する｡来診

回の時刻を指定することが便宜である。

した乳幼児の,病的症状,特に,発熱,嘔吐,下痢，

母親に対しての心得育児相談に来る母親

咳嗽，不機嫌などの症状には注意を払い病児

は実際わが子を育てていく上に何等かの疑問を

が健康児の間に紛れこまないように，絶えず注

もち不安をもって来所するのであるから，その

意を払うことが必要である。病的症状のあると

問題は一見下らぬことのように見えても，母親

きは，病児として受診するように，あらかじめ，

が安心できるよう説明すべきである。

家族に徹底しておくことも必要と考えられる。

また育児に伴う母親自身，又は家庭内の障害

人員実施にあたる医師及び保健

などについても不安をもっていることが多いか

婦，栄養士，心理学者などは，充分なる経験を

ら，育児的相談は育児自身の問題と，母親の不

有することが望まれる。特に医師は専門小児科

安を解決して育児に新しい元気を出すよう安心

医であって，臨床経験の豊富なることが望まれ

させることが必要である。

る｡取扱う乳幼児の数と種類(年齢層)によって，

２対象とする乳（幼）児の月齢

健診及び指導に当る人員は当然適宜増減があっ

満一歳未満は，月１回行うことが理想であ

て然るべきであるが，能率よく乳児健診をする

るが，諸般の事'盾より重点的に次の４回に実

ためには数人からなるチームをもつことが望ま

施することを以って始める。即ち，満１～２

しい。以下はその一つの例である。

カ月頃，満４カ月頃，満７カ月頃，満12カ月

普通医師１名，受付１名（看護婦又は保健婦

頃の計４回である。

である要は必ずしもない),体重及び身長その他

なお－歳三カ月又は一歳六カ月に更にもう

の測定に当る保健婦（又は看護婦）１名，問診

１回実施できると理想的であり，事'盾が許す

に当る保健婦（又は看護婦）１名，医師の指示

かぎり，更に満２年以降入学まで最低１回の

事項の実施を具体的に母親に説明する保健婦看

健康診断が望まれる。

護婦乃至は栄養士１名が望まれる。即ち，医師
１名，及びこれを補助する人員４名が望まれる

３指導の内容

ａ発育及び栄養状態の監視その都度，

が，実'盾に応じて適度変更を加えられたい。必

身長及び体重及び必要に応じその他の生物

要に応じて心理学者の参加が望まれる。

学的測定を行い乳児の身体的発育が順調に

以上の医師，秘書（受付)，保健婦又はナース

行われているか否かを監視するとともに，

の４チームで１時間約10名の保健指導が可能で

精神運動機能の発育においても異常のない

ある。（毎月１回の割合で来院せしめるときは，

ことを毎回確認する要がある。この際特に

１時間15名位まで応ずることができるが，多少

注意すべきは，「正常」もしくは「生理的範
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囲」なる概念である。育児に熱心なる余り，

る異常も存する。重篤なる先天性奇型もし

所謂標準値に対して執心し育児ノイローゼ

くは異常（先天'性股脱，先天性心疾患，ヘ

とも称すべき母親が増加し，甚い､弊害を

ルニア，脳性小児麻痒)，先天梅毒，結核

伴う傾向が近年顕著であるので指導に当っ

などの発見に，あるいは遺伝性疾患の発見

てこの傾向を助長しないように，乳児には

に，意を用いることが望まれる。

成人と同じく個体的特徴のあることを母親
に充分に理解されることが望まれる。

ｅ疾患の予防伝染病予防法及び結核予
防法に規定される，あるいはそれ以外の必

ｂ栄養の指導指導項目の中の最も重要

要なる予防注射が実施されているか否かを

なるものである。先ず母乳栄養が満足すべ

確かめるとともに，未実施の場合は勧告ま

き状態に実施されているか否かを注目され

たは実施する。（種痘，百日咳，ジフテリ

たい。近代の乳児栄養法は次第に母乳栄養

ア，ＢＣＧとこれに附属先行するツベルク

の衰退を伴う傾向にあるので母乳栄養が理

リン反応その他)。

由なくして混合もしくは人工栄養に移行す
ることのないように配慮することが望まれ

以上の項目を月令別に重点的に整理する
と次の如くなる。

る。人工栄養又は混合栄養実施の必要ある

１～２カ月前歴の検討,出生時異常,出生時

時は，調乳の処方と同時に調乳の技術，特

状態,妊娠経過,母親の梅毒反応と結核の検診の

にその無菌的操作についての具体的指導を

有無，家族内結核の有無,発育監視,母乳栄養の

行う。そのために，適当なる調理台とガ

状態の監視(母乳は充分なりや否やなど)必要に

ス，水道の設備につけて具体的にその方法

応じて混合又は人工栄養の指導,日光浴,外気浴

を指導することが望ましい。なお近時心理

の勧告，入浴法，衣生活の指導，果汁の投与の

的原因に由来する食欲不振児（その多く

勧告,注意すべき異常として,頭蓋労,斜頸,鼠膜

は，調乳の強制授与に由来する牛乳嫌いで

ヘルニア，先天性股脱，先天性心疾患，結核，

あるが）が極めて多いことに注意を払いた

先天性梅毒，各種の湿疹などに留意。

い。人工栄養とならんで技術的指導を必要

４カ月発育の監視，規則授乳の勧告，離乳

とするのは離乳である。これについても乳

開始の勧告とその指導（７カ月迄の大体のプラ

児の個体的及び環境的特異性を充分に考慮

ンについて),人工栄養の指導，注意すべき異常

して実施することが望まれる。この場合も

として，鼠躍へルニア，先天性疾患，脳性小児

実物の展示が望まれる。

麻痩，先天性股脱，結核，湿疹などに留意，各

ｃ養護の指導入浴，日光浴，清潔，衣

種の予防注射の実施の有無の確認と勧告。

生活，心理的養護などについて，具体的指

７カ月発育の監視，栄養の指導特に離乳の

導を行う。

進行状態となる指導（離乳遅れを拾って指導す

ｄ異常の早期発見ａで述べた発育の異常

る。また，今後の食生活について指導する）注

は，潜在する異常や疾病を早期に発見する

意すべき異常としては，前項と変りはないが，

一つの手がかりをなすが，発育一見正常な

先天性股脱の疑わしいものはこの時期にはＸ線
６０７
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検査を実施することが望まれる。（精神運動機

月より開始された。このとき，実施病院は23病

能の発育異常もこの時期には，もしあるとすれ

院，実施組合36組合であった。

ば次第に目立ち初める）予防注射の実施の有無

乳幼児保健指導は健保連を通ずる利用より

と勧告。

も，個々の組合が病院に直結して利用するもの

12カ月満１年に於ける発育の状態の監視，

が多く，昭和45年より49年にいたる利用者数は

確認と記載。幼児食の指導。幼児生活への賎け

次のような推移である。
健保連契約一般利用者

の指導と心得（排便，排尿の験け，言語生活，
独立と反抗について，危険の予防など）予防注

昭和43年度372名2,910名

射の実施洩れの有無の問診と必要に応じてその

４４４０５２７，９１２

勧告又は実施。

４５３３４２４，７９８

４指導の細部

４６３４０１５，３６０

ａ乳幼児名ごとに，おくるみを取換えその都

４７１６１１３，０４３

度，洗濯に出すこと。

ｂ健康診断の結果を，いくつかの段階に分け

４８１７０９，３６０
４９１６０１７，３５７

て，概評を加えておくことは，非常に能率的

さらに昭和52年度以降の利用は次のとおりで

である。その一つの例として，Ａ，全く健

昭和55年，契約病院数は27病院で開設時より４

康，Ｂ，軽い一時的故障（はなかぜ，湿疹，

病院，加入組合は140組合で開設時より104組合

など)，Ｃ，重い疾患の疑，Ｄ，重大な疾患

の増となっている。

（例えば，先天性心疾患，結核など）とし，
分類する。

ｃ指導の実施にあたって左記内容のパンフレ
ットを印刷配布する。

調乳，ビタミン，果汁，野菜スープのつく

り方，与え方，離乳食の調理法，蛋白源の与
え方，穀類の調理，入浴，日光浴のさせ方，
予防注射，身長，体重標準表

予め，１冊の手引書として与えるよりはそ

の都度必要に応じてパンフレットとして手渡

健保連直接利用

昭和52年214名21,248名
５３年３５４２２，２５０
５４年２１８２２，９０８

５５年５６７１７，１１８

地域的には岐阜，東京，山口，宮崎県でよく
実施されており地域差がある。
なお利用料は開設昭和35年には１回５００円，

昭和46年700円，昭和49年には1,000円，昭和５５
年には1,900円となっている。

す方が効果的である。

ｄ離乳期食品，衣生活その他育児用品等の展
示を適宜行うこと。
２その経緯

このようにして乳幼児保健指導は昭和35年７
６０８

主婦保健指導
その成りたち

主婦保健指導は，成人は役所会社等事業団体
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で,子供は学校で健診や保健指導が行われるが，

(5)費用

ひとり家庭における主婦はその谷間にあってそ

（ｲ）費用は一回につき600円とする。

の恩恵に浴していない。しかし，一たび家庭の

（ﾛ）この費用の組合負担と本人負担との割合

主婦が病に倒れた場合の一家の不幸は例えよう
もなく，家庭の主婦の健康は特に大切である。

は組合において定める。
（）健康相談の過程において疾病を発見し，

三井健康保険組合が聖路加国際病院と組んで

治療を行なった場合における費用は，健康

実施してきた主婦保健指導の実績を基とし，昭

保険法に基づく診療費として別に請求する

和37年５月，臨床予防医学委員会が実施要領を

ものとする。但し，この場合において内科

まとめ，同年７月より東京都内12病院において

は初診料は請求しないものとする。

試験的に実施し，昭和38年４月より全国的に開

(6)健康相談実施の方法
（ｲ）受診希望者には，組合より主婦健康相談

始された。

主婦保健指導のための病院の契約は日本病院
協会ではなく，直接健保連が行うものとするよ
う定められた。

その実施要領は次のとおりである。
主婦保健指導実施要領
(1)実施医療機関

健保連合会と契約した医療機関とする。
(2)対象

本事業による健康相談の対象は，本事業に

参加した健康保険組合の被保険者及び被扶養
者である主婦とする。

(3)実施健康保険組合

本事業に参加希望の健康保険組合は，連合
会に申出でるものとする。
(4)健康相談の範囲

本事業による主婦健康相談の範囲は下記を
基準とする。
（ｲ）結核の検診（間接撮影）

券，健康相談質問表，受診日時照会用往復
はがきを交付する。

（ﾛ）受診希望者は，健康相談実施希望の病院
へ受診希望時期を記入した往復はがきを予

め病院に送付し，受診日時の指定をうけ
る。

なお，なるべく利用希望日の１月以前に
病院へ連絡するものとする。

（）実施病院においては，予め健康相談の実
施日時を定めておくものとする。
（二）受診希望者は，指定された日時に，主婦

健康相談券，健康相談連絡用封筒（10円切
手添付し，本人の住所，氏名記入）および
健康相談質問表に必要な事項を記入し，こ
れらを提出して健康相談を受けるものとす

る。この場合被保険者証を併せて持参する
ことが望ましい。

㈹健康診断の結果は，主婦健康相談成績判

（ﾛ）血圧の測定

定表を健康相談連絡用封筒に封入し本人に

ﾄﾘ検尿（蛋白・糖の定性）・検便（虫卵及

通知する。

び潜血）
（二）血色素測定

㈹健康相談

㈹実施期間（東京）５月１日～11月30日

（東京を除く地区）
８月１日～10月３１日
６０９
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但し，実施地区の状況に従い
伸縮する。

(7)費用の請求

昭和49年末健保連との契約病院数48,加入組

合数は２５７でこの他に個々の組合が病院と直接
に組んで独自に実施するものl39組合であった。

実施病院は，健康相談券に所定の事項を記

主婦保健指導の規定の検査は一般的に過ぎ，

入し，これを請求書に添付して翌月10日迄に

いわゆるMajorDiseaseの発見に則さないと

実施病院所在地の連合会支部に請求を行なう

いうところから，被検者の希望を容れて規定外

ものとする。

検査を行うこととなり，昭和44年より希望によ

当該支部は，相談券を添付して組合に請求
し，その支払いを受けて翌月末日迄に実施病
院へ支払うものとする。

実施組合は，請求を受けた月の25日迄に当

り，胃，乳癌，子宮癌，肝機能，心電図の検査
が受けられるようになった。

昭和49年における規定外検査受診者数は次の
とおりであった。

該支部に支払うものとする。

(8)報告

昭4４昭４９

胃Ｘ線検査2,505名5,706名

（ｲ）本事業参加の健康保険組合は，本事業実

乳癌検査３９２，１５３

施期間中における主婦健康相談の実施状況

子宮癌検査１３８６，２８１

を連合会に報告するものとする。

肝機能３５８４，１３４

（ﾛ）実施医療機関は，健康相談実施の結果を

心電図４８３３，３６４

所定の様式により連合会に報告するものと

計３，５２３２１，６３８

する。

なお昭和52年以降の規定内検査の受診者数は
次のとおりである。

２その経緯

健保連組合独自

主婦保健指導の実施の成績は汁健保連を経由

昭和52年5,901人59,464名

するものが少なく，個々の組合が病院に直結し

５３５，３５７６８，１９１

て行われるものが多い実態である。

５４５，３３２７３，０７７

昭和45年より昭和49年にいたる推移は次のと

５５７，８２８８１，６１５

地区的には東京が圧倒的に多く，続いて滋

おりである。

健保連組合独自
昭和43年度2,913名4,442名
４４３，０９７１４，２０５

賀，大阪，兵庫の11頂である。
昭和55年末，健保連と契約する病院数48,加
入組合は275であった。

４５２，９２７１７，２８６

利用料金は，昭和38年創設時１日６００円が，

４６３，０４６２４，００５

昭和46年1,700円，昭和49年には2,300円，５５年

４７３，７５９３３，１６８

には4,600円になっている。

４８３，２１５２７，５９７
４９４，３７５３６，２３１
６ｚＯ
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職域における予防医学的立場から自動化健診に

自動化健診(AMHTS）
自動化健診実施の経緯

自動化健診はＡＭＨＴＳと言われている。こ

れは，AutomatedMultiphasicHealthTesting
andServicesを略したものである。
本システムは急増しつつある成人病健診の重

要性を認識し，これまでの人間ドックの内容レ

ベルを維持し，多人数，短時間，多項目検査，

大きな期待をよせ，東芝総合健診センター飯田

品，愛知県総合保健センター岩塚徹，ＰＬ大阪

健康管理センター松岡研，岐阜県立健康管理院

森甫，藤間病院総合健診システム藤間弘行等の
諸氏を招いて，実態調査を開始したのが，昭和
48年８月であった。
臨床予防医学委員会から中島克三（関東中央
病院長)，氷野近（三井健康保険組合)，健保連
から仲田良夫（業務部長）の諸氏が出席した。

北は北海道から南は沖縄に至る自動化健診施

即日医師の適切な指導を行う理想的な総合健診

設の代表として，元東大教授・国際医学情報セ

を目指している。

ンターの樫田良精氏を推し，再三の協議が行わ

日本病院会は昭和49年度から自動化健診を採

用し，健康保険組合連合会と健診契約を結び，
成人病対策に画期的な一石を投じた。
米国カイザー財団がオークランドに世界最初

れ，次の論点について意見の一致をみた。

(1)多人数，多項目を短時間に効率よく健診で
きることは評価できる。(2)基準検査項目を決定
すること。(3)成績表が難解であるから，理解し

の自動化健診を開始したのは昭和39年（1964）

易くするための健診手帖を作ること。(4)適正な

であった。日本最初の施設は，昭和45年(1970）

健診料金を設定すること。(5)会員病院以外の施

に開設された東芝中央病院の東芝総合健診セン

設は賛助会員として入会することにより日本病

ターである。翌昭和46年から急速に施設が増加

院協会（以下日病）の特典をうけることができ

し，昭和48年には27施設となった。

る。(6)自動化健診は，新しく開拓された分野で

人間ドックでは１泊２日のため各病院ともベ

ッド数に限度があり，多人数の健診は不可能で
ある。

一方自動化健診は自動化機器を用いて，生理
・生化学的検査を行い，データの収集，整理，

あるから，独自の研究会を作り，共通の問題を
討議し，堅実な発展を期する。

日本自動化健診システム研究会は日本病院協
会の組織とは別に，昭和48年11月17日に飯田

晶，岩井喜典（東芝メディカル社長)，岩塚徹，

印刷などにコンピュータやその周辺機器を利用

樫田良精，日野原重明（聖路加国際病院)，藤間

し，全体の構成にシステムエ学的な考え方を取

弘行の諸氏を発起人として発会し，会長に樫田

り入れた，より近代的な人間ドックと言える。

良精，副会長に日野原重明の両氏を選出し，研

このために１日30～50名の検査は容易となっ

究会活動を開始した。

た。

これに前後して，三木徹（丸山病院健診部)，

かくして日本病院協会の臨床予防医学委員会

市村輝久（三愛会群馬診療所)，和田秀夫（大

と健康保険組合連合会（次下健保連）は地域や

分総合健診センター)，士屋章（横浜総合健診
６１１
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センター)，藤間弘行等の諸氏が中心となって，

自動化健診施設調査を行った。

施設の運営，検査項目，料金，健保連契約につ

昭和49年３月13日，健保連会長安田彦四郎氏

いて，数次の会合を重ね，夜を徹して論議し合

と日病会長神崎三益氏との間に自動化健診を昭

意点を求めた。

和49年４月１日より実施する契約が締結された。

日病指定自動化健診施設を決定するために臨

昭和49年４月10日，自動化健診実施に関する

床予防医学委員会に第二部会をつくり，自動化

調書を提出，５月１日に正式指定をうけた施設

健診施設認定委員として，委員長樫田良精，中

は26施設であった。

央委員に日野原重明，藤間弘行，鈴木豊明（東
京警察病院)，岩塚徹,地方委員に土屋章,松岡

２日本病院会の指定する自動化健診施設

研，上田幸夫（みどり健診管理センター)，前間

日病臨床予防医学委員会において決定され

正則（北九州健診センター)，和田秀夫等の諸氏

た，指定のための手続は，図に示すごとくであ

が任命された。

る。

同時に，日本病院協会が健保連との契約によ

日病が自動化健診施設からの優良施設指定申

る自動化健診指定施設の資格を得るための日本

告書を受理すると，日本自動化健診学会（以下

自動化健診システム研究会優良自動化健診施設

日自健診）に推薦を依頼する。推薦された施設

推薦委員会が設けられ，委員長日野原重明，

は日病の自動化健診認定委員会で審議し，臨床

副委員長岩塚徹，委員に藤間弘行，高原喜八郎

予防医学委員会を経て理事会で決定され日病指

(日本専売公社東京病院)，菅沼源二（ＰＬ健康

定となる。健保連との契約は日病指定施設につ

管理センター)，新谷和夫(関東逓信病院)，水岡

いて双方協議の上決定される。

慶二(東大中央検査部)等の諸氏が任命された。
日病臨床予防医学委員会に樫田良精，日野原

重明，藤間弘行の諸氏が委員として加わり，健
保連との契約のための大綱が決定された。
（１）自動化建診優良施設認定手続
（２）検査項目の基準の決定（別表）

日病と日自健診における優良自動化健診施設
推薦審査会に関する問題点を記しておくことに
する。

必須基準としては，

１．建診を実施するに必要な要員を有するこ
と。

（３）自動化健診手帖の作製を研究会が担当。

（１）専任医師が１名以上常勤すること。

（４）検診料の決定には必ずしも統一料金でな

（２）内科（呼吸器，循環器，消化器など)，

くともよい。

検診料金については人間ドックの統一料金に

外科，眼科，婦人科などの専門医師の指導を受
ける体制を有すること。

対してその施設の従来の規定料金によるものと

（３）自動化健診の要員として，臨床検査，Ｘ

した。県立，特殊法人の料金は高低が著しかっ

線検査，保健指導などに習熟した有資格者が勤

たが，私的施設は大略統一料金となった。

務すること。

かくして，昭和48年12月12日に日病から健保

連に自動化健診契約案を送付し，同時に全国の
６１２

（４）検査データの処理のための専任のオペレ
ーターが勤務すること。

５臨床予防医学活動
優良自動化健診施設指定の手続き

⑬手帖配送

指定を受けようとする

自動化健診手帖

一両で耐７
精度管理委員会
事務局

勝'111

日本病ルビ合

理事会

一Ｆ
言司T雨:￣
自動化健診認定委員会

事務局

４．健診データ記録が整備されていること。
５．受診者の健康管理，保健指導などの面に
おいて適切な施設であること。
６．要精検査，要治療者に対する適切な措置

アルカリホスファタ
ＳＧＯ
ＳＧＰ

総蛋
アルプミ
コレステロー

)択

血球数

血球数

枕({碁）

択択

マトクリット

一一
択

１－１１１１

ＰトＲ応ＬＡ

ス反ＲＨ

ＲテＰ

１１１

モグロピン

Ａ毒ＤＰ

ｌＩｌＩｊ１ＩＩｌ～

ＣＲＲ梅ＶＴ

線線

’－－１１１１１－～

血崔偏学

図圧底圧能

胸胄

ＸＸ

ノー

機
部部

心血眼眼肺

Ｘ線

１１

生理

電

血液学

長重

／１１、

身体

身計
体測

尿

白赤へへ血

のとれる連携医療機関を有すること。

尿素窒
血

素糖酸ゼＴＴ白ンル

と。

血液生化学

３．検査の精度管理が十分行われているこ
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２．健診を実施するに必要な自動化健診施設

７．検査項目はつぎの基準によること。
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賞助会員として

を有すること。

健保連

臨床予防医学委員会

③推薦審査依頼書
施設会員として

⑨｜鰄剛

推薦委員会

ｌ（精度管理サーベイ）‐

毒高義

⑦

理事会(会長）

⑥釧司－割「’１－１】

⑬拝頤脈隠睡駐

⑪申込用紙送付

日本自動化健診学会

脂し峠ＩＤ

自動化健診施設

(６カ月以上の実績を要す）
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５臨床予防医学活動

量量血

１１

蛋糖潜

尿検査

白半定

半定

面

接
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８．健診料は特別契約の趣旨により適切であ
ること。

上の運用経過後再申告手続きを行うことができ
る。

その他，自動化健診施設は常に高い健診水準
を維持するとともにその向上を図るべく常時研
鎭を重ねることが要望されている。

日病は実施施設の指定に際しては，認定委員

（日病）もしくはその権限を委任された推薦委

付帯基準としては，

員（日自健診）が施設の実情を視察して得た結

１．医師，パラメディカル要員の資格証明，

果に基き決定する。これを施設の実査といって

雇用関係を明確にする書類を提出すること。
２．学会の共同研究に必要な資料（年次報
告，検査データなど）を提出すること。
３．学会が主催，協賛する精度管理調査サー
ベイに必ず参加すること。

４学会が主催，協賛する研修会に必ず関係

いる。

現在の日病の自動化健診施設認定委員は委員
長藤間弘行氏，中央委員と地方委員はつぎのご

とくで，他方日自健診の優良自動化健診施設推
薦委員会は委員長日野原重明，副委員長以下次
のごとくである。

担当者が参加すること。

５．その他学会が必要とする書類などを提出
すること。

優良自動化健診施設推薦審査に関する手続要
領は次の如く決められた。

（１）日自健診施設会員であると同時に日病の
会員又は賛助会員であること。

（２）日病宛「認定申請書」を提出しなければ
ならない。

（３）日自健診は審査依頼対象施設に対し，所

自動化健診施設認定委員
委員長

藤間弘行藤間病院総合健診システム
中央委員

日野原重明聖路加看護大学
鈴木豊明東京警察病院
地方委員

岩塚徹愛知県総合保健センター
士屋章横浜総合健診センター

吉川博通,住友生命総合健診システム

定の「自動化健診施設調査書」の送付および推

和田秀夫大分総合健診センター

薦審査料の請求を行う。

三木徹丸山病院健診部

（４）対象自動化健診施設は少なくとも６カ月
の健診実績を要す。

（５）日自健診が主催する精度管理サーベイに
２回以上参加し，成績優秀であること。
（６）推薦審査の結果不合格となった施設およ
び推薦取消しをうけた施設については，指摘さ
れた個所の改善がなされ，少なくとも６カ月以
６１４

三輪卓爾東芝総合健診センター

宮本健司札幌健診センター診療部
優良自動化健診施設推薦委員会
委員長

日野原重明聖路加看護大学
副委員長

藤間弘行藤間病院総合健診システム

５臨床予防医学活動

徹闇衛郎徹爾

正八
一三戸

塚瀬井原木輪
岩清酒高三一一一

愛知県総合保健センター
三井記念病院中央検査部

岐阜県健康院

検査項目は疾病構造の変化や検査機器の進歩
に伴って変動することが予想される。

日病臨床予防医学委員会の勧告（昭和55年）

神奈川県立衛生短期大学

もあり，胆のう検査は超音波で行うことになろ

丸山病院健診部

う。

卓

東芝中央病院

３自動化健診の現状と将来

日本自動化健診学会も発足10周年を迎え，そ

の間に２回の国際学会を日本で開催し，毎年の
学術大会では，自動化健診の評価，検査項目の

昭和42年４月14日ホスピタルオートメーショ

現状と将来，パラメディカルの役割等が論議さ

ン研究会で岩塚徹氏がカイザーの健診システム

れ，精度管理の徹底を期し，施設長会議を開催

を紹介してから僅か３年後の昭和45年４月に東

して当面の諸問題の協議を行って多大の成果を

芝総合健診センターが開設された。

あげている。

昭和45年12月ＰＬ健康管理センター，昭和４６

新しい時代に向って，第２世代の自動化健診

年４月の愛知県総合保健センター等は独自のシ

についても論議されているが，地域社会の要望

ステムで自動化健診を開始した。

にそうように，疾病構造の変化と検査機器の進

以後，日本の自動化健診は順調に発展し続
け，昭和55年８月現在，日病の指定施設は26施
設から52施設となった。

昭和52年に全健診数192,435人が，昭和54年

歩に伴って検査項目の改訂を行う必要がある。
胃癌と子宮癌を重点とした癌検診は，新たに
肺癌，乳癌，大腸癌，前立腺癌の対策が緊急課
題となって来た。

には270,195人となった。
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６通信教育

６通信教育
わが国でも，昭和30年代になると，病歴管理

診療録管理通信教育
１診療録管理通信教育の発足

の中央化は年とともに進み，進歩的な病院の多
くではこの仕事が本格化してきた。
しかしながら，この診療記録を管理する人た

ちの教育の制度や施設がこれに伴ってこなかっ

医学が科学になったのは，疾病の記録がとら

た。わずかに昭和39年度から厚生省病院管理研

れるようになったためである。診療そのものの

究所で行われてきた病歴管理事務専攻科という

軌跡とも言うべき診療記録は，病院にとって最

15日間の講習が唯一のものであった。この教育

も貴重な文書なのである。

は短期間ではあったが，これから病歴管理をや

アメリカの病院医療の水準をたかめるもとに

りたいと考えている病院の医師，医事課長，担

なったのは，1918年に始まったアメリカ外科学

当者などを集めて，そのやり方の手ほどきを

会による病院標準化運動であり，その病院活動

与えたので，病歴管理の普及に非常に貢献し

調査委員会の委員長であったマッケクレンは，

た。

この標準化運動を進めていくうちに，診療記録

病歴管理にたずさわる人たちの教育につい

の重要性に傾倒し，その改善に力を貸すように

て，米国では４年制大学の後期２年間の単位と

なった。1928年，アメリカ外科学会臨床会議の

して50週の教育課程の履習で修得するようにな

会期中ボストンで開かれる診療記録とその管理

っている。この卒業者でアメリカ病歴管理協会

のための会合に，彼はアメリカおよびカナダの

の試験に合格したものには専門的格付を与え登

病歴管理士に対して出席を呼びかけた。これは

録病歴管理士ＲＲＡ．（Registeredmedical

診療記録とその内容，利用，保存に関する問題

RecordAdministrator）の資格が与えられてい

の，初めての１日以上にわたる会議であった。

る。またその補助者として，高等学校卒業後２

これが組織化の契機となって北米病歴管理士協

年間の学校教育，または２年間の通信教育によ

会が結成され，大きな前進が達成されたのであ

って公認病歴管理技手ＡＲＴ．（Accredited

る。

medicalRecordTechnician）が養成されてい

組織成立当初の数年間は徒弟制度による教育

る。

しか行われなかったが，1935年には最初の教育

わが国ではこの教育をどうしたらよいか，た

計画ができ上り，４つの学校がつぎつぎに発足

だ口先だけで必要だと言っていても解決しない

した。こうして今日の，制度としての病歴管理

問題なので，日本病院協会で佼成病院小野田敏

への道が開かれてきたのである。

郎院長を委員長として，病歴委員会を作り検討

６Ｚ６

６通信教育

した結果，当初はまず，現在病歴管理を担当し

末試験に合格した者を日本病院協会認定診療録

ている実務者のレベルアップが必要であり，玉

管理士として登録する。この方法はアメリカの

石混滑状態にある現状を整理して，その標準化

専門医の登録が，米国各科学会・米国医師会・

を行うことが焦眉の急であるという結論に達し

米国病院協会の３者の，アクレディテイション

た。このために，アメリカの通信教育に範をと

によるものであることにならったものである。

って，２カ年の通信教育講座として開講するこ

そして本教育の実施にあたっては，この時に存

とにした。こうすれば現任者も勤務しながら勉

在していた各地の病歴管理の勉強会と連絡をと

学が可能で，資質の向上が計られ，またこれか

り，日本病院協会病歴管理部会，近畿病歴管理

ら新しく病歴管理の道を志すものへも，勉学の

セミナー，東海病歴管理勉強会，新潟県病歴管

門を開くことができ，現状としては最も適当な

理懇話会，九州病歴管理研究会の協力を得た。

方法であると考えたのである。

木通信教育委員会の発足時の構成メンバー

しかしこのように計画を立てるのは易いが，

は，委員長小野田敏郎，副委員長高橋政頑，委

こういうわが国にとってまったく新しい事業計

員中谷信之，田中敏行，栗田静枝，酒井隆子の

画を進めることは，かなり決断のいることであ

諸氏であった。その後，小野田委員長が日本病

って，日本病院協会が協会の事業としてこの計

院協会副会長となって委員長を辞任し，委員の

画を採用するかどうか簡単にはいかないのでは

追加も行われ，第１回終了生をおくり出した時

ないかと思われていた。これが小野田委員長の

点では，委員長高橋政頑，委員中谷信之，田中

「いつまで考えていても仕方がない，やりまし
ょう」の一言でこの事業は開始のはこびとなっ
たのである。

また２年間にわたる教育をやるうえで，終了
者の資格について検討された。衛生検査技師制
度発足時の歴史をみても，その実体のない中に
国の資格制度ができたわけではない。初め自然

発生的に始まった病院の検査技師に，日本臨床
病理学会が資格の認定試験を行って，一定水準

以上の技能を有する技師の集団が形成された後
に，国が制度として追認したのであった。こう
いう前例からも，一定水準以上の技能の病歴管
理士が養成され，相当数の集団ができ上り，医

療の向上に欠くことのできない存在となれば，
社会はいやでもこれを制度として認めざるを得
ないであろうと考えたわけである。
このカリキュラムは以下のとおりで，この終

敏行，竹村喬，高野昭，栗田静枝，酒井隆子，
大町文子の諸氏となった。
２教育課程

履修科目と担当者は次のとおりであった。
基礎科目
解剖学４単位

佐藤泰司（杏林大学医学部教授）
生理学２単位

竹宮隆（杏林大学医学部助教授）
内科学４単位
荒木威（武蔵野赤十字病院内科部長）
外科学４単位

北原哲夫（東京逓信病院外科部長）
産科学２単位
堀洋二（佼成病院産婦人科部長）
小児科学２単位
６１７
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篠塚輝治（都立墨東病院副院長）
病院管理学２単位

高橋政頑（杏林大学医学部教授）

出席する必要がある。
3．その後の経緯

昭和47年７月に受講を開始した第１期生は

専門科目

診療録管理学通論４単位

酒井隆子（京都市立病院病歴係長）
目録法２単位

栗田静枝（聖路加国際病院診療記録管理
室主任）
分類法４単位

高橋政旗（杏林大学医学部教授）
分類法実習４単位

大町文子（元日本バプテスト病院病歴室
主任）

診療録管理室運営２単位

高橋政頑（杏林大学医学部教授）

159名であったが，１年目の試験に合格したの
は108名で68％であった。不合格者のほとんど

はスクーリング出席日数の不足とリポート未提
出のためであった。前に述べたように通信教育

による学習は，余程の克己心と自制力が必要
で，意志が強くないとなかなか続かないものな

のである。それでもよくこれだけ２年目に進ん
できたものだと感心させられた。

２年目になると，さすがの努力家も大分疲労
が見えるものがでてきて，さらにまた脱落し
た。また専門科目になって難しくなってきて終

末試験で不合格となった人も出た。こうして第
１回終了生の栄誉をｶｺち得たのは８０名であっ

関連科目
統計学２単位

立川清（元昭和医科大学教授，ＷＨＯ
統計官）
品質管理２単位
立川清（元昭和医科大学教授，ＷＨＯ
統計官）

情報管理２単位
原田幸彦(東京女子医科大学ＥＤＰＳ室）
医学用語学２単位

田中敏行（大阪逓信病院外科部長）
この中から基礎科目18単位，専門科目および

関連科目22単位を取得して終了となる。

た。はじめの50.3％で，ちょうど半分が合格し
たことになる。男子19名，女子61名で，年齢の
最高は52歳，最低は22歳であった。

この第１回終了生に対する認定証の授与式
は，昭和49年10月19日（土）午後４時半から，
東京・虎ノ門の霞山会館で行われた。当日は非
常に盛会で，認定証の授与は日本病院会小野田

敏郎副会長が行ったが，この通信教育実施計画
の推進者で事実上この教育事業に陽の目を与え

た決定者であったこの人から認定証を授与され
たのは，この行事に最もふさわしいできごとで
あった。

この40単位の取得法は，各テキストの学習を

認定証はちょうどこの授与式の前日，日本病

終え，リポートを提出し添削指導を受け，その

院協会と全日本病院協会が合同して，日本病院

後，年間２回全国各地で行われる科目終末試験

会という新しい協会となったので新協会名で認

に合格すれば単位取得となる。その他，所定の

定証は発行された。２年という教育期間が実質

スクーリング日数を消化するため，面接講義に

的には２年２カ月になり，開始から終了まで期

６１８
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日としては２年４カ月もかかってしまったが，
それだけ内容が非常に多く盛りこまれていたと

情報管理

三宅浩之（関東逓信病院電子応用医学研究部

も言える。こうしてここに，わが国で始めての

専門的に教育された病歴管理の担当者、診療録

管理士〃が誕生したのである。

長）
医学用語学

本間襄（駒沢短期大学教授）

昭和47年７月の第１期生から昭和55年末まで
の経過は以下の通りである。

メディカルクラーク通信教育

入学年月入学者数卒業者数
１創設の経緯

１

２６１４１９７８６８８３３６４５８
８３３２３３３３３３４３３３４３４

１

９０４８７２５８５７９５５９０３１
５８６３５３９５７６０５６４９９８

１

７１７１７１７１７１７１７１７１７

●●●●●●●●●●●●●●●●●

【γ〃一，（〉尺血）（）〔）（、）．〉（皿】〉（一ｍⅡ〉（川叩〉●勺００《勺日Ⅱ一一へ》〈】《、丁〈】ｎ二＄）ｎ三、）４ｍ」一４ｍ」一一Ｌ『〉戸民、〉
β加」《●幻、二一△几」（刈扣」一’犯」一』し（虫）Ｐ院回〉’戸島皿）戸●侘四〉』Ｌ『四》Ｐ●尻、〉戸』、一）一●尻ｐ）｜‐【ｐ）』’尻四）Ｆ属ｐ）Ｐ民囮）

１２３４５６７８９ｍ、、、Ⅲ巧咄Ⅳ

生
期

第

多様化する医療体系の中で，医師の職能を十

分に発揮するためには，医療事務事業の専門職
による介助が必要とされてきた。この懸案を解
決するため，メディカルクラークの登場が要請
され，その成果については昭和45年以来数次に

わたって日本病院学会において発表された○
メディカルクラークとは，病院医療の実際の

場において，その遂行を側面から，主として事
務的レベルで援助．調整する専門職である。

この側面からの援助．調整というのは，その
医療専門職の下にあって，業務そのものを補完
・代替代行することに主体があるのではなく，
その当事者の業務遂行を完全化，円滑化，能率
化するにはどのような具体的方法，手段で援助
すればよいかを考えて行うことであって,ここ
にメディカルクラークの専門職としての独自性
を見出すことができる。

創設以来，教育課程には変化はない。履修科

病院医療の中心をなすのは医師であるが,ま

目の担当者の移動は次の４名にとどまってい

すます多様化，複雑化する医療体系の中て，そ

る。

の職務を完遂することができず，かえって雑事

生理学

におわれ，研究はおろか，診断，治療にさえ徹

岡井治（杏林大学保健学部教授）
品質管理
橘雅子（女子栄養大学助教授）

底を欠くような状態になっている。

ここに，医学の基礎知識を持ち，医学用語が

理解でき，また医療機構を十分理解して，医師
６１９
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がその多様な職責を完遂できるよう，その機能
を補佐する専門職域が必要となってきた。した

２その経過

がってメディカルクラークは，医療業務内での

昭和51年開設当初の計画は，その教育課程に

医師の事務的業務の介助者であり，既存の他の

は業務内容として看護助手的業務や臨床検査業

専門職者を代行したり，その職域を侵すもので

務なども含まれており，第１期生にはこのよう

はない。

な教育を行った。その教育課程はつぎのとおり

具体的には病院ごとに差異があるが，主とし

て患者や来客の応接，カルテの整理，他施設と
の連絡，医療費計算，レセプトの作成などの事

務的業務を処理して，医師の活動を助けるの
が，メディカルクラークの主な役目となる。

メディカルクラークの存在によって医師のみ

でなく，従来の専門職種者も他事にとらわれる

ことなく，自己本来の職域，職務に専念できる

し，医療機構全体の相互の有機的連携が円滑に
進められることになる。

メディカルクラークの養成について，さきの

診療録管理士の通信教育の成果に鑑み，昭和５１
年６月１日の常任理事会で通信教育実施要項が
きまり，毎年７月開講で，６月末日までの申込

みでクラス編成を行うことになった。修業年限
は１年，修了者は日本病院会認定メディカルク
ラークとして会に登録される。

この名称についてはいろいろな意見があっ
た。Clerkという言葉は書記と訳される。Secr‐

etaryにも書記という訳がある。本会としてこ
の事業を始めるにあたって，これをどうするか

である。

(1)医学基礎教科

①医学概論…………･……………..…１単位

高橋政頑（杏林大学医学部教授）
②医療用語学…．.…………………･…２単位
笠井良一（日本バプテスト病院事務部長
補佐）

③病院管理学..……………………･…１単位
高橋政旗（杏林大学医学部教授）

④内科学…………･…･……………･…１単位
荒木威（武蔵野赤十字病院内科部長）
⑤外科学………･…………･………･…１単位
北原哲夫（東京逓信病院外科部長）
⑥臨床検査学…………･………･…･…１単位

伊藤武雄（杏林大学医学部教授）
⑦病院機器とり扱い法･……･……･…１単位
笠井良一（日本バプテスト病院事務部長
補佐）

(2)応用技術教科

①医療事務（保険請求事務）．.……･４単位
杉本久（病院コンサルタント）

は大きな問題であったが，Secretaryは個人的

②病歴管理……･……･……………･…２単位

秘書というイメージが強く，新しいこれからの

大町文子（元日本バプテスト病院医事記

専門職種の名称としてふさわしくないとしてこ

れに決定した。終了年限も病院従業員の現任者
教育ということから，あまり長くても困るとい
うことで１年とされた。

録室主任）
③文書実務…･……………･………･…４単位

松坂承則（産業能率短期大学教授）
④秘書実務･………･………………･…４単位

石井良子（早稲田速記学校専任講師）
６２０
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しかし法律的にこの境界領域業務は問題があ

①医療事務（保険請求事務）………４単位

り，また受講生の大多数が医事課職員であると

いう実態から，第３期生後期よりメディカルク

杉本久（病院コンサルタント）

②医療`盾報処理……･…………･……･１単位

ラークの業務内容を次のとおりにしぼった。

三宅浩之（関東逓信病院電子応用医学研

(1)秘書的業務

究室長）

①文書の受付・伝達・整理・保管

③病歴管理……･…･…………………･２単位

②諸記録の作成・管理

大町文子（元日本バプテスト病院医事記
録室主任）

③患者・来客との応対・他施設との連絡

④文書実務……･……･…･･･…………･２単位

(2)医事業務

與那嶺光子（東京ＹＷＣＡ専門学校専任

①保険請求
②諸手続・法的届出

講師）

⑤秘書実務…………･………･………･２単位

③計算事務

與那嶺光子（東京ＹＷＣＡ専門学校専任

④部門間連絡

講師）

(3)医療補助業務
①医学文献の管理・調査・研究補助
これにより，教育課程に変更を加え，第３期

生後期に外科学を解剖学に改め，第４期生には

病院機器とり扱い法を医療`盾報処理に改めた。
現行の教育課程はつぎのとおりである。

(1)医学基礎教科
①医療学･……･…………･……………１単位
高橋政頑（杏林大学医学部教授）
②病院管理学…………………………１単位

高橋政旗（杏林大学医学部教授）

③解剖・生理学..…･…･…………．．…１単位
佐藤泰司（杏林大学医学部教授）
④臨床医学………･…………･………･１単位

荒木威（武蔵野赤十字病院内科部長）

現実には医事課職員の能力向上ということに
具体的目的をしぼったため，次の３つのキャッ
チ・フレーズでそれを要約することにした。
１．病院職員のモラールの向上のために

２．新入職員の教育・研修に

３．医事課職員を専門職として育てるために
そして受講生の募集も，もっぱらこの線にそ
って行ったため，病院に就職したての若い職員
がまとめて応募してくるようになった。病院単
位で毎年定期的に数人ずつ受講させるというこ

の通信教育を職員の研修のための手段として積
極的に利用する病院もできてきたのである。

昭和51年９月の第１期生から昭和55年末まで
の経過はつぎのとおりである。

⑤臨床検査学…･……………………･･１単位

入学年月入学者数卒業者数

伊藤武雄（杏林大学医学部教授）

８６

１０７
１０５

５２７６

195

８６７６

４

●．●●●

(2)応用技術教科

３

９７７７

長補佐）

２

一‐（囮）｜‐【ｐ〉←‐（皿》』‐（ｐ）’

笠井良一（元日本バプテスト病院事務部

第１期生

．『０■（（叩〃〈】（叩く、）。勾加一一

⑥医療用語学.．……………･…………２単位

6２１

６通信教育
５

5５．７

102

6４

総平均の60点以上と39点以下の課目がないこと

を合格とする｡)，⑬修了認定証（所定の24課目
についてリポートが全て合格及び試験は22課目

事務長養成通信教育
１事務長通信教育のなり立ち
事務長は教育によりつくり上げるべきもので

ある。しかしその素材となるべきものは多忙の
なかにいる。これは通信教育の実施によらねば

ならない。昭和52年１月８日の常任理事会はこ

の事務長養成通信教育の実施を決めた。

以上について合格基準に合致し，かつスクーリ

ング24日以上及び所定のＪＳＴに出席した時，

修了認定証が授与される｡)，⑭月報の発行，⑮

予算などが論議され，それぞれ決定をみて実施
に向かって前進した。
２通信教育の募集

通信教育の募集にあたり次のように示され
た。

この実施のために事務長養成通信教育委員会

「戦後のわが国の医療制度の変遷の中で，特

がつくられ，昭和53年７月の開講にいたるまで

に目覚い､発展をとげたものが病院医療であり

８回の委員会が持たれた。第１回は昭和52年１１

ます。専門医集団と看護婦およびパラメディカ

月14日，第２回は同12月14日，第３回は昭和５３

ルなどの多数の病院人による組織として行われ

年１月８日，第４回は同２月１日，第５回は同

る医療が個人の行う医療の能力を遥かに越え

３月１日，第６回は同３月30日，第７回は同４

て，いままで思いも及ばなかった高度の医療が

月22日，第８回は同７月１日であった。委員は

可能になってきました。このため在来は医師の

小野田副会長，落合勝一郎，高橋政頑，東義晴，

個人的な技術にだけたよって行われていた医療

一条勝夫の諸氏のほか事務局より別府幸蔵・佐

が，組織として行われるようになったために病

藤彰の両氏，書記として中村彰吾氏（聖路加）

院管理が非常に重要な要素となり，これの良否

の８名で委員長に落合勝一郎氏が指名された。

が直接，病院医療の質をも左右するまでに至っ

この委員会で①名称（事務長養成課程通信教

たのであります。

育)，②要項(後掲)，③修業年限（２年)，④教科

わが国の病院はその発達の歴史的推移から見

目(後掲24科目)，⑤講師名(後掲)，⑥テキスト，

ましても，病院長がその病院の医師団の中で最

⑦受講資格(後掲)，③受講料(後掲)，⑨集中ス

高の医療技術能力を持った人とされてきました

クーリング（７月20日前後６日及び１月20日前

ので，病院管理面は事務長というわが国独自の

後６日，２年間に４回，２４日間を出席するこ

管理スタッフの手助けを借りる制度がでてきま

と),⑩リポート(39点以下は不合格,合格点をと

した。

るまで再提出が可能。未提出の場合は受験資格

事務長制度はこの様な役割りを果たしている

がない｡)，⑪試験（第１年次２回，第２年次２

ので，戦前の医師の個人的技術で行なわれた医

回，２年で計４回の試験を行う｡)，⑫試験の合

療の時代にあっては，書記集団の長にすぎなか

否判定基準（第１年次,第２年次それぞれ12課，

ったかもしれませんが，現在の組織医療の新時

６２２
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代に当面しては，単なる書記技術では業務を十

このプログラムにわが国を代表するような優秀

分に遂行することはできなくなってきたのであ

な講師陣を迎えることができましたことは計画

ります。

者として非常な喜びとするところです。小人数

どうしても病院管理全般に亘って，広く深い

の定員制ということから，やや受講料が高額に

知識が要求されてくるようになりました。この

はなりましたが，現在看護婦１人を養成するの

ように病院として非常に嘱望されている事務長

に年間百万円余をかけている実状から見ます

の供給体制はどうなっているのでしょうか。病

と，決して高い費用とは思われません。１回の

院側の要求するような人材が容易に得られるよ

外遊費の支弁で２年間にわたる教育経費がまか

うな現況でしょうか。

なえるわけでありまして，次代の病院を担う事

日本病院会はかねてから，次代の病院の基礎
がためのために，それぞれの病院の事務長の能

務長となるために，ぜひこの研修を受けられる
ことを要望したいと思います｡」

力向上および事務長候補者に対する教育体制の

この募集の要項はつぎのとおりであった。

確立が必要であることを痛感しておりました。

募集要領

また会員病院の多数の方々から事務長養成コー

１募集定員３０名（先着順）

スを作ることを要望されてきていたのでありま

２申込期日昭和53年６月30日まで

す。

３開講日昭和53年７月１日

そこで聖路加国際病院落合勝一郎常務理事を

４受講資格病院長が適格と認めた者

中心として，日本病院会通信教育委員長高橋政

５修業年限２カ年

旗杏林大学教授，日本病院会副会長小野田敏郎

６受講科１カ月40,000円，（但し６カ月

佼成病院長など多数の委員が衆智を集め，年余

分納入すること）

にわたる検討の結果，以下のように通信教育で

７修了証書修了者には，社団法人日本病院

実施するのが最も効果的であるという成案を得

会認定事務長養成課程修了の証

たのであります。

書を授与し，会に登録する。

通信教育という方法は，一つの教育方法とし

８申込先社団法人日本病院会事務長養
成課程通信教育部

てそのやり方さえうまくいけば，非常に効果を
あげるということはすでに本会でも経験済みで

あります。６年前から始めている診療録管理の

３教育の実施

通信教育，一昨年から開始したメディカルクラ

教科要目はつぎのとおりに行われた。

ークの通信教育の実績から見ましても，勉学の

第１年次

熱意に燃える病院人の研修方法として決して悪
い方法ではありません。

さらにそのうえ今回は小人数による濃度の高
い研修という考え方から定員をもうけてがっち
りと勉強するプログラムを作成しました。また

１病院管理概論

高橋政騏（杏林大学医学部教授）
２組織論

杉政孝（立教大学教授）
３人事管理
6２３

￣
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一条勝夫（自治医科大学教授）
４

落合勝一郎（聖路加国際病院常務理事）
９医薬品管理
幸保文治(日大医学部附属板橋病院薬局長）

病院事務の在り方

井上昌彦（川崎医科大学教授）
７

８病院物品管理・購買管理

病院財務管理

針谷達志（病院管理研究所主任研究官）
６

菅谷卓（病院管理研究所）

労務管理論

伊藤政一（東洋レーバー社長）
５

７労使関係論

１０病院経営分析と診断

一条勝夫（自治医科大学教授）

文書管理

平野栄次(日大医学部附属板橋病院事務長）

１１医療税務論
藤井誠一（大東文化大学経済学部教授）

８医療統計

一条勝夫（自治医科大学教授）

１２医療紛争論
高橋正春（慶応義塾大学医学部講師）

９病院建築

特別研修

伊藤誠（千葉大学教授）

ＪＳＴ．（日本病院会第一線リーダー研

１０病院施設管理

修会）

上林三郎（聖路加国際病院事務長）

このようにして第１期生は28名（うち女子２

１１医療機器

古川俊之（東京大学教授）
１２社会保障概論
大村潤四郎（厚生団理事）
第２年次

病院第二記念館において開講式がおこなわれ，
６日間の第１次集中スクーリングが開始され
た。

１診療管理

第２期生は翌昭和54年７月，１３名が受講して

小野田敏郎（佼成病院長）
２看護管理

開講式，第１次スクーリングがはじめられた。

第１期生の第２次スクーリングはこれと接続し

今村栄一（国立小児病院副院長）
３医事管理

て実施された。

第３期生は昭和55年７月，１７名（うち女子２

黒田幸男（済生会中央病院事務長）
４給食管理

名）が受講して開講された。このとき診療管理
担当が小野田講師より左奈田幸夫講師（東海大

榊田博（京都産業大学教授）
５診療録管理

高橋政頑（杏林大学教授）
６病院のコンピュータ

三宅浩之（関東逓信病院電子応用ビ
（関東逓信病院電子応用医学研究

室長）
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名）が応募し，昭和53年７月１日，聖路加国際

学教授）に変更された。
第１期生は２年間の教育を終り，同年７月１９

日，東京・半蔵門会館において認定証授与式が
おこなわれた。認定をうけた者は13名（うち女
子１名）であった。
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γ研究旅

行

高橋宏

武蔵野赤十字病院

塩沢總一

東京警察病院

小野田敏郎

東京警察病院

国際病院連盟InternationalHospitalFede‐

本間五郎

本間外科病院

rationではかねてから病院の研究旅行Study

戸田晴男

本間外科病院

tourをおこなって世界の病院の進歩に貢献し

中島克三

関東中央病院

ているが，わが国でも国内でこのことを行うこ

日置治男

保生園

とが提議され昭和36年より３日間という期間で

河上利勝

都立広尾病院

行われることになった。

高橋政旗

日本大学板橋病院

第１回東京，神奈川，静岡

片山弘

片山病院

見学病院（期日昭和36年10月26～28日）

氷野近

健康保険組合連合会

聖路加国際病院，財団法人，332床，橋本寛

服部達太郎

横浜赤十字病院神奈川

三枝勇雄

山梨療養所山梨

後藤与四三

熱海胃腸病院静岡

吉田充

熱海胃腸病院

川崎市立川崎病院，507床，宮尾啓院長

間島良二

済生会中津病院大阪

小田原市立小田原病院，２６１床，田宮知阯夫

森岡庸人

小野田市立病院山口

榊原庸人

南陽病院

沼津市立病院，267床，今尾文二院長

福井信夫

南陽病院

この第１回視察研究会の参加者は次の30名で

武谷凱三

抜済会戸畑病院福岡

病院視察研究会

敏院長

虎の門病院，国家公務員共済組合，460床，
大槻菊男院長

院長

あった。

吉田幸雄厚生省病院管理研究所特別参加

棚橋三郎県立山形病院山形

協会長の橋本寛敏氏を院長とする聖路加国際

成海朝輝芳賀赤十字病院栃木

病院から第一歩をふみ出し，日本全国をあまね

岡田衛生大田原赤十字病院

く行脚しよう。そしてそれぞれの病院で行って

岡田敏男岡田病院千葉

いる良いやり方を学んで自分の病院に取り入

橋本寛敏聖路加国際病院東京

れ，また病院本来のあり方を津々浦々まで唱え

平賀稔聖路加国際病院

て歩こうではないかという，キリスト教の伝導

落合勝一郎聖路加国際病院

に似た聖パウロの一隊のようなこの研究部隊

神崎三益武蔵野赤十字病院

は，これから日本病院協会の主活動の一つとな
６２５
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った゜

参加の神崎三益副会長は次の記事を日本病院
協会雑誌に投じた。

「今回日本病院協会の初めての試みとして病

また，ある院長は，自分は信念として，資本

的施設は医療収入から出すものではないと思っ
ている。そして，それを実行して来たと言って
いた。

院研究旅行なるものが計画された。立案者は小

成程，どこからも資本が入って来なければや

野田敏郎参与だが，おそらく昨年国際病院連盟

むを得ず医療収入から資本的施設もやらねば当

がアメリカでやった病院見学エキスカーレショ

面の患者に迷惑をかけるという考もあるが，敢

ンにヒントを得られたものと思う。

えて，それをやった事が次の時代の患者の負担

然し，今度のものは見学でなく研究旅行であ

になれば決して,患者への親切にはならない。

ったことに大きな相違があるものと思う。すな

私は２人の院長の言は正しいと思った。そし

わち見学のし放しでなく参加者が病院当事者と

て，信念の前には自ら道が開けるもので，必要

ともども研究する処に大きな意義があった。

な施設は外からの資本で作られ，見学した中で

研究だから随分突込んだ質問もあり，失礼な
批判もあった。

従来この種のものは単に方々を見せて貰って

最も立派な病院であった。もっとも病院として

も他から資本の入って来るような立派な仕事が
なされている。

銘々が勝手な質問をする。その人一人は納得し

中には，医療収入から資本的施設を作ること

ても，うしろの者は何も判らないで，広い病院

は敢えて矛盾とはいえないという考の院長もあ

をあちこち廻って独り合点する程度，批判にし

ったが，国民皆保険の今日，この切詰めた医療

ても病院幹部の前では精々御世辞を言って，帰

報酬の中ては無理な事がやがて気づくときが来

りの車の中で勝手な批評をするというのが従来

よう。かつての自由診療時代，富裕な患者から

のI潰しであったが，今回は参観が一応終ると，

の収入で貧しい患者へ施療する即ち病院自体が

一堂に集って質問意見書を取纒め手際よく討論

社会政策を行っていた時代の夢が未だ残ってい

が進められ，単に参観病院に関する問題だけで

る人々もある。

なく，それから敷延して我国の病院のあり方に

就ても論ぜられるなど稗益する処大であった。

外国のように，町が出来れば，先づ学校と病

院を作るという風に，町民の健康を守る施設こ

参観させて貰った５つの病院は執れも代表的

そ最優先すべきものとの考に日本人が目醒める

なものであったが，教えられるものあり，考え

日の近いことを祈る。然しこの願いが夢に終ら

させられるものありであった。

ないことは，今度訪れた近県の二つの市では市

５つの病院中３つのものは，私の提唱する

長，市議会が「病人に病院は建てさせない」と

「病人に病院を建てさせるな」を既に現実に実

公費で着々と立派な施設を作っている現実を見

行している。

せられてその確信を強くした。

ある市立病院の院長は，患者や医療従業員が

又その際の話に，既に山形，山口の両県では

市の財産を作り出すことは全く不合理な事だと

同様，資本的施設は公費によって賄れていると

言った。

のことであった。
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橋本寛敏

聖路加国際病院長

平賀稔

聖路加国際病院医長

次に，開設者と管理者との関係だが，開設者

落合勝一郎

聖路加国際病院事務長

だけで建築した病院と，開設者が管理者に任せ

佐々木のぶ

聖路加国際病院教育主任

て建てさせた病院とを並べて見せられて，その

松木光彦

仙台市立病院長

違いの甚しいのに今更ながら驚いた。

中島克三

関東中央病院副院長

餅は餅屋で，病院は院長に建てさせろ，少く

本間五郎

本間外科病院長

とも院長の意見を充分に採り入れなくては良い

戸田晴男

本間外科病院事務長

病院は出来ないということを実例が示してくれ

高橋政頑

日本大学医学部講師

た｡」

村田嘉彦

東京都立大塚病院長

佐藤正一郎

武蔵野赤十字病院部長

見学病院（期日昭和37年11月８～10日）

東義晴

武蔵野赤十字病院庶務課長

国立京都病院，500床，萩原義雄院長

村田三千彦

大蔵省印刷局東京病院長

京都府立医科大学付属病院，８７３床，中村恒

小野田敏郎

東京警察病院医長

大鈴弘文

東京警察病院医長

吉田幸雄

厚生省病院管理研究所長

岩佐潔

厚生省病院管理研究所部長

古玉太郎

京都第二赤十字病院長

石倉，滉

松江赤十字病院副院長

住友病院，公益法人，250床，山崎幸八院長

関和夫

舞鶴市立舞鶴市民病院長

大阪赤十字病院，1,098床，菊地武彦院長

河上利勝

東京都立広尾病院長

川崎病院，医療法人，433床，北島好次院長

察恵然

台湾省立嘉義病院長秘書

神戸市立中央市民病院，607床，寺田軍二院

服部達太郎

横浜赤十字病院長

渡部秀夫

大田原赤十字病院部長

若槻正吉

島根県大東町雲南共存病院主事

赤木清蔵

島根県平町市立平田博愛病院

この第２回は３日間で９病院を見学するとい

高橋文治

福島県平市松尾病院副院長

うハードスケジュールであったが，それぞれ感

細谷秋雄

同松尾病院事務長

銘深いものであった。昭和８年メリヤス屋のお

日置治男

結核予防会保生園診療部長

やじが１００万円をボンと出して済生会中津病院

片山弘

東京・片山病院長

が建てられた話，また京都第二日赤分院の救急

水野近

三井健康保険組合常務理事

活動など参加者に強烈な印象を与えた。参加研

杉浦’廩自

清水市立清水総合病院副院長

究員は次のとおりであった。

宮崎達

国立国府台病院長

三枝勇雄山梨療養所長

蒲田小吉

国立京都療養所長

どうか，この目醒めが速に全国に及ぶことを

念じてやまない。

第２回京都，大阪，兵庫

男院長

京都第二赤十字病院救急分院，５８床，古玉太

郎院長，宇山理雄分院長

大阪府済生会中津病院，376床，間島良二院
長

長

甲南病院，公益法人，225床，井波棟四郎院
長

6２７

７研究旅行

小神公一高松赤十字病院長

ります。拝見のあとでひとつひとつのことにつ

清水明和歌山赤十字病院部長

いて，またその病院の存在の意義をたかめるこ

後藤与四文熱海・後藤病院

とについて考え討議することが，いままでの経

青柳七蔵新潟県立ガンセンター新潟病院

験からして大へん有意義なことであります。

萩原義雄国立京都病院長

病院をみせていただくとき，設計，運営のう

石田茂男山梨療養所

えで病院当事者の苦心をありのまま話していた

滝沢春枝東京都立大久保病院総婦長

だくことが大切であります。あるひとはよく謙

大角忠春日本病院協会事務局長

遜して自慢がまし<なるようなことは話されな

第３回岡山，広島

いのでありますが，ここでは同志として同じ立

見学病院（期日昭和38年５月16～18日）

場のべんきょうをするという意味で他人と思わ

国立岡山病院，450床，日下連院長

ず同じようなくんきょうをしている親戚として

ノⅡ崎病院，私立→財団法人，４７０床，川崎祐

お話しをしていただきたい。

宣院長

倉敷中央病院，会社立→財団法人，470床，
遠藤仁郎院長

さてわれわれはこの国立岡山病院からべんき

ょうの出発をいたすことは大へんいさぎよいこ

とで、戦後看護教育の分らない時代に日本の西

尾道総合病院，厚生連，457床，塚本寛院長

でその中心となり本格的なものをはじめられた

広島赤十字病院，424床，重藤文夫院長

その後の発達もききたく，新しい革ぶくろにも

県立広島病院，415床，菊地博通院長

られた新しい病院の内容も十分にみせていただ

東洋工業付属病院，会社立，２１８床，森田専

きたいものであります。

一院長

開会にあたり橋本会長はつぎのように挨拶し
た。

それでは３日間，みっちりとべんきょういた
すこととしましょう｡」

参加研究員は次のとおりであった。
「わたくしたちはこれまでに２回の病院研究

橋本寛敏聖路加国際病院長

旅行をもち，第１回は東京･神奈川･静岡，第２

平賀稔聖路加国際病院医長

回は京都・大阪・神戸の病院をみせていただき

落合勝一郎聖路加国際病院事務長

ましたが，こんどが３回目になります。この旅

神崎三益武蔵野赤十字病院長

行はいろいろの病院を拝見して，そのおこなわ

森直一武蔵野赤十字病院事務部長

れているようすを参考として自分の病院をよく

小野田敏郎東京警察病院医長

してゆきたいという修学旅行であります。ある

河本正一東京警察病院医長

立場の人は欠点をみつけて歩くということがあ

内藤比天夫茨城県立中央病院長

り得ますがわたくしたちはゆく先々のよいとこ

本間五郎東京都渋谷区本間外科病院長

ろを見逃さないことが大切であります。困って

戸田晴男東京都本間外科病院事務長

いるところがあれば，自分がそこにおかれたな

村田三千彦大蔵省印刷局東京病院長

らばいかにするかと自ら考えることが大切であ

後藤与四文静岡県熱海市熱海胃腸病院長秘書
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村田嘉彦東京都立大塚病院長

古王太郎京都第二赤十字病院長
佐川誠一北海道江別市立江別総合病院長
成内頴三郎群馬県伊勢崎市伊勢崎病院長

豊島正忠大阪府済生会中津病院副院長

院長

九州厚生年金病院，財団法人厚生団，450床，
東陽一院長
九州中央病院，公立学校共済組合，３３０床，

赤星一郎副院長

池田博松江赤十字病院第二内科部長

国立福岡中央病院，500床，古賀秀夫院長

武内博文富山県立中央病院副院長

この研究会の早朝６時開会という習練の模様

高橋政頑日本大学医学部病院管理学教室講
師

を高橋政頑研究員は日病誌の記事に次のように
述べた。

蒲田小吉国立京都療養所長

－さて初日は山口県立中央病院ということ

河上利勝東京都立広尾病院長

で，県立中央病院というから県庁所在地の山口

萩原義雄国立京都病院長

市にあるのかなと思ったら防府市だという。始

田中良一神戸市立中央市民病院庶務課長

めての場所とて旅行案内をたよりに防府駅に下

七条正義愛媛県伊予郡東洋レーヨン株式会

りたった。その11月19日朝は快晴であった。早

社愛媛工場付属病院事務掛長

朝のこととてあまり人通りも多くない道を駅か

鈴木淳厚生省病院管理研究所員

ら５分ぐらい行くと，建築面積の広い３階建の

石井静二静岡県焼津市立総合病院副院長

大ビルディングの病院に到着した。

須崎巖静岡県焼津市立総合病院副院長

時間励行，時計のごとき正確さで始められる

佐藤覚円静岡県焼津市立総合病院事務局長

この会のこととて定刻の午前６時には全員が講

飯塚祐横浜市東芝鶴見病院副院長

堂に参集した。まず小野田敏郎研究員の司会で

福田浩蔵大阪府守口市松下電器健康保険組

橋本寛敏会長の挨拶が行なわれ，ただちに病院

合松下病院副院長
柴田敏夫京都第一赤十字病院副院長

見学にうつった。－

この日，橋本会長はつぎのように開会のあい

柴田義一神奈川県相模原市東芝林間病院長

さつをした。

岡本恒美愛媛県川之江市公立学校共済組合

－この研究は回を重ねるごとに盛んになって

四国中央病院総看護婦長

大角忠春日本病院協会事務局長
第４回山口，福岡

まいります。みなさまがこの旅行につよく興味
をもたれるためと思います。この会は役人の監

督とは異なり，病院を苦心して経営しているも

見学病院（期日昭和39年11月17～19日）

のが集って，手のうちをうちあけて一緒に考え

山口県立中央病院，425床，棟久一夫院長

るということでございまして，明日に役立つ生

下関厚生病院，全社連，３００床，西村靜一院

きた知識を得るのでございます。自分がここの

院長になったらどうするかこう考えることによ

長

九州労災病院，400床，内藤三郎院長

って頭が練れる。そうして同じ経験を分ちあっ

八幡製鉄所病院，会社立，500床，森本憲治

たように思えるのでございます。こうしてみな
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さまがこの会の利益するところがお分りになっ

沢浦正三郎公立岩瀬病院長

たのであります。

北錬平久我山病院長

われわれは病院を経営管理するのに，すぐ金

高橋政頑駿河台日本大学講師

がないことをもちだすけれども，それよりも努

柴田敏夫京都第一日赤病院副院長

力が必要でございます。新幹線の完成といい，

福島覚八幡製鉄所病院副院長

オリンピックの成功といい日本は困ってばかり

吉田幸雄厚生省病院管理研究所長

はいないのでございまして，医療が虐げられて

内藤比天夫茨城県立中央病院長

いるとすればそれはやり方が悪いのでございま

天野尹三重県山田赤十字病院長

して，金がないということで考えないというこ

原親夫東京警察病院医長

とは困る。金ができたらばむだづかいになって

本間道東京警察病院院長補佐兼医長

しまいます。考え，頭を練り，活きた知識を得

棟久一夫山口県立中央病院長

る－そういうことで３日間いっしょにべんき

古玉太郎京都第二赤十字病院長

ょうさせていただきたいと思います。－

高木紹夫深谷赤十字病院副院長

参加の研究員は次のとおりであった。

豊島正忠大阪府済生会中津病院副院長

橋本寛敏聖路加国際病院長

佐川誠一市立江別総合病院長

平賀稔聖路加国際病院院長補佐

須賀武夫美瑛町立病院長

落合勝一郎聖路加国際病院事務長

市川有美九段坂病院事務長

湯本きみ聖路加国際病院管理婦長

湊谷嘉九段坂病院事務

神崎三益武蔵野赤十字病院長

若槻正吉雲南共存病院庶務課長

丹羽直久武蔵野赤十字病院副院長

森広喜次郎松江赤十字病院事務部長

森直一武蔵野赤十字病院事務長

榊原秀夫南陽病院長

河上利勝都立広尾病院長

西村忠夫南陽病院事務長

豊田勲都立駒込病院副院長

三枝勇雄山梨療養所長

村田三千彦大蔵省印刷局東京病院長

米山進山梨療養所管理課

富田信義大蔵省印刷局東京病院薬剤長

岩瀬邦生山梨療養所

庭野隆司佼成病院事務長

勝慶徳和歌山赤十字病院長

加藤勇佼成病院庶務課長

赤星一郎九州中央病院副院長

高木緑三郎北里研究所病院事務長

小野田敏郎東京警察病院院長補佐兼医長

平岡五男北里研究所病院庶務課長

羽物正次日本病院協会事務局長

片山弘片山病院長

河野稔河野臨床医学研究所附属北品川病
院長

第５回鳥取県，島根県

見学病院（期日昭和40年11月15～18日）

中島克三関東中央病院副院長

鳥取県立厚生病院，240床，野坂綱定院長

刈田豊己関東中央病院事務長

山陰労災病院，220床，石西進院長
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松江赤十字病院，565床，武藤多作院長

勝山一夫大森赤十字病院庶務課長

松江市立病院，446床，西川正光院長

諏合秀子大森赤十字病院看護副部長

厚生年金玉造整形外科病院，財団法人厚生

寺本亀義東京警察病院事務長

団，300床，塩津徳政院長

吉田久岐阜県立多治見病院事務局次長

島根県立中央病院，440床，安岡英武院長

村田嘉彦都立駒込病院長

参加研究員は次の通りであった。

村田三千彦印刷局東京病院長

橋本寛敏聖路加国際病院長

大沢一六久我山病院事務長

平賀稔聖路加国際病院院長補佐

森直一武蔵野赤十字病院事務部長

落合勝一郎聖路加国際病院事務長

大嶽康子武蔵野赤十字病院総婦長

小野田敏郎佼成病院長

寺田利男新潟県立坂町病院長

松林富士男佼成病院副院長

水上敏英新潟県立坂町病院事務長

平野孝夫佼成病院施設課長

佐藤彦次郎北里研究所附属病院院長

鈴木イチ佼成病院総婦長

田中博北里研究所附属病院経理課長

高橋政頑駿河台日本大学講師

松繁菫京都第二赤十字病院副院長

井上昌彦駿河台日大病院事務長

岩佐潔病院管理研究所医療管理部長

中島克三関東中央病院副院長

一条勝夫病院管理研究所経営管理部長

刈田豊己関東中央病院事務長

後藤与四文熱海胃腸病院長

森谷フミ関東中央病院総婦長

榊原秀夫南陽病院長

永田実建築設計事務所長

西厳南陽病院事務長

笠木茂伸北品川病院副院長

松井要白河厚生総合病院長

錦織ハナ子北品川病院総婦長

根本儀一浦和市立結核療養所長

宮崎達国立国府台病院院長

漆原三郎深谷赤十字病院事務部長

松本肇明石病院院長

津村信正日本鋼管病院事務課長

白瀬五郎癌研究所附属病院事務長

安岡英武島根県立中央病院長

中畠健新潟県立吉田病院院長

大城三郎日本病院協会事務局長

井上限三郎三楽病院副院長

第１回から第４回までは２泊３日という行程

高橋英三三楽病院事務長

で初日の朝，見学病院玄関に集合，受付後，直

河上利勝都立広尾病院院長

ちに見学に入るというやり方であった。この方

内藤比天夫茨城県立中央病院長

法で３日間に９病院見学などということまでや

木村みよ茨城県立中央病院婦長

ったのだから大変である。特に前回はバスの移

松下嘉和市立美濃病院長

動時間がかかるということで，早朝６時集合と

柴田敏夫京都第一赤十字病院副院長

いう軍隊並のきびしさであった。なにしろ本物

横田政信静岡県立中央病院医療部長

の軍医さんやら将校さんやらの集まりなので，

桜田信吉静岡県立中央病院事務部長

威令の行われること大変なものであった。
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さすがに前回のあわただしさから考え直し

ろ，見せたくないところ－これを悉く見せ話

て，今回からは見学の前夜にホテルに集合して

してくださるのでございます。われわれはその

開会式を行い，スケジュールの説明をして第２

病院の欠点をみつけて批判するのでなく，同じ

日から実質３日間の見学旅行をするという現在

困り方を同じように分り，そうして理解するの

行われている３泊４日という方法が，この回か

でございます。学会の討論ではなくて，本当の

ら始まった。

ことを話しあって，自分がこの病院を運営する

開会にあたり橋本会長は次のとおりあいさつ

気になって，自分の労苦として話しあうのでご

を行った。

ざいます。それが，為になりべんきょうになる

－日本全国から，日本の病院のはたらきをよ

のでございます。－

くするためにここに多数の同志が集られたので
ございます。

５年前に国際病院連盟のStudyＴｏｕｒが米国

第６回愛媛，香川

見学病院（期日昭和41年11月８～11日）
松山赤十字病院，520床，高山勲院長

でおこなわれまして，私のほかに村田君，平賀

愛媛県立中央病院，365床，白石善之院長

君も参加いたしまして多くの病院をみましたが

住友別子病院，会社立，355床，弘中満院長

大へんよい企てでございました。これに倣って

公立学校共済組合四国中央病院，242床，白

わが国においてもこのStudyＴｏｕｒをはじめよ

川吾一郎院長

うというのは小野田君の主張でございまして，

高松赤十字病院，481床，小神公一院長

東京からはじめましてこんどは５回目で回を重

参加研究員は11月８日夕，にぎやかに道後温

ねるごとにその内容も向上しているのでござい

泉に集合した。翌９日は松山市の２病院を見学

ます。われわれのStudyTourは旅行がたのし

したのち今治市に近く瀬戸の流れの早い波止浜

いだけではなく本当に役に立つくんきょうがで

に泊った。ひなびた海の宿の分宿であった。１０

きるのでございまして，参加された方はいつも

日は新井浜，川之江の病院を見学して観音寺に

よろこぶのでございます。

泊ったが，ここで熱二等受賞のために残られた

国際病院連盟のStudyTourのときも同じで
ございましたが，医療は病院を中心として行わ

橋本会長が追及をした。１１日は高松市に高松赤
十字病院を訪れた。

れる，この管理経営ということは議論だけでは

５０名の定員が一挙に10名もはみ出して，補助

絵空ごととなります。実際を眺めて身にこたえ

席も入れて60名乗りという大型バスは完全な満

る研究をする，そうして考えを練るのでござい

席，一つの空席もなく－部の参加申込み者を断

ます。それぞれの病院は立地条件が異なります

ったというのは空前絶後のことであった。参加

し，それぞれの特徴をもっております。話をな

者は病院長18名，副院長10名，管理職医員３

さる人ときかせていただく側とは別でございま

名，事務長12名，事務課長４名，総婦長・婦長

すが，みせる人も聴く人も同じ仕事をする同志

４名，病院管理学者３名，それに経営科学と病

でございます。みせる人はその病院の打ちあけ

院建築の専門家も加わった多彩なメンバーであ

たところ，自慢したいところ，困っているとこ

った。
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昨年は見学第１日の前夜集合ということでは

郎（癌研究所病院事務局長)，土井美水（大宮

あったものの，始めてのこととて仮集合で翌日

赤十字病院事務長)，石原信吾（虎の門病院事

から本番が始まるという解釈であった。この年

務長)，高橋英三（三樂病院事務長)，足達修三

からは前夜の集合から見学会が始まるというこ

（済生会中津病院事務長)，落合勝一郎（聖路

とで，以後定型となった形式が確立された。見

加国際病院事務長）等の諸氏で，総婦長として

学病院数も５病院としたのもこの時からで，午

は湯本きみ（聖路加国際病院総婦長)，安田千

前１病院，午後１病院をそれぞれ，じっくり時

代子（岐阜県立下呂病院総婦長）等の諸氏であ

間をかけて見学し討議を行うことにしたのであ

る。大学からは島内武文（東北大学医学部教

る。したがって３日間で６病院まで見学できる

授)，守屋博（順天堂大学教授)，高橋政旗（日

ことになるが，全行程をバスで踏破するという

本大学医学部講師）の諸氏が加わった。

建前から，移動に時間がかかる場合もあり，こ

第７回福井，石川

の時も地理的条件から１日に１病院しかこなせ

見学病院（期日昭和42年10月17～20日）

ないという日がでてきたためであった。院内見

福井赤十字病院，510床，柳武夫院長

学１時間～１時間半，討議１時間というスケジ

福井県立病院，473床，小坂政一院長

ュールは適切であって，この方法が定着するこ

石川県中央病院，県立,350床，中野保二院長

とになった。

国立金沢病院，680床，門馬良吉院長

参加の研究員は次の諸氏であった。

公立能登総合病院，七尾鹿島地区病院組合

院長としては，橋本寛敏（聖路加国際病院

立，275床，奥田幸造院長

長)，神崎三益（武蔵野赤十字病院長)，内藤比

参加研究員は51名，それに大城事務局長も加

天夫（茨城県立中央病院長)，根元儀一（市立

えて，この年も院長グループの参加者に橋本寛

浦和療養所長)，五十嵐衡（晴和病院長)，牧田

敏，間島良二，内藤比天夫，奥田幸造，河上利

中（牧田総合病院長)，大鈴弘文（東京警察病

勝，阿久津'直，竹内春彦，西村靜一，松本肇，

院長)，矢野精太郎（高槻赤十字病院長)，徳岡

牧田中，多々良満寿雄，榊原秀夫，矢野精太

三郎（大分県立病院長)，小野田敏郎（佼成病

郎，渡辺卓三大鈴弘文，五十嵐衡，小野田敏

院長)，堀内光（済生会中央病院長）塚田恒助

郎の諸氏の名がある。その他副院長，事務長，

（新潟県立新発田病院長)，中畠健（新潟県立

総婦長に加えて，長老の守屋博氏の参加もあっ

吉田病院長)，寺田利男（新潟県立坂町病院

長)，松本肇（都立青山病院長）等の諸氏であ

た。

第８回福島，宮城

る。副院長としては中島克三（関東中央病院副

見学病院（期日昭和43年10月16～19日）

院長)，井本富郎（佼成病院副院長)，柴田敏夫

竹田綜合病院，医療法人，1,125床，塩川五

（京都第一赤十字病院副院長)，岡田衛生（大

郎院長

田原赤十字病院副院長)，笠木茂伸（北品川総

山形県立中央病院，471床，棚橋三郎院長

合病院副院長)，平賀稔（聖路加国際病院院長

山形市立病院済生館，453床，米地俊一院長

補佐）等の諸氏である。事務長としては白瀬五

公立刈田総合病院，１市２町組合立，299床，
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菅原六夫院長

が随行している。いままで局長１人だけだった

東京をふり出しに東海道，山陽道，北九州，

のを，ようやくこれだけの事務員を派遣できる

四国，山陰，北陸とめぐり，今度は東北へと進

ように組織体制も整備されてきたのである。今

路を向けた。参加者数は57名で，病院長16名，

回参加の院長グループは神崎三益，内藤比夫

副院長７名，診療部長３名，事務長・次長１４

夫，佐藤元一郎，大鈴弘文，村田嘉彦，阿久津

名，課長・係長５名，総婦長・婦長７名，薬剤

'廩，杉岡直登，徳岡三郎，石川幸雄，矢野精太

師１名，病院管理学者４名，これに協会事務局

郎，柴田義一，根元儀一，松本肇，渡邊進，小

長が加わっての58名であった。

野田敏郎の各氏であった。他に病院管理学の教

参加院長は橋本寛敏，神崎三益，佐藤元一
郎，大鈴弘文，棚橋三郎，阿久津'直，足立修

嶽，矢野精太郎，松村亨，村田嘉彦，柴田義

授としては島内武文氏および高橋政頑氏がこの
年に昇格して名を連ねていろ。

この時に10回皆勤の表彰が行われ，橋本寛

一，牧田中，小林誠之助，森岡唐人，渡邊進，

敏，小野田敏郎，落合勝一郎，高橋政頑の４氏

小野田敏郎の諸氏，教授グループは吉田幸雄，

が該当となり，これに１回だけ欠けたという準

守屋博，島内武文の諸氏であった。

皆勤の中島克三氏を加え，日本病院協会雑誌編

第９回大分，宮崎

集長渡邊進氏の司会で，１０年の回顧座談会が行

見学病院（期日昭和44年10月28～31日）

われ，日病誌第18巻第１号，昭和46年１月号を

国立別府病院，772床，山本清人院長

飾っている。

第11回佐賀，長崎，熊本

大分赤十字病院，350床，荒巻逸夫院長

大分県立病院，610床，徳岡三郎院長

見学病院（期日昭和46年10月４～７日）

県立延岡病院，450床，船渡護院長

佐賀県立病院好生館，538床，鶴丸広長院長

県立宮崎病院，941床，泉谷武近院長

長崎市立市民病院，384床，柴田精郎院長

参加研究員は45名，院長は橋本寛敏，内藤比

日本赤十字社長崎原爆病院，３１１床，横田素

天夫，泉田武近，船渡護，竹内春彦，大鈴弘

一郎院長

文，阿久津'直，五十嵐衡，松本肇，榊原秀夫，

健康保険諫早病院，全社連，250床，山崎善

豊島正忠，石川幸雄，桑原敏夫，山口弾之，小

陽院長

野田敏郎の諸氏，それに古田幸雄氏も参加して

熊本市立熊本市民病院，246床，山戸朝郎院

いる。

長
第10回岩手，秋田，青森

参加研究員は47名で，他に事務局より２名が

見学病院（期日昭和45年10月６～９日）

随行した。この頃より世話係の事務員は２名と

岩手県立中央病院，485床，金子保彦院長

いうのが』慣例となった。

秋田赤十字病院，343床，竹本吉夫院長

院長グループとしては神崎三益，吉田幸雄，

大館市立総合病院，630床，峯山泰院長

内藤比天夫，鶴丸広長，大鈴弘文，阿久津'漠，

青森県立中央病院，1,033床，佐藤三郎院長

左奈田幸夫，矢野精太郎，松岡直登，榊原秀

参加研究員は51名で，これに事務局から３名

夫，柴田義一,牧田中,豊島正忠,渡邊進,小野

6３４
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参加研究員は42名で，院長グループとして内

田敏郎の各氏，副院長グループにはほとんど毎

回参加の中島克三,柴田敏夫氏２名が見られる。

第12回滋賀，岐阜，愛知

藤比天夫，小野田敏郎，阿久津'１真，野村秋守，
奥田幸造，石川幸雄，矢野精太郎，豊島正忠，

見学病院（期日昭和47年10月25～28日）

柴田義一，笹島吉平の各氏，教授グループとし

大津市民病院，342床，葛谷覚元院長

て吉田幸雄氏，高橋政頑が参加している。

彦根市立病院，327床，古武弥六院長

第14回沖縄

大垣市民病院，650床，森直之院長

見学病院（期日昭和49年11月14～17日）

県立多治見病院，600床，山下弘院長

沖縄赤十字病院，181床，比嘉実院長

愛知県心身障害者コロニー中央病院，200床，

琉球大学保健学部付属病院，国立，400床，

北野博一院長

植村操院長

名鉄病院，会社立，400床，阿久津'慎院長

県立中部病院，325床，新垣浄治院長

名古屋第一赤十字病院，748床，田代勝洲院

県立名護病院，103床，金城幸善院長

長

県立八重山病院，146床，崎浜秀樹院長
今回はこの研究会の主唱者であった小野田敏

八重山保健所，青山俊男所長

郎副会長がルバング島捜索で渡比のため参加が

参加研究員は34名で，院長グループとして小

見られないのが残念であったが，参加研究員数

野田敏郎，阿久津|真，内藤比天夫，五十嵐衡，

は43名で，院長グループとしては，阿久津'１真，

竹内春彦，奥田幸造，左奈田幸夫，矢野精太

内藤比天夫，島内武文，大鈴弘文，河北恵文，

郎，杉岡直登，林秀雄，豊島正忠，菅原虎彦，

矢野精太郎，野島治，柴田義一，桑原敏夫，

石川幸雄，柴田義一，牧田中，吉岡観八，渡邊

牧田中，高橋信，亀田俊孝の諸氏の顔が見られ

進の各氏，教授グループとして高橋政頑，鈴木

た。

淳氏が加わっている。
第13回北海道

第15回和歌山，徳島，高知

見学病院（期日昭和48年９月26～29日）

見学病院(期日昭和50年10月29日～11月１日）

市立函館病院，663床，橋本昌武院長

堀口整形外科病院，医療法人，176床，堀口

函館五稜郭病院，社会福祉法人，462床，笹

銀二郎院長

島吉平院長
登別厚生年金病院，厚生団，３５０床，高山担
三院長

王子総合病院，医療法人，362床，佐久間三
八院長

札幌逓信病院，電々公社，２１６床，川又健吉
院長

斗南病院，国家公務員共済組合，301床，奥
田義正院長

琴の浦リハビリテーション・センター，社会
福祉法人，163床，堀口銀二郎理事長，南宥院
長

小松島赤十字病院，464床，武田七郎院長
高知赤十字病院，432床，長崎彬院長
参加研究員は24名で，院長グループとしては

阿久津'直，小野田敏郎，内藤比天夫，菅原虎
彦，小原知次郎，島津寿秀，牧田中，柴田義
一，飯塚祐の各氏が参加している。
6３５
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１５年前，東京をふり出しに神奈川，静岡の病

い研究会でしたが，どうも若いメンバーの出席

院を見学して始まったこの研究会は，西に向か

が少ないように思います。私などが15年前に若

い東に返して毎年勉強会を行い，さらに加えて

手で，今でも若手というのは，どうも変な気分

近県には日帰りや１泊の小旅行による視察研究

で，副院長クラスの若い参加者が増えないと，

会を行ったので，北は北海道から南は沖縄にい

先細りになります。

たるまで日本全国をあまねく踏破したことにな
った。

かつてバスの座席が満員になって，次の年か
ら２台にしなければいけないのではないかと考

この15年間における日本の病院の発展向上は

えたこともあったのですから，このような良い

目覚ましいものであり，かなりきびしい経済的

企画の研究会が発展しない筈はありません。ぜ

環境の中で病院建築の立派になったこと，設備

ひ来年からは，もう少し早い時期に計画を発表

の充実してきていること，医療体制の整備して

して，ＰＲをいきわたらせていただきたいもの

きたことは大変なものであった。この第１期１５

です。－

回の研究会皆出席は高橋政旗研究員１人となっ

第16回鳥取，島根

てしまい，ここに第１期を終結することになっ

見学病院（期日昭和51年10月27～30日）

た。

鳥取県立中央病院，402床，牧野礼一郎院長

この総括として高橋政旗研究員は次のような

野島病院，医療法人，275床，野島鉄之助院

言葉を日病誌に掲載した。

長

－|日日本病院協会で，東京を振り出しにこの

博愛病院，医療法人，180床，桑原悟院長

スタディ・ツァーを始めてから，今年で15年に

松江赤十字病院，625床，石倉幌院長

なります。日本病院会に引きつがれまして，毎

松江市立病院，437床，西川正光院長

年３～４府県を巡って，ついに今回で全国を踏

島根県立中央病院，550床，岩宮公平院長

破することができました。この間，非常に多く

参加研究員は29名で，院長グループに小野田

の病院を見学させていただき，たいへん勉強に

敏郎，内藤比天夫，柴田義一，菅原虎彦，牧田

なりました。

中，岡山義雄，豊島正忠，渡辺正彦の各氏が見

本年は日赤病院と医療法人の独立採算の病院

られた。

を見学する特色あるスタディ・ツァーでした

今回は第２期の始まりで，これからまた15年

が，非常にすばらしい病院ばかりで，成功だっ

かけてもう一度日本中の病院を行脚して視察し

たと思います。この研究旅行も10年目の時は皆

て見ようということである。昭和36年から50年

勤が４人もいたのですが，今回は私だけになり

までかかって一巡した日本の病院が，この後１５

ました。小野田先生はフィリピンのルバング島

年間でどのような進歩発展をとげるか，はなは

へ行かれた時に，１回休まれましたが，１４回皆

だ興味ある課題である。しかし昭和36年に達成

勤で，それに次いでは京都第一日赤の柴田先生

した国民皆保険制度や，昭和39年の東京オリン

が，ほとんど参加されています。この研究旅行

ピック開催前後のわが国の高度成長経済にささ

には常連が多く，毎年同じ顔振れに会える楽し

えられて大躍進した病院医療が，安定期に入り
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大きな成長が望めなくなった国家経済の中て，

心がけます。ただ今回はふたつの民間病院を見

果たしてどこまで前進することができるか，予

学いたすこととなり，その方のお申しいでに従

測はかなり困難であろう。

ってそこは時間を縮小させていただきました。

この研究会へ参加者からの提言と，それに対

第17回埼玉，東京，神奈川

する回答が日病誌に載っている。

見学病院（期日昭和52年11月28～30日）

病院旅行への提言

国立埼玉病院，430床，左奈田幸夫院長

織本良子研究員（東京・織本病院専務理事）
からつぎのようなご提言がありました。

日本赤十字社医療センター，１，０１１床，小林
隆院長

－訪問先の病院では院長先生以下みなさま

松島病院，医療法人，147床，松島善視院長

があげてのご歓迎で，また訪問側のみなさんも

神奈川県立こども医療センター，379床，竹

大へんご熱心でした。ただ，この勉強旅行をさ

内十一郎所長

らによい旅とするために１つ２つお願いがあり

神奈川県立足柄上病院，３００床，平井正義院

ます。

長

①見学時間が長くて１時間10分，短かいのは

神奈川県立七沢障害交通リハビリテーwンヨン

30分。討議時間は長くて50分，短いのは30分。

病院，300床，伊丹康人院長

これはいずれももっと長くすべきでないでしょ

参加研究員は25名で，院長グループは阿久津

うか。

②３日目に１日で３つの病院を見学しました
が，うえの趣旨から数は少くしてもじっくり見
せていただくのがよろしいのではないでしょう
か。

企画担当からのお答えは次のとおりです。

'漠，小野田敏郎，内藤比天夫，柴田義一，堀内
光，豊島正忠，小林誠之助，長屋重明，三宅史
郎の各氏であった。
この回は第２期の２回目であったが，日本病

院会会長になられた左奈田幸夫氏の病院をまず
視察するのは意義のあることであるとして，第

－この勉強旅行は17年まえ故橋本寛敏先生

１期の橋本会長の聖路加国際病院からスタート

のご意向で，これは見学旅行であるから観光は

した故知にならい，ここから再び東京，神奈川

しないのだということでやってきておりまし

と針路を西にとることにした。そして新幹線シ

た。岡山を通って後楽園をみず，宮島海峡の前

リーズと銘打ってそのまま東海道山陽新幹線の

に宿って宮島に詣らず，山口を訪れて秋芳洞を

沿線の都府県を，なぞるようにして終点福岡到

みずということでしたが，秋田を通れば十和田

着まで，これから続くことになる。

湖をという希望もつよくなりました。今回も見

第18回静岡，愛知

学一本でゆくべきところ，紅葉の大山のスカイ

見学病院（期日昭和53年11月５～８日）

ラインをめぐり，美保が関の景観にあこがれた

聖隷浜松病院，社会福祉法人，538床，長谷

りして，橋本先生の訓えにもとることになりま

川保理事長，中山耕作院長

した。かねてのように規模の大きな病院は見学

市立県西部浜松医療センター，508床，小張

１時間30分，討議１時間というのを守るように

一峰院長
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遠州総合病院，厚生連，465床，安田政憲院

第20回京都，大阪

長

見学病院（期日昭和55年10月24～25日）

名古屋保健衛生大学病院，学校法人，510床，

京都第二赤十字病院救命救急センター，４０

水野康院長

床，宇山理雄院長

総合大雄会病院，医療法人，２１３床，伊藤研

京都木津川病院，医療法人，100床，中野進

院長

院長

名古屋抜済会病院，公益法人，376床，太田

新千里病院，財団法人，300床，吉岡観八院

元次院長

長

参加研究員は36名で，院長グループとして阿

総合病院南大阪病院，医療法人，700床，内

久津'廩，左奈田幸夫，小野田敏郎，柴田義一，

藤景岳院長

川崎勝也，南溢，豊島正忠，中谷裕重，三船通

参加研究員は47名で，今回は新しい院長グル

雄，皆川國雄の各氏が参加している。

ープとして河野稔，牧田中，大畑隆司，古城猛

こうして第２期の視察が始まってみると，や

彦，伊藤茂，大橋和孝，森浩郎，伊藤彰，川出

はり15年の歳月の力は偉大なもので，以前には

董の各氏の参加があって，従前とは違ったメン

見られなかった新しい病院群が次々に登場して

バーになってきた。また第１回から毎回出席の

きているのが如実に知られた。聖隷浜松病院に

この視察研究会の企画者であった小野田敏郎氏

しろ，県西部浜松医療センターまた名古屋保健

がこの回より顔を見せなくなり，一つの大きな

衛生大学病院など昭和30年代には考えられなか

灯が消えたような感じであった。

った医療施設である。

第19回岐阜，滋賀

さらにこの回は日本病院会の研究会経費節減

のあおりを受けて，毎回の３泊４日という定例

見学病院（期日昭和54年10月23日～26日）

開催期間を短縮し，１泊２日という会期で行わ

岐阜県立多治見病院，630床，岸川基明院長

れたが，この研究会の存続が危ぶまれたきわど

長浜赤十字病院，513床，財津晃院長

い年でもあった。どうやらこの危機もこうして

岐阜歯科大学附属村上記念病院，学校法人，

多数の参加者があったことで無事に乗り越え，

200床，村上治郎、

翌年からは再び３泊４日に復帰することになる

大垣市民病院，672床，森直之名誉院長，松

のである。

井永二院長

済生会滋賀県病院，307床，細田精一院長

海外研修旅行

滋賀医科大学医学部付属病院，国立，328床，
中村'恒男院長

参加研究員は24名で，この頃より世代の交代

１成り立ち

現象が現れ始め，今まで毎回出席の院長の姿が

第２次大戦の後病院長，病院医師が海外に赴

見られなくなり小野田敏郎院長一人となってし

いて視察，研究，研修を行うことは個々に行わ

まった。

れていたが，集団で視察を行うということはな

６３８
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かつた。その他の職員もまた，その機会に恵ま

４９３

れなかった。

５０４

海外への渡航が次第に自由になった時点で，

５１５

日本病院協会はいままで海外の実I盾に接するこ

５２７

との少なかった看護職の集団をまず米国におく

５３７

り，その看護の実'盾に接しさせることが重要で

５４７

あると考えた。昭和42年，渡航前国内において

５５６

十分の研修を行ったうえで海外に赴く計画を樹

日本病院協会の海外視察旅行の特質を特にひ

て，さらに米国病院協会を通じてこの視察に便

ろってみると，①視察国の病院協会を通じて公

宜を与えられるよう要請をした。

的に依頼をする，②旅行に先立ってオリエンテ

第１回アメリカ病院看護視察団47名はこのよ

ーション，セミナーを開催して，視察の目標，

うにして昭和42年５月30日，羽田を出発してい

視察国の医療，病院'盾報を勉強する，③同時に

った。

班組織をつくって結団式を行う，④参加者がそ

２海外視察研修の全容

日本病院協会が広く海外医療に目をひらき病
院人にあまねく外国病院見学や外国の病院管理

専門家の意見をきく機会を提供する海外の医療
を専門に視察するツアー計画を実施したのは以

上のごとく昭和42年５月からであった。
当初は医師，看護婦，事務等に分けた職種別

れぞれ研究テーマを持つ，⑤帰国後，研究会を
行い，各☆の研究テーマを発表し，討議を行
い，日病機関誌に掲載する等である。
３視察旅行逐年の実績

昭和42年以降の視察旅行の実績はつぎのとお
りである。

昭和42年

にツアーを編成し，視察国も北米，欧州の一部

５月30日～６月１２日。

に過ぎなかったが，事例を積むに従って輪を拡

第１回アメリカ病院看護視察団（ハワイ，シ

げて，管理層の合同ツアーや，東欧，南欧，南

アトル，サンノゼ，ロスアンゼルス）参加

米，カナダ等の医療視察にまで見聞を拡げてい

４７名。コーディネーター：今村栄一（東一小

った。

児科医長)，吉武香代子（病院管理研究所)。

その逐年の実施回数は次のとおりである。
昭和42年１回

昭和43年

①５月８日～21日。

４３２

第２回アメリカ病院看護視察団（ロスアンゼ

４４１

ルス，サンフランシスコ，サンノゼ，ハワ

４５４

イ）参加28名。コーディネーター：牧野永城

４６３

（聖路加国際病院医長),荒井蝶子（病院管理

４７４
４８２

研究所)。
②９月１日～30日
６３９

７研究旅行

欧米病院視察団（スウェーデン，西ドイツ，

ルス，サンフランシスコ，サンノゼ，ホノル

フランス，スイス，イギリス，アメリカ）

ル),参加21名。コーディネーター：荒井蝶子

参加25名。コーディネーター：平賀稔（聖路

加国際病院院長補佐)。
昭和44年

（病院管理研究所)。
②９月９日～28日。
ヨーロッパ看護の旅（ストックホルム，コペ

１１月18日～12月１日。

ンハーゲン，ベルリン，アムステルダム，ロ

第３回アメリカ病院看護視察団（ロスアンゼ

ンドン，パリ，チューリッヒ）参加17名。コ

ルス，サンフランシスコ，ハワイ，サンノ

ーディネーター：永野貞（前厚生省看護課

ゼ）参加29名。コーディネーター：荒井蝶子

長)。

昭和45年

①８月９日～22日。

③11月２１日～26日。

ハワイ病院看護視察団（ホノルル）参加16名。

第４回アメリカ病院看護視察団（サンフラン

昭和47年

シスコ，シアトル，ハワイ）参加17名。コー

①６月14日～19日。

ディネーター：飯島勝一（佼成病院医長)。
②８月15日～９月１日。
米国病院事務管理専門視察団（米国病院協

会，米国病院管理者協会，パサバント病院，

看護視察研究団（マニラ，香港)。コーディ
ネーター，落合勝一郎（聖路加国際病院事務
部長)。

②７月22日～８月13日。

ニバンストン病院，ロヨラ大学病院，シャー

第１回欧米事務・看護視察研究団（デンマー

マン病院，プレスピテリアン病院他５病院)，

ク，スウェーデン，西ドイツ，スイス，フラ

コーディネイタ_：落合勝一郎

ンス，イギリス，アメリカ）参加22名。コー

③９月19日～10月９日。

看護視察団（ナイチンゲールの跡を訪ねて）
（ロンドン，ドイツ，フランス，イタリア，

ディネーター：飯島勝一（佼成病院小児外科
医長)。

③９月29日～10月21日。

ギリシャ，トルコ）参加５名。コーディネー

技術視察研究団（オランダ，イギリス，フラ

ター：今村栄一（国立東京第一病院医長)。

ンス，スイス，西ドイツ，スウェーデン，イ

④９月26日～10月16日。
オセアニア病院視察団（オーストラリア，ニ
ュージーランド，インドネシア，シンガポ

ギリス)。

④11月12日～18日。
ハワイ病院看護視察団（ホノルル）参加15名

ール，フィリピン，香港，中華民国）参加１６

昭和48年

名。コーディネーター：河野稔（北品川総合

①５月26日～６月19日。

病院長)。

第１回欧米病院臨床検査視察団（オランダ，

昭和46年

イギリス，フランス，スイス，西ドイツ，デ

①５月２日～15日。

ンマーク，イタリア，アメリカ）参加15名。

第５回アメリカ病院看護視察団（ロスアンゼ
6４０

コーディネーター：石井陽（昭和医大教授)。

７研究旅行

②７月22日～８月１３日。

アメリカ病院ハウスキーピング視察団（サク

第２回欧米事務・看護視察研究団（スウェー

ラメント，ロスアンゼルス，グレンデール，

デン，西ドイツ，スイス，イギリス，アメリ

ホノルル）参加14名。

カ）。
昭和49年
①８月７日～23日。

欧州病院管理専門視察団（フィンランド，ス

昭和51年

①２月10日～15日。
ハワイ。

②６月12日～23日

ウェーデン，西ドイツ，イギリス，ポルトガ

ヨーロッパ視察団（西ドイツ，イギリス，フ

ル,スペイン,フランス）コーディネーター：

ランス，スイス）参加11名。コーディネータ

落合勝一郎（聖路加国際病院事務部長)。

ー：上林三郎（聖路加国際病院事務長)。

②９月30日～10月13日。

第１回放射線視察団（ロンドン，パリ，チュ

③10月４日～８日。

第１回ＡＨＦ病院視察研究団。韓国（ソウ

ーリッヒ，フランクフルト，ハンブルグ，コ

ル）参加７名。

ペンハーゲン，アムステルダム）参加15名。

④11月９日～28日。

コーディネーター：野辺地篤郎（聖路加国際

メキシコ・南米病院視察研究団（ブラジル，

病院放射線科部長)。

ベネズエラ，メキシコ）参加５名。

③10月14日～10月24日。

⑤12月28日～１月２日。

第６回アメリカ病院看護視察団。アメリカ西

ハワイ病院視察団（ハワイ・ホノルル）参加

海岸（サンフランシスコ，ロスアンゼルス，

１５名。

ホノルル)。
昭和50年

①６月13日～７月３日。

ヨーロッパ病院管理専門視察団（フランス，
オランダ，ユーゴスラビア，トルコ，ギリシ

昭和52年
①２月４日～９日。

第２回ＡＨＦ病院視察研究団。中華民国（台
北，台中，花蓮）参加24名。
②４月６日～16日。

ャ，スペイン,ポルトガル，マジョルカ島）参

アメリカ病院給食施設専門視察研究団。参加

加29名。コーディネーター：落合勝一郎（聖

１５名。コーディネーター：榊田博（日本バプ

路加国際病院事務部長)。

テスト病院長)。

②９月28日～10月７日。

③８月５日～24日。

第１回診療録管理アメリカ病院視察団。参加

カナダ・アメリカ病院視察研究団（カナダ・

２１名。コーディネーター：高橋政旗（杏林大

アメリカ）参加22名。

学医学部教授)。

③９月29日～10月９日。

アメリカ中西部病院看護視察団。参加15名。
④10月25日～11月３日。

④８月24日～９月８日。
アメリカ・メキシコ・キューバ病院視察研究

団。参加18名。コーディネーター：落合勝一
郎（聖路加国際病院常務理事)。
６４１

７研究旅行

⑤９月26日～10月５日。

第２回診療録管理アメリカ病院視察研究団。
参加30名。コーディネーター：高橋政頑（杏
林大学医学部教授)。
⑥11月15日～26日。

ヨーロッパ病院視察研究団（イギリス，フラ

ンス，西ドイツ，スイス）参加15名。
⑦12月28日～１月２日。
ハワイ病院視察研究団。参加21名。

フィリピン視察団｡参加20名｡コーディネータ

ー：落合勝一郎（聖路加国際病院常務理事)。
⑦12月28日～１月２日。

年末年始ハワイ病院視察団。参加17名。
昭和54年

①６月19日～７月４日。

第２１回ＩＨＦオスロ学会参加と病院視察及び
老人医療の見学団（モスクワ，レニングラー
ド，ヘルシンキ，オスロ，コペンハーゲン，

昭和53年

パリ，ロンドン）参加45名。コーディネータ

①１月３日～15日。

ー：落合勝一郎（聖路加国際病院常務理事)。

アメリカ中小病院視察研究団。参加９名。コ
ーディネーター：岡山義雄（岡山病院長)。
②７月５日～19日。

②７月21日～８月１日。

米国西海岸病院医療視察団（サンフランシス
コ，カルガリー，パンフ，レイクルイーズ，

ソ連・東欧圏病院医療視察団（ソ連，ユーゴ

オークランド，サンノゼ，ロスアンゼルス，

スラビア，ルーマニア，ハンガリー，チェコ

ホノルル）参加10名。

スロバキア，フランス）参加15名。コーディ

③８月８日～20日。

ネーター：高橋勝二（武蔵野赤十字病院外科

第３次中国視察派遣団（北京，フホホト，包

部長)。

頭，大同）参加14名。コーディネーター：河

③８月20日～９月２日。

カナダ・北アメリカ・プエルトリコ病院医療

野稔（北品川総合病院長)。
④８月26日～９月10日。

視察団。参加20名。コーディネーター：落合

カナダ・北アメリカ病院医療視察団（シカ

勝一郎（聖路加国際病院常務理事)。

ゴ，エルジン，モントリオール，ニューヨー

④９月５日～17日。

ク，カルガリー，パンフ，ラスベガス，サン

スペイン・イギリス・フランス病院医療視察

フランシスコ）参加７名。コーディネーター

団。参加16名。コーディネーター・国重信彦

：関武矩（聖路加国際病院秘書課長)。

（佼成病院部長)。
⑤10月５日～１６日。

⑤10月４日～15日。
スイス・ヨーロッパ病院医療視察団（コペン

スイス・ヨーロッパ病院医療視察団（オラン

ハーゲン，チューリッヒ，インターラーケ

ダ，デンマーク，スイス，イタリア，フラン

ン，ユングフラウヨッホ，ベルン，ローマ，

ス,イギリス）参加25名。コーディネーター：

パリ，ロンドン）参加24名。

岡山義雄（岡山病院長)。
⑥11月26日～12月１日。

国際病院連盟主催第７回地域学会（マニラ）
6４２

⑥11月４日～13日。
アメリカ西海岸診療録管理業務規察団（サン
フランシスコ，ラスベガス，ロスアンゼル

７研究旅行

ス）参加37名。コーディネーター：高橋政頑

（杏林大学医学部教授)。
⑦11月20日～28日。

４いくつかの実例

１４年間56回に及ぶ視察旅行のなかからいくつ

第４回ＡＨＦ病院医療視察団（マニラ，ラユ

かの旅行の視察病院の実例を挙げるとつぎのよ

ニオン，バギオ）参加８名。

うである。

昭和55年
①６月１日～５日。

ＡＨＦ学会参加と台湾病院視察団（台北，林
口，梧棲，台中，台南，高雄）参加６名。
②７月16日～27日。

１）米国病院事務管理専門視察団
昭和45年８月15日～９月１日
視察先

アメリカ病院協会，PassavantHospital，

EvanstonHospital，AmericanHospital

中国病院医療視察団（北京，藩陽，恰爾浜，

SupplyCorporation，LoyolaUniversity

長春，大連）参加22名。コーディネーター：

Hospital，ShermanHospital，Presbyterian

河野稔（北品川総合病院長)。

Hospital，NewYorkUniversityMedical

③７月19日～31日。

Center，CaliforniaUniversityHospital，

パリ・ヨーロッパ病院医療視察団（ブリュッ

County-UniversityofSouthernCalifornia，

セル，ウィーン，ローマ，チューリッヒ，グ

KaiserFoundationHospitals，MountZion

ランデルワルド，ユングフラウヨッホ，パ

Hospital

リ）参加16名。
④８月６日～16日。

米国看護事｜盾視察団（ニューヨーク，ボスト
ン，セントルイス，カンサスシチー，シカ

ゴ，エルジン）参加18名。
⑤10月11日～23日。

スイス・ヨーロッパ病院医療視察団（ブリュ
ッセル，ストックホルム，コペンハーゲン，

２）欧米事務管理・看護管理専門視察団
昭和47年７月22日～８月13日
視察先

スウェーデン：UppsalaUniversityHospital
Gronwall院長（ＩＨＦ会長）
の講演

西独：NordWestHospital（ＨａｍＤ
ｕｒｇ）

アムステルダム，ジュネーブ，ロンドン）参

スイス：StadtSpital

加17名。コーディネーター：高橋勝三（武蔵

英国：ＩＨＦ本部訪問(Hardie次期事

野赤十字病院外科部長)。
⑥11月８日～17日。

務総長の講演）

米国：ColombiaUniversityHospital

米国チェーン・ホスピタル医療視察（ニュー

（NewYork)，MichaelRease

ヨーク，シカゴ，ナッシュビル，ダラス，フ

Hospital（Chicago)，アメリカ

ェニックス，サンフランシスコ）参加12名。

病院協会（ＡＨＡ）年次学会参
加（DrFarrier（ＩＨＦ理事，
ＡＨＡ理事）の講演)，Hospital
６４３

７研究旅行

Ｓｈｏｗ見学，Queen,sHospital

講演Ｄｒ・AdolfSegiroSegarra

（Honolulu，Ｍｒ・Henderson

Mr・VictorCondeRodelgo

院長の講演）

「スペインの医療について」

主な参加者

ポルトガル：SantaMaria病院

落合勝一郎（助言),伊藤正義（国立第二病院

主な参加者

事務部長),神田浩（国立横浜病院事務部長)，

神崎三益，遠山豪，内藤比天夫，小野肇，吉

栗原ヤマ（虎の門病院看護部長)，粟屋典子

岡観八，高橋政旗(杏林大学教授)，高橋勝三

（虎の門病院副看護部長）等諸氏
３）欧州病院管理専門視察団
昭和49年８月７日～８月23日
視察先

（武蔵野日赤)，内田卿子（聖路加総婦長)，星

島政技（日大駿河台総婦長）松沢孝子（北里
大学病院婦長)，落合勝一郎（助言者）等諸氏
５）アメリカ・メキシコ・キューバ病院医療視

ヘルシンキ：Helsinki大学中央病院，

Helsinki市立外来患者診療

察団
昭和52年８月24日～９月８日

病院，（講演）ヘルシンキ

（Ａ､Ｈ､Ａ・コンベンション参加，お

病院長Ｍｒ・Ｓｉｍｏｌａ（フィ

よびアメリカ，メキシコ，キューバ

ンランド病院協会長)噸フィ

病院視察）

ンランドの医療について〃

ハンブルグ：Ｓｔ・George病院，North-

視察先

米国：LenoxHill病院（NewYork)，
Sherman病院

WickPark病院

デュッセルドルフ：ドイツ病院協会訪問交
歓，Catholic病院

ロンドン：ＩＨＦ国際病院連盟本部

訪問交歓，Ｓｔ・Ｔｈｏｍａｓ病

米国病院協会年次大会参加（アトランタ

市)，Ｅｍｏｒｙ大学病院（アトランタ市)，

Tulane大学病院TouroInfirmery
メキシコ：DelCentroHospitalario（院長

院，ｑａｎ病院

Ｄｒ・FernandoMacedo，総婦長

スペイン：スペイン病院協会訪問交歓

４）欧州病院管理専門視察団（ＩＨＦザグレブ
会議参加）

キューバ：Doli-clinic（Cuba国営病院）
主な参加者

昭和50年６月13日～７月３日

ＩＨＦザグレブ（ユーゴスラビア）会議
参加

落合勝一郎，内藤比天夫，今川大仁（阿波病
院院長)，松尾富久子（四国十全総合病院)，

織本良子(織本病院)，田口正生(田口設計)，
高橋昇（北品川総合病院薬剤部長）等諸氏。

視察先
ギリシャ：ＫｉｎｇＰａｕｌ病院
スペイン：FranciscoFranco病院，国立

病院管理研修所
6４４

Ｄｒ・Ｌａｖａとの討論会）

６）診療録管理アメリカ病院視察研究団
昭和52年９月26日～10月５日

視察病院

７研究旅行

Stanford大学病院（パルアルト）

昭和54年６月19日～７月４日

Ｓｔ・Luke,ｓ病院（サンフランシスコ）
Ｕ､Ｃ、ＬＡ・大学病院（ロサンゼルス）

病院視察及び老人医療の見学

視察地モスクワ，レニングラード，ヘルシン

ＬｏｍａＬｉｎｄａ大学病院（ロマ・リンダン）

キ，オスロ，コペンハーゲン，パリ，

主な参加者

ロンドン

高橋政頑（杏林大学・助言),栗田静枝（聖路
加国際病院）等の諸氏

視察病院

へルシンキ：Helsinki大学中央病院，

７）カナダ・米国・プエルトリコ病院視察団
昭和53年８月20日～９月２日
視察先

Koskelaナーシングホーム

オスロ：老人ホーム

コペンハーゲン：Hvdver病院,Koben-Havn

エルヂン：Sherman病院
シカゴ：LeissWeissメモリアル病院

KommunesPlejeCenter

ロンドン：ＩＨＦ本部，Charing

（講演Ｍｒ、Ｚｉｍｍｅｒｍａｎ院長)，

ChiagoHospitalCouncil（講

Cross病院

主な参加者

演Ｍｒ・SheldonGulingon)，

落合勝一郎（助言)，岡山義雄(岡山病院長)，

ＡＨＡ本部（講演副会長Ｍｒ・

岡本繁（岡本病院理事長)，小林誠之助（県

Waden「アメリカ医療の現状と

立小出病院長)，岸口繁（府中病院長)，牧田

将来｣）

中（牧田病院長)，島津寿秀（甲州中央温泉

セントルイス：Catholic病院協会（講演

病院長)，藤掛敏（藤掛第一病院長)，中野康

Farrier会長（ＩＨＦ理事「国

男（長岡病院理事長)，大北良輔（聖マリア

際医療の見透し｣)，DePaul

病院長)，田中治（東大阪病院長）等諸氏

CommunityHealthCenter
（院長Ｍｒ、MichaelASca‐
votto）
サンフアン：Puerto-RicoMedicalCenter

（理事長Ｍｒ・BrulD

９）中国病院医療視察団
昭和55年７月16日～７月27日
視察地北京一藩陽一ハルピンー長春一大連
視察病院
盛京医科大学（濯陽）

FlintGoodridge病院（Dilland

恰爾浜医科大学（恰爾浜）

大学附属）

旅大医科大学（大連）

主な参加者
落合勝一郎（助言)，細田精一（済生会滋賀

病院長)，鈴木裕万(越谷市立病院事務局長)，

中田亮次（周洋病院事務長),高橋啓治（防府

温泉病院理事長）等諸氏
８）オスロ病院会議・欧州病院視察研究団

主な参加者
河野稔（北品川総合病院・団長）等の諸氏
５海外研修の企画

昭和42年に教育委員会が設けられ，昭和39年

以降設立された各種の研究部会のはたらきを調
６４５

７研究旅行

整することとなった｡

が増やされ，新たに海外医療研究委員会が設け

昭和42年，研修は国内にとどまらず’海外に

られ，委員長落合勝一郎，委員河野稔，奥田幸

もこれを及ぼすことが決められ，その第１回の

造(公立能登病院)，関武矩の諸氏がこれにあた

企画は看護視察であったため教育委員会（委員

ることとなった。さらに昭和52年国際委員会と

長小野田敏郎氏）と，看護管理部会とがこれに

改め国重信彦（佼成病院)，高橋勝三（武蔵野赤

あたり，とくに海外事情に詳しい平賀稔常務理

十字病院)，斉藤寿明（聖路加国際病院）の３氏

事，落合勝一郎参与がつぶさに関与した.

が委員として加わり，河野，奥田の２氏は退い

ひきつづき逐年の企画は教育委員会が担当し
た。

た。昭和55年，ながくこのことに携った落合委
員長が退き，かわって河野稔氏が委員長となっ

国際病院会議の東京開催を決めた昭和48年国

た。委員には新たに紀伊國献三（筑波大学教

際会議委員会（委員長小野田敏郎氏）が設置さ

授)，久保文苗（日本医薬'情報センター)，岩佐

れるとともに，海外病院視察の企画の業務はこ

隆義（北品川総合病院）の諸氏が加わり，斉藤

の委員会に移された。

委員が退いた。

昭和50年，病院協会合同とともに委員会の数

6４６

８学会

Ｓ学

会
所の講堂としていた国立東京第一病院４階があ

日本病院学会
１学会の沿革

てられた。学会の成立については，当時戦後荒
廃していた病院を復興し最新医学の施設として

再編し，傍ら占領軍の指示に対応する状況にあ
ったとはいえ，強力な推進者としての橋本・東

日本病院学会は日本病院協会の事業として昭

・菊地諸院長の指導と，当時病院管理研修所守

和26年６月25日にその第１回が開催されてより

屋博主事の力が大きく，厚生省医務局吉田幸雄

毎年その内容を向上して昭和55年６月には通算

技官の推進の労も忘れられてはならない。

してその第30回を迎える。

学会創設にあたり後述のように学会規定がつ

本学会の誕生については，創設当時の日本病

くられ，学会の目的とするところは，「病院管

院協会は病院の経済窮乏を救うために政治活動

理に関する学術的調査研究により病院の発展向

に傾き，病院の質的向上への熱意をたかめるた

上を期し，併せて会員の親睦並びに連絡を図る

めに病院学会を興し協会の事業として発足すべ

ことを目的とする。このために

きであるとの意見が強まったことに始まる。す

１．病院に関する会員の研究発表

なわち橋本寛敏聖路加国際病院長・東陽一日赤

２．病院に関する学術講演会の開催

中央病院長・長岐佐武郎都立荏原病院長・菊地

３．その他，目的達成に必要な事項を行う」

真一郎銀座菊地病院長・守屋博病院管理研修所

とされた。社団法人日本病院協会の定款の第１

主事等が研修所員・厚生省若手技官・東大建築

条に日本全国の病院の一致協力によって，病院

科吉武泰水助教授等を誘って，昭和26年３月３

の向上発展とその使命遂行とを図り，社会の福

日日本病院協会の設立準備会で定款起草委員が

祉増進に寄与するを以って目的とする。第２条

選出され，５月に学会準備委員に上記東・守屋

にこの会は前条の目的を達成するため，左に掲

菊地氏が当たり，演題募集・受付・会場準備・

げる事業を行う。その第９項に病院学会並びに

規約原案作成と忙しい中で，昭和26年６月24日

病院大会主催に関する事項とある。

の協会創立の翌25日に日本病院学会の設立総会

学会会員は日本病院協会会員とすることに定

（協会設立総会では翌日の学会設立総会で制定

められた。しかし実際は各年度毎に評議員の他

さるべき学会規約を予め承認することで）なら

会長・幹事等が指名されるに止まり，例年かな

びに第１回日本病院学会が発足した。従って後

りの人々が常連として参会していても固有の会

述するように当初は研修所や厚生省の技官など

員というものがない。学会の性質上診療・看護

が主となって学会を成立させ，会場も当時研修

から薬剤・放射線・検査・給食・家政・建築設
６４７

８学会

備・事務・行政などと広範な人々の参加を期待

期での問題を扱ってきた。これらの演題・演者

していることから演題を提出しあるいは聴講し

については幸い日本病院会日本病院学会事務局

討論に加わる人々が会員であり，学会が終了し

による「日本病院学会のあゆみ」に各学会長・

なければ会員数もわからないわけである。従っ

期日・場所・参会者数などが詳細に表示されて

て学会は毎年の会長が各地で開催する研究発表

いるので，これを後褐することとして，以下各

・学術講演会がその実体をなしており，日本病

学会について簡単に触れることとする。

院協会の事務局に通じて各担当会長のもとに学
会事務局が置かれている。

第１回は昭和医科大学附属病院長上條秀介学

会長のもと，国立東京第一病院の屋上の40人定

本学会の名称については，初期の規定によれ

員位の４階小講堂において昭和26年６月25日に

ば社団法人日本病院協会病院学会（略称日本病

開催され約80名の参会者が室外にあふれ予想外

院学会）となっている。初め病院管理学会とし

の盛会だったが，出題者は関係方面に勧誘し

てはとの意見もあったが，橋本寛敏聖路加国際

て，病院管理研修所講師４，同受講生４，厚生

病院長の意見で，すべて病院に関することを含

省５等計18題の一般演題に，米国視察より帰国

める意味で｢病院学会｣とされた。事実，本学会

直後の守屋研修所主事のオープン制についての

は病院管理のみならず医療・社会政策・行政等

特別講演があった。一般演題は経営・組織・管

広範な内容を加え，病院学会の名称が妥当であ

理関係５，看護２，給食１，建築２，医療保障

り，否むしろもっと広い名称をさえ望ましいほ

２など広範にわたっていた。

どの内容を包含してきている。
２学会30年の歩み

本学会も昭和55年第30回を迎えた。この間第

第２回は聖路加国際病院長橋本寛敏学会長の
もと，東京神田湯島聖堂において昭和27年６月
６日に開催され150名余の参会者に医学関係記
者も多数見られ，学会長より，従来わが国は医

６回よりはほぼ隔年に地方に進出し，演題も１

学の進歩に比してその実地への適用において遅

日では窮屈となって第７回より２日，第10回よ

れていたが，数年来病院管理研修所や「病院」

りは３日会期となり，会場も第１３．１４．１８．１９

誌があり，本学会も意義深い第２回を迎えたと

回で２会場，第26回よりは２ないし３会場，第

あいさつがあった。一般演題11で，ハウスキー

31回では４会場を要し，また第１7回には壁発

ピングや医療ソーシャルワーク（以後ＨＫ，Ｍ

表，第22回でも紙上発表を併用するなど，逐年

ＳＷと略称する）などには追加発言多く，早く

内容を充実し，第30回では出題は２００を越える

も武藤多作氏の看護量測定など今後を示唆する

に至った。また一般演題のほか初期にはＩＨＦ

発表があった。特別講演は内野仙一郎氏の諸外

（国際病院連盟）やＷＨＯなどの国際学会出席

国の社会保障診療報酬についてであった。

報告が，また前半には宿題報告があり，中期の

第３回は都立広尾病院長原素行学会長のもと

第１２回～19回には専門集会，最近では教育講演

東京大学医学部小講堂において昭和28年６月７

などが組み込まれ，後半ではシンポジウムやパ

日に開催され雨天の中約160名が参会し，一般

ネル討論・円卓討論・公開討論がそれぞれの時

演題17，うち看護７，建築設備５，病歴３など

６４８

８学会

で，看護婦不足や武藤多作氏の円筒型病棟案が

った人間ドックや胃センターなどや手術室２題

出題され，一般に追加発言が多かった。特別講

があり，特別講演は東大建築科助教授吉武泰水

演は東陽一氏の「血液銀行｣，曽田長宗医務局長

氏の病院建築であって，本学会を通じて今後も

の「第８回国際病院学会より帰りて｣，島内武

活躍される同氏門下の研究のさきがけをなし

文氏の「病院における合理性と人間性」があっ

た。招待講演に尾崎嘉篤厚生省国立療養所課長

た。

の国療看護体制と四天王寺執事長塚原徳応氏の

第４回は日赤中央病院長東陽一学会長のも

聖徳太子と療病院の話が加わった。

と，東大医学部一号館講堂において昭和29年６

第７回は武蔵野日赤病院長神崎三益学会長の

月19日に開催され，雨天下300名近い参会者が

もと，かつて米ＧＨＱのおかれた東京第一生命

あり，一般演題20，うち看護４，給食４，建築

ホールと第２会場病院管理研修所（ここに建築

設備３等で広尾病院中央滅菌材料室，円筒型病

設備器械事務関係75社の展示をした）とをバス

棟，オープン制など追加発言多く，原価計算な

連絡を行い，昭和32年７月10日より２日間，一

どでは発言を打切るほどであった。宿題報告と

般演題21，うち病院の使われ方４，建築設備４

して松江日赤武藤多作院長の看護婦の通勤と結

など建築関係多く，看護・診療センター・救急

婚問題があり，日本看護協会長林塩氏の発言が

各２などで，九州赤星一郎氏の二食制が注目さ

あり，また都衛生局長与謝野光氏のＷＨＯ総会

れた。特別講演は林塩・神崎三益・橋本寛敏３

出席報告があった。

氏のそれぞれ国際看護会議・国際病院連盟・Ｗ

第５回は都立荏原病院長長岐佐武郎学会長の

ＨＯなどでの出席報告があり，シンポジウム

もと，国立公衆衛生院３階大講堂において昭和

「病院経営の実態」は経営主体・規模別であっ

30年６月18日に約300名を集め，一般演題19，う

たが時間不足で，宿題報告「病院事務の合理

ち看護６，医事４等で,入退院や診療圏などが加

化」とともに学会長の意図した病院間の協調を

わり，また前年度厚生科学研究費による「入院

もたらした。厚生省・都・日本医師会の祝辞が

サービスの標準化に関する研究」が武蔵野日赤

よせられ，第２会場の展示は後のホスピタルシ

院長神崎三益氏他６名による宿題報告があり収

ョウの先べんをなした。

容サービスことにＨＫの不良が指摘された。依

第８回は九州大学附属病院長三宅博学会長の

然発表は同志的な人々が主であって，若い人々

もと，同大医学部中央講堂において昭和33年５

の進出が望まれ追加発言もやや少なかった。

月21,22日開催され1,000名近くが参会した。

第６回は国立大阪病院長佐谷有吉学会長のも

一般演題は倍増して42，うち給食６，看護５，

と，初めて東京を離れて大阪大学附属病院講堂

経営５，検査,ＭＳＷ,入院外来各３などでＯＲ

において昭和31年６月17日に開催され参会者も

・ＬＰなどもあらわれ，出題者は東京が半数以

全国的に５００名に上った。一般演題も29にて１

上，九州十数題，病院設備協会原素行氏のベッ

日会期は無理と思われ，内容は給食５，経営分

ド標準化が提言された。特別講演「病院の労働

析４，建築３，看護２，ＨＫ２で，昭和29年よ

問題」は２年後の全国的病院労働争議を予見し

り国立東京第一病院から聖路加国際病院に始ま

たといえる。シンポジウムは看護業務を，共同
６４９

８学会

研究は病院公衆衛生活動をあげ，ともに適切な

一般演題54と多く，うち建築６，経営経理６，

題目でことに後者は第３回学会での曽田局長の

公衆衛生活動・薬局・給食各４，看護は看護大

第８回ＬＨ.Ｆ・報告，第10回１．Ｈ､Ｆ・におけ

会直後に重なったので３題に止まった。出題は

る橋本院長がわが国の人間ドックを紹介してよ

広範多数で実務的と専門的とが混じっていて，

りのテーマで今後とも学会で取り上げられてい

２年後に日本病院管理学会が後者を受け取って

る。九州地元が田代英太郎氏等により一致して

発足する気運を示した。虎の門病院は石原信吾

学会が盛り上げられた。

一高橋元吉氏の医事関係の改善工夫が目立ち，

第９回は新潟大学附属病院長中山栄之助学会

地元刈田病院の発表が多かった。演題多く２日

長のもと，新潟市公会堂において昭和34年６月

間のため所沢道夫氏の病院労使関係の特別講

９，１０日に行われ参会者1,000名を突破した。

演，平賀稔氏米国東部病院視察報告のほか医療

本来隔年に東京開催とされたが第10回を東京と

施設の使われた方のシンポジウムが組入れられ

するために地方開催が続いた。一般演題48，う

るに止まった。前年は病院労働争議の多発した

ち建築５，看護・ＨＫ各４，使われ方６，診療

時期での特別講演であったが時間不足に終っ

報酬医療費３で，出題分布は依然東京中心と地

た。学会発表が原著として「病院」誌に逐次投

元など同人的で，出題数が多いため追加も限ら

稿されたのもこのころである。

れ会期延長が望まれた。特別講演は橋本院長の

第12回は前年に国立東京第一病院長を退官さ

病院管理の諸問題と，県病院局長の新潟県立病

れた栗山重信学会長のもと，東京日本都市セン

院経営実態があり，大病院中心との批判に応え

ターにおいて昭和37年７月19,20日に開催され

てシンポジウムに中小病院経営実態が取上げら

盛夏であったが冷房よく延3,000名が集った。

れた。

一般演題49，うち看護６，公衆衛生活動４，給

第10回は東京警察病院長塩沢總－学会長のも

食４，人事４などに医療統計や在院期間など６

と，虎の門社会事業会館において昭和35年５月

を数え，ＩＣＵ，グループプラクチス，医療評価

26日より始めて３日間開催され1,200名の参会

など新しい概念が紹介された。会期の２日に多

者があった。一般演題37，うち看護・院内感染

くの演題を消化するために，守屋博氏の発案で

．医事・電算機・建築各３，日大よりの発表多

学会前日に専門集会を都内に分散して開催し，

く，今田拓氏はベッドスクールの映画を紹介し

その総括報告を本学会に行うこととして，中央

た。特別講演は島内武文氏の病院人事の特徴と

検査室・看護業務・給食チーム・院内感染・建

永沢滋氏の院内感染管理，シンポジウムが６題

築・給与体系がテーマとして取上げられた。専

と多く会期延長の利点を示し，オープン制・病

門分化の多い病院に適した方法であり，このあ

院診療所の連携・看護・公衆衛生活動・薬局管

と第19回学会まで採用された。この他小野田敏

理・建築設備ともうらした。

郎氏のＩＨＦ特別報告，救急に関するパネル討

第11回は東北大学教授島内武文学会長のも

論が行われた。

と，仙台市東北大学川内講堂において昭和36年

第13回は札幌斗南病院長奥田義正学会長のも

５月18,19日に開催され,参会者1,000を越えた。

と，北大クラーク会館で紅葉期の昭和38年10月

６５０

８学会

１～３日に開催され延800名が参会した。一般
演題69，うち看護12,ＭＳＷ７，環境調節５な

院の機械化」が来たるべき電算機導入を示唆し
た。

ど専門集会のテーマに関連して多く，また経営

第16回は学校共済組合関東中央病院長美甘義

10,便われ方７などで，所属は病院36,研究所

夫学会長のもとに，東京渋谷公会堂において昭

８，大学21,看護学校２などと，病院よりの出

和41年５月18～20日に開催され台湾．韓国より

題が増加し，その近代化が進んできたことがう

も加わって２，０００名近い参会者を集め，国立第

かがわれ，看護婦の人間関係やＭＳＷワーカー

二体育館に展示を行った。一般演題57，うち医

の身分確立等が問題となった。特別講演１に中

事７，患者６，看護６，給食４，薬剤４，建築

材と薬剤についての宿題報告があった。

造園４など`患者関係が多く，７２％が関東信越，

第14回は，虎の門病院長の大槻菊男学会長の

東海北陸８，近畿４，東北３等であった。特別

もと，上野の東京文化会館で昭和39年７月９．

講演１にＩＨＦと外来予約の特別報告を加え，

１０日で，専門集会６題を学会前日に都内に分散

シンポジウムに精神科・看護婦人事・医師不足

して行い，結果を学会当日に報告したので実質

などを，またパネル討論にトップマネジメント

３日となる。900名が参加しまた石原事務長

・放射線科をあげ，なお専門集会に物品管理・

案の「都民のための病院展」の展示もあった。

夜間看護・薬剤管理を，宿題報告に高層病院を

一般演題40，うち看護６，人事４，能率･患者・

あげ，加えて研究会報告などすべてを１会場に

環境各３等で，出題は病院21,大学12,研究所

収めたため追加討論の余裕は不足した。

４であった。大内兵衛氏の特別講演，病院報酬

第17回は富山県立中央病院長多賀一郎学会長

についてのパネル討論，宿題報告に診療園・看

のもと，富山県民会館にて昭和42年５月24～２６

護単位・防火などがあった。専門集会は病歴・

日に廷2,000名が参加した。一般演題は91題に

ハウスキーピング･選択献立・リハビリテーショ

上り77題以外は壁発表とせざるを得なかった。

ン・ＰＰＣ・購買管理など盛り沢山であった。

特別講演は橋本寛敏院長の病院諸専門科の協力

第15回は国立京都病院長萩原義雄学会長のも

作業についてと他１題，シンポジウムは病棟編

と，京都会館において昭和40年５月13～15日に

成と臨床検査について，パネル討論には給食・

開催され，1,400名余の参会者は大阪京都41％，

複廊下病棟の他コミュニケーションが取上げら

東京20％であった。一般演題49，うち看護６，

れ，なお帳票統制の専門集会と研究部会報告１０

経理４など広範にわたった。第１日を救急医療

もあって，１会場では無理があった。なお壁発

・看護婦不足・委員会制度・外来などの専門集

表は第２会場とした。一般演題９１，うち看護

会にあて，特別講演は沢祷久敬氏の医の理念

23,医事10,患者７，給食６，人事５，建築・

と，橋本協会長の日本病院学会15年の歩みがあ

公衆衛生活動・`情報管理各４あり・佼成病院よ

り，シンポジウムに看護教育・血液銀行の問

りの発表が多かった。多数の職種からの発表で

題，パネル討論にＮＨＫ行天良雄氏司会で「わ

あったが大分発表なれして，３日目も３時半に

れわれは病院に何を望むか」とまさに病院人と

は終った。

して重要な討論がなされ，また宿題報告に「病

第18回は都立広尾病院長河上利勝学会長のも
６５１

８学会

と，文京公会堂と東京都勤労福祉会館の２会場

と,5,000人収容できる新築の東京杉並の立正佼

で，昭和43年５月29～31日に開催された。一般

成会普門館に昭和45年５月27～29日に廷２，０００

演題59，うち看護６，給食６などで，いつもの

人を集め，一般演題76，うち医事10,給食６，看

ごとく研究の積み上げが少なく，二食制が継続

護５，人事労務５で，今回は前もって演説内容

して発表されたくらいであった。特別講演に原

をタイプ原稿で集めて，学会総会誌が作成され

素行氏の中央材料室と人口問題とがあり，シン

て参会者に配布された。第20回に際して学会長

ポジウムに医療評価が関心を集めたほか看護婦

による病院学会の歴史と展望の講演があり，米

室・手術室・未熟児室などが発表され，またパ

国シャーマン病院副院長の小林玄一氏の米国病

ネル討論に救急部門と再び病院医療への注文が

院事情の招待対談があり，シンポジウムは６題，

ＮＨＫ松宮克也氏司会で取上げられた。やや遠

すなわち大学病院・医師一診療組織・薬剤・労

い第２会場で看護業務・事務長のあり方・職員

務管理・看護の本義のほか患者への心づかいが

教育・職員の身だしなみなどの専門集会があっ

取上げられ，なお円卓討議として各宗派を集め

たが，これらの内容は第１会場には知らされな

て「病院と宗教」が守屋博氏の司会で興味をよ

かった。

んだ。

第19回は茨城県立中央病院長内藤比天夫学会

なおこの20年を期して６１１ページにおよぶ

長のもと，水戸の県民文化センターにおいて昭

「病院学」が日本病院協会より発刊され，本学

和44年５月21～23日に約1,600名が集まった。

会の過去20年の業績を事項別・年度順に整理摘

一般演題83，うち看護16と多く，医事９，人事

要してあって，従来ともすれば過去の業績への

８，給食６，病歴４等で，虎の門病院９，北品

検索を欠き学問的積み上げに乏しい傾向がない

川総合病院５，公立能登総合病院５，佼成病院

とはいえなかったことへの反省ともなり，わが

５などで，協会の研究会・部会の16題が含まれ

国の病院学のひとつの記念碑ともなったのであ

る。年来看護婦不足があった上に昭和40年の人

る。

事院勧告があって，ついに昨43年には新潟17病

第21回は名鉄病院長，阿久津`漠学会長のも

院夜勤ストがおこる状勢で看護婦勤務体制が問

と，名古屋市公会堂において，「激動する情勢

題となり，シンポジウムにも取上げられた。特

の中の病院」のテーマで昭和46年５月20～22日

別講演１に，シンポジウムはＭＳＷ・卒後教育

に延2,500の参会者を集め，また吹上ホールに

.節約・病院建築・人口移動と病院・看護婦勤

は新たに一般民衆の病院への理解の推進を目ざ

務体制・リハビリテーション７題に及び，パネ

して第１回ホスピタノレショウが「近代病院のシ

ル討論も病院における協議会があり，専門集会

ステム化とマネジメントの能率化」のテーマで

として給食があるなど内容多く，会場は大小ホ

展示されて10万人の入場があった。このショウ

ールに分けられた。卒後教育や協議会など医師

は今後も毎年併設され，そのあともモダンホス

の関心を引くものがあり，給食の専門集会も評

ピタルショウとして病院ＰＲに資した。一般演

判がよかった。

題71，うち看護９，給食８，経営５，病歴５，

第20回は佼成病院長小野田敏郎学会長のも
６５２

薬剤４，救急４，医事３などで前回にならい抄

８学会

録が充実した。会場は１会場に納められ，シン

の病院の理想像」には米国シャーマン病院の小

ポジウムに看護学校や医学教育における病院の

林玄一副院長司会で中華民国と大韓民国の参加

役割などの教育問題，中小病院とともに，当時

があり，パネル討論は中小病院の問題点を論じ

導入の状勢にあった電算機が取上げられ，パネ

た。開会には美濃部都知事が祝辞をのべ，また

ル討論としては新しい時代への病院制度が論じ

ホスピタルショウには学会長とともに日病・全

られ，地域医療・医療施設の機能区分と協力な

日病の代表がテープを切った。

どなお早急には解決困難なことが感じられた。

第24回は公立能登総合病院長奥田幸造学会長

第22回は九州厚生年金病院長杉岡直登学会長

のもと，金沢市観光会館において「医療の光が

のもと，小倉市民会館において昭和47年５月

地域のすみずみまで輝き，近代的な病院機能と

25,26日に廷2,500名の参会者を集め，また第

使命がすべての人に理解され，今日のそして明

２回ホスピタルショウが北九州総合展示場で開

日の医療の未来を開くために」のテーマで昭和

催された。一般演題98，うち看護18,給食９，

49年５月22～24日延２，０００名余，外国人12名が

検査８，病歴５，救急・医事・人間関係等各４

参会した。第４回ホスピタルショウは東京晴海

等，ことに経験発表多く，うち44題は紙上発表

とともに開催地のＭＲＯホールに「地域医療と

を余儀なくされた。－部については病院学会と

病院のはたらき」として76社が展示し１万余が

して適切か否かなど，今回に限らないことでは

参加した。一般演題79，うち看護12,給食・人

あるが，多少異論もでた。精神身体医学に関す

事各９，医事・薬剤各６，電算機・病歴・経営各

る特別講演と，シンポジウムとして病院経営の

４などで，前日の看護協議会による参加も多か

現状と省力化の２題があり，パネルの専門ナー

った。特別講演３，シンポジウムに看護婦勤務

スの問題は病院との関連で看護婦の関心を集め

体制，病院の地域社会の役割，給食など３題，

た。

公開討論会「日本の医療はどうあるべきか」が

第23回は北品川総合病院長河野稔学会長のも

守屋博氏司会で演者８，助言者４で行われ，日

と，帝国劇場において「たのしい実り多い学

医花輪理事の発言も加わりテレビにも放映さ

会」のテーマの如く昭和48年５月17,18日に廷

れ，２時間では不足ながら盛会であった。なお

３，５００名が参会し，また第３回ホスピタルショ

教育講演として激動期の病院経営，診療報酬請

ウも晴海国際見本市特設館に１，５００点の出品に

求事務，不採算医療，環境と建築，医療従事者

廷17万人が利用した。一般演題104，うち看護

責任など５題があり別室での討論も盛んに行わ

11,給食10,人事・人間関係８，放射線６，組

れた。円卓討論として院内コミュニケーション

織・医事・病歴各５，救急・透析各４などで２

が落合勝一郎氏・河野学会長他５氏によって行

日会期で１人３分間に制限されたが，学会にお

われた。

いて抄録集が用意されてこれを補った。特別講

第25回は第１回日本病院会学会として関東逓

演３題で「話し方｣，「喜働システム」と学会長

信病院長澤崎博次学会長のもと，東京杉並の普

好みで，松下幸之助氏の「名医と診断」は満席

門館にて｢あまねく照らせ医療の光｣のテーマで

の聴衆のかっさいを博し，シンポジウム「世界

昭和50年５月21～23日に廷2,500の参加者があ
６５３

８学会

リ，また第５回ホスピタルショウは折りから開

ムにも医学教育と病院・医療技術教育がとりあ

催されていたビジネスショウと共催された。日

げられ，その他地域保健活動・皆保険下の病院

本病院協会と全日本病院協会は前年10月に日本

経営・病院看護があり，パネル討論に社会は病

病院会として合同したことから，本学会も名称

院に何を望むかが院外の講師によって行われ，

を日本病院会学会と変更し，第１回日本病院会

学会として対外的な関心が強調され，また日本

学会として出発した。後日再び日本病院学会に

病院会学会はどうあるべきかの円卓討論が，第

返して第25回と連続させた。一般演題93，うち

２回を迎えた時期に論じられた。また台湾より

医事13,看護12,給食８，病歴６，検査６など

の３氏による海外特別出題は学会の国際化を示

例年同様であったが，電算化に関するものが１２

し，なお特別企画講演もあって教育的であっ

と急増し，地域医療も５題あった。特別講演は

た。

院内感染・放射線管理と日経連会長桜田武氏の

第27回すなわち第３回日本病院会学会は半年

日本経済のインフレ傾向の話の３題，シンポジ

前`惜しくも死去された名古屋第一赤十字病院長

ウムは看護の将来・医療報酬制度・病院自動化

田代勝洲学会長に代わり社保中京病院名誉院長

の３題で，患者が医療費額を知らない制度に矛

中西真吉学会長のもと，名古屋市公会堂におい

盾を感じ，また医療にも電算化自動化が不可避

て昭和52年11月18～20日に廷2,000名の参加が

な状勢を思わせた。なお前回に好評であった

あった｡学会の性格上当日会費制が併用された。

「日本の医療はどうあるべきか」の公開討論会

またモダンホスピタルショウが同一会場に催さ

が続けられ医師・病院とともに受益者も考えな

れ，２会場の中第２会場は一般演題の大部分に

ければならないとされ，また特別演題として当

あてられた。一般演題97，うち看護12,給食

面の問題として週休二日制が論じられた。普門

12,検査７，医事７，病歴・人事・地域医療各

館での３日間は国際学会を思わせた。

６，経営５，放射線・薬剤・リハビリテーショ

第26回すなわち第２回日本病院会学会は川崎

ン各４などで，電算化９であり，厚生省・日医

医科大学理事長兼附属病院長川崎祐宣学会長の

各代理の祝辞があった。特別講演は水野肇氏の

もと倉敷市の川崎医大講堂で昭和５１年５月２１

医療の将来と病院，放射線医療のほか花園大学

～23日に廷3,000名が３会場に参加，第６回ホ

長山田無文師の「衆生病む故に我病む」の精神

スピタルショウも附属高校体育館において開催

講話は田代院長の遺志でもあり反響をよんだ。

された。一般演題53，うち看護12,放射線11,

シンポジウム３題は看護教育・病院人事と実地

給食８，医事８，経営６，病歴５，薬剤５，検

に問題となっている植物人間を取上げ，パネル

査４などで，また電算化関係１４となって関心を

討論３題も非常時対策や私的病院の経営のほ

よび，中華民国３・大韓民国１の外国よりの発

か，一般演題としての救急演題を編成してパネ

表がみられた。特別講演３で，永沢滋氏の病院

ルとしたが，救急医療での人件費が問題であろ

倫理とノートルダム清心女子大学長渡辺和子氏

う。

の「大切なもの」に医の心を重視する会長の意

第28回すなわち第４回日本病院会学会は総合

図がくみとられ，それは５題に上るシンポジウ

病院南大阪病院長内藤景岳学会長のもと，大阪

６５４

８学会

ロイヤルホテルにおいて「生命と医療の調和」

ＰＣ・薬物と検査・栄養部門に関する教育講演

のテーマで昭和53年10月20～22日に廷4,000名

が第１日の夕刻６時より日生ビル・第一ホテル

の参会者を集めた。またホスピタル展が併設さ

α住友ビル・協働社ピル等に分かれて行われ，

れ32社の展示が行われた。一般演題124題に上

それぞれの団体を通じて便宜が提供された。

り，うち看護25,電算機15,薬剤11,給食９，
救急７，検査８，人事６など多く，その論文集

本学会の評議員会において学会名も１日に復す
ることとなった。

の日本病院会雑誌は２７８ページとなった。地元

第30回すなわち第６回日本病院学会は富山県

大阪病院協会等の協力もあって,特別講演４題，

立中央病院長村田勇学会長のもと，富山県民会

アジア病院連盟会長の各国医療費に，亀山正邦

館及び農協会館において「現代医療の実像と未

京大教授の老人医療と松下幸之助氏の老人福祉

来への指向」のテーマで昭和55年６月６日より

が時代の要請に応え，韓国の共同生活体健康管

３日間廷2,000名の参会があり，モダンホスピ

理の招請講演が加わった。シンポジウム３題，

タル展も併設された。一般演題は既に限界的な

すなわち病院財政・地域医療・病院看護には実

202題に達し，うち看護31,給食21,診療20,

に計20名が出場した。第２会場に一般演題の過

放射線17,地域医療13,薬剤12,検査11,救急

半数が移されたが時間不足は否めなかった。

９などで，電算関係13，ついに３会場を要し

第29回すなわち第５回日本病院会学会は秋田

た。特別講演３には阪大学長山村雄一，国連大

赤十字病院長竹本吉夫学会長のもと，秋田県民

学特別顧問永井道雄氏等をそろえ，シンポジウ

会館において「医療における連携と調和」のテ

ムでは病院医療の現状と未来に４人，救急医療

ーマで昭和54年９月20日より３日間廷2,000名を

には７人をそろえ，例により第２日６時より商

迎え，またホスピタルショウが秋田県産業会館

工会議所・福祉会館・朝日生命ビル等に分散し

で35社の展示を行った。一般演題は実に１８０を

てＣＴ診断・院内感染・給食・医療人倫理につ

算え，２会場にわかれて看護30,給食19,放射

≦ての教育講演が用意された。

線13,地域医療12,検査10,薬剤９，医事８，
また電算化関係17を数えた。本学会では日本医

師会長武見太郎氏の「国民医療の社会的進歩」

３特別講演・シンポジウム

本学会30年の特別講演，演題報告，シンポジ

の特別講演があって，学会テーマの意図が実現

ウム，パネルディスカッションはつぎのとおり

し，シンポジウムが基準看護と検査部門をあ

である。第12回より第18回までの学会では専門

げ，公開討論では「医療における連携と調和」

集会が催された。

としての具体的な開業医と病院の連携が論じら

第１回から30回までの特別講演，専門集会，

れたが，２時間半をもってしても実態を改める

シンポジウム，パネルディスカッションの題目

には道還しの感があった。この他臨床検査・Ｐ

と演者は以下の通りである。

６５５

８学会

第１回（昭和26年）
（特別講演）
○「オープンスタフ」病院について

病院管理研修所

守屋博

第２回（昭和27年）
（特別講演）

ｏ英国国営保健サービスの診療報酬について
厚生省保険局内野仙一郎

第３回（昭和28年）
（特別講演）
○第８回国際病院学会より帰りて
厚生省医務局長

曽田長宗

○血液銀行

日本赤十字社東京血液銀行所長

東陽一

○病院における合理性と人間性

東北大学病院管理学教授

島内武文

第４回（昭和29年）
（特別講演）

○ＷＨＯに参加して
東京都衛生局長

与謝野光

（宿題報告）
○看護婦通勤制の批判， 殊にその結婚問題

松江日赤病院長

武藤多作

(発言）日本看護協会

第５回（昭和30年）
（宿題報告）
○結核病院におけるサービス
片山病院長

片山弘

○精神病院におけるサービス
神奈川県立芹香病院長

菅修

○看護業務
日赤武蔵野病院長

荒木威

○病院給食業務

聖路加国際病院長補佐

滝野賢一

○ハウスキーピング

東京都立広尾病院長

原素行

○フロント業務

病院管理研修所厚生技官

小西宏

○伝染病院におけるサービス

東京都立荏原病院長
６５６

長岐佐武郎

８学会

第６回（昭和31年）
（特別講演）

○病院建築の最近の発展
東京大学工学部建築学教室助教授吉武泰水
（招待講演）

○国立療養所における看護体制の整備について
厚生省医務局国立療養所課長尾崎嘉篤

第７回（昭和32年）
（特別講演）
○本年度国際看護会議に出席して
日本看護協会長林塩

○国際病院連盟総会に出席して

日本病院協会副会長神崎三益

（シンポジウム）

○病院経営の実態
一経営主体別・規模別比較一

司会病院管理研修所守屋博
出席病院300床以上国立名古屋，国立千葉，松江

○ＷＨＯ専門討論会に出席して

－公衆衛生計画における病院の役割一

赤十字，新潟県立中央

100～300床国立高崎，前橋赤十字，新潟

日本病院協会長橋本寛敏
（宿題報告）

県立十日町

100床以下玉野赤十字，新潟県立妙高

○病院事務の合理化
総括

武蔵野赤十字病院長神崎三益
経営管理

日本赤十字本社畑道好
庶務

病院管理研修所石原信吾
会計

済生会本部矢壁昭文
用度

全国都道府県病院協議会尾口平吉
医事

国立病院研究班若生胞吉
統計

赤十字病院研究班東義晴

第８回（昭和33年）
（特別講演）
○病院に於ける労働問題に就いて

九州大学法学部教授菊地勇夫
（宿題報告）

○病院に於ける医師，医局の任務に関する研究

厚生省病院管理研修所守屋博
（共同研究）

○病院の公衆衛生面に於ける活動

司会八幡厚生年金病院東陽一

（シンポジウム）

○病院に於ける看護業務の在り方に就いて

司会日本看護協会長林塩
(1)看護婦の立場より

八幡製鉄病院婦長重松智子
(2)看護婦の立場より
聖マリア病院婦長美野千代乃
(3)事務長の立場より

今津赤十字病院事務長広川与吉
６５７

８学会

(1)公衆衛生に於ける病院の活動

(4)医員の立場より

足利赤十字病院漆原準之助
(2)一現業附属病院に於ける公衆衛生活動

済生会福岡病院医長

武田鵜城郎

(5)院長の立場より

大蔵省印刷局東京病院村田三千彦

(3)地域社会の保健問題と病院活動との結びつきに関
する一つの試案

医療法人大原病院長
聖路加国際病院長

医療法人聖マリア病院井手一郎
(4)社宅地区小児結核検診に就て
(5)人間ドック

橋本寛敏

(7)経営者の立場より
朝日新聞厚生文化事業団常務理事

八幡製鉄所病院谷太郎

大原義司

(6)院長の立場より

納所孝

(8)市民の立場より
福岡県連合婦人会長

内野梅子

九州厚生年金病院杉岡直登

(6)胃センターと高血圧センター
佐賀県立好生館病院永沢健一

(7)癌センターの構想
国立筑紫病院古賀秀夫

第９回（昭和34年）
（特別講演）

（シンポジウム）

○新潟県病院局の経営実態について

○中小病院の経営実態

新潟県病院局長木村英雄

司会学会長新潟大学医学部附属病院長

新潟県病院局局員
（宿題報告）

中山栄之助
(1)経営について

○二食制の研究

都道府県立病院協議会事務局長尾口平吉

－国立療養所福岡厚生園における資料を中心とし

(2)業務について

新潟県厚生連中央総合病院長入貞弥

て－

公立学校共済組合九州中央病院副院長

(3)組織について
赤星一郎

長岡赤十字病院長谷口昇

第10回（昭和35年）
（特別講演）

（シンポジウム）

○病院内細菌感染の管理について
日本大学教授

(1)病院薬局管理
永沢滋

○病院の人事の特徴
東北大学教授

島内武文

一主として自動算出表付カーデックスの利用につ

団野建二

(1)病院建築の諸問題
東京大学工学部建築学科

関東逓信病院久保文苗
○病院の公衆衛生活動

桜井省吾

(1)短期人間ドック

酒井威

(2)育児相談

司会聖路加国際病院橋本寛敏
東京都済生会中央病院堀内光

○病院薬局管理

司会明石病院
６５８

いて－

吉武泰水

(2)病院設備の諸問題
芝浦工業大学教授

虎の門病院上野高正

(3)病院における在庫薬品の管理

（シンポジウム）
○病院の建築・設備

司会大分県立病院

三楽病院不破竜登代

(2)病院薬局の業務量を示す数値と侍時間

８学会

武蔵野赤十字病院丹羽直久
(3)公衆衛生看護制度

聖路加国際病院松下和子

(4)病院の公衆衛生活動の現況

病院管理研修所吉田幸雄
○看護

司会松江赤十字病院武藤多作
(1)大学病院に於ける看護制度

慶応病院松村はる
(2)看護制度の基本的研究

東大附属病院看護科大森文子
○病院，診療所の連繋

司会病院管理研修所吉田幸雄
(1)診療科目別にふた病院診療所の地域的諸関係につ

東北大学教授一条勝夫
(2)病院，診療所の任務の連繋
東北大学教授一条勝夫
(3)診療所より見たる病院との連繋

開田病院開田敏雄
○オープンシステム病院について

司会武蔵野赤十字病院神崎三益
(1)総説

一オープンシステム病院の諸類型とその本質一
病院管理研修所岩佐潔
(2)従来の欠点と利点の比較研究
国立第一病院守屋博
(3)現状における実行方法論
病院管理研修所吉田幸雄

いて

第11回（昭和36年）
（特別報告）

○米国東部病院視察旅行（スライド供覧）

東北大学工学部
同上

国立東京第一病院

水一夫俊博

東京都地方労働委員会会長所沢道夫

明治大学工学部

泰良知啓

○病院における労使関係

東京大学工学部

武
本屋
吉浦筧松守

聖路加国際病院平賀稔
（特別講演）

（シンポジウム）

○医療施設の地域的使われ方について

第12回（昭和37年）
（特別報告）

○国際病院会議に出席して
東京警察病院内科医長小野田敏郎
（専門集会）

○病院建築の動きと今後の問題
座長東京大学工学部教授吉武泰水
○病院内汚染防止の問題

座長日本大学医学部教授永沢滋
○病院看護婦の行なうべき看護業務
座長東京大学助教授金子光

○中央検査室

（シンポジウム）

○病院と救急対策

司会病院管理研修所吉田幸雄

(1)交通事故傷害の実態

愛知県警察部交通第二課長魚屋増男
(2)交通事故傷害死の法医学的観察
東京都監察医務院医務課長越永重四郎

(3)病院における救急業務と負傷者の受け取り方
－特に交通事故傷害負傷について一
東京都立広尾病院前院長原素行

(4)京都第二赤十字病院分院（救急専門病院）の現況

座長東京警察病院医長小野田敏郎

京都第二赤十字病院分院長字山理雄

○病院給食チームの構成とそれぞれの職種の活動分野

同上院長古玉太郎

座長東京都立広尾病院前院長原素行

○病院における給与体系のあり方と実体
座長虎の門病院事務部長石原信吾
６５９
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第13回（昭和38年）
（特別講演）
○モヨロ貝塚について

網走市博物館

米田喜男

（専門集会）

○病院における空気調和
座長札幌逓信病院長

石井主器夫

○ケースワーカー

座長北海道地方医務局長

有末四郎

○生活看護

座長北海道衛生部看護係長

高須サキ

（宿題報告）

○薬剤管理
虎の門病院

上野高正

（宿題報告）
○病院看護婦の行なうべき看護業務
聖路加国際病院教育主任

佐々木ノブ

（宿題報告）

○中村に於ける業務分析
東京都立広尾病院前院長

原素行

第14回（昭和39年）
（特別講演）

○我が国における社会保障の推移大内兵衛
（専門集会）
○病歴の中央化

司会病院管理研究所長吉田幸雄
○病院のハウスキーピング

司会早稲田大学診療所長原素行
○選択献立の成立条件

司会国立療養所浩風園長長井盛至
○病院におけるリハビリテーション

司会東京労災病院長近藤駿四郎

○ＰＰＣ(ProgressivePatientCare）計画
司会聖路加国際病院医長牧野永城

○病院の購買管理

司会聖路加国際病院事務長落合一郎
（宿題報告）

○病院診療圏の綜合調査

名古屋大学柳沢忠
（宿題報告）

○看護単位の人的構成
６６０

（シンポジウム）

○病院報酬の現論
司会順天堂大学

守屋博

８学会

厚生省病院管理研究所

橋本寿三男

（共同研究）

○病院火災対策

武蔵野赤十字病院

神崎三益

第15回（昭和40年）
○医の理念

（シンポジウム）

大阪大学教授沢篇久敬
○日本病院学会15年の歩糸

○看護教育の問題点
司会東京大学医学部衛生看護学科金子光

日本病院協会長橋本寛敏

(1)職業高校の目標に准看護婦教育を実施した経過
二俣川高校加藤敬助

（専門集会）

(2)看護教育の本質論

○救急医療の諸問題
司会京都第二赤十字病院古玉太郎

前東京大学医学部衛生看護学科湯槇まず
(3)現存する看護教育の問題点

○病院における委員会制度
司会東京警察病院小野田敏郎

大阪大学高等看護学院森表つや子
(4)教育原理の立場から

○看護婦不足対策

司会京都第一赤十字病院鈴木こう

神戸八代学院高校大段智亮
○預献血を中心とした血液銀行の運営

○病院外来の運営

司会国立京都病院安富徹

司会国立東京第一病院鳥居有人

(1)院内血液銀行の運営と供血者の組織化

（宿題報告）

九州厚生年金病院東陽一

○病院の機械化

(2)商業血液銀行と預献血制度

(1)病院機械化の現状と可能性
厚生省病院管理研究所紀伊國献三

ミドリ十字社内藤良一
(3)国立病院としての院内血液銀行の運営

(2)病院会計機利用の経験（その１）
聖路加国際病院落合勝一郎

(3)病院会計機利用の経験（その２）

国立大阪病院長田博之

(4)地区輸血センターの預血・献血

日本大学駿河台病院井上昌彦

(4)電子計機の利用

武蔵野赤十字病院神崎三益

(5)赤十字社としての預血・献血の将来図

虎の門病院石原信吾

(5)ホスピタル・オートメーションの研究

日本赤十字社輸血研究所村上省三
○われわれは病院に何をのぞむか

ＭＥ学会岩井喜典
(6)まとめ

司会日本放送協会科学部行天良雄
演者京都新聞社日高為政

順天堂大学病院管理学教室守屋博

竜谷大学松尾博仁
東京大学医学部衛生看護学科兼松百合子
京都府医師会林良材

第16回（昭和41年）
（特別講演）

（シンポジウム）

○総合病院における精神科のあり方

○裁判のはなし

最高裁判所長官

横田喜三部

内村祐之

(1)総合病院の精神科サービスの趨勢

（宿題報告）

病院管理研究所部員

○高層病院計画の問題点

関東中央病院長（学会長）

司会東京大学名誉教授

美甘義夫

鈴木淳

(2)総合病院の精神科運営の実体
6６１

８学会

（特別報告）

○第14回国際病院会議に出席して
日本病院協会常務理事平賀稔
（特別報告）
○総合病院の外来予約制度
国立埼玉病院長左奈田幸夫

（専門集会）

○物品補給と倉庫管理

司会病院管理研究所経営管理部長一条勝夫
(1)物品補給と使用規制
武蔵野赤十字病院事務部長森直一

(2)物品の取り扱いを中心とした倉庫管理
虎の門病院用度課長神門昇三

(3)物品管理における内部牽制問題
聖路加国際病院事務長落合勝一郎

(4)倉庫をおかない物品管理
日大駿河台病院事務長井上昌彦

(5)補給管理の機械化
東洋工業付属病院総務係主任藤井正七
○夜間の看護

司会東京都立広尾病院長河上利勝
(1)武蔵野赤十字病院で実施したテスト勤務について
武蔵野赤十字病院総婦長大嶽康子

(2)労働衛生からゑた夜間の看護
労働科学研究所長斉藤一

(3)夜間看護婦交代時間の試案について
順天堂医院総婦長大野菊枝
(4)専門夜勤看護婦について
聖路加国際病院総婦長湯本きゑ
(5)医師の立場からゑた夜間の看護
国立京都病院外科医長安富徹

○処方と薬剤管理
司会虎の門病院薬剤部長上野高正
(1)医師の立場から

国立東京第一病院医長今村栄一
(2)看護婦の立場から

国立相模原病院総婦長香川しづえ

(3)薬剤師の立場から

日通東京病院薬局長田中精二
(4)病院管理者の立場から
公立学校共組九州中央病院副院長赤星一郎
６６２

国立国府台病院医長後藤彰夫

(3)教育機関付属病院の立場から

順天堂大学教授懸田克躬
(4)農村地域における精神科病棟
長野県佐久総合病院長若月俊一
○看護婦の人事管理
司会慶応大学付属病院総婦長松村はる

(1)①人事管理の一般的動向
②看護婦の人事管理の特殊的問題
③管理者の重要性

立教大学教授杉政孝
(2)河野臨林医学研究所付属北品川病院の看護婦人事
管理について

北品川病院河野稔
(3)人事管理におもう
国立京都病院総婦長小原良衛

(4)労働条件別採用の看護婦について

虎の門病院総婦長幡井ぎん
○病院医師の不足対策

司会病院管理研究所長吉田幸雄
Ｉ現状分析
(1)全国的な病院勤務医の動向

病院管理研究所医療管理部長岩佐潔
(2)東北地方における医師需給状況
東北大学病院管理学教室助教授前田信雄
(3)岩手県立病院の医師需給状況
総持寺鶴見病院長桂重鴻
(4)青森県下国保病院における医師需給状況

青森県国保連合会長青山猛光
(5)都市の病院における医師不足
一とくに小児科を例として－

国立東京第一病院医長今村栄一

(6)バラメディカルと医師との関係
日本大学病院管理学教授大久保正一
Ⅱ対策
○病院のトップマネージメント

司会順天堂大学教授守屋博

(1)病院外にある上部管理機構について
厚生団常務理事橋本寿三男
(2)院長とラインおよびスタッフ
虎の門病院事務長石原信吾

８学会

(3)個人病院の場合（経営者である院長）
北品川病院長河野稔
(4)①院長の性格と能力

②院長の権限と責任
③院長をいかに教育するか
名鉄病院長阿久津’眞

○病院の放射線科はどうあるべきか

司会東京厚生年金病院副院長加納寛一
(1)病院放射線科の現況と今後の問題

東京大学教授宮川正
(2)病院放射線科の中央化について
聖路加国際病院放射線科主任野辺地篤郎

(3)病院放射線科のわが国の現状について
東京都済生会中央病院内科医長堀内光

(4)虎の門病院における中央放射線部の運営について
虎の門病院診療部長浅井一太郎

第17回（昭和42年）
（特別講演）

(2)重点病棟運営をかえりゑて

○病院における諸専門科の協力作業の必要性と方法論
聖路加国際病院長橋本寛敏
○シベリアの話

順天堂大学病院病棟婦長山本良子

(3)ＰＰＣを実施した体験から
九州厚生年金病院総看護婦長井上ユキエ

富山県知事吉田実
（専門集会）

(4)看護を中心とした病棟建築
千葉大学工学部助教授建築計画研究室

○病院における帳票統制

伊藤誠

司会虎の門病院事務長石原信吾
(1)聖路加国際病院における帳票制度

○病院における臨床検査と簡易検査の限界について

司会富山県立中央病院検査科長鮴谷喜兵衛

聖路加国際病院事務長落合勝一郎
(2)病院帳票設計の原則

(1)簡易検査の精度の問題
国立小児病院検査科長丹羽正治

浜松中央病院事務長高橋元吉
(3)帳票センサスと改善

(2)簡易検査の検査室における利用の仕方

順天堂大学助教授林康之

十日町病院事務長尾口平吉

(3)簡易検査の臨床における利用の限界
聖路加国際病院内科医長橘敏也

(4)帳票制度と機械化
病院管理研究所員紀伊國献三
(5)帳票制度のあり方とシステム

（パネルディスカッション）

○院内コミュニケーション

虎の門病院事務長石原信吾
（シンポジウム）

司会国立東京第一病院小児科医長今村栄一

(1)院長の立場から

佼成病院長小野田敏郎

○看護を中心とした病棟編成

(2)医師の立場から

司会東京大学医学部保健学科助教授
金子光

(1)アメリカにおけるＩＣＵの実態とその考え方
聖路加国際病院外科医長牧野永城

国立京都病院眼科医長森日出男
(3)看護婦の立場から

国立がんセンター副総婦長森田昌子
６６３

８学会
(5)`患者の側より（代弁者）

(4)医事の立場から

虎の門病院医事課長黒田幸男

愛知県ガンセンター総婦長東浦トヨ子
○複廊下病棟

（シンポジウム）

司会病院管理研究所長吉田幸雄

○病院給食のあり方

(1)複廊下式病棟の世界的及び日本的Review

－特に基準給食を中心として－

司会大阪赤十字病院副院長小山三郎

病院管理研究所建築設備部長石丸健雄
(2)愛知ガンセンターの複廊下病棟の建築的理論

(1)厚生省の側より
厚生省医務局国立療養所課技官森田百合子

明治大学教授浦良一

(3)愛知ガンセンター病院の複廊下病棟の使用経験と

(2)病院管理者の側より

健康保険鞍馬口病院長美馬陽

その批判

愛知ガンセンター病院婦長明石恵美子

(3)出納責任者の側より

京都府立医科大学附属病院事務長三島直介

(4)虎の門病院の複廊下について

虎の門病院総婦長幡井ざん

(4)直接給食業務従事者の側より
名古屋第一赤十字病院給食課長安永幸生

第18回（昭和43年）
（特別講演）

（シンポジウム）

○中央材料室の運営の過去と将来

○ナースステイションとその附属室の構造

厚生省病院管理研究所客員講師原素行

司会聖路加国際病院病棟婦長常葉恵子

演者千葉大学工学部助教授伊藤誠

○人口問題

厚生省人口問題研究所長館稔

厚生省病院管理研究所医療管理部研究員

（専門集会）

吉武香代子

聖母病院病棟婦長田中道子

○看護業務とその周辺

司会関東逓信病院総婦長岩田ウタ

演者国立東京第二病院婦長麻生ナミエ

横浜市立市民病院病棟婦長百瀬す永子
○入院医療評価の進め方

国立東京第一病院薬剤科長中野久寿雄

司会厚生省病院管理研究所津田豊和

聖路加国際病院栄養主任宇井美代子

演者社会保険都南病院長小島博

関東中央病院臨床検査科技師長

聖路加国際病院長補佐平賀稔
石田旭

武蔵野赤十字病院第二内科部長

駿河台日本大学病院医事課長田中栄一
○病院事務長は如何にあるべきか

司会厚生省病院管理研究所長吉田幸雄
演者全国自治体病院協議会事務局長

○中央手術室の設計と運営

司会東京都立広尾病院副院長石川幸雄
尾ロ平吉

演者千葉大学工学部助教授伊藤誠

聖路加国際病院事務長落合勝一郎

関東逓信病院副院長澤崎博次

虎の門病院事務長石原信吾

国立東京第一病院麻酔科医長山下九三夫

○職員教育とその問題点

虎の門病院中央手術室婦長戸畑ナツ子

司会日本大学医学部附属板橋病院事務長
井上昌彦

演者三菱電機通信機製作所営業部長

○未熟児室の計画と運営

司会国立小児病院長尾村偉久
演者東京都立豊島病院長室賀不二男

久米勝

大森赤十字病院看護部長安田千代子
６６４

塩谷禎

佼成病院内科部長岩淵勉

国立小児病院総婦長桑田起與

日本赤十字社本部病院未熟児室主任

８学会

春日部市立病院長三宅史郎
松下電器産業東京支店人事課長

中嶋唯夫

東京工業大学社会工学科助教授
田中上

○病院職員の身だしなゑと礼儀

谷口汎邦

○救急部門運営の問題点

司会武蔵野赤十字病院事務部長森直一

司会東京都立豊島病院長室賀不二男

演者河野臨林医学研究所附属第三北品川病院長

演者済生会神奈川県病院長百渓定七郎

代理笠木茂伸

大阪大学医学部附属病院特殊救急部長

社会保険船橋中央病院事務長高山茂夫
大阪赤十字病院内科婦長田川朋子

恩地裕

京都第二赤十字病院救急分院長

虎の門病院ハウスキーパー伊勢寿子

宇山理雄

聖路加国際病院秘書課主任関武矩

公立能登総合病院長奥田幸造
東北大学医学部病院管理学教室
岩本正信

東海交通災害コントロールセンター常務理

事橋本義雄
東京都消防庁主幹岡村正明
医事評論家大渡順二
○病院医療への注文

司会ＮＨＫ解説委員松宮克也
演者主婦連合会副会長春野鶴子
足立簡易裁判所調定委員伊藤輝子
渋谷婦人団体連絡協議会理事長
東洋大学教授塚本哲

健康保険連合会業務部長仲田良夫

第19回（昭和44年）
（特別講演）

○茨城の歴史と鹿島開発について
茨城県知事岩上二郎
（シンポジウム）

司会佼成病院長

日本福祉大学・日本ＭＳＷ協会長
国立療養所東京病院

－完全栄養と完全喫食の調和一

(3)大学病院の立場から

(1)温食と喫食率
佼成病院食養部長目黒きよ
（2)食事時刻

(4)病院給食への適合性と栄養指導
岡山市川崎病院道下美智子
○病院におけるメディカル・ソーシャル・ワーク

杉田峰康

(4)総合病院の立場から
岡山済生会病院

小谷光江

○Graduateeducation

司会聖路加国際病院長補佐
・演者虎の門病院前医学教育部長

東京女子医大外科学教授

聖路加国際病院外科医長

稔貞夫城
信秀永

北品川総合病院栄養士主任泉田紀伊子

九州大学附属病院心療内科

西村裕

賀谷畑野
平葛織牧

京都第二赤十字病院栄養課長森田英子
(3)献立のくふう

浅賀ふさ

(2)結核病院の立場から

○病院給食をいかにうまく食べさせるか

司会京都市立病院内科代謝部長榊田博

小野田敏郎

(1)ＭＳＷの歴史

○病院における節約のポイント
司会虎の門病院事務長

石原信吾
６６５

８学会

(2)看護業務管理者の立場から（小病院）

(1)日用品の節約例
駿河台日大病院事務長

平野栄次

(2)衛生材料の節約例

秋田県立中央病院中央材料室婦長

渡辺孝

東義晴

米盛文雄
米原勇
竹内杉治

司会東京大学教授

吉武泰水

演者病院管理研究所建築設備部長

石丸健雄

明治大学工学部教授

浦良一

東北大学工学部助教授

筧和夫

大阪市立大学工学部助教授

栗原嘉一郎

千葉大学工学部助教授

伊藤誠

大阪市北野病院内科部長木島滋二
実の問題
松本啓便

京都市立病院内科循環器部長高木誠

(3)公立病院における問題，特に外科的方面に関して
浦良一

東京都立墨東病院外科医長四方淳一

(4)病院における病理学科の関係するConferenceに
一条勝夫

○看護婦の労働時間と勤務体制

ついて

虎の門病院病理学科部長望月孝規
金子光

(1)看護業務管理の立場から（大病院）
関東逓信病院総婦長

－診療，教育と研究の面から－

(2)公立病院における教育の新体制のプログラムと現

(4)人口移動と病院経営

司会東京大学助教授

（パネルディスカッション）
○病院におけるConferenceについて

黒田俊夫

(3)生活圏と病院

病院管理研究所経営管理部長

国立療養所東京病院田口順子

(1)主として病院全体の立場ならびに他病院との連携

(2)日本の病院密度

明治大学工学部教授

(4)ＰＴの立場から

吉田幸雄

(1)日本の人口移動

病院管理研究所建築設備部

国立別府病院整形外科医長中村裕

司会聖路加国際病院内科医長日野原重明

○人口移動の病院機能に及ぼす影響

人口問題研究所人口移動部長

国立仙台病院内科医長佐藤哲
(3)社会復帰

○わが国の病院建築の水準と建築費

司会病院管理研究所長

千葉大学工学部教授伊藤誠
(2)組織と経営

(6)人手の節約例

京都第二赤十字病院庶務課長

司会大分県立中央病院長徳岡三郎
(1)建築の立場から

(5)時間の節約例
浜の町病院事務長

虎の門病院事務長石原信吾
○総合病院におけるリハビリテーション

(4)光・熱・水の節約例
大阪赤十字病院家政課長

長崎大学病院高田内科西山久美子
(4)労務管理の立場から

(3)予防保全(ＰＭ)と修繕の節約例
武蔵野赤十字病院庶務課長

広島ＡＢＣＣ付属病院総婦長渡辺千代子
(3)働く看護婦の立場から

(5)大学病院における死因検討会の実態と意義
順天堂大学病院管理学教授守屋博

岩田ウタ

第20回（昭和45年）
（学会長講演）
○病院学会の歴史と展望

佼成病院長（学会長）小野田敏郎
（招待対談）
○最近の米国病院事情
ゲスト

米国イリノイ州シャーマン病院副院長
６６６

小林玄一
聞き手

厚生省病院管理研究所長

吉田幸雄

（シンポジウム）

○大学病院と病院管理
司会東京医科壜大学病院長

(1)医師の立場から

小嶋理一

８学会

順天堂大学助教授穴沢雄作

(1)薬剤管理の立場

岐阜大学医学部附属病院薬剤部長

(2)事務部の立場から

愛知学院講師山元昌之
(3)看護の立場から

佼成病院内科部長

東京医科大学病院看護部長小原良衛
厚生中央病院長佐野寛二

森谷正之肋

ｑ患者への心づかい

司会聖路加国際病院医長

○看護の本義

岩淵勉

(3)購買の立場
成田赤十字病院事務長

(4)一般病院の立場から

吉村貞三

(2)臨床の立場

日野原重明

(1)医師の立場から

司会日本赤十字武蔵野女子短大学長
神崎三益

(1)看護の母性面・看護の独立・医モラルの分担

保健同人社社長大渡順二

国立療養所東名古屋病院

深津要

(2)ＭＳＷの立場から

国立療養所中部病院ＭＳＷ

鈴木幹二

(3)看護の立場から

(2)わが国の看護および看護教育の歴史
大阪日生病院長門谷洋治
(3)臨床看護・臨床指導

日本バプテスト看護学院

北原和子

○病院の労務管理

日本赤十字中央女子短大教務部長国分アイ

(4)看護学について

司会聖路加国際病院事務長

落合勝一郎

(1)病院長の立場から

国立京都病院医師森日出男

(5)看護教育の理想

下関厚生病院長

西村静一

(2)事務長の立場から

千葉県衛生専門学院次長山田里津

宮城第一総合病院事務長

亀卦川正喜

(3)事務長の立場から

○医師組織・診療組織
司会関東中央病院副院長中島克三

日本大学板橋病院事務長

井上昌彦

(4)総婦長の立場から

(1)組織の問題
厚生省病院管理研究所部長岩佐潔

(2)臓器別診療科編成

新潟労災病院看護部長

平野勝子

（円卓討議）

東京女子医科大学三藤寛

聖路加国際病院牧師

聖路加国際病院医長牧野永城
(5)医局のありかた

救世軍ブース記念病院長

全日本仏教会文化委員長

国立東京第一病院医長今村栄一
○病院と薬剤

大本山総持寺
立正佼成会常務理事

司会国保旭中央病院長諸橋芳夫

天理よるず相談所院長補佐

一泰太義翠昌貞

(4)受持医について

聖マリア病院長

博郎男郎貫巌孝夫

司会順天堂大学病院管理部長

東京都済生会中央病院副院長堀内光

屋手原崎溪詰田原
守井井長真余内相

(3)特殊外来

○病院と宗教

第21回（昭和46年）
(2)電算機導入の方法論と問題点

（シンポジウム）

虎の門病院事務部長

○病院における電算機導入の諸問題
司会順天堂大学付属病院守屋博

(3)電算機導入のためのシステム思考

関東逓信病院医療近代化準備室

(1)電算機導入の活用点と効果
東京大学電算機システム委員会企画室

石原信吾

谷村外吉男

(4)電算機導入の実例
開原成允

東芝医用電子システム開発部

山口清士
６６７

￣

８学会

(3)若い医師の立場から・米国の事情をながめて

○看護学校と病院

司会東京都立府中病院長石川幸雄

東京大学第二内科下村克朗

(4)病院の立場から

(1)その歴史

聖路加看護大学副学長前田アヤ

名古屋第一赤十字病院長田代勝洲
○中小病院の現状と問題点

(2)その現状
太田高等看護学院長関根正雄

司会病院管理研究所部長一条勝夫
牧田総合病院長牧田中

(3)臨床教育の立場から

東京医大付属病院看護部長小原良衛

北品川総合病院長河野稔

野村病院長野村秋守

(4)医師の立場から

国立東京第一病院医長今村栄一
○医学教育における病院の役割

岡山病院長岡山義雄

（パネルディスカッション）

司会東北大学教授島内武文
(1)医学教育のあり方．ことに病院に関連して

○新しい時代への病院制度
司会国立埼玉病院長左奈田幸夫

順天堂大学教授懸田克躬

東京大学教授勝沼晴雄

(2)大学の立場から・地域病院との具体的協力計画

国保旭中央病院長諸橋芳夫

岡山大学教授児玉俊夫

病院管理研究所部長岩佐潔

第22回（昭和47年）
（特別講演）

(2)看護の面からの省力化

○病院における精神身体医学的アプローチ

東京医大付属病院看護部長

九州大学薬学部助教授小川暢也
（シンポジウム）

西日本鉄道津屋崎病院長

○病院経営の現状

小原良衛

(3)給食関係の省力化
小島弘

(4)省力化時代における人材育成

司会病院管理研究所一条勝夫
(1)病院経営をとりまく外的条件について

西日本相互銀行研修課長

井原伸允

(5)総括

虎の門病院事務部長石原信吾
(2)自治体病院関係について

病院管理研究所

紀伊國献三

(6)追加発表

国保旭中央病院長諸橋芳夫
(3)日赤病院関係について

聖路加国際病院作業計画室長

上林三郎

（パネルディスカッション）

福岡赤十字病院長鍬塚登喜郎

(4)精神病院関係について

○専門ナースの現状と将来

司会小倉記念病院総婦長

河崎会水間病院長河崎茂
(5)私的病院関係について

(1)臨床看護の立場から

九州中央病院副総婦長

岡山病院長岡山義雄
○病院における省力化の諸問題

(1)医師からゑた病院の省力化

吉岡ハツ子

(2)医師の立場から
国立京都病院医師

司会聖路加国際病院事務長落合勝一郎

前田マスヨ

森日出男

(3)看護教育の立場から

鹿児島女子短期大学教授

今村節子

九州厚生年金病院副院長塚本俊明

第23回（昭和48年）
（特別講演）

（パネルディスカッション）

○話し方への道

言論科学研究所長
６６８

○中小病院の問題点
江木武彦

座長京浜総合病院長

大野松次

８学会

○名医と診断

松下電器産業株式会社会長

副座長大口病院事務局長

松下幸之助

(1)経済実態調査から眺めた問題点

薄衣佐吉

(2)計数管理はできるか

遠山病院長

○病院経営と喜働システム
総合経営能率協会代表理事
（シンポジウム）

高山整形外科病院長

○世界の病院の理想像

遠山豪

高山螢

(3)医事，特に地域圏の問題について
小林

中華民国医院行政協会理事長

邸

大韓民国病院協会長

栄

一栄星
玄仕浩

司会米国シャーマン病院副院長

石田貞治

岩井総合病院長

岩井宏方

(4)人手不足について
福岡城南病院長

菱山博文

(5)施設用度について
河北病院長

河北恵文

第24回（昭和49年）
（学会長講演）
○能登に20年

公立能登総合病院長（学会長）奥田幸造
（記念講演）

北里大学病院看護婦長大森文子
○病院とコミュニティー地域における病院の果す役
割を中心として

司会聖マリアンナ医科大学寡員教授

○北陸の風土と伝統
北国新聞社副社長上山南洋
（特別講演）

○忘れられた屯の

梵人会主幹来教寺住職河合智海
（教育講演）
○激動期の病院経営

厚生省病院管理研究所経営管理部長石原信吾
○診療報酬請求事務について

東京都済生会中央病院事務長黒田幸男
○病院と不採算医療

全国自治体病院協議会事務局長尾口平吉
○病院の環境並びに建築問題

吉田幸雄

助言者病院管理研究所紀伊國献三
演者秋田県厚生連由利総合病院長和泉昇次郎

富山県上市厚生病院長越山健二
日本大学医学部教授大久保正一

新千里病院長吉岡観八
岩手県沢内村国保病院長加藤邦夫
○病院給食の未来像

司会野村病院長野村秋守

助言者公衆衛生局栄養課長安西定
レストランつば甚社長鍔田良一

演者君津中央病院臨床栄養科長最勝寺重芳
日本バプテスト病院長榊田博

千葉大学工学部教授伊藤誠

市立芦屋病院給食係長浜野昌子

○組織医療における医療従事者の診療責任への理解と

駿河台日大病院事務長平野栄次

協力

（公開討論会）

国立埼玉病院長左奈田幸夫
（シンポジウム）

○病院における看護婦勤務体制の今後の課題

○日本の医療はどうあるべきか

司会順天堂大学医学部客員教授守屋博
助言者法政大学教授吉田秀夫

司会東北大学医学部教授島内武文

参議院議員石本しげる

助言者厚生省病院管理研究所長橋本寿三男

衆議院議員金子糸つ

演者大分県立病院長徳岡三郎

厚生省医務局長滝沢正

弘前大学助教授吉武香代子

演者菊地病院長菊地真一郎

国立東京第一病院小児科医長今村栄一

慶応大学医学部教授倉田正一

聖路加国際病院総婦長内田卿子

熊本大学医学部講師小山和作
６６９

８学会

金沢大学学長豊田文一

司会聖路加国際病院事務長

落合勝一郎

名鉄病院長阿久津’廩

助言者北品川総合病院長

河野稔

国保旭中央病院長諸橋芳夫

演者金沢医療短期大学教授

並木薫

佐久総合病院長若月俊一
医事評論家水野肇
（ラウンドテーブルディスカッション）
○医療の変化に伴う院内コミュニケーション

天理よるづ相談所病院長

山本利雄

日本大学板橋病院事務長

井上昌彦

東京警察病院総婦長

嶋崎佐智子

佼成病院検査技師長

平沢政人

第25回（第１回）（昭和50年）
（学会長講演）

（シンポジウム）

○開業40年一病院管理の側面一

○ホスピタル・オートメーション

関東逓信病院長澤崎博次

司会関東中央病院樫田良精
(1)情報化時代における病院の対応のしかた

（特別講演）

大阪大学医学部第一内科講師古川俊之

○院内感染

東京大学医学部教授都築正和
○病院の放射線管理

(2)医療コンピューターの功罪

厚生省医務局総務課長補佐郡司篤晃

放射線医学総合研究所長御園生圭輔
○日本経済の現状と今後の動向

(3)病院情報システム
関東逓信病院医療近代化準備室長福田昭

日本経営者団体連盟会長桜田武

(4)現状と将来

大阪府立成人病センター第二部循環器第３科医長

（特別演題）

野村裕

○週休二日制

座長聖路加国際病院常務理事落合勝一郎

演者厚生省病院管理研究所経営管理部長
石原信吾

(5)病歴とコンピューター
聖路加看護大学長日野原重明

○医療の中に於ける将来の看護の役割

北品川総合病院一般外科部長渡辺勝三郎

司会秋田労災病院長島内武文

武蔵野赤十字病院事務部長東義晴

関東逓信病院看護部顧問岩田ウタ
(1)看護体制について

聖路加国際病院総婦長内田卿子
(2)看護教育と卒後教育について

三井記念病院高等看護学院長山田里津
(3)業務内容について

駿河台日本大学病院総婦長星澤政枝
(4)医師の立場から
国立小児病院副院長今村栄一
○医療報酬制度

司会佼成病院長小野田敏郎

厚生省病院管理研究所経営管理部長石原信吾
三井健康保険組合副理事長水野近

厚生団常務理事大村潤四郎
（公開討論会）
○続・日本の医療はどうあるべきか

司会順天堂大学医学部客員教授守屋博
６７０

８学会

演者立教大学社会学部教授杉政孝

公立能登総合病院長奥田幸造
国保旭中央病院長諸橋芳夫

南大阪病院長内藤景岳
ＮＨＫ放送総局科学産業番組班チーフディ
レクター

行天良雄

第26回（第２回）（昭和51年）
（特別講演）
○大切なあの

ノートルダム清心女子大学長渡辺和子

○吉備高原都市について

岡山県知事長野士郎
○病院の倫理

日本大学名誉教授永沢滋
（海外特別出題）

座長聖路加国際病院常務理事落合勝一郎
〃国立岡山療養所長辻田源伍

(1)病院の特別の疾患に対する予防性外来設置の意義
国立台湾大学医学院附属医院泌尿科江萬喧
(2)台大医院における病歴収容スペース問題処理経過
国立台湾大学医学院附属医院病歴室瀬麟徴

(3)中華民国における救急問題

国立台湾大学医学院附属医院急診部陳允瓊
（特別企画講演）
ｏ視能訓練の理論と実際
(1)視能訓練士の生い立ち

山形県立中央病院外科医長鈴木常正

(3)地域病院の立場から
沖縄県立中部病院外科医長真栄城優夫
(4)国立病院の立場から
国立長崎中央病院内科医長岩崎栄

(5)地域の公立病院の立場から
京都市立病院内科医長高木誠

○医療技術教育と病院の役割

司会ｔＺ成病院長小野田敏郎
(1)看護教育

千葉大学看護部大塚寛子
(2)放射線技術教育
東京都立大塚病院妹尾昭一

(3)臨床検査技術教育

大東医学技術専門学校和田浩
○地域保健活動と病院の役割
司会厚生省病院管理研究所長橋本寿三男
演者厚生省公衆衛生局長佐分利輝彦
川崎医大附属病院公衆衛生部長
岡本正

京都市立病院長弓削経一
(2)視能矯正の適応診断

川崎医科大学教授筒井純

(3)感覚面よりふた斜視治療の問題点
名古屋大学助教授粟屋忍

(4)OrthoptistOrthoptics
医学博士内田冴子
(5)小児眼科のための眼鏡学
大阪小児保健センター眼科医長湖崎克
（シンポジウム）

○医学教育と病院の役割

司会聖路加看護大学長日野原重明
(1)医科大学附属病院の立場から

川崎医科大学附属病院副院長柴田進
(2)医科大学関連病院の立場から

聖路加国際病院長菅原虎彦
岡山済生会総合病院長大和人士

岩罎手県沢内村国保病院(村長）太田祖電

鳥取県立中央病院長牧野礼一郎
東京白十字病院前院長佐藤智
○皆保険医療下における病院経営の問題点
司会新千里病院長吉岡観八
助言者小原病院長小原知次郎
〃大道病院長大道学

(1)病院経営危機の諸要因とその対策
国立埼玉病院長左奈田幸夫

(2)中小病院経営の問題点，特に診療報酬体制
渡辺病院長渡辺俊介
(3)大病院経営の問題点，特に診療報酬
６７Ｚ

～

８学会

東京都済生会中央病院長堀内光
(4)病院経営の合理化
福岡城南病院長菱山博文
(5)病院経営と財務管理

厚生省病院管理研究所経営管理部長石原信吾
(6)病院経営と医療制度
日本バプテスト病院長榊田博
(7)病院経営と救急医療

神奈川県済生会病院長大内正夫
○病院看護を考える

司会日本看護協会長大森文子
(1)病人として病院看護に望むこと

都立駒込病院看護科石塚静子
(3)病院看護体制上の問題点

島根県立中央病院看護部長杉谷藤子

(4)ヨーロッパの病院看護体制（主としてイギリス）

季羽倭文子

遠山病院長

遠山豪

（ラウンドテーブルディスカッション）
○日本病院会学会はどうあるべきか

司会関東逓信病院長

澤崎博次

北品川総合病院長

河野稔

日本バプテスト病院長

榊田博

堀口整形外科病院長

堀口銀二郎

岡山病院長

岡山義雄

（パネルディスカッション）

○社会は病院に何を望むか
司会ＲＳＫテレピドクター
山陽新聞社論説委員
邑久町保健婦
岡山県愛育委員連合会長
美作保健所長
医事評論家

枝木本田野渡
赤泉岸黒板大

岡山県婦人問題懇話会運営委員田部順子
(2)看護実践にあたっての条件とその実状

日大医学部付属板橋病院

(5)病院管理者として病院看護を考える

郁郎
哲夫
フミ

和子

猛虎
順二

第27回（第３回）（昭和52年）
（特別講演）
○衆生病む故に我病む

花園大学学長山田無文
○放射線診療・今日の趨勢
浜松医科大学副学長高橋信次
○医療の将来と病院
医事評論家水野筆
（シンポジウム）
○植物状態患者をめぐる諸問題

○これからの看護教育について

司会愛知県立看護短期大学長北野博一

愛知県立看護短期大学教授高橋百合子
(1)看護の現場から

日本赤十字社医療センター婦長辛島佐代子

慶応大医学部付属病院総婦長中鉢美津子
(2)教育の立場から

名古屋赤十字看護専門学校教務部長杉浦幸枝
国立看護研修センター長兼弘前大学教育学部教授

司会兵庫医科大学教授松倉豊治

(1)脳死と植物状態
大阪歯科大学教授稲本晃

(2)植物状態患者・その医学的問題点

吉田時子

(3)医療の立場から

京都産業大学保健管理センター教授榊田博
聖路加看護大学長兼聖路加病院副院長

京都第一赤十字病院脳神経外科部長福間誠之
(3)植物状態患者への医倫理観

日野原重明

愛知県心身障害者コロニー副総長兼中央病院長
村地俊二

名古屋大学名誉教授橋本義雄
(4)植物状態患者をめぐる法的問題点
京都大学法学部教授中山研一

(5)植物状態患者看護上における問題点
兵庫医科大学病院総婦長森表つや子
まとめ植物状態`患者に対する社会医学的対応

兵庫医科大学教授松倉豊治
６７２

○病院人事の問題点

司会厚生省病院管理研究所長橋本寿三男
(1)病院人事管理の方向

大同病院副院長吉田尚美
(2)人件費支給における労働分配率定率採用について

愛知県厚生連企画監理室長浅野久雄

８学会

(3)定員設定と経営収支の調査

○病院の非常時対策

川崎医大附属病院副院長井上昌彦
(4)定着性について

司会大同病院長

皿井進

(1)非常時対策の整備

名古屋保健衛生大学病院副院長森日出男
（パネルディスカッション）

○救急医療

蒲田総合病院長

大倉正二郎

日大駿河台病院事務長

平野栄次

(2)病院と災害に関する研究から
西日本工業大学助教授

厚生省病院管理研究所

北品川総合病院佐原睦子

(2)小都市に於ける救急病院の実態について

千葉大学工学部教授
東京白十字病院

雄勝中央病院深田敬二

○私の行なってきた病院経営

(3)静岡県西部地域における重症新生児の輸送体制の

一私的病院の生きる道一

(4)危急新生児に対する地域医療の実績

坂出回生病院理事長

聖マリア病院山田公子

大道病院長

(5)救急医療センターにおけるＩＣＵ運営上の諸問題

野垣病院長

高山整形外科病院長

聖マリア病院上川栄

(6)腎ＩＣＵの運営報告（第一報）

加納岩総合病院長

雄文子学吉螢雄

演者福岡城南病院長

義博俊茂忠

司会岡山病院長

聖隷浜松病院内山広行

山山浦道垣山沢
岡菱松大野高中

現状と問題点

四俊誠男
昭啓常

(1)当院における救急車受け入れの実態

田本藤井
本松伊藤

司会国立埼玉病院長左奈田幸夫

聖マリア病院上村明子

第28回（第４回）（昭和53年）
（特別講演）

市立吹田市民病院長福田耕作

②公的病院の立場から

○わが国における老人医療の現状と問題点
京都大学教授亀山正邦

秋田赤十字病院長竹本吉夫

③私立病院の立場から

○人間の使命感

元毎日新聞社論説副主幹畑山博

大道病院長大道学

④病院税制の問題点

○各国の医療費用の比較
台湾大学附属病院長，アジア病院連盟会長
邸仕栄
○長寿国日本と老人福祉

松下電器産業株式会社相談役松下幸之助
（招請講演）

○韓国の共同生活体健康管理に関する新アプローチ事

有澤総合病院長有澤源蔵
(2)世界的視野に立っての問題点

厚生省病院管理研究所経営管理部長石原信吾
(3)政治家から見た問題点

衆議院議員衆議院社労委員長木野晴夫
(4)まとめ

大阪府私立病院協会長河崎茂

例報告

東原保健院長朴景華
（シンポジウム）

○地域医療，特に救急医療の実態と問題点

座長日本病院会会長左奈田幸夫

大阪府医師会長山口正民

○病院財政の諸問題をめぐって

座長大阪府私立病院協会長河崎茂
秋田赤十字病院長竹本吉夫
(1)病院の問題点

①公立病院の立場から

(1)救急病院における公的・私的病院のはたしている
役割

大阪大学医学部附属病院恩地裕
(2)公的病院の立場から
６７３

８学会

京都第二赤十字病院長字山理雄

座長聖路加国際病院総婦長内田卿子

(1)看護婦の意識及び勤務の実態

(3)大阪府における救急医療の立場から

大阪府医師会長山口正民
(4)プライマリーケアーの立場から

日本看護協会調査室長岩下清子
(2)第一線勤務看護婦の実情

慶応大学医学部病院管理学教室教授倉田正一
(5)ヨーロッパの実‘肩と卒後研修

虎の門病院笹尾茂代

(3)看護管理及び卒後教育の立場より

武蔵野赤十字病院外科部長高橋勝三
(6)特別発言

大阪赤十字病院看護部長桑原富士子

(4)看護教育担当者の立場より

厚生省医務局長佐分利輝彦
(7)まとめ

近畿大学附属高等看護学校教務主任五十嵐照美
(5)病院管理の立場から

日本病院会会長左奈田幸夫

中野小児病院長中野博光
(6)特別発言

○病院看護のあり方

一看護婦の勤続年数をめぐって－

厚生省医務局看護課長都築公

座長府中病院長岸口繁

第29回（第５回）（昭和54年）
全国厚生農業協同組合連合会参事吉崎芳雄

（特別講演）．

(4)特別発言

○国民医療の社会的進歩
日本医師会長武見太郎

名古屋保健衛生大学教授森日出男
東北公済病院看護部長斉田トキ子

（教育講演）

大阪大学医学部附属病院看護部長砂田美津子

(1)臨床検査の展望

順天堂大学助教授林康之

○臨床検査部門と他部門との連携
座長順天堂大学教授小酒井望

(2)ＰＰＣと看護体制
筑波大学教授紀伊國献三

昭和大附属病院中央検査部技師長
平沢政人

(3)薬物投与と臨床検査
秋田大学教授上杉四郎

(1)病院長の立場

新千里病院長吉岡観八

(4)医療における栄養部門の展望

(2)医局の立場

一給食管理，栄養指導，地域活動－
昭和大学附属病院長清水盈行

三井記念病院健康管理科部長清瀬闇
(3)看護部の立場

（シンポジウム）

東京警察病院総婦長嶋崎佐智子

○基準看護をめぐって

座長厚生省病院管理研究所長橋本寿三男
全国社会保険協会連合会病院部看護室長
兼田喜代子
(1)病院長の立場

(4)検査部の立場

盛岡赤十字病院中央検査部技師長宇夫方貞夫
秋田赤十字病院中央検査部技師長根本一蔵
（公開討論）

市立秋田総合病院長前多豊吉
(2)看護部の立場

○医療における連携と調和
一開業医と病院の連携一

神奈川県衛生看護専門学校附属病院看護部長

座長ＮＨＫ科学産業番組班チーフディレクター

松沢孝子
秋田県立脳血管研究センター総婦長久保静江
筑波大学病院看護部長赤岡茂子
(3)事務長（経営）の立場
６７４

行天良雄

(1)開業医の立場

秋田県医師会長能登彰夫
(2)病院の立場

８学会
河野
吉川

新潟県立吉田病院長

中畠

稔暉健

北品川総合病院長

大分市医師会立アルメイダ病院長

秋田魁新報社編集局長鷲尾三郎
(4)学識者の立場
東北大学名誉教授・秋田労災病院長島内武文

(3)市民の立場

第30回（第６回）（昭和55年）
（特別講演）

（シンポジウム）

○がんの免疫療法の現状と展望

○病院医療の現状とその未来像

大阪大学学長山村雄一
○国際化時代の高等教育

座長佐久総合病院長若月俊一
(1)公的病院の立場から

国連大学特別顧問・朝日新聞客員論説委員
永井道雄
○東西医学の接点

近畿大学東洋医学研究所有地滋
（教育講演）

(1)ＣＴの放射線診断における役割
東京大学助教授竹中栄一

(2)院内感染における諸問題
順天堂大学講師松田静治

(3)栄養所要量の改定と病院給食の将来像
東邦大学教授阿部達夫

(4)医療人の持つべき倫理概念
日本看護協会長大森文子

全国自治体病院協議会長諸橋芳夫
(2)国民医療の立場から

医事評論家川上武

(3)私的病院の立場から

高山整形外科病院長高山螢
(4)経営面から見て

厚生省病院管理研究所経営管理部長石原信吾
○救急医療の問題点とビジョン

座長国立熱海病院長渡辺茂夫
(1)救急医療の行政面から見た現状

厚生省医務局指導助成課長小沢壮六

(2)地域救急医療体制に関する問題点

富山市医師会長広瀬友二
(3)救命救急センターから見た現状と問題点
名古屋抜済会病院長太田元次
(4)救急医療の教育と研究へのアプローチ
日本医科大学教授西邑信男

(5)救急専門医等の問題から見た将来の構想と問題点
東京女子医科大学教授織細秀夫
(6)名古屋市における第二次救急体制と問題点
岡山病院長岡山義雄

(7)救急医療のシステム化についての考察
前日本病院会会長左奈田幸夫
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４学会30年の考察

以上今日までの学会を大まかに分けてみると
４期位になる。

第１期：昭和26年～30年すなわち第１～５回

日赤・慈大・順大などに病院争議も頻発し，厚

生省に病院経営管理改善懇談会が設置され，人
事院は昭和40年にいわゆる２－８勧告を出して
病院を苦しめた。

病院学会は第６回にはじめて地方に進出し，

学会の時期は橋本寛敏前会長が「同志的結合

演題も増加したため第７回よりは会期を２～３

期」とよ'宝れ（日本病院学会15年の歩み，病院

日に延長し,昭和31年に米国病院協会長Ｅｄｗｉｎ

24巻11号Ｐ79)，島内武文氏の「導入期昭和２６

ＬＣｒｏｓｂｙ氏がＷＨＯ顧問として病院管理指導

～30年」の後半に相当する（病院管理学の回顧

のため来日したのを始め，ＩＨＦ・ＷＨＯ・国

と展望，病院管理13巻４号Ｐ５）。すでに昭和

際看護会議などに出席した橋本・神崎・小野田

24年には厚生省病院管理研修所が発足し，同年

・林塩氏等が第７，１２回学会に世界の状勢を報

学術書院（後の医学書院）より「病院」誌が刊

告した。その影響で病院の公衆衛生活動に関す

行されており，この期の学会は演題は20を越え

る業績が発表され，第８，１０回学会にはその共

ないながら新進気鋭の熱意に満ちており，橋本

同研究やシンポジウムが現れ，すでに昭和29年

・東・長岐・菊地・神崎・武藤・原・片山等諸

･来東一や聖路加で開始され第６回学会で発表さ

病院長の先覚者を始め，昭和25～26年に米国の

れていた人間ドックが世界の注目をうけ，後の

病院管理を視察ないし留学してきた守屋・吉田

人間ドック学会発展の基礎となった。病院病床

・島内等の諸氏が追加発言を盛んに行い，まこ

の増加は三交代制と相まって看護婦不足を招来

とに橋本前会長の「楽しい学会」をなして，オ

して，看護業務の在り方・看護量測定・ＰＰＣ

ープンスタッフ制・看護婦のあり方などから病

・チームナーシングなどが問題とされ，人事院

院サービスの中央化などが討議され，在米14年

勧告は夜勤に関する論議を次期に持ち越すこと

の金子敏輔氏も毎回米国事'肩を紹介した。

となる。当時学会内容が公的大病院関係に偏し

第Ⅱ期：昭和31年～40年すなわち第６～15回

ていたことから第９回学会では中小病院を取り

学会は実践推進期である。この間には昭和28年

上げ，また日本医師会との間には中央社会保険

の東北大に次いで日大・順大・慶大に病院管理

医療協議会委員推薦についてあるいは診療報酬

学講座の開講が相次ぎ，昭和38年には日本病院

甲乙表をめぐるあつれきがあり，昭和37年には

管理学会が発足するなど，病院管理学がその存

全日本病院協会の発足に至った。

在を主張し，本学会にも率先寄与した時期であ

第Ⅲ期：昭和41～50年即ち第16～25回学会の

る。時あたかも神武・岩戸景気といわれ，昭和

時期は福祉増進期であり，昭和44～48年には難

36年には国民皆保険となり，翌年には所得倍増

病や老人の医療無料化が進められ，脱工業化的

計画が出され，３９年には東京オリンピックや新

傾向に沿って教育や医療・福祉への社会的要請

幹線開業があり，従ってまた病院の新増設が盛

が高まった。学会においても第１５，１８，２６回で

んであった。しかしそれだけに昭和35年前後に

は病院への注文のテーマが取上げられ，昭和４１

は安保騒動・全学連デモをはじめ国立・労災．

年ごろには医師不足が問題となり，医大の新設
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が45年秋田・川崎・北里・杏林，４６年聖マリア

題が取上げられた。４７～52年には交通ゼネスト

ンナ・帝京各大学と相次ぎ，従って病院管理の

・官民ストが頻発し，続いて行政改革の波が加

講座も杏林・琉球・兵庫・東邦・東医・聖マリ

わってきた。総じて医療も社会の要請にもっと

アンナ．川崎などの諸大学に開講した。昭和４７

耳を傾け，社会の理解を求める必要があり，す

年には米国病院管理者協会ＡＣＨＡのセミナー

でに昭和39年第14回学会では「都民のための病

が東京で開催され，本学会への演題も倍増して

院展」を併設し，昭和46年第２１回名古屋での第

壁発表や紙上発表を要したこともあり，シンポ

１回ホスピタルショウ以後モダンホスピタルシ

ジウムやパネル討論も各回５～６題にも増加し

ョウとして毎回数万もの民衆に病院を紹介し，

た。反面昭和43年前後には学園紛争や夜勤スト

第２４，２５，２９回には公開討論会にて学会外にも

も頻発，４７年には看護婦不足で病院事務長の自

働きかけてきた。医の倫理に関する社会の問い

殺や病棟閉鎖があって，厚生省には看護制度改

かけに対しても第２６，３０，３２回学会において，

善検討会がおかれて，やがて48～49年のオイル

また地域医療・救急についても第２７，２８，３０回

ショックで急速に景気が冷却した。なおこの期

において問題としてきた。

は電算機の病院管理への応用が試みられて関係
演題が逐次増加した。第20回学会では，それま
での学会演題が「病院学」としてまとめられて
協会から発刊された。

５本学会の機能

学会一般として，これに参加し，また進んで
発言し，相互に交流することで，知識を交換

第Ⅳ期：昭和51年～現在即ち第２6回以後で対

し，批判ないし承認を得，同志と知り合い，志

社会反省期にあたり，また新生日本病院会学会

気をたかめ，学術に貢献し，論文を完成するこ

期に相当する。昭和49年に日本病院協会は全日

とは当然として，病院学会としてはとくに戦後

本病院協会と合同して日本病院会となり，昭和

新たに病院学をわが国に発展させ，‘情報を提供

50年第25回学会は第１回日本病院会学会となっ

して啓もうし，広く病院人に研究的態度・科学

て新風を加えた。昭和52年には第20回国際病院

的思考・合理的手法・学会発表討論のやり方な

学会が東京で開催され，このころから関係者の

どを勉強させ，他施設・他職種についての理解

努力で日本医師会とも融和の気運が加わり，第

を深めさせ，地方における啓発・普及と外国と

４回（旧第28回）学会には日医の祝辞が再開

の交流を促した。ことに病院は戦後画期的な発

し，第５回学会では武見会長の特別講演を迎え

展をとげ，組織は複雑化し，医療費・人件費も

た。この期ともなると学会の演題も一層増加し

高騰して，病院学会に期待されるものが多く，

て200題を越えることもあって会場は２～４会

専門化の著しい看護婦やパラメディカル職種の

場を要するようになった。

教育養成・地位役割の適正化，病院サービスの

このころはオイルショック後の反省期であ

中央化・外注化などの合理化，また進歩の著し

り，第２４，２５，２７，３０，３１，３２回の本学会では

い医学に関して老齢化や安楽死などの倫理問題

日本の医療や病院の将来についての講演や討論

など枚挙にいとまなく，ことに学会においては

が相次ぎ，第28回学会では差し迫った高齢化問

関係異職種間，地位の上下を忘れて相互にきた
６７７
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んのない意見の交換が可能で，各職員が自主的

加をはかり，あるいは地元の病院からの発表を

に仕事を改善し協力することを可能にした。な

促進しながら，やがては演題が多すぎたため急

お本学会に関連して発展した学会に，日本人間

きょ地元発表を中止させるなど苦心し，また最

ドック学会，日本診療録管理学会，日本病院設

近は演題が多すぎて会期や会場を多くしたり，

備学会，日本病院管理学会などがある。
６本学会の特徴

壁発表・紙上発表も余儀なくされ，追加討論も

制限されてきた。

第６回以後ほぼ隔年に地方で開催されたが，

本学会はその内容を一べつしてもわかるよう

それぞれ地方では地元の名誉にかけて派閥を越

に診療・看護・給食・家政・営繕・動力・建築

えて協力する結果，病院管理に関する啓もうと

設備等の現場はもとより，組織・計画・医事・

なり，会員の増強をはかるばかりでなく，学会

人事・経理・物品管理から広く診療圏・公衆衛

懇親会（病院人の集い）などもあって，相互の

生活動・医療の歴史・医の倫理など，まことに

親ぼ<と協力を促した。また参加できなかった

多面的であり広範囲である。従ってこれに関与

者も学会誌や抄録誌により内容をうかがい知る

する人々も病院管理者・開設者・医師・看護婦

ことができた。

薬剤師を始め医療関係技術員・事務員などから

学会の内容は病院に関するあらゆる問題に関

院外の医療行政官・社会学者・建築学者などを

連し，初期には啓もう的な翻訳や紹介が多く，

もうらし，臨床の老大家の白髪のかたわらに看

また単なる実情や統計や方法論などであった

護婦諸嬢の洋髪が並ぶという学会風景も珍らし

が，やがて病院の近代化が進んで，日々の管理

い。内容も高度に専門的な発表もあるが，多く

上の問題の研究が増加した。本来実用的な'性格

は現場における日々の実務に関連した報告が

の発表であり，発表者も学会!慣れしていない者

あって参会者をあきさせない。どの演題も身近

もあって，本格的な文献的検索や科学的考案を

かな理解しやすい内容なので席を立つ者も少な

欠くものが少なくないので毎回同様の発表もあ

く，遅く行くに席がないこともしばしばである。

って積み上げに乏しい。昭和38年に日本病院管

本来病院管理に関する研究を目的とするとこ

理学会が発足して，理論的学術的なものを受け

ろから,関係のある職種も多種多様である｡従っ

取ったため，本学会は一層実務的な演題を主と

て学会への参加者も限定せず，固有の学会員が

してきた。初期には学会発表に慣れないため，

ないために，演題募集・会告などは協会誌のほ

表やスライドが不適当なものや，持時間を超過

かには医学書院の｢病院｣誌や医学界新聞などに

するものなどがあったが,最近は少なくなった。

よることとなり，また学会開催費用も初期には

演題の具体的内容も本来の病院管理に関する

手弁当や薬品・雑誌，後には医療機材や病院設

ものが主であるが，公衆衛生畑の研究者や医療

備・事務機械などの展示料などに依存し，当日

行政官の参加も増加し，地域医療などの社会的

会費や－部のみに出席する者のための１日会費

要請もあって，医療一般のものから保健にまで

などが工夫された。初期には演題の確保が学会

範囲が広がってきた。これは米国でも初期の病

長の心配の種であって，人数の多い看護婦の参

院管理の教室が保健管理をも加えてきたのに対
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応している。
いずれにしても本学会が病院管理学の発展に

事務所に届出るものとする。
１.氏名２.生年月日３.現住所（電話）

貢献し，戦後のわが国の医療ことに病院の目ざ

４.勤務施設及びその住所（電話）５.職名

ましい改善に資したことは明らかであり，こと

６.最終の学歴７.推薦者

に病院を中心としたあらゆる職種，あらゆる学

第６条この学会に左の役員を置く。

者・役人を受け容れ,共に語り,共に学んで，ひ

１．学会長１名

たすら良い病院の実現に努力し，ひいては病院

２．幹事３名

団体をはじめ関係諸団体の交流親和に尽くし，

３．評議員若干名

また社会一般の医療ことに病院医療に対する理

第７条学会長は学会会員中から選出せられた

解と協力を得ることに役立っており，今後はわ

評議員の互選によりこれを決定し且つ総会の

が国の医療のあり方にも不偏不党の立場での指

承認を得るものとする。

導的な役割を期待されることと考えられる。
７学会規定・会則・評議員

昭和26年６月学会創立にあたって制定された
病院学会規定はつぎのとおりである。

社団法人日本病院協会病院学会規定
第１条この学会は社団法人日本病院協会病院
学会（略称日本病院学会）という。
第２条この学会は病院管理に関する学術的調

査研究により病院の発展向上を期し併せて会
員の親睦並に連絡を図ることを目的とする。

第３条この学会は前条の目的を達成するため
に左の事項を行なう。

幹事は会長の指名による。
第８条学会長はこの学会を代表しその事業を
統轄する。

幹事はこの学会の会務を処理する。

評議員はこの学会の運営に関し学会長に意
見を述べ必要事項の審議を行なう。
第９条学会長及び幹事の任期は１年とし総会
より次の総会までとする。但し幹事は重任を
妨げない。

第10条総会は毎年１回社団法人日本病院協会
の総会と同じ時期に同じ地方で開く。

第11条この学会は第４条第２項の会員から会

費を徴集することができる。

１．病院に関する会員の研究発表

この学会の経費は独立会計とする。但し社

２．病院に関する学術的特別講演

団法人日本病院協会の監事の監査を受くるも

３．其の他目的達成に必要な事項

のとする。

第４条この学会は社団法人日本病院協会の会
員を以て組織する。

第12条この学会は学会地方支部会を設けるこ
とができる。

別項の外病院に関係ある職務に従事するも

第13条この規定の改正変更は学会の評議員会

のの中この学会の趣旨に賛同するものであっ

及びその総会の議を経て社団法人日本病院協

て社団法人日本病院協会の会員の推薦するも

会の代議員が決定する。

のはこの学会の会員となることができる。

第５条この学会の会員となるには左の事項を

第14条この規定は昭和26年６月25日より施行
する。
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評議員若干名

日本病院協会創立とともに制定された日本病

院協会病院学会規定はこの学会の評議員会と総

監事２名

会の議を経て日本病院協会の代議員会の議決に

幹事長

より，日本病院学会会則として，評議員選出の

幹事若干名

規定，評議員の構成について新しく定め，昭和

第10条会長は，会務を総理する

32年７月10日よりこれを実施した。
新会則は次のとおりである。
日本病院学会会則

第１条本会は，日本病院学会と称する

第２条本会の事務所を(日本病院協会事務所）

２．会長は評議員中より評議員が選出する

３．会長の任期は学会終了時より次回学会終
了時までとする

第11条評議員は，評議員会を構成し，会の運
営の方針，次期会長の選任を議決する

２．評議員は，昭和32年７月９日日本病院協

に置く

第３条本会は，日本病院協会の事業として，

会理事会で認定されたるものをもって当

病院の経営管理に関する調査研究を行い，日

て，爾後必要により評議員会の議決により

本の病院の改善進歩に貢献することを目的と

会員中より選任され，解任される

但し，評議員会の過半数は，日本病院協

する

第４条本会は，本会の目的を遂行するため
に，左の事業を行う

１．病院の経営管理に関する調査研究

２．病院の経営管理に関する調査研究発表

会,講演会,展示会の開催並に印刷物の刊行
３．会員の親睦に関する行事
４．その他本会の目的達成に必要なる事業
第５条本会の目的に賛同し，本会の規約を守

会の会員又は会員の管理する施設の職員で
なければならない

第12条評議員会は，日本病院協会会長，本会
会長，全評議員をもって構成する

２．評議員会は，会長がこれを召集する

３．評議員会の議長は，評議員の互選により
選出する

第13条監事は，本会の経理を監査し，その結

ることを条件として別に定める手続を経て入

果を評議員会に報告する

会を申込みたるものを以て会員とする

２．監事は，日本病院協会の監事がこれに当

第６条会員は，本会の事業の推進に協力する
ものとする

第７条会員は，総会に出席し，本会の運営に

関して意見を述べることができる

第８条会員は，本会の開催する会合に出席す
るときは，必要に応じその都度参加費を負担
しなければならない

第９条本会に左の役員を置く
会長
6８０

る

第14条幹事長は，評議員会により，評議員中
より選任され本会会長が任命し，会長の命に
従って会の事務を総括する。任期は会長の任
期に同じ，但し重任を妨げず

２．幹事は，会長が任命し本会の事務に従う
第15条年１回会員の総会を開く
２．総会は会長が召集する

３．会長は,総会において,会の運営につき報

８学会

告し，会員の意見をきかなければならない

2．

第16条本会の運営に必要な経費は，左の収入

日病会員施設職員
国立東京第一病院管理部長守屋博

により賄う

公立学校共済組合九州中央病院副院長

１．会員拠金（参加費等）

赤星一郎

２．日本病院協会助成金

新潟県立十日町病院事務長

尾口平吉

３．その他事業による収入金及び寄付金

聖路加国際病院医長

滝野賢一

同事務長

落合勝一郎

第17条本会の会則は，評議員会の議決により
変更することができる

3．

その他

厚生省国立病院課長

軽部弥生_

日より実施する

同国立療養所課長

尾崎嘉篤

この会則の規定により昭和32年７月評議員の

日本赤十字社衛生部長

大島宗二

指名をうけたものは次の39名である。

新潟県病院局次長

木村英雄

1．日本病院協会会員

東北大学病院管理学教室

島内武文

日本大学病院管理学教室

永沢滋

神戸医科大学

金子敏輔

東京大学工学部建築学教室

吉武泰水

聖路加国際病院長橋本寛敏

厚生省官房参事官

橋本寿三男

同副会長
武蔵野赤十字病院長神崎三益

同看護参事官

金子光

病院管理研修所

古田幸雄

同

原素行

同

小西宏

同

今村栄一

第18条日本病院学会会則は，昭和32年７月１０

関東

国立東京第一病院長
厚生省病院管理研修所長
栗山重信

日本病院協会会長

医療法人片山病院長
片山弘
北海道

江別市立病院長佐川誠一

東北

山形県立山形病院長棚橋三郎

同

小川健比子

仙台市立病院長一見赴夫

同

石原信吾

東海

国立名古屋病院長伊藤吉孝

同

岩佐潔

近畿

国立大阪病院長佐谷有吉

日本病院学会会則は，昭和3２
日本病院学会会則は，昭和32年改訂のものに

国立京都病院長萩原義雄

対し昭和52年５月多少の改訂を加え，５３年，５５

済生会中津病院長間島良二

年と小改訂を行っている。昭和55年６月６日よ

中国

国立岡山病院長日下連

り実施のものは次のとおりである。

四国

高松市三宅病院長三宅徳三郎

信越

新潟県立新潟病院長小穴聰

山陰

松江赤十字病院長武藤多作

九州

九州厚生年金病院長東陽一
済生会福岡病院長田代英太郎

日本病院学会会則

（名称）

第１条本会は，日本病院学会と称する。
（事務所）

第２条本会の事務所を（日本病院会事務所）
６８１

￣＿

￣

８学会

に置く。

（目的）

第３条本会は，日本病院会の事業として，病

院の経営管理に関する調査研究を行い，日本
の病院の改善進歩に貢献することを目的とす

第10条学会長は，会務を総理する。

２．学会長は評議員中より評議員が選出す
る。

３．学会長の任期は学会終了時より次回学会
終了時までとする。

第11条名誉評議員は日本病院会会長または日

る。

（事業）

第４条本会は，本会の目的を遂行するため

本病院学会会長を歴任したものとする。
２．名誉評議員は会の運営の方針につき学会

に，次の事業を行う。

長に助言を与え，また学会長の諮問に応え

Ｌ病院の経営管理に関する調査研究

る。

２．病院の経営管理に関する調査研究発表，

講演会，展示会の開催並びに印刷物の刊行
３．会員の親睦に関する行事
４その他本会の目的達成に必要なる事業

（会員）

第12条評議員は，評議員会を構成し，会の運
営の方針，次期学会長の選任を議決する。
２．評議員は，日本病院会常任理事会におい
て推薦したる者の中より，評議員会の議決
により選任される。

第５条本会の会員は，日本病院会の会員およ

３．本会に特別評議員をおく。特別評議員は

び本会の目的に賛同し，本会の規約を守るこ

学会長において任命し，任期は１か年とす

とを条件として別に定める手続を経て入会を

る。

申込みたるものをもって会員とする。
第６条会員は，本会の事業の推進に協力する
ものとする。

第７条会員は，総会に出席し，本会の運営に
関して意見を述べることができる。

第８条会員は，本会の開催する会合に出席す
るときは，必要に応じその都度参加費を負担
しなければならない。

（役員）
第９条本会に次の役員を置く。

学会長１名

院学会会長，名誉評議員および評議員をもっ
て構成する。
２．評議員会は，学会長がこれを召集する。

３．評議員会の議長は，評議員の互選により
選出する。

第14条監事は，本会の経理を監査し，その結
果を評議員会に報告する。

２．監事は，評議員会において会員中より選
出する。

第15条幹事長は，学会長が任命し，学会長の

名誉評議員若干名

命に従って会の事務を総括する。

評議員若干名

任期は学会長の任期に同じ

監事２名
幹事長１名

幹事若干名
６８２

第13条評議員会は，日本病院会会長，日本病

２．幹事は，学会長が任命し本会の事務に従
う。

（総会）

８学会

第16条年１回会員の総会を開く。

２．総会は学会長が召集する。

３．学会長は，総会において，会の運営につ
き報告し，会員の意見をきかなければなら

牧野永城

聖路加国際病院外科医長

高橋政頑

杏林大学医学部教授

河野稔

北品川総合病院院長

大井実

東京厚生年金病院名誉院長

三宅浩之

関東逓信病院室長

ない。

諸橋芳夫

国保旭中央病院院長

（財政）

牧田中

牧田総合病院院長

第17条本会の運営に必要な経費は，次の収入
により賄う。

１．会員拠金（参加費等）

高山螢

高山整形外科病院院長

大久保正一

日本大学総合化学研究所教授

吉田幸雄

聖マリアンナ医科大学病院顧問

小野康平

足利赤十字病院院長

２．日本病院会助成金

野村秋守

野村病院院長

３．その他事業による収入金および寄付金

日野原重明

聖路加看護大学学長

内田卿子

聖路加国際病院総婦長

（会則の変更）

第18条本会の会則は，評議員会の議決により
変更することができる。
（会則の発効）

第19条本会則は，昭和55年６月６日より実施
する。

評議員

評議員は昭和32年以降漸増し，昭和55年度現

笠木茂伸

北品川総合病院常務理事

堀内光

東京都済生会中央病院院長

渡邊進

成田赤十字病院院長

大野松次

京浜総合病院理事長

美甘義夫

関東中央病院顧問

樫田良精

関東中央病院院長

菅原虎彦

聖路加国際病院院長

澤崎博次

関東逓信病院院長

戸塚情

関東逓信病院副院長

在の評議員はつぎのとおりである。

加瀬正夫

関東逓信病院副院長

1．名誉評議員

平野一彌

港北耳鼻咽喉科病院院長

（関東）

神崎三益武蔵野赤十字病院名誉院長

太田清一

大田総合病院理事長

小野肇

神奈川県衛生看護専門学校附属病院

熊田正春

日吉病院院長

院長

（中部）

東陽一中伊豆リハビリセンター顧問

中西真吉社会保険中京病院名誉院長

2．評議員

１）日本病院会会員及同施設職員

士屋章

淵野辺病院院長

篠崎功

篠崎病院院長

内海栄一郎

総合新川橋病院院長

松島善視

松島病院院長

（関東）

大内正夫

済生会神奈川県病院院長

内藤比天夫茨城県立中央病院名誉院長

一条勝夫

自治医科大学病院管理学教授

小野田敏郎佼成病院院長

川北祐幸

順天堂大学医学部附属11項天堂医院
副院長

中島克三関東中央病院顧問
倉田

中村

今村栄一神奈川県衛生看護専門学校附属病院

小野

顧問

尾崎

一智二輔
正丞恭

藤岡萬雄共済病院院長
守屋博順天堂大学医学部客員教授

慶応義塾大学医学部病院管理学教授

東京医科大学病院管理学教授
東邦大学医学部病院管理学講師
東海大学医学部病院管理学教授
６８３

８学会

額田薬東邦大学医学部非常勤講師
東邦大学医学部非常勤講師

小山三郎大阪赤十字病院名誉院長

北里大学教授
井上昌彦北里大学教授

福田耕作吹田市民病院院長

小西宏神奈川県立こども医療センター所
神奈川県立こども医療センター所長

有澤源蔵有澤総合病院院長

（北海道）

大道学大道病院院長

水上勝太郎旭川赤十字病院院長

加納繁美加納病院院長

上泉隆手稲ルカ病院院長

岸口繁府中病院院長

（奥羽）

中野博光中野小児病院院長

大谷博信雄勝中央病院名誉院長

浜光治浜病院院長

長谷川功山形県立中央病院院長

（中国）

竹本吉夫秋田赤十字病院院長

西村静一下関厚生病院院長

前多豊吉市立秋田総合病院院長

六車清茂岡山紀念病院院長

沓沢尚之秋田県立脳血管研究センター院長

大和人士岡山済生会総合病院院長

金子保彦岩手県立中央病院院長

石倉’滉松江赤十字病院院長

太田辰雄太田綜合病院理事長

岡田泰二岡田病院院長

大原嘗一郎大原綜合病院理事長

川崎祐宣川崎医科大学病院理事長

島内武文秋田労災病院院長

柴田進川崎医科大学病院院長

(中部）

(四国）

三島博信中伊豆リハビリセンター院長

小神公一高松赤十字病院院長

阿久津’慎名鉄病院院長

土屋定敏松山赤十字病院院長

中畠健新潟県立吉田病院院長

中西恒心松山市民病院名誉院長

小口源一郎昭和伊南総合病院院長

(九州）

細川一郎静岡赤十字病院院長

杉岡直登九州厚生年金病院名誉院長

藤掛敏藤掛第一病院院長

井手一郎聖マリア病院理事長

岡山義雄岡山病院院長

鶴丸広長佐賀県立病院好生館院長

佐を木重夫トヨタ病院名誉院長

徳岡三郎大分県立病院院長

島津寿秀甲州中央温泉病院院長

上高原勝美鹿児島市立病院院長

三宅史郎国立甲府病院院長

鍬塚登喜郎福岡赤十字病院院長

多賀一郎富山県立中央病院名誉院長

菱山博文福岡城南病院院長

村田勇富山県立中央病院院長

士屋呂武済生会福岡総合病院院長

森日出男名古屋保健衛生大学病院副院長
伊藤吉孝国立名古屋病院名誉院長

２）その他

小沢壮六厚生省医務局指導助成課課長

山本直輝岐阜県立岐阜病院院長

七野護厚生省医務局国立病院課課長

(近畿）

染谷四郎国立公衆衛生院院長

豊島正忠大阪府済生会中津病院院長

寺松尚厚生省国立療養所課長

字山理雄京都第二赤十字病院院長

笠原健一郎新潟県病院局局長

武田義章大阪厚生年金病院名誉院長

吉武泰水九州芸術工科大学学長

内藤景岳総合病院南大阪病院院長

佐分利輝彦病院管理研究所所長

遠山豪遠山病院院長

原素行日本病院設,備協会名誉会員

吉岡観八新千里病院院長

石原信吾病院管理研究所経営管理部長

小原知次郎小原病院院長

石丸健雄病院管理研究所建築設備部長

河崎茂水間病院院長

紀伊國献三筑波大学教授

６８４

８学会

前田信雄公衆衛生院行政学部社会保障室室長
伊藤誠千葉大学工学部教授

室賀不二男早稲田速記学校教授
井上宇市日本病院設備協会会長

連合会と契約を結んで短期人間ドックが開始さ
れた。

このとき，日本病院協会の指定をうけてこの

落合勝一郎聖路加サービスセンター専務理事

事業に参加した病院は東京で７病院，大阪で４

浦良一明治大学工学部教授

病院，京都で１病院の12病院であった。

笹島吉平函館市衛生部部長兼保健所長
津田豊和病院管理研究所医療管理部長
藤咲暹東北大学病院管理学教授
梅津正煕兵庫医科大学病院管理学教授

同年７月，この事業の発展のために，すでに
人間ドックを開始した12病院，とくに開始のた

めの試験的実施に加わった３病院の実績を発表

榊田博広島文教女子大学教授

することが人間ドックの学問のためにも必要で

尾口平吉全国自治体病院協議会常務理事

あるとの議がおこり，昭和34年７月18日聖路加

青山松次鳥海病院院長

国際病院の小講堂に17名の人間ドック担当医，

長浜文雄国立札幌病院院長

高橋金次郎横浜南共済病院院長
三宅博九州大学医学部名誉教授
樋口謙太郎九州大学医学部名誉教授

3．特別評議員

健保連関係者が集って研究発表をおこなった。
このとき大阪・京都よりそれぞれ１名ずつ参加
し９題の発表がなされた。

この研究会がのちの人間ドック学会へと発展
していくのである。

（富山）

越山健二上市厚生病院院長
木越晴夫高岡市民病院院長
石田礼二市立富山市民病院院長

酒井義昭富山赤十字病院院長

２２０余年の経緯

第２回研究会は翌昭和35年８月14日全国町村

林喜久男富山県済生会富山病院院長

会館において行なわれた。このとき，ドック実

林修厚生連高岡病院院長

施病院は120病院，研究会には100名のドック担

西能正一郎西能病院院長

野村幸男野村病院院長
（石川）

当医が参加をし，１６題の発表がなされた。

人間ドック講習会は前日８月13日，聖路加国

能登佐石川県立中央病院院長

際病院を会場にして行なわれていた。

道下忠蔵石川県立高松病院院長

昭和36年よりは同一会場において，

神野正一恵寿病院院長

第１日にセミナーを，引きつづいて第２日に

（福井）

大月五福井県立病院院長
長田文男福井赤十字病院院長

一般研究発表を行う方式をとった。その後，研
究会と全く－体として，特別講演として取扱
い,昭和42年よりセミナーと研究会を統合して，

人間ドック学会
人間ドック研究会のはじまり

昭和34年５月，日本病院協会が健康保険組合

正式に「短期人間ドック研究会」と名称を一本
にしぼった。昭和43年より２日ドックが全国的

に普及一般化し，人間ドックというと２日ドッ
クをさすことから，短期の文字を廃し，「人間
ドック研究会」と改称された。
６８５

８学会

なお，研究会の開催地ははじめ３回までは東

京，あとは京都，名古屋，昭和39年以降は東京

（役員）

第６条本会に次の役員を置く

と地方と隔年交替で開催することになった。昭

学会長１名

和45年より「人間ドック学会」と改称，４７年，

幹事長１名

第13回の総会で正式に人間ドック学会会則が定

評議員若干名

められた。

監事２名

その会則はつぎのとおりである。
人間ドック学会会則

（名称）

第１条本会は人間ドック学会と称する。
（事務所）

第２条本会の事務所を東京都千代田区二番町
２番地，番町共済会館内，社団法人日本病院
協会（事務局）に置く。
（目的）
第３条本会は，人間ドックの向上発展とその
使命遂行を図ることを目的とする。
（事業）
第４条本会は，人間ドック運営のための臨床

（学会長）

第７条学会長は，この会を代表し，会務を総
理する。

１．学会長は，指定病院長中より評議員が選
出する。

２．学会長の任期は，総会終了時より次回学
会終了時までとする。
（幹事長）

第８条幹事長は，会長これを任命し，会長の
命に従って会の事務を総括する。

幹事長の任期は,会長の任期と同一とする。
（評議員）

第９条評議員は，評議員会を構成し，会の運

予防医学委員会と表裏一体となり，本会の目

営方針，次期会長の選任を議決する。

的を遂行するために，次の事業を行う。

１．評議員は，指定病院の人間ドック担当責

１．人間ドック学会開催

任者の中より評議員会の過半数の議決をも

２．人間ドックに関する調査，統計，展示会

って推薦し，又解任する。

の開催
３その他，本会の目的達成に必要なる事業

（会員）

第５条会員は，日本病院協会会員とする。
１．会員は，本会の開催する会合に出席する

ときは，必要に応じその都度参加費を負担
しなければならない。

２．会員は，本会の事業の推進に協力するも
のとする。

３．会員は，総会に出席し，本会の運営に関
し意見を述べることが出来る。
6８６

２．評議員会は，日本病院協会長，人間ドッ

ク学会長，評議員をもって構成する。
３．評議員会は，学会長がこれを召集する。
４．評議員会の議長は，評議員の互選により
選出する。

（監事）

第10条監事は，日本病院協会の監事がこれに
当る。
監事は，本会の経理を監査し，その結果を
評議員会に報告する。
（総会）

８学会

第11条年１回，会員の総会を開催する。

院会と改まったほか，評議員の２項が次のよう

１総会は学会長が召集する。

に改訂された。

２．学会長は，総会において，会の運営につ

2．評議員会は，（社）日本病院会会長，人間

き報告し，会員の意見をきかなければなら

ドック学会会長，臨床予防医学委員会委員

ない。

長，評議員をもって構成する。

（経理）

さらに昭和50年８月22日評議員の１項が次の

第12条本会の運営に必要な経費は次の収入に
より賄う。

ように改められた。

Ｌ評議員は，指定病院の人間ドック担当責任

１．参加会費

者および人間ドックに関心ある学識経験者の

２．寄付金等

中より評議員会の過半数の議決をもって推薦

（会則の変更）

し，また解任する。

第13条本会の会則は，評議員会の議決により

セミナー，研究会，学会の記録はその都度，
日病誌に掲載されてきている。その成績はその

変更することが出来る。

後のドックに生かされ，人間ドックの今日の隆

この議決は出席者の過半数による。
（会則の実施）

盛の因となっている。

第14条この会則は，昭和47年８月26日より実

また，学問的にも貴重な研究発表が多く，い
わゆる「人間ドック学」ともいうべきジャンル

施する。

附則創立時における評議員は，会則実施当日
在任の日本病院協会臨床予防医学委員会を

を開発，我が国のみならず，世界的にも高く評
価されている。

会期，主催会長，開催地，(よ次のとおりであ

もってこれにあてる。

協会の合同により，昭和49年10月18日会則の

る。

一部が変更され，日本病院協会の部分が日本病
Ｊ

属名

主催者
学会長

く

会場（開催地）

聖路加国際病院長

聖路加国際病院

同

日本病院協会会長

全国町村会館

都道府県会館

同

古玉大郎

京都第二赤十字院長

京都第二赤十字病院

阿久津’直

名鉄病院長

名古屋興和新薬講堂

橋本寛敏

日本病院協会長

社会文化会館

佐藤元一郎

諏訪赤十字病院長

諏訪市民センター

小野田敏郎

佼成病院長

佼成病院

小山三郎

大阪赤十字病院長

大阪科学技術センター

橋本寛敏

日本病院協会長

マツダ八重洲ピル

古

９９１
２

２

｛一一

同

京京京都屋京訪京阪京

橋本寛敏

東東東京名東諏東大東

２２２

●●●●●●●●●●
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２１３

人間ドック研究会
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ミナー及研究会
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短期人間ドック発
表会
短期人間ドック研
究会

会期
昭和年月日

所職

回数’名称

６８７

８学会

Ｊ

属名

く

会場（開催地）

牧田中

牧田総合病院長

青山会館

佐藤三郎

青森県立中央病院長

朝日生命青森支社

大鈴弘文

東京警察病院長

東医健保会館

阿久津’眞

名鉄病院長

名古屋市工業研究所

堀内光

済生会中央病院長

私学会館

木村登

久留米大学教授

久留米大学医学部

丹野三男

仙台市立病院長

斎藤報恩会会館

清瀬闇

三井記念病院

第一生命ホール

小関忠尚

京都第二赤十字病院

京都府立文化芸術会館

菅原虎彦

聖路加国際病院長

銀座ガスホール

二本杉皎

大阪赤十字病院長

大阪赤十字会館

第10回人間ドック学会と改められてより以降

留

仙台市庁舎

古

仙台市立病院長

台京森京屋京米台京都京阪

松木光彦

仙東青東名東久仙東京東大

９８１６５４３１７９４２
２２２２２２２２２１２２
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人間ドック学会

主催者
学会長

会期

昭和年月日

所職

回数’名称

おりである。

の特別講演，宿題報告，シンポジウムは次のと

特別講演宿題
第10回

シンポジウム

゜眼科疾患と内科疾患の関連
東北大桐沢長徳

゜高脂症の病態検出について
東北大石戸谷豊

･内分泌性高血圧症について
東北大鳥飼龍生
・間接撮影の信頼性について

宮城県成人病センター二階堂昇
第11回

・血中脂質とその臨床的意義について
慶大五島雄一郎
・人間ドックとＭＥ特に総合検診システムを中心

｡７０年代における人間ドックの方向について
（司)聖路加橘敏也

東芝山口清二

として

・膵臓疾患のスクリーニング順大内藤聖二
第12回

゜肝疾`患の最近の動向について

岩手大海藤勇

・大腸疾患の診断について弘大松永藤雄

宿題肝機能検査としてのＩＣＧ試験
青森県立中央病院金沢鉄男
第13回

。最近の臨床検査について順大関根隆光
－特に加齢と酵素系について
。肥満について慶大松木駿

宿題老年者の正常血液像済生会高橋隆一
６８８

゜人間ドックの未来像(ＭＨＴＳ，２日，１Ｗ）
（司)佼成小野田敏郎

８学会
特別講演

第14回

宿題

シンポジウム

。大気汚染と呼吸器疾’患名保健大島正吾

｡人間ドックの検査項目の問題点

・膵疾患の診断名大青山進午
第15回

･健康と病気一正常値と異常値一

（司)牧田笹森典夫
｡人間ドックにおける呼吸機能検査の問題点

聖路加日野原重明

（司)慶大横山哲朗

･老年者の年代区分日大村地悌二

宿題ブドー糖経口負荷試験の境界型の意義
済生会田中剛二
第16回

゜人間ドックにおける運動負荷試験

°虚血性心臓病の予防と管理
久米大木村登

（司)久米大宇津典彦

・高血圧の診断九大尾前照雄

。「人間ドックとＡＭＨＴＳ」その利害得失を中
心として（受診者，医療担当者側）
（司)関中樫田良精

第18回

｡老人と整形外科的疾患

若松

･膵癌診断の現況

東北大

建部

･腎疾患最近の考え方

東北大

古山

吉明隆
英高

第17回

東北大

・精度管理の実`肩と問題点

(遅=管塁手上二二÷in藤巻,雇澆拳藪是至）

（司)三井清瀬闇

。ドック受診後の栄養指導について

。アルコール性肝硬変について
独協大

原田

・乳癌の最近の診断法埼ガン

藤森

(会)正常値と基準値三井

清瀬

尚

（特に肥満，ＤＭＨＴ,患者に対して）
（司)田中同リニ

闇

ワークショップ：ドック成績の判定基準につい
て－特に肝機能検査について（司)小関忠尚

第19回

゜前立腺の集団検診京府大渡辺三央
。臨床検査成績の管理評価とその問題点
京医短大富田仁

･検診成績の管理と利用

その現況と問題点
（司)聖路加安藤幸夫

･日本人の脳卒中の特質
大阪成人病小町喜男
第20回

･高血圧治療の動向横市大金子好広

゜ドック検診における検査項目と問題点

（血液，血清，化学，心，X-ray）

・ＨＤＬコレステロールについて

（司)大阪赤二本杉皎

養育院野間昭夫
･初老期以降の精神衛生
マリアンナ長谷川和夫
第21回

･臨床計測の評価と選択阪大阿部裕
･脳卒中とＣＴ京大亀山正邦
゜肥満臨床の新しいアプローチ

｡老齢者の健診の問題点

（循環器，ＤＭ消化器呼吸器，整形外科）
（司)京都二赤小関忠尚

神大馬場茂明

３人間ドック講習会

演題と講師はつぎのとおりである。

短期人間ドックの運営小野田敏郎

短期人間ドックの実施にあたり，実施病院の

人間ドック総論日野原重明

担当者に対し，ドックのための講習が必要と考

短期人間ドックの事務仲田良夫

えられた。

検査法術式について

橘敏也

判定とｆｏｌｌｏｗｕｐ

日野原重明

昭和34年８月22,23日の両日，はじめての講
習会が聖路加国際病院において開かれた。その

短期人間ドックの実施成績について
6８９

８学会

堀内光

短期人間ドックの看護内田卿子
富岡陽子

胃のレントゲン検査聖路加野辺地篤郎

昭和39年８月７日東京社会文化会館
心電図判定上の諸問題
聖路加日野原重明

さらに翌年８月13日，短期人間ドック研究会
にさきだつ前日に聖路加国際病院において講習

胃腸レントゲン検査の要領
癌セ市川平三郎

会が開かれた。講師と演題は１月と同じであっ
腎障碍の評価と生活指導

た。

新大木下康民

昭和35年以降の講習会は研究会と併行して同
一会場で行われその演題と講師はつぎのとおり

高血圧の判定と生活指導

金大竹内重五郎

である。

検査室から出す試験成績の評価と管理

昭和36年９月29日都道府県会館
人間ドック総論日野原重明
検査法術式橘敏也
日野原重明

判定とｆｏｌｌｏｗｕｐ

短期人間ドックの事務仲田良夫
〃

京大富田仁

昭和40年８月26日諏訪赤十字病院
肝機能検査の評価信大小田正幸
人間ドックにおけるＸ線検査

の看護富岡陽子

短期人間ドックの運営と実施成績

信大小林敏雄

軽症糖尿病の診断と指導

小野田敏郎

昭和37年９月８日京都第二赤十字病院

名大山田弘三

臨床血液学における最近の進歩

人間ドック総論日野原重明

検査法術式橘敏也

名大滝川清次
人間ドックに於ける神経学的検査

日野原重明

判定とｆｏｌｌｏｗｕｐ

短期人間ドック実施成績堀内光

名大祖父江逸郎

昭和41年９月８日佼成病院

〃

の事務仲田良夫

泌尿器科からみた健康診断尿路癌を中心に

〃

の看護内田リビI子

慈大南武

昭和38年８月22日名古屋興和新薬㈱

人間ドックにおける精神的考察

心電図判定上の諸問題

昭和病院五十嵐衡
聖路加日野原重明

検査術式聖路加橘敏也

聖路加土屋健郎

潜れた肝障害の発見と追及

糖尿病判定と指導済生会堀内光
肝機能検査法の種類と評価

慶大三辺謙
胃カメラを中心とする胃癌の早期発見

東大亀田治男高橋胱正
血清コレステロール値についての問題点

東大高橋善弥太
６９０

癌センター崎田隆夫
昭和42年９月８日

人間ドックにおける心臓機能検査

８学会

阪大鷹津正

として学会が開催されることになった。記念す

人間ドックにおける整形外科的検査とその

べき第１回日本診療録管理学会は，中谷信之大

解釈阪大恩地裕

阪逓信病院副院長が学会長となり，昭和50年５

人間ドックにおける大腸の検査法

月20日（火）富士写真フィルム東京本社大ホー

大阪市立大中塚春夫
非結核`性肺疾患京大長石忠三
昭和43年（第９回）

ルで開催された。参加者は267名であり，その
プログラムは以下の通りである。
一般演題

腎臓の医原性疾｣患慶大内科加藤映一
見誤られ易い甲状腺疾患
聖路加橘敏也

1．近畿北陸における病歴管理の現状について
福井県立病院五十嵐よしゑら

2．福岡地区病歴管理研究会のあゆみ

肺に現われる全身病

浜の町病院戸次弍子ら

東大中尾内科三上理一郎
見誤られ易い血液疾患

3．がん登録における診療録管理士の役割

宮城県立成人病センター奥野ヨシら

逓信病院日野志郎

4．医療従事者（特に医師，看護婦，診療録管

昭和44年第10回より人間ドック研究会は人間

理士，病院管理スタッフ）の診療記録に対す

ドック学会と改まり，講習会は廃止されその講

る責任について

演の内容は学会の特別講演としてひきつがれる
こととなった。

小倉記念病院三宅裕子

5．時限による入院患者の実状とその背景
住友病院勝田健夫ら

日本診療録管理学会
１創立までと第１回学会

6．当院における診療圏の分析（特に人間ドッ

ク受診者の影響について）
牧田総合病院渕澤俊行
7．病歴記載の標準化について

わが国に病歴管理の実務担当者養釧成の学校が

川崎医科大学付属川崎病院中島行正ら

ないので，その資質向上のため昭和47年７月よ

８．聖路加病院におけるTranscribing業務に

り日本病院協会によって通信教育が行なわれる

ついて聖路加国際病院菅谷和代

ようになったのは別項に述べる通りである。そ

9．当院におけるコンピュータを利用した病歴

してこの２年間の過程が終了し，昭和49年10月

管理システム大阪回生病院酒井俊一ら

19日第１回の終了式が虎の門霞山会館で行なわ

10．阪大病院における病歴管理システム

れた。この80名は10月から新発足した新しい日

大阪大学医学部福井須賀男ら

本病院会認定の診療録管理士となり，東陽一会

11．産婦人科診療録におけるパターン認識活用

長名の認定証が授与された。

この80名に米国の学校を卒業した３名を加え

て日本診療録管理士協会が結成され，その事業

と情報検索利用

東京都立母子保健院壽田鳳輔ら
12．地方病院における成人病の実態について
６９Ｚ

８学会

竹田綜合病院病歴室大堀只吉

7．入院病歴総括の内容について

川崎医科大学附属病院中島行正ら

特別講演
Ｉわが国の病歴管理が指向するもの

杏林大学医学部教授高橋政騏
Ⅱ問題志向システムＰＯＳによる診療記録

8．日本心臓血圧研究所における疾病分類の一
例

東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所
原田幸彦ら

聖路加看護大学学長日野原重明

９．ある厚生省難病指定患者についての全国疫

２その後の学会

学調査と病歴管理新潟市民病院木村明ら
10．当院における病名管理システムについて

第２回学会

昭和51年５月21日，岡山県倉敷市の川崎医療

倉敷中央病院春木明子ら

短期大学講堂において，川崎医科大学付属病院

11．人工言語を用いた病歴記録方式の研究（第

医学資料部副部長中島行正氏を学会長として行

３報）－病歴検索実験－
大阪大学医学部加藤俊夫ら

われた。

前年の第１回学会は特別講演２題，一般演題

12．内視鏡検査所見I情報検索システム

12題で開催されたが，この年は特別講演２題，

川崎医科大学鍵山光庸ら

特別発表１題のほか一般演題が22題も集まり，

13．臨床検査成績の病歴情報処理システムへの

ようやく学会としての形を成してきた。参加者

編入について東京逓信病院浜弘子ら

は２６３名で，その日のプログラムは以下の通り

14．医療行為比較報告についての２，３の検討
川崎医科大学附属)Ⅱ崎病院保井幸子ら

である。

一般演題

15．当病院で採用した患者番号について

1．当院の診療録管理室の現状と将来への展望
社会保険小倉記念病院三宅裕子

新潟市民病院金子裕子ら
16．剖検率の時系列的研究

2．病歴管理の実務上の問題点について
国立泉北病院新里敏子

3．岡山赤十字病院における診療記録保管法の

日本大学板橋病院鈴木幸次郎ら
17．がん登録における診療録管理士の役割（第
２報：レコード・リンケージ）

現状と将来の改良案（私見）

岡山赤十字病院難波淳子
4．当院中央診療室における２，３の業績

宮城県立成人病センター奥野ヨシら
18．当院における地域医療機関とのリレーショ
ンシップ

牧田総合病院横田昭一ら

佼成病院金子正人ら

19．大阪鉄道病院における国鉄職員の入院状況

5．開院後２年を経た当院管理制度（開院時の

の実態大阪鉄道病院山本愛子ら

計画と現状）

20．病院規模の拡大による診療圏の変遷に関す

聖マリアンナ医科大学病院寺西さちよら
6．カルテのあり方一発想の転換

大阪府立病院亀田英明
６９２

る研究

杏林大学医学部病院管理学教室松村伸子ら
21．当院における平均在院日数調査について

８学会

日生病院石本良之ら

22．過去５年間の死亡統計について

金沢医科大学病院今村吉克ら
4．外来診療録の保管と利用の問題について

高松赤十字病院塩田シゲ子ら
特別講演

市立加西病院古角隆夫ら

5．当院中央診療録室における診療録利用状況

ＩＰＯＡと診療

川崎医科大学附属病院副院長柴田進
Ⅱディクテーションシステム18年の歩み

について佼成病院金子正人ら

6．カルテの中央管理に伴う問題点，とくにカ
ルテファイルの貸出と返却について

京都市立病院院長弓削経一
Ⅲ専門職としての診療録取扱者

宮城県衛生部保健管理課長高野昭

金沢医科壜大学病院中農理博

7．診療録の目的別および利用者別調査につい
ての報告

北里大学病院中央診療施設系部病歴センター
第３回学会（改組第１回）

原利郎ら

第１回と第２回は日本病院会の通信通育を終

8．コードとしての郵便番号の有用性について

了した者の団体である日本診療録管理士協会の

東京女子医科大学付属日本心蔵血圧研究所

主催で行われた。ところがこの春の学会の他

原田幸彦ら

に，数年前から日本診療録研究学会という会も

9．LogicalAlgorithmsによる胃癌手術の診

開催されていた。これは病院管理研究所の病歴

療プロセス評価の試み（新潟県）

事務研修会を受講した方々が中心になって行な

県立ガンセンター新潟病院藤野藻策

われていたのであるが,会員も重複しており，同

10．病歴データベースシステムに関する研究

じような名称で混乱するということから阿久津
'漠日本病院会長の仲介で合併することになり，

改めて日本病院会の主催する学会となった。

この改組第１回の学会は昭和52年５月20日，
21日の両日東京都千代田区平河町の砂防会館ホ
ールにおいて，聖路加看護大学長日野原重明氏

を学会長として行われた。参加者は487名であ

（第３報）
大阪大学医学部第一内科内藤道夫ら
11．放射線科‘情報処理システムーＨＹＯＧＯ
ＡＵＴＯＭＡＴＥＤＲＡＤＩＯＬＯＧＹＳＹＳＴＥＭ

兵庫医科大学病院浜口義昭ら

12．診療録以外の診療記録の管理について
新潟市民病院平井泰子ら

木村明金子裕子

った。そのプログラムは次のとおりである。
一般演題

1．過去１年間の医療行為集計から得た２，３
の考察小倉記念病院三宅裕子

2．入院サマリー（病歴要約）の様式の実態に
ついて

公立学校共済組合近畿中央病院池内尚子ら
3．カルテのマイクロフィルム化について

13．FlowSheetの意義について

川崎医科大学中島行正ら
14．診断の精度と病歴管理
新潟市民病院木村明ら
15．原死因の記載からみた死亡診断書
日生病院長門谷洋治ら
16．北里大学病院における孔口からの異物入院
６９３

８学会

例の統計的考察北里大学病院伊藤雄次ら

究学会というものが春と秋に各地で行なわれて

17．当院における過去５年間の救急医療につい

いましたにもかかわらず，突然ここに第１回と

牧田総合病院横田昭一

いう回数名が出てきましたことに，大多数の方

18．高度医療における請求点数より見た医療行

は納得していただいていると思いけすけれど

て

為および看護行為（劇症肝炎患者１例報告よ

も，その経過について関係者といたしまして，

り）大阪府立病院大津淑子ら

ひとこと説明させていただきたいと存じます。

診療録管理の業務は戦後，わが国でもやらな

特別講演

くてはいかんといわれておりましたのですが，

Ｉ職業とコミュニケーション

国際キリスト教大学教授斎藤美津子

実際にはなかなかそれに手がつきませんでし

Ⅱ第９回修正ＩＣＤの主要改訂点について

た。それが10年ちょっと前から厚生省の病院管

厚生省統計'情報部管理課疾病傷害死因分類

管理研究所で病歴事務研修会という15日間の講

調査室長上田フサ

習会を始めまして，とにかく実務の担当者を養
成しようではないか，ということを始めたわけ

特別報告

病歴中央管理の現状について（第２報）

です。それが年々盛んになりましたが，国の予

杏林大学医学部病院管理学教室植松宗'悟ら

算の関係で年によって伸縮がありまして,非常
に長い年は45日間の講習をやったこともござい

パネルディスカッション

座長田中敏行（大阪逓信病院副院長）

ます。現在は30日間の講習が行なわれています

けれども，毎年20人ないし30人，受講生の方が

診療記録は誰のものか
発題講演保健同人主筆大渡順二

卒業していったわけです。その卒業生の方が日

パネラー順天堂大学医学部助教教授

本診療録管理研究会という会を作られまして，

吉岡昭正
聖路加国際病院外科医長
桜井健司
京都市立病院病歴係長
酒井隆子

毎年卒後研修の一環として研究会をやろうとい
うことで，昨年ちょうど第10回を催したわけで

ございます。その研究会も２，３年前から日本
診療録研究学会という名前で学会形式の研究会
を秋に開催していたわけでございます。

第１回日本診療録学会発足の経緯について通

日本病院会といたしましてもこの診療録管理

信教育委員会委員長高橋政頑氏（杏林大学医学

の実務担当者の資質の向上を計らなければ病院

部教授）から次のような発表があった。

機能の向上が計れないという考えから，通信教

－本日は500名を越す大勢の方々にご参加い

育によって教育を行ないますと現在の病院の実

ただきまして，このような盛大な会として第１

務の担当者が受講できると，当時の通信教育の

回の診療録管理学会を発足することができまし

委員長でありました小野田敏郎先生のお考え

たことを非常にお喜び申し上げます。

で，２年間の通信教育ということで発足したわ

この学会の経過につきましては，ご存じのよ

けでございます。こちらにも卒業生が出まし

うに昨年まで同じような名前の，診療録管理研

て，昨年までで２回，日本診療録管理学会とい

6９４

８学会

う名称で会を春に行なっていたわけでございま

この年から毎年春に行なわれている日本病院

す。従いまして毎年春と秋にここ２年ほどは似

学会と重ならないように，この学会は秋に開催

たような名称の，内容もほとんど同じ学会が行

することになった。そして今まではほとんど会

なわれていたわけであります。

場費のかからない会場で開催され，懇親会もさ

それで日本病院会会長の阿久津先生が日本に

まだ診療録管理がそれほど盛んになっていない
のに，学会だけが２つあるのはおかしいのでは

さやかなものであったが，この年からは会場を

ホテルに移し，華やかな学会となってきた。
主なプログラムは以下の通りで，一般演題が

ないか，たとえば日本内科学会というのがあり

25題あり，参加者実数は500名であった。

ますと東京大学の卒業者も大阪大学の卒業者も

特別講演

日本内科学会で内科に関する研究発表を行なう

Ｉ診療録と医事紛争

のであって，その同窓会とは別のものになって
おります。このように学問的にその内容を研究
していこうということになりますと大同団結し

兵庫医科大学教授松倉豊治
Ⅱ人間教育

比叡山延暦寺大僧正上薦葉上照澄

て全国的な組織にして一本化した方がその内容

シンポジウム

の向上が計れるということを指示されまして，

Ｉ診療録管理士に望むＶ６の

それに沿って昨年来いろいろ関係者間で折衝が

座長大阪逓信病院副院長田中敏行

行なわれました。その結果，本日の会を第１回

兵庫県立柏原病院副院長平田稔郎

の合同の日本診療録管理学会として大同団結し

姫路鉄道病院長佐竹義弘

よう，そして主催者は日本病院会ということに

大阪府立病院精神神経科部長

しようということになりましたので日本病院会

亀田英明

主催の第１回学会が本日ここに発足することが

日生病院企画課長石本良之

できましたわけです。今までは一部の関係者だ

国立泉北病院病歴係新里敏子

けのもの，一部の同窓生だけのものという形で

福井県立看護専門学校教務主任
村田明子

あったわけですが，これからはそういう枠を取

り払いまして，どなたでも参加できる学会にし

兵庫県立こども病院医事課長
吉岡雅男

て，各病院の先生方にもなるべく多勢参加して
いただけるような学会にしたいということでご

ざいます｡－

Ⅱ診療録管理を円滑にするには

座長杏林大学医学部教授高橋政頑
住友病院耳鼻咽喉科部長高木二郎

第４回学会（改組第２回）

浜の町病院長兵働貞夫

第４回学会は昭和53年10月18.19日の両日，

東京女子医科大学放射線科助教授

大阪市東区内本町大阪コクサイホテルにおい

平松慶博

て，新千里病院長吉岡観八氏を学会長として行

聖路加国際病院婦長心得井部俊子

なわれた。

松山市民病院事務次長大井淳道
６９５

８学会

川崎医科大学付属病院中央病歴室主任

(木)の両日，新潟市弁天町新潟東映ホテルを会

武田好子

場とし県立ガンセンター新潟病院部長藤野藻策
氏を学会長として行われた。

この学会では初めて指定課題をもうけ，Ｘ線

第５回学会（改組第３回）

第５回学会は昭和54年９月18,19日の両日，
仙台市錦町ホテル白萩において，宮城県衛生部

高野昭氏を学会長として行なわれた。

この学会としては初めての外国からの特別講

フィルムの管理（マイクロ化を中心に）という
題で５題を集めた。

特別講演およびシンポジウムは以下の２題ず

つで，一般演題36題，指定演題５題，参加者実

演の演者を迎えた。高野学会長が米国診療録管

人数は516名であった。

理士協会に依頼し，その推薦によって来日した

特別講演

ポルツ女史である。さらに田中公衆衛生局長の

Ｉ仕事への奉仕

元京都大学総長平沢興

講演もあった。

特別講演は以下の２題,シンポジウム１題,一

般演題は30題で，参加実人数は424名であった。

Ⅱ幕末・明治に来日したイギリス人医師の日
本人病歴とその効用

特別講演

日本医史学会理事，県立ガンセンター

Ｉ米国における診療録教育の現状と問題点

新潟病院副院長蒲原宏

MissLorraineEVolz，ＲＲＡ（Director，

MedicalRecordDepartmentThomas

JeffersonUniversityHospital）

シンポジウム

主宰高橋政頑（杏林大学教授）

酒井隆子（京都市立病院病歴係長）

Ⅱ診療録と厚生行政

Ｉ診療録管理の普及のために

田中明夫（厚生省公衆衛生局長）

横須賀共済病院病歴管理室主任

シンポジウム

青海正男

診療記録の重要性とその教育

新潟県立小出病院副院長乳井瑞夫

主宰日野原重明（聖路加看護大学長）
宮城県立成人病センター副院長

国立呉病院副院長楠本五郎
山形大学医学部教授鈴木，騏一

吉田弘一

福岡大学医学部教授（公衆衛生学）
重松峻夫

聖路加国際病院ＭＲＬ室長栗田静枝
北里大学医学部教授（内科学）

主宰日野原重明（聖路加看護大学長）
Ⅱ診療録の活用
新潟市民病院消化器科科長兼病歴室長
木村明

ＢＳＮ電算センター技術企画部長兼新大医
木川田隆一

講師寺沢達雄
福井県立病院成人病センター婦長

第６回学会（改組第４回）

第６回学会は昭和55年６月４日(水)，５日
６９６

加藤澄子

宮城県衛生部保健管理課長高野昭

８学会

宮城県対癌協会新生物レジストリー
奥野

大阪厚生年金病院長岡

民のこれに対する理解協力が何よりも必要なこ
ヨシ

とである。このショウはこうした病院近代化の

益尚

認識と要請から計画されたものであり，病院近

代化の歩みのうえに多少なりとも寄与する事を

ホスピタルショウ
ホスピタルショウの成り立ち

日本病院学会の開催にあたり，学会長は学会
とともに病院建築，病院設備機器の展示を併設
してきたが，その労は多大であった。

昭和46年，第２１回の学会開催にあたり，阿久

津'漠学会長はこの展示を別途の方法により行う
ことを企画した。

第１回のホスピタルショウは昭和46年５月２１
日～22日の３日間,名古屋市の吹上ホールで,日

心から念願するものである」と書かれた。

開会式には日本病院協会神崎三益会長，阿久
津学会長をはじめ梶原幹根愛知県知事，杉戸情
名古屋市長ら来賓，出品社代表としてワキタ商
会杉戸清社長ら約500名が出席した。
２その後の経緯

’72ホスピタルショウ

昭和47年５月26日～28日の３日間，北九州市
総合展示場で，日本病院協会と日本経営協会の
主催により「第２２回日本病院学会併設第２回ホ
スピタルショウ」が開催された。

本病院協会と日本事務能率協会（現日本経営協

共催者の日本経営協会は，前回の共催者であ

会)，中部日本新聞社の主催により開催された。

る日本事務能率協会が，経営近代化は事務能率

主催者の中部日本新聞社については開催地が

向上という範囲にとどまらず広く経営管理全般

名古屋であり協力を得るべく，また日本事務能

にわたって合理化近代化を推進すべきとの思想

率協会については，病院をはじめ企業，団体等

から名称変更されたものである。

の経営合理化近代化に長年努力し，かつ展示

第２回ホスピタルショウは「病院近代化とシ

会の運営管理の実績も豊富であることから，三

ステムの確立」をテーマに，出品社90社が出品

者の主催となった。日本事務能率協会とは今日

展示し，一般市民を含め医師，病院経営者ら約

まで継続して共催者としての協力を得ている。

３万100人の来場を記録した。

「近代病院のシステム化とマネジメントの効

第２回ホスピタルショウ実行委員長は，第２２

率化」をテーマに，109社からの出品展示があ

回日本病院学会長であった九州厚生年金病院杉

り，会期中延べ４万6,000人の来場を記録した。

岡直登院長がつとめた。

会場内に掲げたパネルには－

「かって医は仁術とされ，家業の範囲を出ま

せんでしたが，今日の医術は人と設備と，これ

本ショウにおける資料パネル展示のひとつと

して，医療の進歩と病院近代化のための「病院
の現状とその役割」が設けられた。

を中心とする巨大なオーガニゼーションに変化
してきた。医療には，総合的なシステム化と医

'73ホスピタルショウ

療従事者のこれに対する認識の向上，または市

昭和48年５月18日～23日の６日間，東京・晴
6９７

８学会

海で，日本病院協会，全日本病院協会，日本経

協会，全日本病院協会，日本経営協会の主催に

営協会の主催により「第23回日本病院学会併設

より，「'74モダンホスピタルショウ」が開催さ

第３回ホスピタルショウ」が開催された。

れた。

東京・晴海での開催については，同期時に日

前年，東京で初めて実施された「第23回日本

本経営協会が主催する「ビジネスショウ」が開

病院学会併設第３回ホスピタルショウ」が各分

かれており，展示会運営のうえで本ショウも同

野に大きな反響を呼び，今後は学会と切離して

時開催のメリットが大きいうえに，開かれた病

毎年東京において開催すべきであるとの要請が

院を広く一般に啓蒙するチャンスでもあるとの

強く，このため今回より「モダンホスピタルシ

考えから，以後継続して５月晴海での開催が定

ョウ」として初めて開催された。

着した。

本ショウの自立にあたり，「'74モダンホスピ

「人類の幸福と病院のはたらきをさぐる」を

タルショウ実行委員会」を組織し，運営にあ

テーマに，126社からの出品展示があり，会期

たり，委員長には日本病院協会・河野稔常務理

中好天にも恵まれて，実に19万9,700人の来場

事，委員には同じく小野田敏郎副会長，落合勝

を記録した。

一郎参与，左奈田幸夫常務理事，野村秋守常務

第３回ホスピタルショウ実行委員長は，第２３

理事，また全日本病院協会・菊地真一郎会長代

回日本病院学会長をつとめた河野稔氏（北品川

理，遠山豪副会長，内藤景岳副会長，日本経営

総合病院長）があたった。

協会・竹内正治専務理事らが参画した。

開会式には，日本病院協会・神崎三益会長，

「健康をまもるみんなの病院」をテーマに，

全日本病院協会・小沢凱夫会長をはじめ出品社

106社からの出品展示があり，会期中19万2,800

代表として日本電子(株)風戸健二代表取締役ら

人の来場を記録した。

多数が出席した。

開会式には,日本病院協会・阿久津'直副会長，

一般啓蒙の意味もこめて企画された付帯事業

全日本病院協会・佐々貫之顧問，日本経営協会

としては東京消防庁と東北大学医学部の企画に

金子佐一郎会長をはじめ，出品社代表として東

よる「新救急システムの実際」が実演された。

芝メディカル(株)岩井喜典社長ら多数が出席し

また，日本医史学会企画による「病院の歴史

た。

パネル展｣,日本病院薬剤師会企画による「薬の

多数の来場者の中には，とくにこの回より医

歴史パネル展｣，日本放射線技師会企画による

師，看護婦が急増したが，これは日本医師会の

「あなたのための放射線展｣，日本病院協会栄

後援を得，また日本看護協会の協賛を得た結果

養管理部会企画による「治療食のパネル展示と
相談」なども付帯事業として設けられた。
３単独展示会として自立

と考えられた。

付帯事業としては，家庭用の医療器具や救急
用品等を即売する「家庭ホスピタルコーナー」

や，「映像による新しい体温測定システム｣，「冷

'74モダンホスピタルショウ

凍食品試食コーナー」などを設けた。また，単

昭和49年５月22日～27日の６日間，日本病院

独ショウとして初めての開催となった本ショウ

６９８

８学会

を記念して，開幕前日「講演と映画の会」を東

京商工会議所ホールで実施，聖路加看護大学・

ンホスピタルショウ」が開催された。

「優れた医療で明日の福祉を」をテーマに，

日野原重明学長および東京医科歯科大学・勝木

120社からの出品展示があり，会期中11万7,100

保次名誉教授が講演を行った。

人の来場を記録した。来場者は全国の病院管理

さらに会期中，５月25日，２６日の２日間は，

者，医師，看護婦長，事務長，医療関係技師の

本ショウ隣接のホテル浦島で「全国看護婦長研

ほか，韓国，台湾，タイ，米国，英国，パキス

修会」も記念事業として実施された。

タン，ケニヤなど海外からも多数の医療関係者

’75国際モダンホスピタルショウ

の来場があった。

昭和50年５月16日～20日の５日間，日本病院

会期中付帯事業として「太陽の家（社会福祉

会，日本経営協会の主催により「'75国際モダ

法人）パネル展｣，「医療'情報システム展｣，「身

ンホスピタルショウ」が開催された。

体不自由者のためのモデルルームと福祉用品

本ショウの主催者は従来三者であったが，日

展｣，「看護婦研修用模型人形展｣，「モデル病室

本病院協会と全日本病院協会の合同により今回

展｣，「病院建築パネル展｣，「血圧計・ペースメ

より二者の共催となった。また，２年後の1977

ーカー・コーナー」等が設けられた。

年東京で開催されることとなった「国際病院学

また本ショウ開催を記念して，日本病院会主

会」を指向し，国際的視野に立った展示会とす

催「第１１回コンピュータ・ゼミ」（会場隣接の

るため，名称も「国際モダンホスピタルショ

ホテル浦島）および日本経営協会主催「全国看

ウ」と改められた。

護婦長研修」（市ケ谷・自動車会館）がそれぞ

「新しいシステムで，豊かな医療を」のテー

マのもとに，113社からの出品展示があり，会
期中15万6,800人の来場を記録した。

開会テープカットは第１回日本病院会学会沢
崎博次学会長と’75国際モダンホスピタルショ
ウ実行委員会河野稔委員長がつとめた。
付帯事業としては「家庭ホスピタルコーナ

ー」「医療情報システム展｣，「モデル病室展｣,

れ実施された。

４国際病院学会との同時期開催
’77国際モダンホスピタルショウ
昭和52年５月26日～31日の６日間，日本病院

会，日本看護協会，日本経営協会の主催により
「'77国際モダンホスピタルショウ」が開催さ
れた。

「人工臓器展」を設け，また記念事業として

この年，アジア地区において初めて「第20回

「全国看護婦長研修」（ホテル高輪)，「'75全国

国際病院学会」と「第16回国際看護婦協会大

病医院事務職員合同研修会」（サンケイ会館）

会」が開催されたが，本ホスピタルショウも両

も併せて実施された。

大会と期を同じくして開催した。
「のびゆく医療明るい未来」をテーマに

’76国際モダンホスピタルショウ

139社からの出品展示があり，会期中17万6,100

昭和51年５月19～23日の５日間，日本病院

人の来場を記録した。とくに出品者の中には，

会，日本経営協会の主催により「'76国際モダ

米国，英国，西ドイツ，フィンランド（政府参
６９９

８学会

加）から14社の直接出品があり，国際色豊かな

－ナー」（パネル解説､病院建設のすすめ方")，

ホスピタルショウとなった。また海外来場者は

「医療情報システム・パネルコーナー｣，「社会

東南アジア各国をはじめ，米国，カナダ，英国，

福祉コーナー｣，「病院白衣ファッション．コー

オストラーリア，ブラジルなど約60カ国から約

ナー｣，「家庭ホスピタルコーナー」などが設け

3,700人の医療関係者が来場した。

られた。

開会式には日本病院会・阿久津'慎会長，日本

なお，５３年度日本看護協会通常総会が同時

看護協会・小林ゆき理事をはじめ多数の関係者

期，中野区・普門館で実施され，同総会参加者

が出席した。

の本ショウ見学の便を図るため大型バスを手配

会期中，付帯事業として，患者に最適な病室

し，第24回病院システム化セミナーを，同時

のあり方を新旧対比させ紹介した「モデル病室

期，会場隣接の日本離島センターで実施，参加

展｣，名古屋市立大学・高木健太郎学長，昭和大

者の本ショウ見学を推奨するなどを図った゜

学・武重千冬教授の協力による「日本の鍼コー

本ショウの運営にあたっては実行委員会の下

ナー｣,さらに「医療情報システム展｣，「病院建

部組織としてテーマ企画委員会（委員長落合勝

築パネル展｣，「家庭ホスピタルコーナー」など

一郎・日本病院会国際委員会委員長)，および

が設けられた。

ＰＲ委員会（委員長野村秋守・日本病院会常任

さらに第１6回国際看護協会の併設事業として

理事広報委員長）を設けた。

実施された「世界の看護展」が本ショウ会場内
に設けられた。これは世界の看護婦や看護士の

’79国際モダンホスピタルショウ

姿をパネル等で紹介するとともに世界各国のユ

昭和54年５月10日～13日の４日間，日本病院

ニフォーム等も展示された。
５その後

会，日本経営協会の主催により「'79国際モダ
ンホスピタルショウ」が開催された。

ショウ主催者は昭和52年以来３団体であった

’78国際モダンホスピタルショウ

が，この回よりもとの２団体の主催とし，厚生

昭和53年５月18日～21日の４日間，日本病院

省，通商産業省，外務省，建設省，消防庁，東

会，日本看護協会，日本経営協会の主催により

京都，日本貿易振興会とともに，日本医師会お

「'78国際モダンホスピタルショウ」が開催さ

よび日本看護協会後援の形で今日まで続いてい

れた。

る。

「のびゆく医療住みよい社会」をテーマ

「のびゆく医療住みよい社会～福祉との調

に，１１３社からの出品展示があり，会期中８万

和」をテーマに，102社からの出品展示があり，

200人の来場を記録した。

会期中８万200人の来場を記録した。

開会式には日本病院会・左奈田幸夫会長をは

開会式には日本病院会・左奈田幸夫会長，

じめ，出品社を代表して清水建設(株)越山欽平

'79国際モダンホスピタルショウ河野稔実行委

常務取締役ら多数が出席した。

員長をはじめ，出品社を代表して博愛社・今西

会期中，付帯事業として「明日の病院建設．
７００

勝男社長ら多数が出席した。

８学会

会期中，付帯事業として，発明協会および多

開会式には，日本病院会・内藤景岳会長をは

くの病院の協力を得て日常の看護業務を円滑化

じめ，出品社を代表して医療`肩報システム開発

するための改善工夫機器，用具を紹介する「看

センター・大島正光理事長ら多数が出席した。

護用品改善工夫紹介コーナー」を設けたのをは

会期中，付帯事業として，手術室で使われる

じめ，「看護業務特別教育コーナー｣，「画像診断

手術器械，麻酔器，手術台などを集中展示する

コーナー｣，「病院l盾報システムコーナー｣，「災

「手術室関連特別コーナー」をはじめ，「災害

害時用備蓄食品対策コーナー｣,「血圧計の正し

時非常備蓄食品コーナー｣，「老人医療と福祉コ

い使い方コーナー｣，「手術器械コーナー｣，「病

ーナー｣，「病院,情報システム・コーナー｣，「看

院における地震対策パネルコーナー」（日本病

護用品改善工夫紹介コーナー｣，「看護業務特別

院会防災対策委員会他協力)，「福祉コーナー」

教育コーナー｣，「地震対策コーナー｣，「病院に

などが実施された。

おける身近かなシステム化パネルコーナー」な

会期中，隣接会場で「第28回病院システム化

セミナー｣，「薬事管理部会定例研究会」も併せ
開催された。

本ショウＰＲ委員会委員長を日本病院会．高
山螢広報委員長に委嘱した．

どが設けられた。

会期中，会場内でWBO年代の看護を考える”を
テーマに「全国看護リーダーの集い」を実施，
聖路加看護大学・日野原重明学長の講演やシン
ポジウムが行われたほか，「第３２回病院システ

ム化セミナー」が同時開催された。
’80国際モダンホスピタルショウ

昭和55年５月15日～18日の４日間「'80国際
モダンホスピタルショウ」が開催された。

「のびゆく医療住みよい社会～80年代とヘ
ルスケア」をテーマに，１０４社からの出品展示

とくにこの回では，福祉コーナーの開設に伴

い，新宿福祉の家の協力により，身体の不自由
な方々のために新宿駅・渋谷駅と晴海会場の間
の「ハンディキャプ送迎サービス」も実施され
た。

があり，会期中８万1,300人の来場を記録した。

７０１
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l9551Lucerne

国際病院連盟

Ｄｒ・OBinswanger

(interimPresident）
(Switzerland）

ＩＨＦの会議は２年おきに世界の各地におい

国際病院連盟InternationalHospitalFede‐
rationの前身は国際病院協会International

て開催される。

その間の年に病院視察旅行StudyＴｏｕｒがお

HospitalAssociatiｏｎで，その設立は1929年昭
和４年である。会はベルギーのＤｒＲｅｎ６Ｓａｎｄ
の提唱によりおこり，1929年に米国のAtlantic

院見学をする。

Ｃｉｔｙで第１回の会議をもち，1939年パリの会

察旅行に多賀一郎理事が日本病院協会員として

議まで継続した。

初めてこれに参加した。アジアからは日本のみ

逐年の開催地と会場はつぎのとおりであっ

こなわれひとつの国のなかを10余年にわたり病

1956年昭和31年４月アイルランドにおける視

の参加で，１４カ国150人の参加であった。
同年６月（1956）荘寛常務理事がロンドンＩ

た。

開催地’連盟会長

ＨＦ本部に赴き入会手続きを行ない７月23日入
会が承認された。

1929年

AtlanticCity

Ｄｒ，Ｒｅｎ６Ｓａｎｄ

1931

Vienna

Ｄｒ・Ｒｅｎ６Ｓａｎｄ

1933

Koncke-sur-

Ｄｒ・Ｒｅｎ６Ｓａｎｄ

1935

(Belgium）
Ｄｒ・GvonDeschwa-

崎三益副会長，永沢滋日大病院長，阿部博之専

Rome

1937

Paris

Ｄｒ・GvonDeschwa‐

橋本会長はこの会議のスピーチのなかでちょ

Mer

(Belgium）

(Belgium）

nden（Switzerland）

ｎｄｅｎ（Switzerland）

第２次大戦により中断したこの会議は，戦後

1957年昭和32年６月ポルトガル・リスボンに

おける第10回国際病院会議に橋本寛敏会長，神
売東京病院長が参加した。

うど400年前の1557年にポルトガルの医師で宣
教師であったＬｕｉｓｄｅＡｌｍｅｉｄａが来日して，

国際病院連盟として蘇り，そのはじめての会議

九州の中津地区で，医療活動を行っていたとい

を1949年昭和24年アムステルダムに開いた。

う歴史をのべて，出席者全員に多大の感銘を与

会議は次のように開かれていた。
開催地’連盟会長
1949年

Amsterdamand

Ｄｒ・Ｒｅｎ６Ｓａｎｄ

1951

Brussels

ＤｎＲｅｎ６Ｓａｎｄ

1953

London

Ｄｒ，Ｒｅｎ６Ｓａｎｄ

７０２

Groning6n

えている。

リスボン以後，会議はつぎのように開かれて
ゆく。

(Belgium）

(Belgium）

(Belgium）

開催地｜連盟会長
1957年lLisbon

AvvLColombo

dtaly）
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1959

Edinburgh

AvvLColombo

リカ）がJohn,sHopkins大学の公衆衛生学

1961

Venice

Ｄｒ・ＲＤｅＣｏｃｋ

の教授時代から橋本会長と親しい友人であり，

1963

Paris

Ｄｒ・ＲＤｅＣｏｃｋ

1965

Stockholm

Ｄｒ・ＥＬＣｒｏｓｂｙ
(ＵＳＡ）

1967

Chicago

Ｄｒ、ＥＬＣｒｏｓｂｙ
(ＵＳＡ）

①綜合的精神医療の要素とその統合

1969

Diisseldorf

Ｄｒ・ＪＣＪＢｕｒｋｅｎｓ

②病院外来の諸問題

1971

Dublin

Ｄｒ、ＪＣＪＢｕｒｋｅｎｓ

③病院サービスの協同

1973

Montreal

ProfAGr6nwall

④病院内食餌の諸問題であった。

1975

Zagreb

ProfAGr6nwall

1977

Tokyo

LVeyret
(France）

dtaly）

(Belgium）

(Belgium）

(Netherlands）
(Netherlands）
(Sweden）
(Sweden）

彼のたっての要望で橋本会長は立候補し彼は熱

心に投票に協力した。
第14回国際病院会議の分科会テーマは

学会は６月25日まで引続き行われた。
期間中，ストックホルム市長招待パーティ，

病院見学，病院展示会，理事会（Councilof

Management),CongressDinnerなど多彩なプ
1959年昭和34年６月スコットランド・エディ

ログラムでうめられていた。

ンバラにおいて第１１回国際病院会議が開かれ，

このときの主要な役員は，

大鈴弘文東京警察病院内科医長，中島克三関東

前会長Ｄｒ．』・ＣＪ・Burkens（Netherland）

中央病院副院長，酒井威都職員明石病院長が参

会長Ｄｒ・EdwinLCrosby（Ｕ､S､Ａ､）

加した。

事務総長Ｍｒ・ＤＣ、HarringtonHawes
（Ｕ､Ｋ､）

1961年昭和36年６月ヴェニスにおいて第１２回

国際病院会議が開催され｡、野田敏郎東京警察病
院内科医長が参加した。

会計理事Ｄｒ・ＪｕｒＥＫｏｈｌｅｒ（Switzerland）
であった。

1963年昭和38年パリにおいて第13回国際病院

1967年昭和42年８月25～29日シカゴにおいて

会議が開かれ，吉田幸雄参与（厚生省病院管理

第15回国際病院会議が開かれ，橋本寛敏，平賀

研究所）が参加した。

稔，落合勝一郎，井上昌彦，石原信吾等の諸氏

1965年昭和40年６月ストックホルムにおいて

第14回国際病院会議が開催され，橋本寛敏会

多数が参加した。前後２回の常任理事会に橋本
会長が出席した。

長，平賀稔常務理事，落合勝一郎参与（聖路加

第15回会議は会長はひきつづきＤｒ・Crosby

国際病院）が参加した。この総会において橋本

であり，従来ヨーロッパに片寄っていたＩＨＦ

寛敏会長が国際病院連盟常任理事に選出され，

にアメリカが積極的に加わったことで，連盟は

日本は連盟の理事国となった。

幅広く強大となり発展の基礎を固めた。

橋本会長の常任理事選出により，当時国際的

また学会を通じてＭｒ・HarringtonHawes

に退いていた日本国が国際病院連盟の常任理事

(Ｕ､Ｋ､)，ProfGr6nwall（Sweden)，Monsi‐

国になったことは画期的なことであった。これ

eurFaucon（France)，Ｄｒ・Kohler（Swiss)，

はＩＨＦの会長になったEdwinCrosby（アメ

Ｄｒ・Ｍａｕｎ（Israel)，Ｍｒ、Ｓｉｍｏｌａ（Finland)，
７０３
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Ｄｒ、Farrier（Ｕ・ＳＡ.）など国際的な交りを持

1971年昭和46年６月13～18日アイルランド・

つようになった。落合勝一郎氏が併行して開催

ダブリンにおける第17回国際病院会議には神崎

されたＡＣＨＡ（AmericanCollegeofHos‐

三益会長，小野田敏郎副会長が参加，神崎氏は

pitalAdministrators）（アメリカ病院管理者学

国際病院連盟常任理事に選任され，橋本氏のあ

会）の評議員に推せんされた。

とを引継ぐこととなった。

1969年昭和44年６月23～27日西独ジュッセル

ドルフにおいて第16回国際病院会議が開かれ，

橋本寛敏，平賀稔，落合勝一郎氏はじめ多数の
会員が参加した。

２３日，２７日の常任理事会に橋本会長が出席
しこの間数回の理事会が開催された。

このほか古田幸雄氏（病院管理研究所）を団

長とする20余名の病院管理視察団が参加した。

昭和47年10月19日，常任理事会は国際病院会
議の日本開催を決議した。
東京開催は日病幹部のみならず全会員の強い
要望であった。

２３日夕にはＩＨＦ会長Ｄｒ・Crosbyの招待パ

開催国が決定をみるのは４年前のＩＨＦ常任

ーティがあり，２５日には新理事をいれた常任理

理事会である。ＩＨＦ本部は４年前のコングレ

事会があり，また26日にはDijsseldorf大学の

スが終った時点で開催地の選定のための行動を

見学が行われ，さらに27日夕には大会晩餐会が

おこす。

開かれた。

そこで担当役員がＩＨＦ本部のHarrington

分科会は①工業化建築方法の病院建築への応

Hawes事務総長を打診しはじめたのはシカゴ

用，②ヘルスケアヘの篤志家の参加，③病院組

会議が終り，デュッセルドルフ会議（1969）の

織および管理へのImpactofResearch，④長

開催される前からであった。日病理事会の強い

期ケアへの病院の役割，⑤救急医療の病院の役

要望を荷って行動を開始したのである。当時か

割がその主題である。ルネサンド特別講演は

らすでに立候補を宣言していた国はAustralia

EdwinLCrosbyが行なった。

である。MnKronborgが熱心に活動してい

国際会議を日本で開催することについて，Ｉ

ＨＦの常任理事のなかにその希望がつよかった

た。この人は後にＩＨＦの会長となる有力な人
物である。

が，橋本会長はなお非公式の意見に対しいまの

HaIringtonHawes事務総長は１９７３年５月

日本はまだそれを引きうける時機ではないと固

30日来日し，神崎会長，小野田落合等担当役

辞したと伝えられる。

員の諸氏は東京会議について話し合いを開始

しかし早耳の諸外国の航空会社は日本開催に
ついての聞き合わせを行ってきたのはすでにこ
の時機であった。

し，事務総長は東京のホテル，交通，気候，物

価等の情報を調査した。
彼はさらにシドニーを訪れている。

昭和45年３月橋本寛敏氏が会長を退き，神崎

1973年昭和48年６月17～22日カナダ・モント

三益氏が新会長に就いてのち，東京開催の意見

リオールにおける第18回国際病院会議には神崎

が常務理事会において議題とされるようにな

三益会長（ＩＨＦ常任理事)，落合勝一郎参

る。

与，内藤比天夫副会長，紀伊國献三氏が参加し

７０４
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た。

６月17日の常任理事会では予定通り1977年の

て，第20回国際病院学会（東京）について等を
協議した。

ＩＨＦ会議の開催国にオーストラリアと日本が

６月15日の総会において台湾問題が議せられ

立候補したことが報告された。オーストラリア

た。当時中華人民共和国と台湾との問題が国際

はＭｒ・Kronborg,日本側は落合,紀伊國両氏が

的な問題としてやかましくなっていたときで，

交互に出席して説明に当った。Harrington

ＩＨＦはＷＨＯの扱いにかかわらず中華人民共

Hawes事務総長も日本側に有利な発言をし，

和国が入会の意思を示すまで現状維持とする旨

さいごにニュージーランドのＳｉｒＥｄｗｉｎＢａｔｅ

決議した。

が「私はオーストラリアと親しい国の理事とし

分科会の議題は，①包括へルスサービス，②

てオーストラリアを推したいが，1977年は日本

ヘルスケアヘの電算機の導入，③精神病院と建

に委せ，そのあとでオーストラリアで開催した

築であった。

らどうか」という案を示して，全理事の賛同を
得た。

ルネサンド記念講演はNelson氏（米国）が
おこなった。

その夜は画期的なＴＯＫＹＯＣＯＮＧＲＥＳＳ

同年10月24～25日ロンドンにおける国際病院

１９７７決定を神崎会長，内藤副会長，落合委員長

連盟執行理事会に落合勝一郎第20回国際病院学

そのほか会議の成り行きを心配していたひとぴ

会組織委員会運営副委員長が出席し東京学会の

とも参加して乾盃がなされた。

関連課題が検討された。

分科会の議題は，①遠隔過疎地域のへルスサ

その課題として

ービス，②老人患者の収容，③包括医療提供の

１．医療従事者

ための病院の役割，④病院環境一デザイン，管

２．大都市のへルスケア

理，維持，TheHospitalEnvironment-Des‐

３．疫学と健康

ign，ControlandMaintenance，⑤地域へルス

４ＭＥ設備

サービス準備のための教育病院の位置というこ

５．都市病院の近代化

とであった。ルネサンド特別講演はRBerfe‐
nstam教授（Sweden）であった。

1975年昭和50年６月16～20日ユーゴスラビア
・ザグレブにおいて第19回国際病院会議が開か

れ，神崎三益会長，小野田敏郎，遠山豪両副会

の５つがとりあげられる見込となった。

日本の組織委員会，各小委員会の進行状況な
どが落合運営副委員長から報告された。
1977年昭和52年５月23～27日第20回国際病院
学会が東京において開かれた。

長，落合勝一郎海外委員長，吉岡観八国際委員

６０カ国1,911名が参加した。

長，関武矩委員，紀伊國献三委員が出席，その

組織委員長は吉岡観八日本病院会常任理事

他日本病院会より27名が参加した。

この会議より，ＩＨＦ事務総長はHarringt‐
onHawes氏からMilesHardie氏に替った゜
１５日国際病院連盟理事会は理事任期につい

（新千里病院長）がつとめた。

分科会では日本の病院関係者から多くの演題
がだされた。

第１分科壜会「大都市における医療」
７０５
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高橋勝三（武蔵野赤十字病院）「東京におけ

Ｍｒ・Ｐ・SHansen（Denmark)，

る救急医療活動」

ＰｒｏｆＤｒ．Ｄ、Teodosievski（Yugoslavia)，

第２分科会「医療における電子機器利用」

岩井喜典《東芝メディカル）「医用電子機器
の開発」

Ｍｒ．Ｔ、Ｔｈｏｒ（Sweden）が当選した。
なおその他の在任の役員は次のとおりであっ
た。

樫田良精（関東中央病院）「ヘルスサービス

会長Ｄｒ・JurKohler（スイス）

のための医用電子機器安全工学と安全教育」

前会長LVeyret（フランス）

開原成充（東京大学）「病院及び地域社会に

次期会長ＰｒｏｆＤｒ・SHumerfelt（ノルウ
ェイ）

おける電子機器の最適利用法について」

斉藤正男（東京大学）「医療サービスにおけ
る電子機器利用（まとめ)」

第４分科会「疫学と医療，特に計画と管理」

副会長ＪＡ、McMahon（米国）
同Prof、Ｄｒ・H-WMUller（西独）

同Ｄｒ、lRuizdeEsparasa（メキ
シコ）

大野良之（名古屋大学医学部）「同上（まと
め)」

会計SinReginaldWilson（英国）

第５分科会「都市における病院の近代化」

Ｄｒ・ＧＡｃｚ６１（ハンガリー）

伊藤誠（千葉大学工学部）「日本の病院建築

Ｄｒ.』・Ｐ、ＣａｅｄｏＪｒ（フィリピン）

の過去と現状」

Ｄｒ・ICzapski（ブラジル）
Ｄｒ・ＤＤｉｐｌｏ（アイポリコスト）

病院管理の教育プログラム

倉田正一（慶応大学医学部）「日本における

Ｄｒ．Ｈ・IEHiddlestone（ニェ

病院管理の概要」

ージーランド）

一条勝夫（自治医科大学）「日本における病

Avv・ELeopizzi（イタリー）

院管理者養成」

Ｈ・Ｓｉｍｏｌａ（フィンランド）

高橋政頑（杏林大学医学部）「日本における

５月26日国際病院連盟第２回理事会において

病院管理学の医師に対する教育一医科大学で

同理事会は，東京学会について「日本病院会及

の経験一」

び組織委員会がすばらしい運営を行ったことに

この会議の総会において，７名の任期満了の

対し深い謝意を記録に止める」意を表した。

常任理事に代る選挙がＡメンバーによる投票に

1978年昭和53年６月15日福岡における日本病

より行われた。神崎三益常任理事は1971年より

院会常任理事会で東京における国際会議の成功

1977年まで勤め任期満了した。

に対する感謝として国際病院連盟から贈られた

選挙の結果

助成金３，５００ポンドを国際交流基金とすること

SisterIreneKraus（Ｕ・ＳＡ.)，

を承認した。

Ｍｒ・ＲＨ・Kronborg（Australia)，
Ｍｒ、LLacoste（Canada)，

落合勝一郎（日本)，
７０６

さらに10月19日理事会がこの国際交流基金の
設置を承認した。

同年11月26～12月１日マニラにおいて国際病

９国際関係

院連盟地域会議が開催され，「発展途上国にお

野田敏郎副会長が，大城三郎事務局長とともに

ける医療と病院職員の教育訓練」を主題とし日

出席し，招待講演を行なった。

本病院会から20名が参加した。

1979年昭和54年６月24～28日ノルウェー．オ

スロ第２１回国際病院会議に落合勝一郎連盟常任
理事，小野田敏郎副会長，日本病院会病院視察
団45名がこれに参加した。

２４日の連盟常任理事会で全員一致で1977年の

東京学会大成功を謝す決議が行われた。次期会

同年５月東京杉並普門館における第20回日本

病院学会にも，韓国６名の参加があり，招待プ
ログラムをつくった。

同年６月11日中華民国の耶仕栄会長が日本病
院協会を訪問し，次年度の日本病院学会に代表
派遣いたしたき旨申入れた。

同年９月シドニーにおいて開催された第３回

長にMcMahorn氏（米国）が推された。また

ＩＨＦ地域会議にわが国から河野稔常務理事，

Dr・Caedo（フィリピン）が３人の副会長の１

奥田幸造理事，岡山義雄氏らが出席，比国より

人に推された。分科会の議題は

出席のMayuga会長，Congco氏，中華民国

第１分科会「医療事故と救急医療サービス｣，

より出席の郎仕栄会長と会し，今後各国で行わ

第２分科会「子供のケア」

れる学会，研究会にはできるかぎり出席して各

第３分科会「経費の抑制｣，

国間の交流を深め，またアジア人だけの病院連

第４分科会「病院設計(エンジニアリング)｣，

盟を設立したい旨意見の交換がなされた。従来

第５分科会「発展途上国の医療」であった。

主として韓国から日本病院学会に出席があった
が，今後，台湾，フィリピン，タイなどに交流

アジア病院連盟

の輪を広げることとなった。
２連盟のあゆみ

１結成のみなもと

昭和46年９月26日マニラにおいてアジア病院

アジア諸国との病院の交流は，昭和41年５月

連盟が設立し発足した｡当初加盟国として日本，

東京・渋谷公会堂において開かれた第16回日本

中華民国，韓国，フィリピンの４カ国が加盟し

病院学会に韓国より金永彦氏（仁川道立病院

た。神崎三益会長が出席，初代会長にはMay‐

長）ほか２名，台湾より１名が参加したことに

uga氏が就任した。

はじまる。

昭和47年５月20～21日台北において，中華民

つづいて昭和42年５月富山市における第17回

国医院行政協会（病院協会）年次学会が開か

学会には韓国より韓沁錫会長以下５名が出席し

れ，神崎三益会長，小野田敏郎副会長が出席し

学会役員懇談会に招じて交歓した。昭和43年東

た。

京文京公会堂における第20回学会，翌44年水戸
における第２１回学会にも出席があった。

同年５月25日小倉市においてアジア病院連盟

理事会が開かれ神崎三益，小野田敏郎，近藤六

昭和45年４月23～24日ソウルにおける大韓病

郎連盟理事が出席”台湾１，韓国１，フィリピン

院協会10周年祝典及び病院学会には招かれて小

１の各代表が参加して，連盟の運営について協
７０７

９国際関係

議した。

Nak-HwanPaik，ＭＤ・

５月25～26日小倉市で開かれた第２２回日本病

日本病院協会

院学会には，台湾８名，韓国６名，フィリピン

神崎三益

２名の参加があった。

小野田敏郎

同年11月，落合勝一郎参与はわが国の病院の

河野稔

看護婦不足にかんがみ，韓国の看護婦状況調査

同年５月17～18日東京における第24回日本病

を兼ねて大韓民国病院協会宋会長，全看護協会

院学会には，韓国８名，台湾７名，フィリピン

長を訪ね各地を歴訪し，講演を行なった。

１名の参加があった。

同年12月17日，マニラにおいて第４回ＡＨＦ

同年11月16～17日キャンベラ市においてオー

理事会が開かれ小野康平常務理事，落合勝一郎

ストラリア病院協会年次総会が開かれ，神崎三

参与が出席した。両氏は帰途台湾を訪れ，協会

益会長，落合勝一郎参与が招かれて参加した。

幹部と交歓した。

この総会において落合参与は「日本の医療制

３日本会長国に推さる

度」について講演した。

昭和49年５月19日台北における中華民国医院

昭和48年５月16日東京において理事会が開か

行政協会（病院協会）総会に東陽一会長，大城

れ,神崎三益日病会長がアジア病院連盟会長に，

三郎事務局長が参加し，東会長は「日本におけ

落合勝一郎参与が連盟事務総長に選出された。

る医療の現状」について講演した。

事務局は会長国におくことになり，今回は，
日本病院協会事務局内におくこととした。

同年５月21日金沢においてＡＨＦ理事会が開
かれた。この４月に神崎三益会長が退任，東陽

新役員は次のとおりであった。

一氏が新たに会長に選出されたので東氏が連盟

会長神崎三益

会長に選任された。

事務総長落合勝一郎

今回のＡＨＦ理事会でＡＨＦの拡大計画が討

常務理事

議された。したがってアジア全域によびかけて

フィリピン病院協会

拡大運動を展開する。来年早々，日本側でまず

ＪｏｓｅＰ・Caedo，Ｊｒ.，ＭＤ・
BenjaminRRoa，Ｍ､Ｄ・

ＰｅｄｒｏＮ・Mayuga，ＭＤ・
中華民国病院協会

Shin-JungChiu，ＭＤ・

運動を実施することを決定した。

同年11月７日Ｄｒ・Soedalso（ジャカルタ首

都病院協会会長）が来日しわが国の病院団体と
の接触を希望した。

昭和50年２月15日～23日，前回の理事会の決

Chin-MaoWang，Ｍ､Ｄ・

定に従い小野田副会長，落合アジア病院連盟事

Chi-ShuenTsou，Ｍ､Ｄ、

務総長がバンコク，シンガポール,ジャカルタ，

大韓病院協会
Ho-SungSong，Ｍ､Ｄ・

Ｗｏｏｎ－ＨａｅＣｈｑＭＤ．
７０８

香港各国の病院関係機構を訪問した。

同年４月日本病院会役員改選により阿久津'眞
氏が日病会長に選出され，これにもとづきアジ

９国際関係

ア病院連盟の会長に選出された。事務局は落合

勝一郎事務総長が引続きその圧に当った。

年次大会には河野副会長，落合事務総長が出席
した。

同年11月26～29日マニラにおいてフィリピン

昭和52年２月４日～９日，中華民国病院協会

病院協会第26回年次大会があり，小野田敏郎副

主催のＡＨＦ病院視察旅行がおこなわれた。わ

会長，落合勝一郎アジア病院連盟事務総長が出

が国よりの参加は小野田敏郎，内藤景岳，内藤

席した。

比天夫,落合勝一郎,赤星一郎，内田卿子,渡邊

昭和51年５月15～16日台北において中華民国

進，大城三郎等，韓国側は宗会長，陳延世大学

医院行政協会（台湾病院協会）総会が開かれ，

附属病院長，李大韓病院協会事務局長等15名，

渡邊進日病常任理事が出席した。

フィリピン側Congco，Crisostomo等13名，台

同年５月28日，台湾，栄民病院Ｄｒ、Chi-Sh

湾側印会長，頓書記他多数であった。見学病院

uenTsou（魏炳炎副院長）がＡＨＦの件で来

は台大病院，長康紀念病院，栄民病院，光田病

日した。

院，澄清総合病院，彰化キリスト教病院，キリ

同年５月21～23日岡山において第26回日本病

スト教門諾会病院である。コースは台北一台中

院学会が開かれ，台湾（江氏他）２１名，韓国

一花蓮一台北，総まとめ討論会は２月８日台北

（宗会長他）１２名，フィリピンＤｒ、Ｒｏａの参
加があった。

この機にアジア病院連盟理事会を開催した。

アンバサーダーホテルで行われた。

４郎仕栄会長

ここで会員国で相互に交替してその国の病院視

昭和52年５月21日第20回国際病院学会の前夜

察旅行をおこなうことを決め，まず韓国，つづ

東京プレスセンターにおいてアジア病院連盟理

いて比国，台湾，日本の11頂で実施することを約

事会が開かれた。出席は比国Roa，Mayuga，

した。

Caedo氏，台湾印会長等であった。本理事会

この決議に従って同年10月４日～７日韓国病

において中華民国印仕栄氏がＡＨＦ会長に推さ

院協会が主催してＡＨＦ病院視察旅行が韓国で

れ永<続いた会長国は日本より台湾に移動する

行われた。その参加者は小野田副会長夫妻，内

ことになった。

藤副会長，岡山理事，落合ＡＨＦ事務総長等７

新しい役員は次のとおりである。

名で，フィリピン病院協会より３名，韓国より

会長Shih-JungChiu印仕栄

宗会長，趙理事（高麗病院長)，崔（電力病院

長）氏等が参加し，延世大学病院，漢陽大学病

院，高麗病院等の見学のほか広州の古都を巡遊
した。

同年11月12日，落合事務総長はフィリピン病

（中華民国医院行政協会理事長）
事務総長Chin-UnChang張錦文
（長康紀念病院病院管理者）
フィリピン病院協会
CarlosRChrisostomo

院協会総会に出席の途次招請によって台北に立

BenjaminR・Roa

寄り印会長その他協会の幹部と会合した。

EliodoroD・Congco

１１月14日～17日のフィリピン病院協会第27回

中華民国病院協会
７０９

９国際関係

Shih-JungChiu

本は落合国際委員長を選任した。

Chin-MauWang

アジア病院連盟理事会後の懇親パーティに国

Chi-ShuenTsou

大韓病院協会

際病院連盟新会長コーラー夫妻，同事務総長ハ

ーディ夫妻を迎えて懇談した。

ＫｏｎｇＫｉＫｉｍ

国際病院学会第２日目５月23日，アジア病院

ＪｉｎＨａｋＣｈｏｉ

連盟のメンバーのほかに，インドネシア，ホン

ＷｏｏｎＨａｅＣｈｏ

コン，パングラデッシュのアジア地域のゲスト

日本病院協会

を迎えて昼食会をひらき懇談した。

左奈田幸夫

ＡＨＦニュースはＡＨＦ結成以来数回に亘り

小野田敏郎

（英文）発刊してきたが郎仕栄会長の努力で雑

落合勝一郎

会議の内容は次のとおりであった。
1．インドネシアの連盟加入を承認した。同国

は全国組織には至っていないが，完了するま
でジャカルタ病院協会をＡメンバーとするこ
ととした。

2．落合前事務総長から今回までの会務報告が
された。

誌AsianHospitals第１号が発刊された。
同年７月29日前回のＡＨＦ理事会で決定した
会長国が台湾に移動することで前事務総長落合
勝一郎氏が台湾を訪問した。

同年11月18～20日名古屋市で第27回日本病院
学会が開かれ，台湾16名，韓国６名の参加があ
った。

同年11月25日マニラでアジア病院連盟準理事

会計については1,293,712円の預金残があ

会および第２8回比国病院協会年次大会が開か

る。印会長の発言で，日本は目下利子が上昇

れ，日本病院会から左奈田幸夫会長，内藤景

しているのでしばらくの間日本病院会で保管

岳，河野稔両副会長，落合勝一郎国際委員長が

するよう決定をみた。

出席した。

3．台湾Chang事務総長らの事務引継につい
ての報告が行われた。

同年11月30日インドネシアよりＤｒ・Souda‐

lｓｏが来日し，懇談した。

4．ＡＨＦニュースを年４回刊行する計画が承

昭和53年５月16日～19日，このたびは日本が

認された。配布部数は，日本700，フィリピ

主催国となってアジア病院連盟の病院視察旅行

ン700，韓国300，台湾250，インドネシア100

をおこなった｡見学病院は国立循環器センター，

とした。

近畿大学附属病院，天理よるず相談所病院，京

5．ＡＨＦジャーナルを年２回刊行する計画が
承認された。
6．オーストラリア，ニュージーランドの加盟

については代表が欠席しているので保留とし
た。

7．メンバー国のコーディネーターとして，日
７１０

都第二赤十字病院であった。出席者は台湾より

印会長等19名，韓国よりは12名，日本側は18名
であった。

同年10月20～22日大阪市において第28回日本
病院学会が開かれ，韓国10名，台湾６名，フィ

リピン２名，インドネシア１名の参加があっ

９国際関係

た。

昭和53年11月26日～30日マニラにおいて，国

際病院連盟地域学会が開催された。
わが国よりは小野田，内藤両副会長，落合国

フィリピン２名の参加があった。

同年11月，マニラにおけるＩＨＦ地域会議開

催のため順番を替えていたフィリピンの病院視
察旅行が行われた。１１月21日マニラにおいて開

際委員長等21名が参加した。アジア諸国からは

会式をおこない，サンフェルナンド，バギオ，

台湾９名，韓国は宗会長等７名，インドネシア

マニラの３地区の病院を３日間にわたり見学を

よりスータルソー氏等12名が参加をした。

した。

会議のあと病院見学が行われた。

MakatiMedicalCenter，RizalCulturalCe‐

nter，ChineseGeneralHospital，Philippine
HeartCenter，GSISGeneralHospital等を分
かれて見学した。

昭和54年９月20～22日秋田市において第29回
日本病院学会が開かれ，韓国５名，台湾３名，

昭和55年６月６～８日富山市で行われた第３０
回日本病院学会には韓国２名，フィリピン１

名，インドネシア１名の参加があった。

同年６月12日，４月に行われた日本病院会役
員改選にともない同日付で，アジア病院連盟理
事に内藤景岳会長，河野稔，村田勇副会長が登
録された。

７１Ｚ

１０広報

１０広

報
普く通信したのである。

日本病院会雑誌

これが創刊第１号で，この「日本病院連合月

報」は，それから毎月１回宛きちんと発行され
病院協会創設の頃

雑誌「病院」依存の時代

たが，昭和30年２月15日の第４号をもって一応

終り，第５号からは次の如く改称された。
2．「病院綜合通信」

昭和26年日本病院協会創立のとき，協会はな

昭和30年３月15日に至り日本病院連合月報は

お会報をもたず，昭和24年病院管理研修所設立

「病院綜合通信」と改称された。但し号数は創

と呼応して医学書院より発行された雑誌「病

刊以来通算されたので，つまり第５号からは

院」に「日病協会だより」欄を設けて，理事
会，委員会その他行事を掲載した。

また日本病院学会の発表演題の全抄録をも掲
載した。

雑誌「病院」依存は昭和29年４月までつづい

「病院綜合通信」となる訳である。
編集委員は，金子準二，片山弘，守屋博，小
山武夫，尾口平吉の諸氏が当り，編集は主とし

て近藤鼎氏の手になった。その後昭和30年４月
12日には郵政省より第三種郵便物の認可を受け
るに至った。

た。

「医海公論」依託の時代

「医海公論」は昭和25年に月刊紙として発行
された。発行所は東京都中野区鶯宮１の８医海
公論社・編集発行人は近藤鼎氏であった。

３雑誌発行の興隆
Ｌ「日本病院協会会報」の発行

「病院綜合通信」は，その後，毎月順調に発

この雑誌の第５巻第15号，すなわち昭和29年

行を続けていたが発行所たる日本病院協会の

８月５日から「日本病院協会通信」と称して巻

名を天下に普及の要あるため，一般名を排し協

末に特に４頁を掲載させた。

会名を冠するの必要から，この雑誌名を「日本

２協会雑誌創刊の頃

Ｌ日本病院連合月報

昭和29年11月15日日本病院協会が，いよいよ

独自の雑誌を創刊した。すなわち表記のように

題する，１６頁建ての雑誌である。毎月一回の発
行で，病院として識って置かねばならぬことを
７１２

病院協会会報」と改めることになった。昭和３４
年８月15日のことである。

すなわち，第60号からは日本病院協会会報と
その名を改めたわけである。

同時に発行の資金を充実させるため，本誌上
に広告を載せることとされた。

表紙は一般にオレンヂ色で日本病院協会会報

１０広報

平賀稔
小野田敏郎

河上利勝（長）
村田三千彦
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を中心にして月５～６回で年約60回，北は北海

日本病院会ニュース

道から南は九州までの各都市で開催する全国勉
強会は年間約40回，計100回以上が毎年毎年行

病院ニュース発刊の経緯

「勉強会の日病」とまで称される日本病院協

われるようになった。よくもまあこれだけのこ

とが出来たと当時の役員諸氏のフロンティア精
神に敬意を表したい。

会を創り上げたのは故橋本寛敏会長の力に負う

公私病連はいつの間にか完全に独立した病院

ところが多い。国際`|生豊かで進歩的だった先生

団体として独自の行動を始めた。日医との間に

は早くから公衆衛生の実践，乳幼児の保健の重

深い溝ができ始めた。

要性を唱え，あわせて臨床予防医学の実践の一

昭和45年広報委員会委員長に野村秋守氏が指

つとして「人間ドック」の普及に努力された。

名され，委員は勝野六郎，石原信吾，大倉正二

日本における病院管理学は橋本会長によって開

郎，中島克三，井上昌彦，江本俊秀の諸氏であ

拓されたと言っても過言でないだろう。日病の

った。

初代会長は上條秀介氏（昭和27年５月～31年１１

広報にはそれを発表する手足がない。日本病

月）で，橋本会長は第２代目として昭和31年か

院協会雑誌があったが，それは主として勉強会

ら45年まで15年間に亘って会長を務めた。

の記事を取り扱い広報の余地はない｡このこと

昭和30年も後半になると，医療問題がクロー

はしばしば常務理事会で論議され，昭和44年の

ズ．アップされ，各所で医療費をめぐって紛争

理事会で病院ニュース発刊の件が議決された。

が起き年々増加の一途を辿った。国民皆保険で

さらに昭和45年度総会で「病院ニュースの発

医療はただとの観点から医療費は暴騰を続け，

行」が議決された。

これを抑制しようとする厚生省との間には険悪

な空気がただよい始めた。「勉強の日病」とい

う殿様方式でこの危機が乗り切れるのかとの危

２病院ニュースの編集方針

名称は病院ニュースとする。発行部数は１万

機感が拡がってきた。それを乗り切るために，

部とし,配布の対象は会員および日本の全病院，

当時副会長だった神崎三益氏の苦肉の策で「全

関係官庁，各種団体，各新聞社，製薬，医療機

国公私病院連盟」が創設された。これが昭和３９

器の各社などとする。編集方針は大中小の病院

年の７月で公私病連に政治，経済をやらせ,日

の実体に即応した問題をとり上げる。定期発行

病は従来以上に勉強で行こうとする，いわば日

日は毎月20日とし，創刊号発行は４月20日とす

病と公私病連と併せて－つの病院形態であって

る。

合理的な機能分化をして病院を運営して行こう

すなわち日本の病院数は８千有余あるが，そ

という主旨であった。「病院をよくするために

の約３分の２が１００床以下の中小病院であるこ

は勉強するしかない」これが会長の持論でこれ

とをよく認識しそれに即応した記事を盛り込み

が実施に移された。当時の記録を調べると,勉

会員の増強を主目的とした。

強会の開催は年間を通じ１００回以上で，東京都

要領としては会員の声をふんだんに取り上げ
７１７
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る。第１面は｢時評｣および｢医療問題｣とする。

会員の増強を主目的としたものであった。当

第２面は①「これでいいのか」のタイトルで

時の全日本病院協会についての詳細は分から

会員からの投稿により矛盾点，悪い面，時世に

なかったが，1,000有余の会員を持ち主体は

合わないものをドシドシ投稿をうける。

私立病院であることだけは分かっていた。こ

、アイディア欄を設け，いいものを新聞を通

れと合併しよう，対等合併を申し入れて何と

じてＰ．Ｒする。

か合併しよう，その機運を盛り上げるために

第３面は①「プレイ・バック」は他紙，雑誌

猛烈なキャンペーンを開始した。

等の医療に関するものを取り入れる。

①合同，団結の気運急速に高まる，日病，

、「提言」は執行部に対し，また会そのもの

全日病との話し合い（47.1.20.第10号）

に対し，厚生省に対し遠慮なく提言し妥当なも

、全国病院団結の芽ばえ(47.6.20.第15号）

のをニュースを通じてＰＲする。

⑤学会前夜合意に達す（47.6.20.第15号）

Ｏ「プロフィール」は日病会員を優先して人

⑤公開討論会日病，全日病の合同問題に

物評，業蹟等を一般に知らせる。

第４面は，①勉強会の予報を主として参加者の
増加を図る゜

、「協会だより」は必要なもののみとする。

病院ニェースは予定通り昭和46年５月20日第
１号を発刊した。

プロフィールには日病育ての親の橋本寛敏氏

を第１号として取り上げその業蹟を紹介した。

ついて（奈良市）（47.10.20.第19号）

①定款改正のための日病，全日病合同準備
委員会開かろ（48.2.20.第23号）

④合同のための定款改正臨時総会（48.10.
20.第31号）
①新協会発足のための第１回実行委員会名
古屋で開かろ（49.7.20.第40号）

⑦日病，全日病合同特集(49.8.20.第41号）

その後方針通り20日に発行したが，原稿が集

①日本病院会設立一全日本病院協会・日

まらないのには大変苦労した。理事会の席上で

本病院協会合同成る－（49.12.20．第７１

執筆者を名指しで割当てまでしたこともある。

号）

次は予算不足で，委員は物心両面に亘りニュー
スに尺し，編集のため月２回病院協会に集って
甲論乙駁した。

３報道された重要項目
1）昭和46年の主なニュース

神崎三益会長国際病院連盟の常任理事に選
出さる(46.7.20.第４号）

保険医総辞退特集号（46.7.20.第６号）
2）全日病との合同問題
ニュース発行の目的はいろいろあったが，
７１８

3）合同後の報道
①公私病連の使命は終った（50.9.20．第
７９号）

、小沢会長の真意は何処へ（50.10.20．第
８０号）

⑧日本病院会の原点は何か（51.4.20．第
８６号）

ｅ敢えて日本病院会に提言する(51.4.20．
第86号）
⑥原点に帰って再出発しよう（52.2.20．
第96号）
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①理屈抜きで団結しよう（52.2.20．第９６
号）

①公私病院連盟を正式に脱会（代議員会の
承認を得る）（52.9.20．第103号）

⑦日本病院会は日本最大の病院団体（53.
10.15．第126号）

4）病院給食の改善
①病院給食改善に関する意見（47.10.20．
第19号）
、病人食の栄養基準量大幅に改善さる栄
養審議会の答申（改定答申）（4810.20．
第31号）

⑧給食基準改訂さる’日日病の悲願やっと

実る（50.6.20．第76号）
終戦直後に作られた病院給食に関する規則は
時代の推移とともに至急改正されるべきことが

多く，とくに栄養基準量の改正が急務で，この

改正についての意見を強力に申し入れた。栄養
審議会はそれを取りあげ審議会の努力により答

谷憲政東大教授，委員に松木慶大教授等数名を

任命され，１年有余の検討の結果，答申書を作

製し２年後に栄養基準は正式に改訂された。意
見提出より３カ年にして実施されることになっ
たのである。

5）国際病院学会

①国際病院学会アジアで初めて開催（50.
11.20．第81号）

、各委員会と業務内容国際病院学会準備
進む（51.320．第85号）

⑧国際病院学会成功裡に終る（52.6.20．
第100号）アジアでは始めての国際病院学
会が５月23日から，国立劇場，ホテル・ニ

ューオータニで開催され，参加者は史上空

前の1,900名で，研究発表，情報交換など
多大な成功を収めた。
6）その他の記事

①アジア病院連盟会長に日病神崎会長が
（48.5.20.第26号）

申にまでこぎつけた。二十数年間に亘って病院

＠日病名誉会長橋本寛敏先生の葬儀しめや

を苦しめていた給食を法改正までさせたことは

かに行わる，弔辞神崎三益会長，橋本名

日病の大きな功績で，この基礎は，数年間に亘

誉会長を悼む小野田敏郎副会長（４９．２．

って地道な研究に取りくみ，全国勉強会で詳細

２０.第35号）

なデータを集めた日本病院協会の栄養管理部会

（委員長・宮川哲子氏）の努力が実ったもので
ある。

日病より提出された「病院給食改善に関する

⑧東陽一院長会長に就任神崎会長は名誉
会長に（49.4.20.第37号）

④「病院ニュース」を「日本病院会ニュー
ス」と改題（49.12.20.第71条）

意見」は審議会委員の野村委員から提出され，

広報委員会

詳細な意見開陳の結果審議会で取りあげられ

委員長野村秋守

た。病院給食が栄養審議会で取りあげられたの

副委員長吉岡観八

はこれが始めだという。

委員高木紹夫，菱山博文，岡山義雄，

栄養審議会の基準部会長の島園順雄東大教授

島津寿秀，野村正行（兵庫・野村

は本件に関し「給食改善小委員会」を設け，小

病院)，黒田幸男（東京・済生会

委員会に阿部達夫東邦大学教授，副委員長に細

中央病院)，熊田正春(神奈川・日
７１９
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吉病院)，阪上義和（和歌山・堀

２５日）委員長野村委員長より高山榮氏に

口整形外科病院)，福井順(長崎・

変更（55.4.10.第171号）

福井病院)，藤岡萬雄,落合勝一郎
①日本病院会の新執行部誕生会長に阿久
津氏副は小野田，内藤，遠山，大屋の四

⑦幹部医会設立さる（55.7.10.第176号）

⑤病院倫理綱領答申さる－病院人の行動
基準として－（55.12.10.第185号）

氏（50.4.20.第74号）

出版

⑤待望のメディカルクラーク発足（51.6.
20.第88号）

①政治連盟を結成第20回常務理事会(51.
7.20.第89号）

米国病院協会は多数の出版をおこない，協会

刊行物の出版目録を出している。米国病院協会

⑦政治連盟結成を承認（51.9.20.第91号）

の隆昌の一因はその出版にあり，これは範とす

①待望の社団法人格を得る１２月４日付で

べきであるとして，日本病院協会は昭和37年以

早川厚相が認可（51.12.20.第94号）

②診療録二学会が合同５月に第１回学会
開く（52.2.20.第96号）

④第三代会長に左奈田幸夫氏選出さる(52.
7.20.第101号）

⑦事務長養成通信教育第１回受講生を募る
（53.4.25.第110号）

、堀口銀二郎氏（代議員会議長）逝く（５３．
７．５.第116号）

⑥政治連盟委員長に河野副会長就任(53.7.
25.第118号）

③日本病院会手狭になったため，病院会は
番町より現在地に移転す（54.2.25.第138
号）

②＜特集＞日本病院会政治連盟（54.4.15．
第143号）

①勤務医部会設立に関する提案なさる(５４．
８．２５．第154号）

②、人材銀行"設立さる（54.12.5.第162号）

⑰第４代目会長に内藤景岳氏選出さる(55.
4.10.第171号）
④日本病院会ニュース，月２回刊行(10日，
7２０

降この事業を重んじてきた。
昭和37年

「病院看護の諸問題」昭和37年３月刊
看護要員の不足が顕著になり，昭和37年２
月，その対策会議が開かれ，ここで発表された

諸講演をまとめて刊行された。発表者は橋本寛

敏，永野貞，井上澄江，大森文子，金子光，林
塩等の諸氏が，討議者は神崎三益，石本茂，守
屋博等の諸氏であった。協会最初の出版にあた

り大角春忠事務局長が編集，装値をおこなっ
た。赤十字を象った表紙の装煩はその色彩をか
えて日本病院会の刊行書の象徴としてながくう
けつがれた。

「母親学級テキスト」昭和37年４月刊
日本病院協会と健保連との契約による妊産婦
保健指導は昭和35年より実施されたが，この指

導のためにテキストが必要であり，武蔵野赤十

字病院塩見勉部長が主となって執筆してこれを
刊行した。

昭和39年
「病院とともに幾歳月」昭和39年10月刊
著明な病院管理者として橋本寛敏，神崎三

１０広報

益，荘寛の３院長をはじめ，落合勝一郎，石原

記述した。とくに請求明細書作成の合理化にと

信吾の２事務長，大重菊衛，吉田浪子，関光，

り組み，オーバーレイ方式等すぐれた方法を完

幡井ぎん，石本茂の５総婦長の永年の経験を執

成し，これを紹介，刊行した。

筆あるいは口述を願い刊行された。
昭和40年

「診療管理」昭和40年４月刊
診療管理部会が昭和33年に設立されて以来，
毎月その定例研究会が行われてきたが，その内

容を部会世話人小野田敏郎参与がこれをまとめ
て出版した。
これまで編集の事務については大角事務局長
が自ら担当をしてきたが，昭和40年６月より事

務局に就任した西山君枝氏が日本病院協会雑誌
とともに出版編集の専任となった。

「病院と税務」昭和41年４月刊
前年11月税務のためのセミナーが開催された
が，その内容がすぐれていたのでこれを病院協

会の出版物とすることとした。
「病院家政清掃」昭和41年５月刊

前年11月，日本病院協会とハウスキーパー会

が共催して病院の清掃についての講習会を開い
た。この方面についての書はいまだ刊行されて

いないので，清掃の参考書として出版された。
「診療録中央管理」昭和41年９月刊

昭和41年８月，診療録中央管理について橋本

「短期人間ドック」昭和40年８月刊

寛敏会長および診療録管理の３先覚が出席して

日本病院協会と健保連との契約による人間ド

そのセミナーを開いたが，その内容を系統だて

ック実施病院の手引として，鈴木豊明委員（東

て編集をし出版された。わが国での診療録中央

京警察病院）が主となり臨床予防医学委員の諸

管理こと始めの書である。

氏により編集された。この害はわが国の人間ド

ック学の噴矢をなすものである。
「保健叢書」８冊昭和40年８月刊

肺結核，慢性胃炎，高血圧，動脈硬化，胃下
垂胃アトニ－，痔核，肝庇護，肥満
短期人間ドックの受診者の指導書として小冊

「保健叢書糖尿病」昭和41年10月刊

前年発行の保健叢書８冊につづき第９冊目と
して刊行された。

昭和42年

「健康保険組合符号」（都道府県別）
同（五十音別）
昭和42年１月刊

子の叢書を出版した。執筆は臨床予防医学委員
をつとめるひとびとにそれぞれの専門分野につ

診療報酬請求事務の効率化のために厚生省が

いての記述を依嘱した。この叢書は人間ドック

健康保険組合別の符号を設定し，昭和41年11月

指導書として現在にいたるまで版を重ねてい

14日これを公布した。この符号表は各病院にお

る。

いて多くの冊数を要するために医事研究会の意

昭和41年

見にもとづき病院協会においてこれを複刻印刷

「医事業務」昭和41年５月刊
医事研究会は設立以来多くの研究を行ってき

をおこなうこととした。

「病院の監督者」昭和42年２月刊

たが，はじめての全国勉強会を機にこれらの成

前年10月，全国病院の第一線監督者を集めて

果を，教育訓練，業務分析，外来業務について

監督者はいかにあるべきかのセミナーを行った
7２１
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が，その内容は具体的であり監督者訓練の資と
なるとの考えから本書が編集された。

「病院建築入門」昭和42年２月刊

昭和44年

「医事業務・第２集」昭和44年５月刊

昭和41年に請求明細書作成合理化を主とした

前年11月，東京大学吉武泰水教授ほか，同門

医事業務参考書を発刊したが，その後の医事研

の専門家により病院建築に関するセミナーが行

究会の研究の成果をまとめて医事業務に関する

われたが，この内容は病院建築の細部にわたる

第２集を刊行することとなった。

すぐれたものであった。これを骨子として本書
が編集された。

「共済組合符号簿」昭和42年６月刊

「人間ドック」昭和44年８月刊

昭和40年｢短期人間ドック」が刊行されてわが
国の人間ドック実施の啓蒙書としての役を果た

さきに刊行した健康保険組合符号簿が会員病

したが，その後の人間ドックの指導の進歩に対

院の需要をみたしたので，つづいて共済組合の

応してその第２集の刊行が企画され，臨床予防

符号簿も同趣旨で刊行された。

医学委員会の鈴木豊明（東京警察病院），橘敏

「アメリカの病院看護」昭和42年10月刊

也（聖路加国際病院)，笹森典雄（牧田総合病

昭和42年４月，わが国の中堅の看護婦の視察

院）等の諸委員の執筆により刊行された。これ

団が米国の病院を視察し，その成果を看護管理

には前回同様人間ドック研究会の発表論文も収

部会において公開発表したが，その内容を系統

められた。

だてて看護啓蒙の書として刊行した。
昭和43年
「病院栄養管理」昭和43年５月刊

昭和45年

「病院学」昭和45年５月刊

日本病院学会が第20回を迎えるにあたり，小

昭和40年栄養管理部会がうまれて研究をつづ

野田敏郎学会長は昭和26年第１回学会より第１９

けているが，昭和43年３月そのセミナーを開催

回にいたる1,000題の一般演題を分類集積して

しこれを骨子としてこの書を編集した。

学会の記念出版を行った。この書はＢ５判６１１

「続アメリカ病院看護」昭和43年９月刊
前年のアメリカ病院看護視察団派遣につづい

頁の尼大なものである。
「アメリカの病院看護第３集」

て昭和43年第２回の視察団を派遣した。この視
察にもとづく研究会を前回同様に主催し，その
成果を続篇として編集発行をした。
「職員の身だしなみと礼儀」昭和43年12月
刊

昭和45年５月刊

昭和44年11月第３回のアメリカ病院看護視察
団がアメリカに渡り，そのグラフと研究会記事
を日本病院協会雑誌に発表したが，その別冊を
第３集として刊行をした。

駿河台日本大学病院の新人教育のために井上

「母親学級テキスト」改訂版昭和45年10月

昌彦事務長が編集して職員のみだしなみと礼儀

母親学級テキストは妊婦ドックの指導のため

についての小冊子を作成したが，事務管理部会

のテキストとして昭和37年に刊行され，その後

が一般の病院の新人教育のテキストとなり得る

版を重ねて増刷されていたが，発刊８年を閲

ものと考えこの出版を推韓した。
7２２

し，ふたたび武蔵野赤十字病院塩見勉部長が執
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筆してその内容を全面的に改め刊行された。
昭和46年

昭和48年

昭和48年は病院合同のはたらきのために出版

「アメリカの看護・ヨーロッパの看護」
昭和46年３月刊

昭和45年８月，第４回のアメリカ病院看護視

活動がおろそかになり，新しい刊行がみられな
かった。

昭和49年

察団が渡米し，またその９月はじめてのヨーロ

「病院ハウスキーピング」昭和49年６月刊

ッパ病院看護視察団が英国，西独，イタリア，

ハウスキーピング部会は定例・全国の勉強会

ギリシャへ派遣され，このふたつの視察研究会

を開いて勉強をつづけているが，これらの成果

の成果が日本病院協会雑誌に発表された。その

をもとに実務についての参考書の必要性を考

別冊を表題のごとくにして刊行した。

え，「病院ハウスキーピング」を刊行した。

「ヨーロッパの看護をたずねて」今村栄一

この年６月日本病院共済会が設立され，図書

昭和46年７月刊

の発行は日本病院会が，その販売が共済会でな

ヨーロッパ病院看護視察のコーディネイタ_

されることとなった。

をつとめた今村栄一氏（国立東京第一病院）が
ナイチンゲールの遺跡を訪ねるこの旅をかえり

昭和50年
「保健叢書一肛門と直腸の病気」

みてヨーロッパ看護のこころを書きあげた。は
じめて個人の著書として刊行された。

昭和50年６月刊

保健叢書にはさきに「痔核」が発刊された

「アメリカ病院事務管理」昭和46年８月刊

が，その増補として「肛門と直腸の病気」が小

昭和45年８月第１回米国事務管理専門視察団

金沢滋氏（佼成病院）が主となって執筆し刊行

を派遣したが，その成果を番町共済会館に発表

された。

し，また参加者がそれぞれの視察記を日本病院

昭和51年

協会雑誌に発表したのでこれをまとめて一本と
して刊行した。

昭和47年

「病院診療」昭和51年３月刊

昭和40年，診療管理部会の年間の研究を「診

療管理」として刊行したが，部会は病院診療部

「病院職員ハンドブック」昭和47年５月刊

会と名を改めて研究をつづけ，さらにその後の

さきに「病院職員の身だしなみと礼儀」の小

'0年間の成果を世話人竹内春彦氏がまとめて上

冊子を刊行したが，これを改訂して「病院職員
ハンドブック」とし新入教育の資として続刊し

梓した。

「病医院へのコンピュータ導入の早分り」
昭和51年４月刊

た。

「監督者のために」昭和47年７月刊

コンピュータ委員会は病院へのコンピュータ

昭和42年「病院の監督者」を刊行して好評を

導入の啓蒙を行ってきたが，その手引としてま

博したが，新たに部外講師をも招いて開講され

たこの導入に興味をもつひとびとの入門書とし

たセミナーの内容を骨子として「監督者のため

て同委員会が小冊子を編集刊行した。

に」を刊行した。

「長期療養J患者の分類法」昭和51年５月刊
7２３
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米国における長期療養患者の記録をコード化

ク」昭和52年10月刊

するための案内書を神奈川県民健康調査委員会

「コンピュータ導入の早分り」を刊行した

が翻訳したが，この刊行を日本病院会が依頼さ

が，さらに実際的記述の刊行が待たれ，コンピ

れた。装煩は原著に橡り，従来の装煩と異なっ

ュータ導入における体験，苦労，改善，メーカ

た。

への要望等導入の実際と，病院規模別，特殊業

「保健叢書一肝臓病」昭和51年９月刊

務別に現在メーカで発売している機種の概要，

さきに保健叢書一肝庇護が刊行されていた

特徴，経費等を分類した標準システムと，用語

が，これを鈴木豊明氏（東京警察病院）が主と

解説の３編から成り立つ「病医院へのコンピュ

なって改訂し，「肝臓病」として刊行した。

ータ導入ハンドブック」が刊行された。

昭和52年

昭和55年

「外科手術診断およびその他の処置分類法」
昭和52年７月刊

「長期療養者の分類法」と同じく神奈川県民

昭和53,54年は新しい出版はなされなかっ
た。

「病医院へのコンピュータ導入の早分り」＿

健康調査委員会の翻訳により，外科関係の記録

改訂版昭和55年１月刊行

のコンピュータ・コード化に資するものであ

初版刊行から４年を経て病院のシステム化に

大幅の進歩をみたので版を全面的に改訂した。

る。

「病医院へのコンピュータ導入ハンドブヅ

７２４

この改訂版は日本病院共済会から販売された。

１１日本病院会政治連盟

ｕ日本病院会政治連盟
日本病院会政治連盟の結成

日本病院会政治連盟は社団法人日本病院会の

師会と緊密な連携関係を樹立することが確認さ
れており，政治団体結成についても，日本医師

会の意向を無視することはできなかった。

事業活動を推進するうえで，政治的要素を帯び

そこで，日本医師会との調整を図るため，非

た活動分野を担当する内部組織として，必要と

公式に河野稔常任理事が武見太郎日本医師会長

考えられた。

を訪ね，日本医師会の意向を打診することにな

かねて日本病院協会はうらはらをなす病院団

った。

体の連合体である全国公私病院連盟を興し，同

この会談で，武見会長は医療問題議員懇談会

連盟が各加盟団体の意向を吸収した政治活動を

の結成から今日に及ぶ，日本医師会の実績を挙

専ら担当していた。

げ，日本病院会政治連盟の結成には消極的態度

しかし，日本病院会は社団法人日本病院協会

であった。しかし，河野常任理事は，病院と診

と社団法人全日本病院協会の合同成ったのを機

療所の経済基盤の相違，診療報酬面での入院

会に，全国公私病院連盟との絆を断った。

料，手術料等，機能面からくる違いを説明し，

このため，日本病院会は医療制度，診療報酬
問題等政治・経済面での活動に空白が生じ，病
院関係者が期待する現実処理に立ち遅れること
となった。

前記した全国公私病院連盟をはじめ，病院団

体の中には政治団体を持ち，独自の活動をすす

病院運営に直接かかわる問題は病院自体で解決
すべき責任があることを強調した。
また，日本病院会が全国公私病院連盟との絆

を断ったことにより，日本病院会自体が，政治

活動分野を補わない限り，病院の経済的・社会
的向上が期待できないと説明した。

めているのが少なくなかった。これに対し，日

両者の応酬の結果，武見会長も政治連盟結成

本医師会は病院・診療所を含め，医政，医療問

の意図を理解し，医療問題議員懇談会の例を挙

題は総て日本医師会が代表しているとの姿勢を

げて，選挙の際の推せん方法を具体的に説明し

持ち，現実に衆・参両院議員で構成する医療問

たばかりか，今後は日本医師会と日本病院会の

題議員懇談会を基盤に強力な国会活動を展開し

間で，出来る限り連携をとって活動したいと提

ていた。

案した。

この日本医師会にとって，日本医師会と立

後刻，会談内容が報告され，日本医師会が日

場，見解を異にする政治団体の結成は，決して

本病院会政治連盟の結成を承認したことによ

』決いものではなかった。

り，政治連盟結成の機運は急速に醸成された。

日本病院会は合同の趣意書において，日本医

昭和51年９月４日，阿久津'慎氏を委員長として
７２５

１１日本病院会政治連盟

組織され，昭和51年11月５日，自治省に対し，

２．副委員長は委員長を補佐して会務を掌

政治資金規制法にもとづく政治団体の届出を行

理し，委員長に事故あるときは委員長が

なった。

あらかじめ定めた順位によりその職務を

連盟の規約は次のとおりであった。

日本病院会政治連盟規約

第１条本連盟は日本病院会政治連盟と称し，

代理する。

第７条常任委員は委員長が連盟員の中から委
嘱する者をもってこれにあてる。

主たる事務所を東京都千代田区二番町２

２．常任委員は会務を掌理する。

番地（番町共済会館内）日本病院会内に

３．常任委員会は委員長が招集し，その議
長となる。

置く。

第２条本連盟は日本病院会の会員をもって組

第８条委員は第13条で定める支部長をあてる

織する。ただし法的に政治活動に支障あ

ほか，支部から選出するものとする。支

るものを除く。

部から選出する委員は支部長を含め，支

２．各都道府県ごとに支部を置くことがで

部に属する連盟員数50名までは２名と

きる。支部の設置基準については別に定

し，５０名を超えるごとに１名を加える。

める。支部を置かない場合は本連盟の直

選出基準は３月31日現在の各支部連名員

轄とする。

数とする。

第３条本連盟は日本病院会の目的および事業

２．支部を置かない都道府県の委員は１名

を達成するために必要な政治活動を行

とし，当該都道府県の連盟員中より委員

う。

長が委嘱する。

第４条本連盟に次の役員を置く。
委員長１名

会は本連盟の議決機関とし委員長がこれ

副委員長４名

を招集する。

常任委員若干名

４．委員会は委員の過半数が出席しなけれ

委負若干名

ば会議を開くことができない。ただし書

／△‐
＝

計２名

会計監督者２名
第５条委員長は日本病院会会長をもってこれ

面行使を認める。

５．委員会の承認および決議は第15条の規
約の変更を除き，出席委員の多数決によ

にあてる。ただし日本病院会会長がこれ

る。可否同数の場合は議長が決める。

にあたることができない場合には，日本

６．委員会には議長および副議長各１名を

病院会副会長の中からこれにあてる。

２．委員長は本連盟を代表し会務を総理す
る。

第６条副委員長は連盟員中より４名を委員長
が委嘱する。
７２６

３．委員をもって委員会を組織する。委員

置き委員の中から互選する。

７．議長および副議長は常任委員会に出席
して意見をのべることができる。

第９条会計は常任委員中より選出する。
２．会計は本連盟の経理を担当する。
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第10条会計監督者は連盟員中より委員会にお
いて選出する。

２．会計監督者は本連盟の経理を監査す
る。

３．会計監督者は常任委員会に出席して意
見をのべることができる。
第11条役員の任期は日本病院会の役員の任期
に準ずる。

第12条本連盟に顧問を置くことができる。
２．顧問は委員会の承認を経て委員長がこ
れを委嘱する。
３．顧問の任期は委員長の在任期間とす
る。

第13条支部は本連盟の目的，事業に則り，必
要な政治活動を行うものとする。

車清茂，九州・菱山博文，岩永光袷

支部長東京都・高山螢，神奈川・小野肇，山
梨・小野勇二，長野・相沢正樹，富山・西能
正一郎，福井・荒川久，岐阜・藤掛敏，静岡

・細川一郎，愛知・佐々木重夫，三重・町野
良彦，滋賀・財津晃，京都・榊田博，大阪．

吉岡観八，兵庫・小原知次郎，奈良・南溢，

和歌山・遠藤香苗，鳥取・野島鉄之助，島根
・石倉幌，岡山・藤原拓二，山口・村田寿太
郎，福岡・井手一郎，佐賀・山口弾之，長崎
・福井順

常任委員村井英夫（北海道)，篠田秀男（山
形)，星源之助，大原光雄(福島)，会沢孝(茨
城)，真木実(群馬)，井上寿一（埼玉)，柏戸

正英（千葉)，河井博，名倉弓雄（東京)，平

２．支部に支部長を置く。

野一彌，熊田正春，篠崎功，大野松次（神奈

３．支部長会は委員長が必要に応じ招集す

川)，桑名昭治（新潟)，山角司(山梨)，相木

る。

七良右衛門（福井)，山田実男（岐阜)，中山

４．支部が支部連盟員より支部特別の会

耕作（静岡)，大野道夫，加藤健，伊藤研(愛

費，寄付金を徴収する場合は予め本連盟

知)，田中矩夫（三重)，中野進(京都)，矢野

の承認を必要とする。

尾三郎，有澤源蔵，多根要之助(大阪)，平野

第14条本連盟の経費は会費，寄付金，その他
の収入金をもって充当する。
２．本連盟の会計年度は日本病院会の会計
年度に準ずる。

第15条本規約の変更は委員会において出席委
員の３分の２以上の同意を要する。
設立時の役員はつぎのとおりであった。

明，宮地知男(兵庫)，瀬藤光仁，月山和男，
中村了生（和歌山）

昭和52年７月阿久津委員長が退くとともに，
堀口銀二郎氏が委員長に就任した。
社団法人取得に活躍

当時，日本病院会は社団法人日本病院協会と

委員長阿久津’１真

社団法人全日本病院協会の合同成った組織であ

副委員長小野田敏郎，内藤景岳，遠山豪，堀

りながら，社団法人の認可申請がおりず，人格

口銀二郎

なき社団として運営しなければならなかった。

同（ブロック長）関東・河野稔，牧田中，甲信

このため役員は社団法人の認可を取得すべ<厚

越・島津寿秀，北陸・奥田幸造，東海・岡山

生省との折衡を重ねていたが，日本医師会が法

義雄，近畿・野瀬善三郎，浜光治，中国・六

人格賦与に反対の立場をとっていたため厚生省
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事務当局相手の交渉では事態の進展は思うに委

病院協会の名称変更かで詰めを行っていたが，

せない状況にあった。

最終判断を大臣決裁に委ねるまでになってい

しかし，昭和49年12月９日，三木内閣による

大臣の更送が行われ，新厚生大臣に和歌山県二
区選出の早川崇氏が就任することが決った。

た。

昭和51年12月24日，内閣改造人事が行われ
た。

早川大臣と堀口銀二郎政治連盟委員長は，共

早川厚相は大臣としての任期を数時間後に控

に和歌山県在住であり，堀口委員長が地元和歌

えたギリギリの段階で，就任以来懸案とされて

山県では病院協会の会長を兼ねていることと，

きた日本病院会の法人格問題に決着をつけるべ

氏の岳父が長年政界で活躍された有力者という

く認可の印を捺した。

関係もあって，早川崇大臣とはかねてから泥懇
の間柄であった。

そこで日本病院会政治連盟は，結成初期の活

動目標を社団法人の認可取得に置き，日本病院
会と表裏一体となって，大臣在任中にこれを取
得することで動き出すことになった。

これにより社団法人日本病院会が新発足し
た。

衆議院議員選挙で初の推せん候補を持つ
結成即社団法人認可獲得に精力を傾注したた

め，執行部の陣容も不自然なものとなってい

日本病院会，日本病院会政治連盟の再三に亘

た。このため堀口委員長は陣容整備と日常業務

る大臣折衡により，早川大臣は認可を下すべく

を円滑に処理する体制を早急に確立する必要を

役員に対し，内意を表明したが，厚生省事務当

痛感した。

局が難を示したため，早期解決は困難であっ
た。

しかし，堀口委員長，小野田副会長，内藤副

会長等は，東京・和歌山・大阪と政務に忙がし
い早川大臣の後を追い，執ように早期認可の実
現を訴えた。

しかし，結成後未だ日も浅く，活動内容が充
分に浸透していなかったため，役員構想を持ち
ながら実現せず，日本病院会役員が実質的に政
治連盟役員を兼ねるといった状態が続いた。
その中で，昭和51年12月衆議院議員選挙を迎
えることになった。

かくして時間が経過するうちに，再び内閣改

政治連盟は直ちに役員会を召集し，選挙対策

造が政局問題となり，早川厚相の更迭がマスコ

を協議した結果，今後医療問題で国会・政府活

ミの伝えるところとなった。

動をすすめる場合，有力議員を推せんし，政治

認可獲得のため東奔西走した役員はもとよ

連盟の立場に立って活躍してくれる議員を持つ

り，会員の多数から，この機会を逃がしては法

ことが必要であるとの判断から，この選挙に始

人格取得が絶望となるのではないか，との危機

めて日本病院会政治連盟の名を以って，立候補

感が日本病院会・同政治連盟を覆い取得への

予定者の中から厳選した推せん候補者をもつこ

意気込みは頂天に達する程の高まりをみせた。

ととなった。

一方この頃，厚生省事務当局は日本病院会に

この選挙で政治連盟が推せん候補者とした数

対する新しい社団法人の賦与か，社団法人日本

は131名でこのうち当選の栄を獲ち得た議員は
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103名あり，第１回の選挙経験としては極めて

成績の良い結果で終った。

そこで内藤景岳，河野稔の両副会長を後任委

員長として協議をすすめることになったが，内

また当選議員の祝勝会を兼ねて政治連盟役員

藤副会長は、私は政治問題が不得手であるし，

および，日本病院会役員との懇親の機会を持つ

政治連盟委員長には，実際の活動を考えても，

べく昭和52年10月28日日本クラブにおいて日本

政治の中央である東京から選ぶべきである”と

病院会政治連盟主催の当選祝賀会を開催した。

主張し，河野副会長の政治連盟委員長の就任要

堀口委員長の逝去

一政治連盟後任委員長の非公式協議一

日本病院会の会館を建設すべ<，病院会館建

請を強く推した。

河野副会長は、志半ばで逝った堀口委員長の
霊を慰めるためにも，後任委員長は一刻も早く

決めるべきである。自分が適任と思わないが，

設準備委員会委員長として，頻繁に上京して構

会議の意向に添って対処したい〃と答え，事実

想を進めていた堀口委員長であったが，過労が

上後任委員長就任を承諾した。

禍いしてか療養生活を送るようになった。
しかも，昭和53年６月26日，永眠の悲報に接

その後，日本病院会は理事会・常任理事会等
正式な機関に諮って，後任人事を協議したが，

し，７月２日，和歌山市で葬儀が執り行われ

日本病院会政治連盟委員長に河野稔副会長，代

た。

議員会議長に吉岡観八氏の就任がそれぞれ決定

氏の葬儀には日本病院会役員多数が参列し，
同夜和歌山に宿泊することになった。
話題は氏が精魂を傾けて東奔西走した病院会
館建設問題にはじまり，政治連盟委員長，代議

員会議長の後任者人事に及んだ。
そこで，急拠和歌山滞在役員による非公式協
議が進められることになった。

席上，左奈田日本病院会会長は､政治連盟規

した。

河野執行部，執行体制の整備

河野委員長は就任後，ただちに執行体制の整
備に着手した。

まず，全県に政治連盟役員を配することを考

え，各県毎に，委員・常任委員・副会長の候補
を挙げた。

約に則っとり，正・副会長から選出することが

また，政治連盟の会議運営を合理化するもの

適当と考える。しかし私は，国立病院長であ

として，議長制度を設け，吉岡観八（新千里病

り，国家公務員法によって政治活動が禁止され

院長）氏に就任を要請したほか，委員長が政治

ているので，規約但し書きによって辞退した

連盟業務を遂行するうえで，具体的問題を相談

い。ついては四副会長を候補に協議をすすめて

する機会としてブレーン会議を設置した。

欲しい”と提案した。
これを受けて副会長から人選することとなっ

昭和54年２月27日東京番町，ダイヤモンドホ
テルにおいて委員会が開かれた。

たが，徳岡副会長が県立病院長であり，私的の

これら政治連盟運営のうえで，中心となる機

副会長から後任委員長を人選することで意見の

関が設置されたことにより，役員構想はこの会

一致をみた。

議に諮られて，急速に整備されていった。
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委員長河野稔北品川総合病院
副委員長小野田敏郎佼成病院

２．各都道府県ごとに支部を置くことがで

きる。支部の設置基準については別に定

〃

内藤景岳総合病院南大阪病院

〃

野村秋守野村病院

〃

遠藤香苗和歌浦中央病院

を達成するために必要な政治活動を行

〃

高山螢高山整形外科病院

う。

〃

相沢正樹オロ沢病院

〃

小倉知己博慈会記念病院

委員長１名

〃

丸山正幸岩槻南病院

副委員長若干名

〃

小野蔓:Ｅ汐見台病院

常任委員若干名

める。

第３条本連盟は日本病院会の目的および事業

第４条本連盟に次の役員を置く。

委員若干名

常任委員島津寿秀甲州中央病院
〃

平野一彌港ｺﾞﾋ耳鼻咽喉科病院

会計責任者２名

〃

岡山義雄岡山病院

監事２名

〃

北野早苗富士見産婦人科病院

〃

Ｊ､原知次郎小原病院

にあてる。ただし，日本病院会会長がこ

〃

菱山博文福岡城南病院

れにあたることができない場合には，日

〃

織本正慶織本病院

本病院会副会長の中からこれにあてる。

〃

藤原拓士水島中央病院

〃

」上村行彦優生病院

委員会議長吉岡観八新千里病院
副議長柏戸正英柏戸病院

会計監督者遠山豪遠山病院
大野松Zi〈京浜総合病院

〃

会計担当者村上正敏事務局

またこの委員会において連盟規約の一部が改
められ，つぎのとおりとなった。

日本病院会政治連盟規約

第１条本連盟は日本病院会政治連盟とし，主
たる事務所を東京都千代田区麹町２丁目

１４番（麹町パレス内）日本病院会内に置
く。

第５条委員長は日本病院会会長をもってこれ

２．委員長は本連盟を代表し会務を総理す
る。

第６条副委員長は連盟員中より若干名を委員
長が委嘱する。

２．副委員長は委員長を補佐して会務を掌
理し，委員長に事故あるときは委員長が
あらかじめ定めた順位によりその職務を
代理する。

第７条常任委員は委員の中から委員長が委嘱
する者をもってこれにあてる。
２．常任委員は通常業務を掌理する。

３．常任委員会は委員長が招集し，その議
長となる。

第８条委員は第13条で定める支部長をあてる

第２条本連盟は日本病院会の会員をもって組

ほか，支部から選出するものとする。支

織する。ただし法的に政治活動に支障あ

部から選出する委員は支部長を含め，支

るものを除く。

部に属する連盟員数50名までは２名と
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し，５０名を超えるごとに１名を加える。

選出基準は３月31日現在の各支部連盟員

長がこれを委嘱する。
３．顧問・参与の任期は委員長の在任期間

数とする。

とする。

２．支部を置かない都道府県の委員は１名

第13条支部は本連盟の目的，事業に則り，支

とし，当該都道府県の連盟員中より委員

部において必要な政治活動を行うものと

長が委嘱する。

する。

３．委員会は委員をもって構成する。委員

２．支部に支部長を置く。支部長は支部連

会は本連盟の議決機関とし，委員長がこ
れを招集する。

盟員の互選とする。
３．支部長会は委員長が必要に応じ招集す

４．委員会は，委員の過半数が出席しなけ
れば会議を開くことができない。ただ

る。

４．支部が支部連盟員より支部特別の会

し，書面行使を認める。

費，寄付金を徴収する場合は予め常任委

５．委員会の承認および決議は第15条の規
約の変更を除き，出席委員の多数決によ

員会の承認を必要とする。

第14条本連盟の経費は会費，寄付金，その他

る。可否同数の場合は議長が決める。

６．委員会には議長および副議長各１名を

収入をもって充当する。

２．本連盟の会計年度は１月１日に始まり

置き委員の中から互選する。
７．議長および副議長は，常任委員会に出

１２月31日をもって終了する。

第15条本規約の変更は委員会において出席委

席して意見をのべることができる。

員の３分の２以上の同意を要する。

第９条会計責任者は常任委員中より選出す

第16条本規約で定めるもののほか，必要な事
項については委員会の議決により別に定

る。

２．会計責任者は本連盟の経理を担当す
る。

第10条監事は連盟員中より委員会において選
出する。

２．監事は民法第59条にもとずく職務を行
う。

３．監事は常任委員会に出席して意見をの
べることができる。

第11条役員の任期は日本病院会の役員の任期
に準ずる。

第12条本連盟に顧問・参与を置くことができ
る。

２．顧問・参与は委員会の承認を経て委員

める。

付則

本規約は昭和54年３月16日より施行する。

他方，選挙に際し，推せん候補者の決定にと
どまっていた政治連盟の活動を充実する方策が
併行的に検討されることとなった。

しかし，政局は混迷をきたし，衆議院議員の
選挙が予想されるところとなった。

河野委員長就任後，最初に迎えるこの選挙対

策のため，昭和53年11月18日常任委員会が召集
され，真剣な協議が行われた。

この会議で決定された選挙対策の大綱は概ね
次のようなものであった。
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１．政党より人物本位で椎せんを決定する

２．医療が人道的なものであるところから思
想，信条を超えた超党派で対処する。

３．推せんに当っては，医療問題をより多く

理解し，日本病院会の方針に則った国会活
動と積極的に取組む候補者とする。

政治連盟では〆低価格で引き渡される輸入食

肉を病院給食に使用することで，給食の質的改
善が図られ，患者サービスの向上になるとの考

えから武藤嘉文農林水産大臣はじめ農水省幹部
との折衡をはじめた。

しかし事情を理解するにしたがい，食肉流通

４．地元会員の意向を最大限尊重する。

機構の複雑さや，全国の病院に平等に供給する

５．定数内の推せん者数とするが，複数区で

ための供給体制の確保等，政治連盟が対応する

は極力候補者を絞ることとする。

６．選挙資金のため臨時に「政治活動資金」
の任意拠出を会員に依頼する。

には困難な問題があることから，残念ながら断

念せざるを得なかった。
この折衡過程において，余剰生産米としての

常任委員会による以上の方針が文書により委

古米・古々米が話題となり，米の消費拡大対策

員に通知され，地元において常任委員・委員協

を目的に学校給食用の特別価格が設定されてい

議のもとで着々推せん候補者の人選がすすめら

ることを知った。政治連盟では公益'性の高い病

れた。

院給食に低廉な価格の米が供給されることは，

告示を目前に控えて委員会が開催され，やが

医療経済面からも望ましいと考え，農林水産省

て行われる衆議院議員選挙に対する日本病院会

・食糧庁・日本栄養士会等，関係者を広く集め

政治連盟の推せん候補者が最終決定され，推せ

て協議をすすめた。

ん状の送付，祈必勝等の文書交付が行われた。

当初の方針は，あくまでも学校給食にみる米

昭和54年10月７日，第35回衆議院議員の選挙

の廉価提供を病院給食に反映させるという病院

が実施されたが，この選挙での連盟椎せん議員

経営上の問題であったが，協議の方向は、病院

数は120名，当選者数は92名で，前回をしのぐ

給食においしい米を〃確保することで進めら

当選者をもつことができた。

れ，病院規格米が試作されるまでに進展した。

また，前回同様，特別国会のため当選者が上

また，これを全国の病院対象に供給網の整備

京する機会を把え，東京プリンスホテルにおい

を図るには，日本病院会政治連盟という一病院

て当選者祝賀会が開催された。

団体の事業から独立して，単一化された団体の

選挙が一段落した段階で，中断した形になっ

事業とすることが，推進メンバーによって結論

ていた政治連盟の日常活動への対処が再び検討

づけられたことにより，以後この問題は政治連

された。

盟の活動から分離することになり，新団体によ

この中で，まず取上げられたのが，輸入食肉
牛の病院給食枠の獲得であった。当時，貿易不

って，構想の再検討等，改めて取組まれること
になった。

均衡の是正，食肉輸入の規制緩和が外貨減らし

執行体制の確立とブロック代表者の設置

対策の一環として政治問題化し，輸入食肉に対

河野委員長就任以来，執行体制は急速に整備

し，ホテル枠が決められる等の経緯があった。
７３２
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了をみた。そこで，河野委員長は県毎の特性を

委員南溢（奈良）

できる限り地域的なものに統一を図って活動を

〃

玉置英夫（和歌山）

すすめ，また，連盟の日常活動を迅速に地域に

〃

山口弾之（佐賀）

伝達することが，運営上必要であると考え，全

〃

杉山賢一（静岡）

国をブロック単位に分けたブロック代表者を設

〃

中村了生（和歌山）

ける構想を常任委員会に提案した。

〃

岡本繁（広島）

常任委員会はブロック範囲を検討した結果，

〃

岩井宏方（東京）

日本病院会定款施行細則に準拠することを決定

〃

菅原和夫（秋田）

し，全国８ブロックから代表者を選任すること

〃

村井英夫（｣上海道）

委員会議長吉岡観八（大阪）

になった。

委員長

河野稔（東京）

会計村上正敏（事務局）

副委員長

小野田敏郎（〃）

会計監督者遠山豪（三重）

〃

内藤景岳（大阪）

〃

野村秋守（東京）

また，河野執行部は昨年10月に衆議院議員選

〃

遠藤香苗（和歌山）

挙を終らせたばかりであるにかかわらず，今後

〃

高山螢（東京）

は昭和55年６月22日を投票日と予定される衆．

〃

相沢正樹（長野）

参両院のダブル選挙を迎えることとなった。

〃

小倉知己（東京）

既に前回選挙で，選挙対策等の方針が示され

〃

小野蘂（神奈川）

ていることと，選挙経験後の日時が近接してい

〃

岩永光治（長崎）

ること等があって，役員会の協議は円滑にすす

〃

佐藤公哉（岩手）

んだものの，推せん候補者が両院にまたがるこ

〃

岡山義雄（愛知）

と等予想しない事態だけに，公示前の処理に役

〃

丸山正幸（埼玉）

員は大童な対応が迫られた。

〃

野瀬善三郎（兵庫）

結局この選挙で，政治連盟が推せん候補者と

〃

池内正人（北海道）

した数は衆議院116名，参議院３１名で，このう

〃

瀬戸泰士（秋田）

ち当選者は衆議院議員98名，参議院議員22名で

〃

多胡楢祐（兵庫）

衆・参両院合わせた当選率は82％であった。前

〃

岡村一雄（高知）

回同様当選議員に対する当選祝賀会を赤坂プリ

常任委員

平野一彌（神奈川）

ンスホテルにおいて開催したが，既に政治連盟

〃

北野早苗（埼王）

として，三回目の祝賀会だけに，福田赴夫元首

〃

菱山博文（福岡）

相をはじめ早川崇・橋本龍太郎氏厚相経験者や

〃

島津寿秀（山梨）

閣僚経験者が数多く出席し，過去最高の盛り上

〃

小原知次郎（兵庫）

がりとなった。

〃

北村行彦（〃）

〃

大野松次（神奈)Ⅱ）
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｢病院問題議員懇談会」組,織化計画

日本病院会政治連盟は，過日開催した当選議
員祝賀会を契機に，連盟推せん議員と政治連盟
の関係を緊密にして，医療問題解決のための国

会・政府・厚生省活動を日常的に推進する組織
を早急に確立する方針を決定した。

この方針をもとに常任委員会・ブレーン会議

行していったが，昭和55年８月，医療法人芙蓉
会富士見産婦人科事件の出現によって，一時中
断の止むなきに至った。

日本病院会政治連盟会則の制定

発足以来連盟規約が作定され，昭和54年一部

改訂をみたが，さらに昭和55年10月これを会則
として次のとおり定められた。

は有力国会議員の意向を打診しながら具体化を
日本病院会政治連盟

すすめた。

まず名称であるが，祝賀会当日，幾人かの議

員から示唆を受けていた「病院問題議員懇談
会」が有力となり，これをそのまま使用するこ

会則

（名称）

第１条本会は「日本病院会政治連盟」とい

とになった。また，事務局を日本病院会政治連

う。

盟内に置くか，外部に設置するかで論議がl伎れ

（事務所）

たが，幸い自民党安倍晋太郎代議士から議院会
館の自室を連絡事務所として提供してもよいと
の好意を受け，同室を事務所とすることができ
た。

しかし，この懇談会に政治連盟から推せん

し，当選した議員を叫合するには，院内で積極
的に活躍して貰える核になる議員が必要であ

第２条本会は主たる事務所を，東京都千代田
区麹町２丁目14番に置く。
（目的）

第３条本会は「日本病院会」の目的を達成す
る為に必要な政治活動を行う。

（活動）

第４条本会は，前条の目的を達成するために

り，しかも医療問題での識見の高い人が望まし

次の活動を行う。

いとの考えから人選に入った。

（１）本会に加盟する全国各地の病院によ

安倍晋太郎代議士はもとより自民党からは斉

藤邦吉，橋本龍太郎・小沢辰男・村山達雄・戸
沢政方・丸茂童貞等の名前が挙げられ，民社党
からは和田耕作代議士，社会党からは堀昌雄代

議士等が挙げられ，近く個別に逢って，理解と
協力をお願いするまでに進行した。

他方，病院問題議員懇談会設立のための趣意
書作りや，会則等の案文作りも併行的にすすめ
られた。

以上の如く，懇談会の組織化は急ピッチで進
７３４

る提案を通じて，「病院」のかかえる
諸問題を解決する。

（２）国民の医療福祉を発展させるに必要
な政治的土壌を育成する。

（３）その他，目的達成に必要な活動をす
る。

（資産）

第５条本会の資産は，次の各号に掲げるもの
をもって構成する。
（１）設立当初寄附された財産
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（２）設立後に寄附された財産

政策委員長１名

（３）賛助金，寄附金等

総務委員長１名

（４）通常会費，臨時会費

副委員長各都道府県から若干

（５）事業に伴う収入
（６）その他の収入，動産及び不動産
（資産の管理）

第６条本会の資産は，委員長が管理し，その
管理方法は執行委員会の議決を得て，委
員長が別に定める。
（経費）

名

会計責任者２名
監事２名

（執行委員会）

第12条委員長は，副委員長をもって執行委員
会を組織する。
２．執行委員会は，本会の運営に必要な事

第７条本会の経費は，現金をもって支弁す
る。

項等を審議し，議決を経て，会務を執行
する。

（会計年度）

第８条本会の会計年度は，毎年１月１１｣から

（役員の職務及び権限）

第13条常任相談役は，会務を助言する。

１２月31日迄とする。

２．委員長は，本会を代表し，会務を総理

（活動計画及び収支予算）

し，執行委員会を組織するとともに，議

第９条委員長は，毎会計年度開始前に，その
会計年度の活動計画及び収支予算を作成
し，執行委員会の議決を得なければなら
ない。

（会計報告及び財務諸表）

第10条委員長は，毎会計年度終了後２カ月以
内に，その会計年度の会計報告書，財産

長を司る。

３幹事長は，執行委員会をとりまとめ，
委員長を補佐する。

４．政策委員長は，政策基本計画案等をと
りまとめ，委員長を補佐する。

５．総務委員長は，加盟会員の相互調整及
び事務局を管理運営する。

目録，貸借対照表及び収支決算書を作成

６副委員長は，委員長の命により，執行

し，監事の監査を経て，執行委員会の承

委員会を構成するとともに，幹事長・政

認を受けなければならない。

策委員長・総務委員長の委嘱を受け，更

（組織構成及び役員）

に，執行委員会内に開設された部会の運

第11条本会は「日本病院会」の加盟会員をも

営をする等，委員長を補佐し，本会の業

って組織構成する。但し，法的に政治活

務を掌理し，委員長に事故あるとき，又

動に支障ある会員を除く。

は欠けたときは，あらかじめ定められた

２．本会に次の役員を置く。

順位により，その職務を代行する。

常任相談役若干名

７．都道府県の会員を委員とし，委員は，

委負長１名

執行委員会が議決した業務を分掌する。

幹事長１名

８．会計責任者は，本会の会計業務を担当
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する。

９．監事は，民法第59条に定める職務を行
う。

（役員の選任）

第14条常任相談役は，執行委員会の推薦によ
り，委員長が委嘱する。

（役員の報酬）

第17条役員は無給とする。

（執行委員会の招集等）

第18条執行委員会は，委員長が必要と認めた
とき招集し，委員長がその議長となる。
２．委員長は，執行委員の３分の１以上か

２．委員長は副委員長の中から互選する。

ら，又は，監事から会議の目的である事

３．幹事長・政策委員長・総務委員長は，

項を示して，執行委員会招集の請求があ

副委員長の中から，委員長が委嘱する。
４．副委員長は，都道府県下の会員から互
選する。互選の方法は別途定める。

５．会計責任者及び監事は，執行委員の中
から互選する。

ったときは，その請求のあった日から，
３０日以内に執行委員会を招集しなければ
ならない。

３．執行委員会の招集については，やむを

得ない場合を除き，少なくとも会議の日

６．委員長は，必要に応じて会員の中から

の１週間前までに，会議の目的たる事

若干名の副委員長を委嘱することができ

項，日時及び場所を通知しなければなら

る。

ない。

（役員の任期）

第15条役員の任期は，３年とする。但し，再
任を妨げない。

２．補欠により就任した役員の任期は，前

任者の残任期間とする。

（定足数及び表決）

第19条執行委員会は，その構成員の１/4以上
が出席しなければ会議を開き，議決する
ことができない。

２．執行委員会の議事は，この会則に定め

３．役員は，任期が満了した場合であって

るもののほか，出席した委員の過半数を

も，後任者が就任するまでは，尚，その

もって決し，可否同数のときは，議長の

職務を行なうものとする。

決するところによる。

（役員の解任）

３．執行委員会に出席できない委員は，あ

第16条役員が次の各号のいずれかに該当する

らかじめ通知された事項について，文書

場合は，執行委員会３分の２以上の構成

をもって表決し，又は，他の構成員若し

員が出席した執行委員会において，出席

くは当該執行委員があらかじめ指定した

した構成員の３分の２以上の同意を得

委員に，代理人として，表決を委任する

て，その役員を解任することができる。

ことができる。この場合において，その

（１）心身の故障のため，職務の執行に堪

構成員は，出席したものとみなす。

えないと認められるとき。

（２）職務上の義務違反その他役員たるに
適しない非行があると認められるとき
7３６

４．執行委員会その他の委員会は必要によ
り書面審議を行うことができる。
（事務局）

１１日本病院会政治連盟

第20条木会に事務局を設け，委員長の命によ

た。しかし日病政治連盟の行える陣中見舞は

り，総務委員長がこれを管理運営し，必

きわめて少額であり，しかもこの時斉藤邦吉候

要な職員を置く。

補への献金は全く討議されなかったのである。

２．事務局の組織，その他事務局に関する

このことにつき調査を行ったところ，斉藤邦

重要事項は，総務委員長により執行委員

吉氏発行の献金受領の領収書が日本病院会宛に

会の議決を得て，委員長が定める。

二通，同政治連盟宛に一通送付されてきてこれ

（会則の変更）

が事務局に保管されていた。出納簿に何の記録

第21条この会則は，執行委員が２/3以上出席

もない意義の不明な領収書が本会宛に送付され

した執行委員会において，出席した構成

事,肩不明のまま他の領収書と混在していたのを

員の２/3以上の賛成を得なければ変更す

処理返送もせず放置していたのは事務上の不注

ることができない。

意といわざるをえない。

（細貝Ｉ）

第22条この会則に定めるもののほか，本会運

営上必要な細則は，執行委員会の議決を
得て，委員長が別に定める。

以上の経過は北野早苗氏が日本病院会及び同

政治連盟の名を用いた逸脱行為，不信行為と断
ずる他はない。

以上一連の経過に基づき，昭和55年９月26日

附Ml1

の日本病院会緊急理事会において慎重に審議し

日本病院会政治連盟規約(昭和51年９月４日）

た結果，本会の定款第９条により，医療法人芙

は昭和55年10月２日を以って廃止する。
本会則は昭和55年10月３日より施行する。

富士見産婦人科病院事件

蓉会富士見産婦人科病院（院長北野千賀子氏）
を除名した。

昭和55年10月10日付「日本病院会ニュース」
で日本病院会は，その会員病院からこのような

医療法人芙蓉会富士見産婦人科病院理事長北

不祥事を出したことを会員，医療界，並びに社

野早苗氏の同病院の非倫理行為が司直の手で追

会に対して陳謝の文が公表された。また日本病

求，指弾され，同時に政治家に対する献金の事

院会政治連盟は，河野委員長並びに吉岡議長が

実が報道された。そのなかで，厚生大臣斉藤邦

不祥事件の全責任を負って職務を辞任し，その

吉氏が大臣室で北野氏より多額の政治献金を受

責務を明かにし，更めて野村秋守氏を委員長と

けて問題となり，しかも北野氏はこの献金は日

する新執行部が誕生したわけである。

本病院会および同政治連盟よりの献金であると

かねて日本病院会は，「病院倫理綱領特別委

述べたが，斉藤大臣はこのことにより辞任の止

員会」を発足，作業中であったが，この年の秋

むなきに至った。

に遂に「病院倫理綱領」を制定，発表し，かく

日本病院会政治連盟は屡々役員会を開き衆議

て，日本病院会政治連盟もこの綱領に基づき自

院議員選挙にあたり幾人かを政治連盟推薦候補

浄作用をきびしくして，新執行部を編制し，そ

と定めるとともに特に幹部会で関係有力議員候

の新しい作動が始まったのである。

補に対し，何がしかの陣中見舞をすべ<検討し
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１２日本病院共済会

、日本病院共済会
１設立の経緯

２常務理事会の審議

昭和45年12月，所轄の麹町税務署から，「病

当時の病院協会常務理事会役員は，会長神崎

院協会の税務指導を行うから」ということで呼

三益，副会長近藤六郎，内藤比天夫，小野田敏

び出しがあり，「日本病院協会は研究会を開催

郎，常務理事佐藤元一郎，小野康平，宮崎達，

して利益を出している。また，図書を発行して

守屋博，野村秋守，阿久津慎，河野稔，中島克

販売している。これらは法人格には禁止されて

三，根元儀一，監事村田嘉彦，竹内春彦の諸氏

いることであるからすぐに止めるように」との

であった。

指導をうけた。

昭和46年１月の常務理事会において，麹町税

つづいて翌46年末にも呼び出され「昨年注意

務署における病院協会の税務指導についての報

したにもかかわらずまだ行っているのはよろし

占がなされ，この対策をいかにするかが研究課

からず，早急に中止すること」と２か年続けて

題となった。

注意を受けた。

研究会開催による益金の問題は，決算書の作

り方で解決した。病院図書の発行と販売は病院

昭和47年２月，麹町税務署より再度税務指導
をうけたことについての報告に対し，至急具体
的対策を樹立することとなった。

協会の主要事業であるために中止することはで

昭和48年６月，「病院火災賠償責任保険を取

きない。そのためには発行・販売ができる機関

扱うの件」について保険の内容について十分検

をつくるほかはない。

討することとされた。

一方，その頃一般的な傾向として，病院に対

同年９月，大東京火災海上保険㈱が企画した

して医療事故に基づく賠償問題が増加してい

本保険を病院協会が契約者となり会員病院に販

た。また，事務管理部会を中心に，病院火災発

売したいとの申入れに対し契約者・保険料，賠

生時に際しての賠償保険を病院協会で取扱って

償金額・賠償条件等について継続審議とした。

ほしいとの要望が強く出されてきた。
このように，監督官庁である麹町税務署から

は営業中止の強い指導がある一方，協会内部か

同年11月，「病院火災賠償責任保険団体契約
の件」は事務管理部会にて検討しその答申によ

って決定することとなった。

らは病院のための損害賠償保険を取扱えとの要

同年12月,事務管理部会より,採用契約差しつ

望があるなど，これら情勢の中で病院協会が活

かえなしとの答申があったので,事務を進めた。

動発展するためには，協会と一体の関係である

４９年２月，病院協会が保険代理店となる目途

企業体を作ることが最良の策であると考えられ
るに至った。
7３８

がつき次第会社形態を設立することとなった。

また病院の薬品購入対策について会員病院の

１２日本病院共済会

薬品購入価格はまちまちであるから，病院協会
として対策を考える必要があるとし，これがた
めに損害保険と同様に株式会社で取扱うことと
する。また，医師賠償責任保険への団体加入に
ついて，全国公私病院連盟が安田火災と団体契

約するので加入勧誘があったが，病院協会は独
自で企画することとした。

同年３月，厚生省医務局指導助成課長より病
院火災賠償責任保険の団体契約，趣旨及び内容
につき賛同を得た。
また４月，大蔵省銀行局長より49年４月16日

付で大東京火災海上保険株式会社取締役社長あ

設立の登記速やかに行う。
３株式会社日本病院共済会の設立

昭和46年１月の常務理事会への報告以来３年
目にして病院共済会は誕生した。
設立のための共済会の登記簿・株主名,また

共済会の今後の運営についての病院協会常務理
事会の申合せはつぎのとおりである。
(1)設立登記簿
設立月日昭和49年６月10日

商号株式会社日本病院共済会
本店東京都千代田区二番町２番地，番町

てに，次のような通知があった。

「昭和49年３月27日付で申請があった社団法

共済会館内
公告をする方法官報に掲載してする

人日本病院協会にかかる病院火災賠償責任保険

額面株式ｌ株の金額金500円

の引受けについては，申請のとおりでさしつか

発行する株式の総数8,000株

えない｡」

発行済株式の総数2,000株金100万円

同年５月，日本病院共済会（仮称）設立につ

目的

いて，つぎの構想で全員異議なく承認され，至

１．医薬品の販売および斡旋

急手続を取ることとなった。

１．医療器機および事務器機の販売斡旋およ

性格名称株式会社日本病院共済会

設立発起人東陽一大野松次落合勝一郎
井上昌彦竹内春彦河野稔野村秋守大城
三郎

役員代表取締役社長東陽一

専務取締役大城三郎取締役大野松次

落合勝一郎井上昌彦監査役竹内春彦
資本金100万円

びリース業務

１衛生材料，白衣，基準寝具等の販売およ
び斡旋

１．損害保険代理業および生命保険代理業

１．前各号に付帯または関連する一切の業務
役員に関する事項

取締役東陽一大野松次落合勝一郎
井上昌彦大城三郎

株主顧問を除き，会長・副会長・常務理事

代表取締役東陽一監査役竹内春彦

・監事・参与・事務局長の中から希望者20名と

その他の事項株式の譲渡制限に関する

する。

株式の発行１株500円，100株単位で株主１
名５万円とする。

定款事務局にて立案する。

規定当会社の株式を譲渡するには，取締
役会の承認を受けなければならない。

(2)株主名（20名）
東陽一野村秋守河野稔大野松次蕗
7３９

１２日本病院共済会

合勝一郎井上昌彦竹内春彦大城三郎

１医薬品の販売および斡旋

笠木茂伸高橋政旗諸橋芳夫小野田敏郎

１．医療機器および事務機器の販売，斡旋お

阿久津慎渡邊進五十嵐衝根元儀一堀
内光水野近星澤政枝藤岡萬雄

(3)常務理事会の申し合せ

株式会社日本病院共済会の役員報酬・株主
の資格および配当について

株式会社日本病院共済会の設立にあたり標
記の件については次のとおりとする。

第１項役員報酬

役員の報酬は無報酬とし，役員賞与・退職
慰労金等一切支給しない。
第２項株主の資格

株主は原則として，社団法人日本病院協会
の会長．副会長・常務理事・監事・参与お

よび事務局長とし，必要に応じ病院協会が
株主となり得る。

ただし株主がその役職を退くときは病院

協会にその持株全部を払込金額にて譲渡
し，これを新役員に引き継ぐものとする。
第３項配当金

株主への配当金は'0％以内とする。

（注）この申し合せの内容は，昭和49年，

（目
第２条

１．損害保険代理業および生命保険代理業
１．前各号に付帯または関連する一切の業務
（本店の所在地）

第３条当会社は，本店を東京都千代田区に置
く。

（公告の方法）

第４条当会社の公告は，官報に掲載してす
る。

第２章株式
（発行する株式の総数）

第５条当会社の発行する株式の総数は,８，０００

株とし，その株式はすべて額面株式と
する。

（額面株式１株の金額）

第６条当会社の発行する額面株式のｌ株の金
額は金５００円とする。
（株券）

第７条当会社の株券は，すべて記名式とし，

・役員の資格などが変更された。

よび1,000株券の５種類とする。

号）

当会社は，株式会社日本病院共済会

（株式の譲渡制限）

第８条当会社の株式を譲渡するには，取締役
会の承認を受けなければならない。
（名義書換）

第９条当会社の株式につき名義書換を請求す

と称する。

るには，当会社で定める請求書に記名

的）

押印し，これに株券を添えて提出しな

当会社は，次の事業を営むことを目的

ければならない。

とする。
7４０

よび斡旋

１株券，１０株券，100株券，500株券お

第１章総則

第１条

１．衛生材料，白衣，基準寝具類等の販売お

日本病院会となってから，役員の構成

４株式会社日本病院共済会定款

（商

よびリース業務

②譲渡以外の事由による株式の取得で

１２日本病院共済会

ある場合には，当会社の請求により，

できる。この場合には，その期間また

その事由を証する書面および株券を提

は基準日を２週間前に公告するものと

出しなければならない。

する。

（質権の登録および信託財産の表示）

（株主の住所等の届出）

第10条当会社の株式につき質権の登録または

第14条当会社の株主および登録された質権者

信託財産の表示を請求するには，当会

またはその法定代理人もしくは代表者

社所定の書式による請求書に当事者が

は，当会社所定の書式により，その氏

記名押印し，これに株券を添えて提出

名，住所および印鑑を当会社に届け出

しなければならない。その登録または

なければならない。届出事項に変更を

表示のまつ消についても同様とする。

生じたときも、その事項につき同様と

（株券の再発行）

第11条株券の分割，併合，汚損等の事由によ

り株券の再発行を請求するには，当会

する。

第３章株主総会
（招集）

社所定の書式による請求書に記名押印

第15条当会社の定時株主総会は，営業年度末

し，これに株券を添えて提出しなけれ

日から２か月以内に招集し，臨時株主

ばならない。

総会は，その必要がある場合に随時こ

②株券の喪失によりその再発行を請

れを招集する。

求するには，当会社所定の書式による

（議長）

請求書に記名押印し，これに除権判決

第16条株主総会の議長は，社長がこれに当た

の正本または謄本を添えて提出しなけ

る。社長に事故があるときは，他の取

ればならない。

締役がこれに代わる。

（手数料）

第12条前三条に定める請求をする場合には，

（決議）

第17条株主総会の決議は，法令または定款に

当会社所定の手数料を支払わなければ

別段の定めがある場合のほか，出席し

ならない。

た株主の議決権の過半数をもって決す

（株主名簿の閉鎖）

第13条当会社は，営業年度末日の翌日から定
時株主総会の終結の日まで株主名簿の
記載の変更を停止する。
②前項の場合のほか，株主または質

る。

第４章取締役監査役代表取
締役および取締役会

（取締役および監査役の員数）

第18条当会社の取締役は３名以上７名以内，

権者として権利を行使すべき者を確定

監査役は２名以内とする。

するため必要があるときは，取締役会

（注）昭和54年８月10日取締役７名

の決議により株主名簿の記載の変更を
停止し，または基準日を定めることが

以内を15名以内と改訂された。

（取締役の選任）
７４１

１２日本病院共済会

第19条当会社の取締役は，株主総会において

取締役または常務取締役は，社長を補

発行済み株式総数の３分の１以上に当

佐してその業務を分掌する。

たる株式を有する株主が出席し，その

②社長に事故あるときは，あらかじ

議決権の過半数の決議によって選任す

め取締役会の定める順序に従い，他の

る。

取締役が社長の業務を代行する。

②取締の選任については，累積投票

（報酬および退職慰労金）

によらないものとする。

第24条取締役および監査役の報酬および退職

（取締役および監査役の任期）

慰労金は，株主総会の決議をもって定

第20条取締役の任期は，その就任後第２１ｍ
目，監査役の任期は，その就任後第１
回目の定時株主総会の終結に至るまで
とする。

②補欠または増員により選任された
取締役または監査役の任期は，他の取
締役または監査役の任期の残存期間と
同一とする。

（取締役会の招集）

める。

第５章計算
（営業年度）

第25条当会社の営業年度は，毎年４月１日か
ら翌年３月31日までの年１期とする。
（利益配当）

第26条利益配当金は，毎決算期における株主
名簿に記載された株主または質権者に
配当する。

第21条取締役会は，その定めるところにより

②株主配当金は，当会社がその支払

これを招集するものとし，その通知

の提供をしてから満３年を経過したと

は，各取締役に対して会日の３日前に

きは，当会社はその支払の義務を免れ

発するものとする。ただし，緊急の必

るものとする。

要があるときは，この期間を短縮する

第６章附則

ことができる。

（代表取締役および役付取締役）
第22条当会社に会長１名，社長１名を，必要
に応じて専務取締役および常務取締役
各若干名を置き，取締役会の決議によ

第27条当会社の設立に際して発行する株式の
総数は，額面株式株2,000株とし，１
株の発行価格は金500円とする。
（最初の営業年度）

り，取締役の中から選任する。

第28条当会社の第１期の営業年度は，当会社

②社長は当会社を代表する。

成立の日から昭和50年３月31日までと

③社長のほか取締役会の決議により

する。

当会社を代表する取締役を定めること
ができる。

（業務執行）

第23条社長は，当会社の業務を統轄し，専務
7４２

（設立に際して発行する株式）

（最初の取締役の任期）

第29条当会社の最初の取締役の任期は，就任
後第１回目の定時株主総会の終結に至
るまでとする。

１２日本病院共済会

（発起人）

このような状況を察した大東京火災海上保険

第30条発起人の氏名，住所および発起人が設

㈱は，病院協会のために開発した病院火災賠償

立に際して引き受けた株式数は，次の

責任保険の関係もあって，昭和49年５月，創立

とおりである。

早々の共済会事業応援のために石渡秀雄氏を経

（住所）静岡県御殿場市東田中1705番地の１

費一切を大東京負担として日本病院協会に出向

（氏名）東陽一額面株式100株

せしめた。

（住所）東京都杉並区善福寺２丁目21番18号

それより，共済会の事務所は病院協会事務所

（氏名）野村秋守額面株式100株

の一隅に置き，東社長・大城専務の兼務のも

（住所）東京都品川区北品川１丁目28番15号

と，石渡秀雄・大高紹世の２名が共済会専任と

（氏名）河野稔額面株式100株

なり，まず損害賠償責任保険を手はじめに次の

（住所）東京都杉並区高円寺北２丁目22番８

営業を開始した。

号

保険部門

（氏名）大野松次額面株式100株

病院火災賠償責任保険・所得補償保険・団体

（住所）東京都中央区明石町８番31号

自動車保険・団体ファミリー交通傷害保険・

（氏名）落合勝一郎額面株式100株

ニューライフプラン・海外旅行傷害保険・火

（住所）神奈川県藤沢市辻堂新町２丁目４番

災保険

１５号

（氏名）井上昌彦額面株式100株

（住所）東京都文京区千駄木１丁目２番14号

リース部門

医療機器リース

取引保険会社

（氏名）竹内春彦額面株式100株

大東京火災海上保険株式会社（幹事会社）

（住所）東京都小平市栄町2485番地

安田火災海上保険株式会社

（氏名）大城三郎額面株式100株

三井生命保険相互会社

５創立当時の日本病院共済会

日本病院共済会創立の昭和49年は日本病院協

日本団体生命保険株式会社
６曰本病院会発展のための増資

会は，会員数’千の目標達成を目前にして，役

昭和49年10月，日本病院協会は全日本病院協

員．部会委員・事務局職員の三者が一丸となり

会と合併して任意団体の日本病院会となり，会

全国各地で連日勉強会開催に活躍し，これに加

員数は２千に達し，将来の発展のためには病院

えて，全日本病院協会との合併が間近となり，

会館の建設が必要だとの意見が急速に高まった

彼我の役員の往来や会議が頻繁に行われ,かつ

ので，常任理事会においては，共済会の事業を

また２年後に迫った第20回国際病院学会開催の

拡大して病院会館の建設に寄与させることと

ための準備もあって，少数の職員には極めて多

し，それがために共済会の資本金を倍額増資す

忙な日々の連続であった。病院共済会はかかる

ることを決議した。そこで共済会社長兼務の阿

多忙な時期に誕生した。

久津会長は，昭和51年４月の共済会取締役会に
７４３

１２日本病院共済会

営業利益558,470

対し，

議案「新株発行に関する件」をつぎの条件に

２．営業外損益

て提案したところ満場一致で承認可決された。

イ営業外収益112,653円

1．新たに額面株式2,000株を発行する。

ロ営業外費用16,897

1．新株の発行価額は１株につき金５００円とす

経常利益654,226
税引前当期利益654,226

る。

1．新株の割当方法。一般公募とする。

当期未処分利益404,226

1．新株の払込期日を昭和51年４月26日とする。

利益処分額182,000

この決定により，病院会会員全員を対象に病

次期繰越利益222,226

院会雑誌や病院会ニュースに掲載して公募した

資産合計1,654,226

ところ，目標の株主20名の応募があり，資本金

(2)第２期定時株主総会

は倍額の200万円を達成して株主総数は40名と

日時昭和51年６月19日

なった。

場所番町共済会館

７病院共済会事務所の移転

議案第１号議案呈繍'二淵:歳入

共済会の事務所は設立以来病院協会内に併置

歳出決算承認の件(原案どおり可決）
第２号議案役員改選に関する件

していたが，病院会合併発展により狭あいにな

議長の阿久津社長より「保険募集の取締に

ったので，昭和52年10月番町共済会館から千代

関する法律」により，日本病院会会長が日本

田区三番町に移転して独立の事務所となった。

病院共済会の社長となることは禁止されてい

８日本病院共済会・定時株主総会

(1)第１期定時株主総会
日時昭和50年５月20日

るから，共済会社長には，内藤比天夫氏を推
薦したい」との提案があり，全員異議なく承
認した。また今期より会長制が設けられた。

役員氏名

場所番町共済会館

取締役会長東陽一

議案第１号議案蝋H雛1閑:歳入

代表取締役社長内藤比天夫

歳出決算承認の件(原案どおり可決）

取締役細川一郎

営業報告

同小原知次郎

当期は創立後９ヵ月の営業のため病院火災

同堀口銀二郎

賠責を中心に所得補償保険を取扱ったが成績

同大城三郎

は未だしであった。

決算報告
１．営業損益

監査役平野一彌
日病との連絡係

日病常任理事藤岡萬雄

イ売上高2,875,884円

営業報告

ロ売上原価2,317,414

当期は損害保険の種目を増やしたため，

７４４

１２日本病院共済会

加入件数は５４８件となり，手数料収入は

損害保険代理店収入，図書販売手数料も増加

4,021,000円で前年度比39.8％の増となっ

するに至った。

た。またリース業務は引き合いは数件あった

決算報告

が成約には至らなかった。
決算報告

１．営業損益

イ売上高6,160,222円

１．営業損益

ロ売上原価6,407,465

イ売上高4,055,426円
ロ売上原価3,717,732

営業利益337,694
２．営業外損益

営業利益△247,243

２営業外損益
イ営業外収益464,079円
ロ営業外費用２３，４６５

イ営業外収益119,980円

経常利益193,371

ロ営業外費用１７，９９７

税引前当期利益193,371

経常利益439,677

当期未処分利益475,274

税引前当期利益439,677

利益処分額294,000

当期未処分利益541,903

次期繰越利益181,274

利益処分額200,000

資産合計2,822,374

次期繰越利益341,903

資産合計1,835,723

(4)第４期定時株主総会
日時昭和53年６月20日

場所番町共済会館

(3)第３期定時株主総会

日時昭和52年７月16日

場所番町共済会館

議案第１号議案第３期皇鯛二;貝

胡営業報告書貸借対照表損益計
算書および利益金処分案承認の件

（原案どおり可決）

第２号議案役員改選の件

（原案どおり可決）

議案第１号議案第４期呈繍鵜冒

組営業報告書貸借対照表損益
計算書および利益金処分案承認の件
（原案どおり可決）

営業報告

昨年10月，当社の事務所を病院会事務局内
より千代田区三番町に移して独立事務所と

し，業務の遂行につとめた結果，業績は予想

営業報告

以上に伸び，又，当期より病院会発行の図書

従来は兎角日本病院会と日本病院共済会と

の販売を開始し，損保・生保代理店収入も前

の関係が会員病院に不徹底であったのでこれ

が明確化につとめ，保険募集案内やその他の

期比で50％の増収となった。

決算報告（昭52.4.1～昭53.3.31）

発信も(株)日本病院共済会名，或は社長名を

（経常損益）

明記した結果，共済会の存在が相当に理解さ

１．営業損益

れるに至った。それ故に，事業の主体である

イ売上高20,487,234円
７４５

１２日本病院共済会

ロ売上原価6,862,797

’、販売費，一般管理費13,525,048
営業利益９９，３８９
２．営業外損益
イ営業外収益350,253

ｐ営業外費用76,253
経常利益373,389

（特別損益）
Ｌ特別利益
２特別損失191,696

１．営業損益

イ売上高30,764,855円
ロ売上原価9,500,551
′、販売費，一般管理費20,899,144
営業利益365,160
２．営業外損益
イ営業外収益296,309

ｐ営業外費用58,880
経常利益602,589

（特別損益）

税引前当期利益181,693

1特別利益191,696

当期未処分利益342,967

２．特別損失９７，５５１

利益金処分額300,000

税引前当期利益696,734

次期繰越利益４２，９６７

当期未処分利益539,701

資産合計13,443,957

利益処分額300,000

(5)第５期定時株主総会
日時昭和54年５月31日
場所鉄道会館ルピーホール

議案第１号議案第５期皇繍圭;貝

;し,:営業報告書貸借対照表損益
計算書および利益金処分案承認の件
（原案どおり可決）

次期繰越利益239,701
資産合計9,850,017

(6)第５期定時株主総会継続会

５月31日開催の第５期定時株主総会におい
て，第１号議案は可決されたが，第２号議案
・第３号議案は継続審議となったため，本日
継続会が開催された。

第２号議案取締役７名選任の件

日時昭和54年６月30日

第３号議案監査役１名選任の件

場所番町共済会館

（第２，３号議案は継続審議となる）

議案第２号議案取締役７名選任の件
（提案どおり可決）

営業報告

当期より共済会自体の独立採算経営となっ

東陽－内藤比天夫小原知次郎

たので，期首の４月１日より人間ドック手帳

大野松次落合勝一郎黒田幸男

の販売を病院会よりゆずり受け，人員は３名

大域三郎

の減量経営で行ったため，病院会に420万円

第３号議案監査役１名選任の件

を支払い且つ70万円の利益を出すことができ

（提案どおり可決）

た。

決算報告

（経常損益）
７‘６

平野一彌

議案終了後引きつづき，当社の事業発展の

ため次の３件が緊急上提され可決された。

１２日本病院共済会

1．定款の変更

営業利益△282,899

第18条中の，「取締役は３名以上７名以

内」とあるを「３名以上15名以内」とする。
２．取締役の増員
本日選任の取締役７名を３名増員して１０

名とする｡増員の３名は公的より選任する。
３．監査役の増員
定款に２名以内とあるので，１名増員し

2．営業外損益

イ営業外収益1,816,754

ｐ営業外費用５９，８１１
経常利益1,474,044
（特別損益）
1特別利益97,551
2．特別損失246,287

て２名とする。１名は公的より選任する。

税引前当期利益1,325,308

この可決３件については，全株主にその旨

当期未処分利益1,065,009

通知して賛否を問うたところ，賛成絶対多数

利益金処分額200,000

で承認可決されたので次の役員がそれぞれ選

次期繰越利益865,009

任された。

資産合計7,330,585

取締役渡邊進諸橋芳夫吉崎芳雄

第２号議案取締役10名選任の件

監査役戸川潔

（原案どおり可決）

(7)第６期定時株主総会

第３号議案監査役２名選任の件

日時昭和55年６月11日

場所鉄道会館ルビーホール

議案第１号議案第６期呈繍菫;昌

胡営業報告書貸借対照表損益
計算書および利益金処分案承認の件
（原案どおり可決）

（原案どおり可決）

営業報告

事業の概況はつぎのとおりである。
各種保険手数料収入は1,388万円で前期
より149万円の増収。

書籍販売保健叢書9,552冊，母親学級テ

営業報告

キスト2,092冊，病院職員ハンドブック

当期は新規事業として，イ医師の退職金積

8,635冊，コンピュータ導入の早わかり

立制度，ロ看護学校学生傷害保険，’､薬価情

1,132冊で売上高は606万８千円であり前

報の発行，ニリース業務を取り上げたため，

期より76万５千円の減となった。

期末における税引前利益は132万５千円を計
上することが出来た。

決算報告
（経常損益）
１．営業損益

ドック手帳販売１，９５９万２千円で前期に
比して160万円の増となった。
９病院共済会歴代の役員名

(1)昭和49年６月10日（設立時）

イ売上高37,213,318円

代表取締役社長東陽一

ロ売上原価11,490,306

専務取締役大城三郎

,、販売費，一般管理費26,005,911

取締役大野松次
７４７

１２日本病院共済会

同井上昌彦

監査役竹内春彦

(2)昭和50年５月20日（役員改選）
代表取締役社長阿久津’直
専務取締役大城三郎
取締役細川一郎
同小原知次郎
同堀口銀二郎

監査役平野一彌

(3)昭和51年６月19日（社長交替）

監

同同同査同

同落合勝一郎

落合勝一郎
吉崎芳雄

黒田幸男

役戸川潔
平野一彌

１０昭和55年度における営業種目

(1)保険代理店業務
病院火災賠償責任保険
病院賠償責任保険

自動車管理者賠償責任保険

取締役会長東陽一

保育所賠償責任保険

代表取締役社長内藤比天夫

普通傷害保険

専務取締役大城三郎

労災総合保険

取締役細川一郎

ファミリー交通傷害保険

同小原知次郎

積立ファミリー交通傷害保険

同堀口銀二郎

交通事故傷害保険

監査役平野一彌

自家用自動車保険

(4)昭和52年７月16日（役員改選）

所得補償保険

取締役会長東陽一

ニューライフプラン

代表取締役社長内藤比天夫

火災保険

専務取締役大城三郎

自動車保険

取締役細川一郎

動産総合保険

同小原知次郎

コンピューター保険

同堀口銀二郎

利益保険

監査役平野一彌

(5)昭和54年６月30日（役員改選）

医師退職金積立制度

(2)病院図書の販売・斡旋

取締役会長東陽一

(3)人間ドック手帳の販売

代表取締役社長内藤比夫夫

病院駐車場の設計・施工・機器のリース
(4)病院駐車場の設計・施工・機

専務取締役大城三郎

(5)病院防災相談コーナー
病院防災相談コーナー

取締役諸橋芳夫

(6)薬価情報の発行
薬価情報の発行

７４８

同渡邊進

医療機器等リース業務
(7)医療機器等リース業務

同大野松次

(8)病院共済会ニュースの発行
病院共済会ニュースの発行

同小原知次郎

(9)セミナー開催（医療事故対策’
セミナー開催（医療事故対策講座）

１３事務局

１３事

務局
靭雛｝左奈田常務理事大城三郎８名
稗蕊}鱸霄)黛田副大城三郎'3名
M臂ﾛ蕊｝野村常務理事署青杳霊慧29名

１病院協会の事務所

協会の事務所は協会創立当時は湯島にあった
が，協会の発展に伴って２度移転して現在に至

昭和55年10月大野常務理事２２名

っている。

はじめ昭和26年12月より42年８月まで東京都

文京区湯島１丁目５番31号病院会館内にあ

３

事務局30年間のあゆみ

り，ついで昭和42年８月より54年３月まで東京

事務局における業務の種類や処理の仕方は，

都千代田区二番町２番地番町共済会館内にあ

その時の常務理事会の決定と事務局担当常務理

り，さいごに昭和54年３月東京都千代田区麹町

事の指導とによって決まるが，また事務局員の

２丁目14番地麹町パレスに移り現在に至って

目からの発想や積極的活動が業務の処理や会の

いる。

発展に寄与した。

２事務局担当の常務理事

1）昭和26年より36年（創設期）

昭和26年より昭和36年は事務局長が東京病

事務局の運営に当っては，庶務と人事を担当

院協会の事務局長を兼務した。事務職員はそ

する常務理事（参与）と事業を担当する常務理

の他に３名であった。日本病院協会の創設の

事（参与）とを置いて，人事面の融和と事業の

時代から10年間この事業を軌道にのせるため

発展が計られた。

に少数の人員でこれを処理してきた。職員の

その推移はつぎのとおりである。

年度人事担当事業担当事務局長職員

Fii言ﾛ蕊}荘副会長野沢武雄３名

,鱗二}平賀参与掌野田参大角忠春５名
稗澗水野参与掌野田参羽物正次５名
瀞鯛鍵常務鑪墨常大城三郎５名
癬罐}菫蟇常務纒墨常大城三郎６名
縣鯛纂田副尖簑田副大城三郎７名
瀞鯛鐘常務鱸隻上)大城三郎７名

１名は主として東京都内病院の看護婦の職業
紹介に専念した。

2）昭和36年より40年（基礎期）
昭和36年，専任の大角忠春事務局長を迎

え，事務局職員も局長をふくめて５名に増員
された。この前年に協会が主催する短期人間

ドックの事業がはじまり，この年病院視察旅

行が開始され，協会会報の編集が加わる等よ

うやくその業務の量を加えてきた。昭和38年
大角事務局長が退き，羽物正次事務局長を迎

えたが，１年を待たず退いた。財政面は協会
7聖９

１３事務局

創設以来常に担当の窮乏であったため，給料

病院学会が昭和52年５月終了し，１３年間在職の

は月２回の分割払い，職員の多くは停年退職

大城三郎事務局長が退き，村上正敏事務局長を

者とし，１年の後半は臨時会費で賄うことが

迎えた。

昭和52年，事務局運営常務理事が交替し，事

常であった。

務局増強のために職員数の増がはかられその数

3）昭和40年より49年（繁忙期）
昭和40年，大城三郎氏が事務局長に起用さ

れた。この前年より事務管理，医事の勉強会
が興りこの年以降さらに看護，薬事，栄養を

は26名に達した。いまそれぞれの職員は細分化
された職責にはげんでいる。

昭和55年４月，事務局についての規定が多く

はじめとする多数の勉強会が設立され，これ

定められた。事務局の組織規定，同施行規則，

による定例・全国勉強会の開催等事務局の業

経理規定，文書処理規程，公印規定，物品取扱

務は拡大した。さらに制度委員会の活動その

規程が新たに制定された。また就業規則，給与

他を合せて年間２００回の開催数となった。

規定，退職手当支給規程が改められた。

会員数は急増してその数1,000に達する勢
いとなった。協会の財政面もまた好転した

が，事務局職員数は５名から８名の増にとど

４歴代事務局長
歴代事務局長名とその在職期間はつぎのとお
りである。

めた。

4）昭和49年以降（合同期）

昭和49年には日病，全日病の合同が実現

初代局長野沢武雄昭禾晋廉3寵８年3月
２代局長大角忠春３５．８～３９．５３年９月

し，大阪に病院会の大阪事務所を置くことに

３代局長羽物正次３９．５～4０．２９月

なり，その所長は都築小次郎氏がつとめた。

４代局長大城三郎４０．２～５２．９１２年７月

合同後の事務局職員数は大阪事務局をふくめ

５代局長村上正敏５２．９～５５．９３年

て13名であった。

昭和50年８月，事務局の就業規則が制定さ
れ，また給与規定，退職手当支給規程が定めら

５事務局の組織と業務分担
事務局の組織と業務分担の逐年の推移はつぎ
のとおりである。

れた。

昭和48年から準備に取りかかった第20回国際
年度｜担当役員｜氏名｜職名

昭２６

3５

７５０

担当業務

野沢武雄

事務局長

荘副会長

二宮鶴吉

職員

(常務理事）

豊田賀寿子

〃

経理，庶務

徳村隆造

〃

職業紹介業務

平賀参与

大角忠春

事務局長

二宮鶴吉

職員

豊田賀寿子

〃

徳村隆造

〃

}鯆蕊1会轤驍鶇衾委員会他
総括，病院視察研究会，各会議，図書発行
病院学会，短期人間ドック，ドック研究会，委員
会，会議開催
庶務・経理
職業紹介業務

１３事務局

万院視察研
悟り

］lク

一fョFkf期IノＪＪＩロニ

ヨ係，缶Ⅱ麿季。宇伊|・今匡

ゴエコ『ロ王曳GDT．’犀，フ肉【ﾌ匹司￣=，７門ロ

ミナー,病院ﾈ貝察.ＡＨＦ､ｆ

電委,定ＦＵ･全国勉弦

定例・全国勅稚
正11Ｌ｜>臼赦

“全雪王412三.ＦＤ

列・今P国儒
勉強会，（HEI41～４

芝委，定Ｆ小全匡|勉強会，海外視等
4０

定例・全国勉強会，制度言
内科臨床協議会
野田畠

、拳ｲ丁（ｌＥ１ｇ４５～46全

｡。皀苣庫?洞３５世

定例・全国稀

■■

■■■ロ

定例・全皀国勅翰今（昭50造

昭和50年７月から課制を設ける。
年度｜課名｜氏名
事務局長｜大城三郎
総務渉外課

5０

Ｉ

担

当業務

総括，各会議業務，国際病院学会，病院学会，病院視察，全
日病との合同事務，ＡＨＦ
庶務，制度委，定例・全国研究会，国際病院学会経理，国際
委
庶務，制度委，定例・全国研究会，ホスピタルショウ，病院
会ニュース

課長

別府幸蔵

職員

神出高吉

〃

山本道夫

経理(支出)，会員名簿作成，制度委，定例・全国研究会

〃

小林保

経理(収入)，会員名簿作成，制度委，定例・全国研究会

〃

吉野由紀子

タイプ，文書の収受

課長

笠原亀次郎

制度委，定例・全国研究会，海外視察，ＩＨＦ，国際病院学
会

職員

吉田実

制度委，定例・全国研究会，雑誌の編集発行

〃

渕ノ上武之

制度委，定例・全国研究会,発行図書の販売・保管,政治連盟

課長

鳥居

制度委，定例・全国研究会,診療録通信教育,診療録管理学会

職員

埜村

〃

野沢

〃

山本

学術研修課

5１

病院経営医制
永夫彰夫
孝幸宏責

制度委，定例・全国研究会，診療録通信教育，診療録管理学
会
定例・全国研究会，通信教育(メディカルクラーク)，診療録
管理通信教育，診療録管理学会

国際病院学会，診療録管理通信教育，診療録管理学会

７５Ｚ

１３事務局
年度｜課

担

名｜氏名

当

業務

地域医療調査
5０

5１

課長

大城三郎

（兼務）

職負

宮本光四郎

人間ドック関係，同学会，制度委，定例・全国研究会，共済
会業務

〃

大高紹世

定例・全国研究会，共済会業務

大阪事務所

(昭.４９～５０
まで）

事務局長

都築小次郎

事務局長｜大城三郎

合同事務，全国研究会開催援助，病院会ニュース発行（一時

的）

総括・各会議業務，病院学会，病院視察，ＡＨＦ

総務渉外課
課長

別府幸蔵

庶務，制度委，定例・全国研究会，国際病院学会経理，ＡＨＦ

職員

神出高吉

庶務，制度委，定例・全国研究会，ホスピタルショウ，病院

〃

山本道夫

経理（支出）会員名簿作成，制度委，定例・全国研究会

〃

小林保

経理（収入）会員名簿作成，制度委，定例・全国研究会

〃

吉野由紀子

タイプ文書の収受

〃

江嶋治重

国際病院学会経理，制度委，定例・全国研究会

課長

笠原亀次郎

制度委，定例・全国研究会，海外視察，ＩＨＦ，国際病院学会

職員

吉田実

制度委，定例・全国研究会，雑誌編集発行

〃

渕ノ上武之

制度委，定例・全国研究会，発行図書の保管販売，政治連盟

会ニュース

学術研修課

5２

病院経営医制
課

制度委，定例・全国研究会，診療録管理通信教育，診療録管

課長

鳥居孝永

職員

埜村幸夫

〃

野沢宏彰

定例・全国研究会，診療録管理通信教育，メディカルクラー
ク通信教育，診療録管理学会（52.8.21退）

〃

山本貴夫

国際病院学会，診療録通信教育，診療録管理学会（52.4.6退）

〃

佐藤彰

国際病院学会，通信教育(メディカルクラーク)，診療録管理

理学会

制度委，定例・全国研究会，診療録管理通信教育，診療録管

理学会

学会

地域医療調査
課
課長

大城三郎

員

宮本光四郎

職
〃

７５２

大高紹世

（兼務）

人間ドック関係，同学会，制度委，定例・全国研究会，共済

会業務

定例・全国研究会，共済会業務

１３事務局

昭和52年９月10日から村上正敏局長の体制になり事務局機構の変更があった。
年度｜課名｜氏名

担当業務

事務局長｜村上正敏｜総括，各会議業務，渉外，病院学会，病院視察
事務局次長心
得

課

職

課長員

総務

〃

課

職
〃

埜村幸夫

庶務，渉外，人事，会議，病院学会，病院大会，定例・全国
研究会

小谷宏子

文書収受，会議

吉野由紀子

タイプ，文書収受，会議

山本

中谷
梅原

夫美子
道一洋

課長貝

経理

木村泰三｜総務，渉外，会議，制度委，定例・全国研究会

経理業務総括（予算，決算，資金調達）
収入業務全般，予算，決算
支出業務

業務第一課

5２

課長

別府幸蔵

人間ドック関係，海外病院視察，国際学会，ＩＨＦ，ＡＨＦ

職員

佐藤彰

通信教育（メディカルクラーク）

〃

江鴫治重

制度委員会，定例・全国研究会

〃

山口勝利

診療録管理通信教育，定例研究会（診療録部会）

〃

渕ノ上武之

政治連盟，制度委，定例・全国研究会

課長

鳥居

19部会研究会管理，医療従事者対策，看護学校協議会

職員

小林

〃

夏目

業務第二課

永保登
孝

制度委，定例・全国研究会
制度委，定例・全国研究会

業務第三課
課長

笠原亀次郎

組織拡大，ホスピタルショウ，医事紛争（53.3.退）

職員

小椋敏正

制度委，定例・全国研究会，セミナー（医療紛争防止）

〃

菅原黎子

タイプ，研究会準備

〃

神出高吉

組織拡大，ホスピタルショウ，医事紛争

業務第四課

〃

実康仁
博章

職員

田本井
吉松荒

課長

雑誌編集発行，病院会図書制作

制度委，定例・全国研究会
制度委，定例・全国研究会

7５３

１３事務局
担

名｜氏名

年度｜課

当

業務

事務局長｜村上正敏｜総括，各会議，渉外，病院学会，病院大会，病院視察
事務局次長心
得

課

課長員

総務

木村泰三｜総務，渉外，会議，病院学会，病院大会，病院視察

村上正敏

（兼務）

小谷宏子

文書の収受

〃

井上新一

制度委，定例・全国研究会

〃

一之瀬秀樹

制度委，定例・全国研究会

職

職

山本

中谷

梅原

〃

夫美子
道一洋

課

課長員

経理

業務第一課

経理業務総括（予算，決算，資金調達）
収入業務全般，予算，決算
支出業務

人間ドック関係，海外視察研究会，国際学会，ＩＨＦ，ＡＨ

課長

別府幸蔵

職員

佐藤彰

通信教育（メディカルクラーク・事務長養成課程)，日本メ
ディカルクラーク協会

〃

江鴫治重

制度委員会，定例・全国研究会

〃

山口勝利

〃

咲叩上武之

5３

Ｆ

診療録管理通信教育，定例研究会(診療録部会)，診療録管理

士協会

病院会館建設準備委員会

業務第二課
鳥居

職員

小林
夏目

〃

永保登
孝

課長

19部会研究会管理，医療従事者対策，看護学校協議会
制度委，定例・全国研究会

制度委，定例・全国研究会

業務第三課

職員

小椋

〃

菅原

組織拡大，ホスピタルショウ，医事紛争

実康仁
博章

神出

吉正子
高敏黎

課長

雑誌編集・発行

制度委，定例・全国研究会
タイプ，研究会準備

業務第四課
職員
〃

主職

室任員

査

調

７５４

田本井
吉松荒

課長

制度委，定例・全国研究会

制度委，定例・全国研究会

埜村幸夫

会員病院の概況調査・研究・集計

吉野由紀子

会員病院の概況調査・研究・集計

１３事務局
年度｜課

名｜氏名

担

当

業務

事務局長｜村上正敏｜事務局総括業務
総務課

〃

〃

〃

〃

〃

吉子康一子一宏
高宏博新黎成章

職員

出谷本上原橋原
神小松井菅本高

課長

総務課総括業務，副院長・事務長セミナー
人事，決裁，会議室管理
労務相談，定例・全国研究会
制度委，定例・全国研究会，政治連盟
タイプ，文書の収受

広報，ホスピタルショウ，会議関係
庶務・会議，制度委，定例・全国研究会

経理課

5４

課長

山本道夫

経理総括業務，資金，支出

職員

渕ノ上武之

収入，機械管理，定例・全国研究会

〃

小椋敏正

医療金融公庫窓口，制度委，定例・全国研究会，調査室究会

〃

吉野由紀子

調査室，消耗品関係

課長

吉田実

業務第一課総括業務，出版，企画，制作

職員

江嶋治重

人間ドック学会，制度委，定例・全国研究会

〃

夏目登

制度委，定例・全国研究会，病院'情報センター

〃

西沢孝洋

雑誌編集，制度委，定例・全国研究会，政治連盟

〃

清川陽一

制度委，定例・全国研究会，雑誌関係

課長

鳥居孝永

業務第二課総括業務，看護学校協議会

職員

小林保

制度委，定例・全国研究会，総婦長セミナー

〃

佐藤彰

メディカルクラーク・事務長養成課程通信教育，機関誌発行，
日本メディカルクラーク協会

〃

中谷一美

診療録管理通信教育，日本診療録管理学会，定例・全国研究
会，機関誌発行，診療録管理士協会

〃

一之瀬秀樹

制度委，定例・全国研究会，医療紛争防止セミナー

業務第一課

業務第二課

７５５

１３事務局

事務局長｜村上正敏

務

総

福永禅丸

当

業務

事務局総括業務，日本病院学会，病院長セミナー，病院視察
研究会

日本病院会政治連盟，日本病院団体連合会統括

山本

道夫

経理課統括業務，資金，支出

小椋

敏正

制度委，定例・全国研究会

山口

勝利

経理一般業務，消耗品関係

埜村

幸夫

収入，資産受理，予算，日本病院団体連合会業務全般

課長

吉田

職員

江嶋

〃

西沢

〃

清川

〃

松本

実重洋一康
治孝陽博

課職

吉登子一子一宏
宏新黎成章

一ロ同

総務課統括業務，副院長，事務長セミナー，渉外

出目谷上原橋原
神夏小井菅本高

長課長員

部
〃〃〃〃〃

課職

課長員

理

経

〃〃

5５

担

名｜氏名

年度｜課

庶務，制度委
人事，会議関係，会議室管理

制度委，定例・全国研究会，政治連盟，日本病院団体連合会
庶務

タイプ，会議関係，文書の収受
広報，病院会ニュース関係

会議関係，定例・全国研究会

業務第一課

業務第一課統括業務，出版，企画，制作

人間ドック学会，制度委，定例・全国研究会
雑誌編集，制度委，定例・全国研究会

制度委，定例・全国研究会，雑誌関係

制度委，定例・全国研究会，雑誌関係

業務第二課

７５６

課長

渕ノ上武之

業務第二課統括業務，看護学校協議会

職員

小林保

制度委，定例・全国研究会，総婦長セミナー

〃

佐藤彰

メディカルクラーク・事務長養成課程通教，日本メディカル
クラーク協会，機関誌発行

〃

中谷一美

診療録管理通教，日本診療録管理学会，機関誌発行，診療録

〃

一之瀬秀樹

制度委，定例・全国研究会，病院幹部医会，無料職業紹介

管理士協会

第Ⅲ

部

年

表

年表
年月日

病院

会

事項

関連事項

６．

１１１１

２４５６７８９０１２２

年３７２５４５３７８４９９９７１４２
１１２２１１１２２

和
昭

日本病院協会設立準備会（順天堂大学病院）

マッカーサー元帥解任

定款起草委員会
ＷＨＯ日本の加盟を承認

日本病院協会設立さる設立総会（東京・湯島聖堂）
第１回日本病院学会（同）

吉田内閣改造
橋本龍伍氏厚生大臣に就任

病院整備の助成金の陳'肩

医療機関融資期成連盟を結成
融資援助を厚生大臣に要請
対日講和条約調印

医療機関融資期成連盟大会（日本医師会館）

社会保険医療強化国民大会（教育会館）
入院料是正協議会（病院会館）

医療費甲12円50銭，乙11円50銭の改訂
医師租税特別措置を医療法人にも及ぼすよう陳`情

１

医療審議会（中医協）へ病院よりの委員参加を厚生大臣
に要望

中委協を開き昭和27年１月１日より給
食料引上げきまる

２７

昭和27年
１．９

日本病院学会東京地方会設立
日本医師会谷口会長以下21幹部辞表提

１０

出

吉田恵一氏厚生大臣に就任

1８

日本医師会会長に田宮猛，副会長榊原
亭，武見太郎の各氏選出

２．１２
１５

日本病院学会東京地方会第１回例会
対日講和条約発効ＧＨＱ廃止

４．２８
５．６

社団法人の許可

６．７

第２回日本病院学会（東京）

８
７．７

１０
１４

代議員会，総会

看護専門委員会，健康保険専門委員会開く
病院融資専門委員会，病院課税専門委員会開く
会館維持専門委員会開く
医療金融公庫の設立流産

１０．２２

第４次吉田内閣

３０

山県勝見氏厚生大臣に就任
１２．１
１７

医療職員斡旋所開く
インターン調査委員会設置

昭和28年
１．１３

インターン調査委員会以後２回開催

３．１６

健康保険対策専門委員会以後６回開催
入院料是正協議会
常務理事会（病院会館）年間７回開催

６．７

第３回日本病院学会（東京）

２６
２．５

7５７

年表

８

７．２３
２８

代議員会，総会（上野精養軒）

医療機関融資会議開催，以後頻回に開く
入院費引き上げ陳情
日雇労働者健康保険法公布

８．１４
９．１７

関連事項

病院会事項

年月日

租税対策専門委員会，病院無税の陳'肩

１０．２２

会員制度確立協会強化委員会

１１．２７

原価計算委員会を設ける
完全看護，完全給食，寝具設備を規定

１２．１

昭和29年

山県厚生大臣辞任，草葉隆圓氏就任

１．８
１９

原価計算委員会，以後５回開く

２２

常務理事会（病院会館）年間８回開催

２５

労働基準法改正専門委員会

日本医師会長に黒沢潤三郎氏就任

４．１

６．１９
２０

７．１
２９

８．１０

第４回日本病院学会（東京）
総会（虎の門会館）
定款一部改訂（特定団体よりの加入を認める）

診療報酬改正全国病院実行委員会結成
入院サービスの標準化に関する研究の厚生科学研究費下
附

2５

日本病院学会東京地方会，年間２回開く

３１

神崎新医療費体系調査委員長参議院厚生小委員会に参考
人として出席

９．２

自由党医療保障制度調査特別委員会に神崎委員長出席

１０

理事会（病院会館）

２９

代議員会・総会（上野精養軒）上條会長重任
厚生省は新医療費体系を国会に報告

３０

１０．４
８

完全寝具委員会，以後１回開く

神崎委員長参議院厚生委員会に再度出席

日本医師会新医療費体系に絶対反対を
表明

２１

１１．１０

新医療費体系調査委員会設置，以後４回委員会を開く
緊急理事会（病院会館）

１５

日本病院連合月報創刊

２７

広報委員会設置

全国医師大会医薬分業,新医療費体系
反対決議デモ行進

全国薬剤師総決起大会医薬分業決議
医薬分業延期法案，衆参両院通過

２９
１２．２．３

吉田内閣総辞職

７

１０

鳩山内閣成立，鶴見祐輔氏厚生大臣に

1５

租税特別措置法により診療所医療収入

就任

の必要経費を72％まで無条件に認める
昭和30年
１．１４

常務理事会（病院会館)，年間15回開く

２．４

健康保険法改正につき，医務局長と保険局長に要望

7５８

年表
年月日
3．１５

病院会事項

関連事項

会誌「病院綜合通信」と改題

第２次鳩山内閣，厚生大臣は川崎秀二

１８

氏
２６

原価計算委員会集計報告
厚生省７人委員会設置

５．１０
１８
３１

健康保険法改正研究委員会設置
「入院サービスの標準化に関する研究」完成報告

政管健保料率1000分の65に引上げ

６．１

１８

第５回日本病院学会（東京）

１９

理事会，代議員会，総会（品川プリンスホテル）

１９

税制について税制調査会に要望書提出

７．３０

医薬分業法成立

９．１

医療費改訂４％減収となる
日医黒沢会長以下総辞職

１４
２８

理事会（品川プリンスホテル）

日医会長に小畑I准清氏選出

１０．１４
２０

神崎三益氏日医常務理事に推される

小林英三氏厚生大臣に就任

１１．１２
１２．５

厚生大臣に，中医協委員に病院代表を加える陳Ⅷ肩
厚生省新医療費体系を公表

２１
２２

暖房料について厚生大臣に陳`肩

昭和31年
１．１７
２５

健康保険対策委員会開く，年間８回開催
常務理事会（病院会館)，年間13回開く
東京都医師会新医療費体系反対保険医

２８

１万人の辞退届とりまとめる
2．８

１５

定款改訂起草委員会設置，年間４回開く
理事会（赤坂プリンスホテル）

日本医師会代議員会新医療費体系反

２０

対決議
２３

看護制度委員会，年間８回開催
厚生大臣新医療費体系一応撤回

３．８

医薬分業実施

４．１
２

１２

神崎三益氏中医協委員に再任

多賀一郎理事国際病院連盟視察旅行参加のためアイルラ
ンドへ出発

23県保険医総辞退取り下げ

２６

５．１９

上條秀介会長逝去

６．１４

荘寛常務理事国際病院連盟加入手続のためロンドンへ出
発

1６

7．１７

２０

８．２８

理事会，代議員会，総会（大阪大学医学部附属病院）
橋本寛敏氏会長に推される
第６回日本病院学会（大阪）
国際病院連盟に加入

税制について陳情

７５９

年表

病院

年月日
1０．６

会

事項

関連事項

臨時理事会，代議員会，総会（山の上ホテル）役員改選
橋本寛敏氏会長に重任

２７

ＷＨＯ顧問クロスビー氏来日

石橋内閣成立

１２．２４

神田博氏厚生大臣就任
昭和32年
１．１１

常務理事会（病院会館）年間24回開く

2．６

特定病院団体長会議（病院会館）

雑誌「病院」日本病院協会機関誌となる
１８

４団体医療単価適正化協議会結成

２５
３．２３

岸内閣成立，神田厚相留任

臨時理事会，代議員会，総会（学士会館）

３１

健保法改正，政府管掌の国庫負担きま
る

4．１０

1点単価引上げ陳情

１４
５．４

武見太郎氏日本医師会長に選出

橋本会長リスボン国際病院会議出席のため出発，６月２６
日帰国

6．１２
７．９

１０

４団体協議会開催を日医ことわる
理事会，代議員会，総会（第一生命相互館）
第７回日本病院学会（東京）

１１
８．９

堀木謙三氏厚生大臣となる

1点単価引上げ陳情

９．１３

日医新医療体系反対ビラ飛行機より撒

布
１６

厚生省の甲表乙表説明会（山の上ホテル）

１６

臨時理事会，地方，特定病院団体長会議(山の上ホテル）

２３

佐谷有吉副会長逝去，小沢凱夫氏副会長となる

１０．４
５
７

厚生省第２回甲表乙表説明会（山の上ホテル）
臨時理事会，代議員会，総会（同）
甲表乙表につき神崎・荘副会長・武見日医会長会談

１８

神崎副会長中医協委員の辞表提出

２１

堀木厚生大臣神崎氏の辞表返却

２３

厚生省神崎委員辞表撤回の経緯公表

１２．４

日医代表中医協議場を退場

５

日医甲乙表の撤回要求

昭和33年
１．１１
３０

２．６
７

常務理事会（病院会館)，年間24回開く

厚生省記者クラブにて報道会見，年間20回

医療関係団体連合会議（病院会館)，年間７回開く

地方病院協会長，特定病院団体長会議（山の上ホテル）

７

３．２７
２８
４．２４

7６０

自民党医系議員武見会長へ苦言
臨時理事会
臨時代議員会，総会（山の上ホテル）
医療機械耐用年数委員会（病院会館)，年間２回開く

年表
年月日
5．１４

病院会事項

関連事項

第１回診療管理部会（聖路加国際病院）以後毎月１回開
催

２０
２１．２２

理事会，代議員会，総会（九大病院）
第８回日本病院学会（福岡）
橋本龍伍氏厚生大臣に就任

６．１２
１５

地方病院協会長，特定病院団体長会議（山の上ホテル）
甲表乙表告示10月１日より実施

３０
７．１７．１８
８．２６

新点数表（甲表乙表）説明会（東京女子医大）

塩沢總一常務理事，診療報酬支払基金理事に就任
甲表乙表実施

１０．１

３．５．２の看護要員を認める
1１．４
２５

１２．１
５
６．７

１９

臨床予防医学委員会設置，人間ドックを運営する
地方病院協会長，特定病院団体長会議（東條会館）
高橋，田宮，佐台３長老橋本会長と会見
基準看護の人員構成の研究始まる
人間ドック講習会（聖路加国際病院）

中医協病院代表委員について厚生大臣に申し入れ
国民健康保険法公布（全面改正）これ

２７

により国民皆保険制度の基礎確立
昭和34年
１．１０

診療管理部会（都立広尾病院)，毎月１回部会を開く
坂田道太氏厚生大臣に就任

１２
１３

常務理事会（病院会館)，年間28回開催

２０

看護制度委員会開く，年間７回開催
短期人間ドック健保連と契約，ドック始まる
厚生省記者クラブで記者会見，年間17回

４．１
３

国民年金法公布（保険料徴収は昭和３６

１６

年４月１日)，厚生省に年金局設置
5．１
２５
２６

６．１
１～６

短期人間ドック講習会（山の上ホテル）
代議員会（山の上ホテル）
理事会，代議員会，総会（同）

医療機械耐用年数委員会開く，年間２回開催
エディンバラ第１１回国際病院会議，中島克三，大鈴弘文
氏ら出席

２

６

９．１０

厚生省より日本病院協会の中医協委員推薦の依頼
多賀一郎常務理事を中医協委員に任命
第９回日本病院学会（新潟市）
中医協１年半ぶり再開

１１

渡辺良夫氏厚生大臣に就任

６．１８

８．１５
２２．２３
９．２

1１．１２

２６

会誌を「日本病院協会々報」と改題
短期人間ドック研究会，講習会（聖路加国際病院）
創立十年記念式典準備委員会(東京警察病院)，年間４回
開催
病院緑化推進委員会，年間５回開催
自民党は厚生省と日本医師会との対立

７６Ｚ

年表

病院会事項

年月日

関連事項

にから承医療対策特別委員会設置
昭和35年

医療金融公庫設置きまる

１．１１
１２

常務理事会(病院会館)，病院不燃化提案，年間26回開く

１４

医療金融公庫設置陳情

１９

診療管理部会（聖路加国際病院）地域における病院間の
協力，毎月１回実施をつづける

2３

厚生大臣に中医協開催を要望する平賀参与，厚生省記者

クラブにおいて日刊紙，医事関係報道機関と会見，以後
年間６回にわたり会見
3０

理事会（東條会館）地域差，緑化，不燃化について議す
る

2．６

妊婦ドック実施協議始まる
基準看護４．４．２延長

１１

１５

病院緑化委員会（病院管理研修所）

３．１

政管健保料率1000分の65を63に引き下
げる

５

乳幼児保健指導14病院協議

１１

病院緑化中央推進協議会設置

結核予防審議会カナマイシン採用を答

１６

厚生年金融資拡大について陳情

順天堂大学病院争議始まり争議広まる

申する
４．１

厚生年金還元融資の枠拡大につき陳情
医療制度調査会発足

１２
２５

病院経済委員会(健保対策委員会を吸収)，第１回委員会
開く，以後４回開催する

5.26～2８

２７

６．８

第10回日本病院学会（東京）
創立10年記念式典

病院制度委員会（看護制度委員会を吸収）第１回委員会
開く，以後２回開催する

1１

医療金融公庫法公布施行

１８

乳幼児保健指導実施病院会議

３０

定期理事会，代議員会，総会(東條会館),予防医学活動，
耐火，緑化について議す，中医協開催を要望する

7．１２
１５

特定病院団体長会議（東條会館）
妊婦ドック試験実施始まる（東京５病院）

１９

池田内閣成立

中山マサ氏厚生大臣に就任
２８

８．１３
１４

医療制度についての調査実施

短期人間ドック講習会（聖路加国際病院）
短期人間ドック研究会（全国町村会館）

１８
２８

日医単価13円要求

橋本会長，村田常務理事，平賀参与ら国際病院連盟米国
視察旅行参加のため出発，９月26日帰国

7６２

2６

古賀良彦氏支払基金理事に任命

２９

神崎副会長中山厚生大臣に会見，病院経済改善を要望す

年表
年月日

病院会事項

関連事項

る
10.12

中医協開催につき厚生大臣に要望
日医単価値上げ，甲乙一本化要求

１３
１１．１０

病院争議の保安要員につき労働大臣，厚生大臣に要請
病院スト全国的となる

１８

全日赤統一スト

１２．２
８

病院争議を中心に地方病院協会長，特定病院団体長会議
（山の上ホテル）

古井喜実氏厚生大臣に就任

1０
１６

争議に対する声明発表，中医協開催につぎ厚生大臣に要
三劃=

同月

中医協もちまわり答申でカナマイシン

1７

採用ざる

昭和36年
病院スト新春第１波

１．６

１６

地方病院協会長，特定病院団体長会議(東條会館)，医療
費値上げ陳,盾

1７

２８
２．８

診療管理部会虎の門病院において開く，以二後年間８回実

厚生省４月１日病院指導課設置を決め

施する

る

病院協会組織強化につき福岡病院協会より照会あり
病院制度委員会開催，看護制度について
日本医師会一斉休診

１９
２３

橋本会長衆議員社労委員会に「医療機関における労働争
議に関する問題」の参考人として出席
全国労災病院労組スト

２８

社会保障審議会中医協三者構成答申

３．２

全日赤無期限ストに入る

９

国民皆保険実現

４．１

厚生省に指導課設置
５

生活保護法医療扶助患者に対する基準寝具の陳情

5.18～1９

基準看護人員構成について陳情
妊婦ドックの実施検討会，以後10数次にわたり会合する
第11回日本病院学会（仙台）

６．６

地方病院協会長，特定病院団体長合同打合わせ会（山の

２１

上ホテル）医療費値上げ陳'肩
厚生大臣に灘尾弘吉氏就任

1８

２７

定期代議員会（東條会館)，理事選挙，橋本会長重任す
る，医療費値上げ陳'情
多賀一郎副会長中医協委員に推薦即日委嘱される
中医協７月１日に遡り医療費12.5％引

7．７

上げ答申
５９

１１

医療懇談会始まる，荘副会長30日まで７回出席

日本医師会８月１日を期し保険医総辞
退決定

8．１

総辞退とりやめる

７６３

年表

病院会事項

年月日

関連事項

生活保護法医療扶助患者へ基準寝具の
適用拡大する
1０

理事会，地方病院協会長，特定病院団体長合同会議（東
條会館）

２５

１１

基準看護人員構成緩和
厚生省の医療懇談会に協会代表として荘副会長出席，以
後７回出席する

９．２７

経済委員会（山の上ホテル)，経済実態調査の検討

２９

短期人間ドック講習会（都道府県会館）

３０

短期人間ドック研究会（同）

１０．３

病院人件費経済実態調査を会員に依頼

中医協緊急是正２５％引き上げ答申

6
26～2８

第１回病院研究旅行（東京・神奈川・静岡）

中医協３者構成の法案成立

２７

１２．９

妊婦ドック実施に関する説明打合せ会（大手町ビル日通
会議室）

１４

妊婦ドック手続についての通牒発送

昭和37年
１．８

３０
２．９

1０

病院制度委員会は看護婦不足対策につき協議，以後５回
開催
診療管理部会都立墨東病院にて開催，以後10回開く

理事会，代議員会，地方病院協会長，特定病院団体長会
議（東條会館）
病院看護対策会議（都医業健保会館）
厚生省第１，第２記者クラブにて記者会見，以後８回会
見

２１

３．１５

経済委員会を開く，以後年間７回開催
妊婦ドック実施協定につき健保連と調印

社会党医療法改正案（公的病院病床規

２６

制）衆院に提出
２７

｢病院看護の諸問題」出版

４．１６

自治体病院協会結成

２６
５．１１

主婦ドック実施要領を決める

医療報酬調査会法案可決
社会保険庁の設置決まる

病院争議正当性限界につき労働・厚生

１８

局長通告
1９

２５

看護業務の研究開始

河上利勝氏（都立広尾病院院長）６月９日まで国際病院
連盟ベルギー病院視察旅行に参加

6．２

短期人間ドックセミナー(聖路加国際病院)，第２回６月
２３日

2３

7．１

１２

７６４

理事会，地方病院協会長，特定病院団体長合同会議（東
條会館)，医療費緊急是正を陳`肩
妊婦ドック実施決まる
主婦ドック東京地区で試験的に開始

年表
年月日

病院

会

事項

１８

西村英一氏厚生大臣に就任

１８～2０

第12回日本病院学会（東京）

２０

代議員会，総会（東條会館）

２２

全日本病院協会設立

２４

医療費是正の陳情

２７

古賀良彦氏支払基金理事に任命さる

９．１

日赤愛の献血運動を始める
全日本病院協会の社団法人許可

７
８

２８

短期人間ドック講習会，９日同研究会（京都第二日赤）
地方病院協会長，特定病院団体長会議（湯島・そのだ）
公的病院病床規制

１０．１
１１．８～1０
１２．２０

関連事項

第２回病院管理視察研究会（京都・大阪・神戸）

私立学校教職員組合が短期人間ドック実施について協会
と調印

昭和38年
１．１８

病院経済委員会開催，年間13回開催される

２．１２

常務理事会において定款一部改訂の議上程さる
診療報酬請求事務簡素化につぎ厚生大臣に要望

２１
３．２

浜松市医師会中央病院において診療管理部会開く，年間
９回の研究会を開く
医療制度調査会，医療制度全般につい

2３

ての改善基本方策につき答申
２３

４．１５

病院制度委員会開催，以後５回委員会を開く
看護小委員会

２７

理事会，代議員会，総会（山の上ホテル）

３０

総会議決により西村厚生大臣に医療費改訂を要望

西村厚生大臣中医協委員推薦を医師会
に依頼

８

１１１２２２２

２８５１８９２３９

６

１

５｛６Ⅲ

中医協病院代表委員推薦を西村厚生大臣に要望
第３回病院管理視察研究会（岡山・広島）
中医協委員任命
老人福祉法公布（８月１日施行）

地方病院協会長，特定病院団体長会議（健保会館）

小林武治氏厚生大臣に就任
日本医師会再診料10点即時実施要望

短期人間ドック講習会（名古屋市）

第５回短期人間ドック研究会（名古屋市）

理事会，代議員会，総会(東條会館)，理事役員改選，定
款一部改訂

３０

健康保険研究会議（健保会館）
地域差撤廃，医療費3.65％引き上げ

９．１

４

入院料，診療料，手術料，看護料等値上げを厚生大臣に
要望

10.1～３

第13回日本病院学会（札幌）
日本医師会長，小林厚生大臣不信任通

８

告書を首相に提出
1１．７

入院料，看護料などの引き上げを厚生大臣に要望

７６５

年表

９

２８
１２．７

関連事項

病院会事項

年月日

病院医療座談会（健保会館）

臨時理事会
臨床検査セミナー（聖路加国際病院）

昭和39年
１．１４
２０

常務理事会，月間２回開く

医療費9.5％引き上げ

医療費緊急是正につき厚生大臣に陳情

２１

診療管理部会(都立駒込病院研究会)，年間10回開催

２４

理事会(病院会館)，昭和39年事業計画について，年間６
回開催

●

２３

５２５５６８
２２２１１２

病院経済委員会開く，年間７回開催
記者会見，年間４回

公私病院連盟結成

常務理事会，公私病院連盟について議す
定期理事会(山の上ホテル)，公私病院連盟承認
公私病連大会
診療管理部会，インターン教育をいかによくするか（聖
路加国際病院）

4．９

事務管理部会始まる，年間８回開備

中医協入院料等値上げ答申，再診料少
数意見として付記

１８

８９
０１

１１

４６９０１５８７８７０１６１０９

８

７

５６｝

２１１１１１１２２１１１１

定期総会，公私病連承認
インターン制度存続に関し厚生大臣に要望
新潟大地震

第14回日本病院学会（東京）
公私病連設立総会

医事研究会始まる（駿河台日大病院）

神田博氏厚生大臣に就任
短期人間ドック講習会（東京・社会文化会館）

短期人間ドック研究会（同）

日本病院学会評議員会

看護婦・保健婦・助産婦制度会議（健保会館）
健康保険制度研究会議（健保会館）
医事研究会，以後３回開く
「病院とともに幾歳月」発刊

オリンピック東京大会（15日間）

佐藤内閣成立

神田博氏厚生大臣再任
１７～1９

１２．５
８

病院管理視察研究会（山口・福岡）

臨床検査セミナー（聖路加国際病院）
栄養管理研究会始まる

２２

中医協再開

２９

支払・診療対立，公益委員辞意表明

昭和40年
１．１
９

短期人間ドック検査料12,500円に引き上げ
事務管理部会（病院会館)，以後９回開催

神田厚生大臣医療費９．５％引き上げ職
権告示

7６６

年表
年月日

病院

会

事項

関連事項

中医協支払側委員辞表提出

11

社会保障研究所発足
１９

診療管理部会(虎の門病院)，以後10回開催

２６

理事会（日本出版クラブ）

２．２

栄養管理部会(聖路加国際病院)，以後５回開催
健保連・安田等４建保組合職権告示無

５

効の行政訴訟をおこす
２３７

２２２

主婦ドック打合せ会
理事会（聖路加国際病院）

医事請求事務研究会議(駿河台日大病院)，医事研究会は
その後隔月に開催さる

●

１２２

２８５３５

３

看護管理部会発足する
妊婦ドック打合せ会

乳幼児健保指導打合せ会
理事会（聖路加国際病院）

病院管理総合部会（中小病院部会）の開催についての打
合わせ

4．１５

病院管理総合部会（中小病院部会）新設され，第１回部
会開催(北品川総合病院)，以後６回開く

東京地裁，健保４組合の申し立てを認

2２

める
２９

５．１２

13～1５
１４

「診療管理」出版

理事会，評議員会，総会（京都第二赤十字病院)，役員
改選，事業報告
第15回日本病院学会（京都）

医事請求事務簡素化について陳情

東京高裁は安田等健保４組合抗告を却

３１

下

鈴木善幸氏厚生大臣に就任

６．３

１７

２０～2５
７．１９
２７
８．１

欧米海外視察団出発

第14回国際病院連盟会議，橋本会長常務理事に選出さる
厚生省記者クラブ，同日比谷クラブにて記者会見
理事会（聖路加国際病院）

短期人間ドック受診者用保健叢書出版
支払側中医協に復帰する，中医協７か

１４

月ぶり再開
２６
２７
９．２

２８

短期人間ドック講習会（諏訪市）

第７回短期人間ドック研究会（同）
薬事管理部会新設，第１回研究会開く（虎の門病院）

理事会（聖路加国際病院）
薬価基準４．５％引き下げ，検査料３％

１１．１

引き上げ
１１

１６～1８
２７

病院清掃講習会（同愛記念病院）

第５回病院管理視察旅行（鳥取・島根）
セミナー「病院と税金」（全国町村会館）

７６７

年表

３０

１２．４

関連事項

病院会事項

年月日

理事会（聖路加国際病院）

第３回臨床検査セミナー（京都第二赤十字病院）

昭和41年
１．１

日本病院協会々報は日本病院協会雑誌と改題

１０

常務理事会毎月第２・第４火曜に開催

１４

事務管理部会(駿河台日大病院)，以後年８回開題

１８

診療管理部会(佼成病院)，以後10回開催

２０

短期人間ドック14,000円に更改

２１

医事研究会(国立東京第二病院)，以;後６回開催

２２

京都における全国医事研究会（関電ビル）

２７

病院管理総合部会(大脇病院)，以後６回開催

２８

庶務人事研究会設立第１回研究会(聖路加国際病院)，以
後５回開催

｛２２

３

１１３５２５１４７１９３６７００

２

栄養管理研究会(関東中央病院)，以後５回開催
看護管理部会(病院管理研究所)，以後５回開催

薬事管理部会(都立駒込病院)，以後４回開催
企業会計セミナー（マツダ八重洲通ビル）

理事会（湯島会館）

３

用度研究会設立第１回研究会(佼成病院)，以後５回開催
福祉部設置
妊婦ドック打合せ会（健保会館）
主婦ドック打合せ会（同）

４５

｝

８

１

１１２１１２３

乳幼児保健指導打合せ会（同）

医療保険制度公開会議（マツダ八重洲通ビル）
九州における全国医事研究会

「病院と税務」「医事業務」「病院家政」発刊
理事会（湯島会館）
第16回日本病院学会（東京）

中医協にて日本医師会13.5％引き上げ
を主張

６．２２
７．９．１０
２６

施設研究会始まる，以後３回開催
大田原，塩原病院見学
理事会（聖路加国際病院）

８．１
５

１６

鈴木厚生大臣再任
診療録管理研究会（マツダ八重洲通ビル）

医療保険抜本対策｢わが国の医療保険制度をどうするか」
厚生大臣に陳`肩

9．８．９

１６

第９回短期人間ドックセミナー及び研究会（佼成病院）
札幌における全国医事研究会

１９

鈴木厚生大臣各代表に医療保険制度抜
本対策の意見をきく

日本医師会意見をいわず
1０．７

自民党医療制度審議会において医療保険抜本対策の意見
を述べる

7.8

7６８

第一線監督者セミナー（マツダ八重洲通ビル）

年表
年月日
1５
２０

１１．８～1０

病院

会

事項

関連事項

保健叢書「糖尿病」発刊
理事会（病院会館）
第６回病院視察研究会（愛媛・香川）

１１

中医協１年ぶり総会開く，診療報酬部
会調査部会に分離審議

２５

２４．２５

病院建築研究会（マツダ八重洲通ビル）

１１

四国における病院管理研究会（高松市）
青年医師連合インターン制度廃止のた

め42年３月国家試験ボイコット決議
１２．３
３．４

坊秀男氏厚生大臣に就任
臨床検査セミナー（佼成病院）

２７

日医中医協委員引揚げ

昭和42年
１．１０

常務理事会開く，以後毎月第２・第４火曜日開催

１３

事務管理部会(病院管理研究所)，年間13回開催

１７

診療管理部会(虎の門病院)，年間12回開催
看護管理部会(順天堂医院)，隔月開催

2１

病院管理総合部会(野村病院)，毎月開催

２４

理事会
橋本寛敏会長叙勲祝賀会（三井網町倶楽部）

２５

２．１
７

１５

庶務人事研究会(慈恵医大病院)，隔月開催

薬事管理部会(東京医科大学病院)，隔月開催
栄養管理研究会(国立東京第二病院)，隔月開催
医事研究会(品川文化会館)，年間６回開催

日本医師会は厚生大臣に辞表の撤回を
申し入れる

第２次佐藤内閣，坊大臣再任，日医委

1７

員復帰
２２

用度研究会，施設研究会(佼成病院)，隔月開催

医師国家試験87％の受験者が受験を拒

３．１２

否する
１５

会計経理研究会始まる，隔月開催

１６

理事会（病院会館）

２２

医療保険制度公開討議会（全国町村会館）

２８

部会研究会総合集会（霞山会館）

４．１７～2５
21.22
２６
５．２３

ＪＳＴ指導者訓練（三菱金属高輪会館）
成田・旭病院視察

放射線管理部会始まる(佼成病院)，隔月開催

理事会，評議員会，総会（富山県立会館）
中医協において医療担当者側値上げ提

２４

示
24～2６
３０

第17回日本病院学会（富山市）
第１回アメリカ病院看護研究団出発，６月12日帰国

６．１４

臨床検査管理部会始まる，隔月開催

７．１１

理事会（番町共済会館）

２２

診療録管理研究会始まる（聖路加国際病院）

７６９

年表
関連事項

病院会事項

年月日

中医協日本医師会代表13.5％値上げ提

８．１５

議
24～2９

国際病院会議(シカゴ)，橋本会長，落合参与出席
公私病連８５％値上げ陳'肩

２８

３１
９．８．９

米国病院看護研究発表会（番町共済会館）
短期人間ドックセミナーおよび研究会（大阪科学技術セ
ンター）

中医協7.68％値上げ答申

１０
１２

理事会（番町共済会館）

２３

全国薬事管理研究会（札幌市）

２５

米国病院看護研究発表会（京都中川安ビル）

29

全国事務管理研究会（新潟市）

10.17~２０

第７回病院管理視察研究会（福井・石川）

ｍ

和倉１日研究会

２７

全国医事研究会（松島観光ホテル）

１１．２

全国栄養管理研究会（京都市）

１０

全国用度研究会（岡山市）

１４

理事会（番町共済会館）

１５．１６
２２

２４～2６

事業主病院開設者セミナー（鉄鋼会館）

全国庶務人事研究会（福岡市）
洗濯講習会（関東逓信病）

内閣改造，園田直氏厚生大臣に就任

２５
３０

全国施設研究会（名古屋市）

医療費7.68％引き上げ

１２．１

昭和43年
１．３１
２．７

医療制度抜本対策協議会（霞山会館）

医療保険制度改革試案につぎ神崎副会長厚生大臣に意見
開陳

19～2２

ＪＳＴ訓練（湯河原東海荘）

日本医師会は経済実態調査非協力を指

３．１

導する
1８．１９

栄養管理セミナー（佼成病院）

医師国家試験に40％が受験ボイコット

２０

する
２９

評議員会（番町共済会館)，改選橋本会長重任

３０

研究部会総合集会（霞山会館）

４．４

産科ケアの研究（都内他４病院見学）

公私病連全国病院大会入院料35％緊急
是正要求

２４

５．８

第２回アメリカ病院看護研究団出発，２１日帰国

医師法改正，インターン制廃止ざる

９
１２

２５

「病院栄養管理」発刊

２８

理事会（番町共済会館）

２９～3１

７７０

国際病院連盟事務総長来日

第18回日本病院学会（東京）

年表
年月日

病院

6．１４．１５

新潟市病院見学研究会

２８
７．１

会

事項

全国庶務人事研究会（札幌市）
病院人材センター開く

１１

各国医療制度研究会（番町共済会館）

１２

全国会計経理研究会（静岡市）

公私病連入院料35％引き上げ要求

１６
２５～2７

８．４．５
９
２２

関連事項

全国事務管理部会（宮城県青根温泉）

病院制度委員会（湯河原三井荘）
全国施設研究会（松江市）

病院ハウスキーピング部会始まる（東京逓信病院）
中医協で日本医師会代表が医療費12.5

２６

％引き上げ要求
０１２３４０
３１１１２
２２

●

９

全国栄養管理研究会（盛岡市）

第９回人間ドック研究会

第１回欧米病院視察団出発，９月30日帰国
全国診療管理部会（岡山市）
全国病歴研究会（大阪市）
全国放射線管理研究会（神戸市）
中医協支払側は経済実態調査を待つぺ
しと主張

●

１

１｝

１６

２４１９００９２０４６１
１
３１１２３

１０
１
ｏ』

理事会（番町共済会館）
協会事務局番町共済会館５階に移る
日本医師会医療保険抜本対策意見提出

全国薬事管理研究会（名古屋市）
全国用度研究会（福岡市）

第８回病院管理視察研究会（福島・山形・宮城）
全国臨床検査管理研究会（宮崎市）
内閣改造，斎藤昇氏厚生大臣に就任

２

１

公私病連厚生省坐り込糸開始
全国看護管理研究会（下関市）

病院危機突破全国病院総決起大会
入院料緊急是正要求
中医協，日本医師会代表より12.5％引

2１

上げの説明を受ける
昭和44年
１．１４
１７
２８

常務理事会（番町共済会館）毎月２回開く
看護勤務体制研究会（同）
理事会（番町共済会館）
中医協全員懇談会

２．１４

５．２１～2３

臨時総会（番町共済会館）
第19回日本病院学会（水戸市）

２２

総会（茨城県立県民センター）

２５

３０

６．１０

自民党国民医療対策大綱批判害を提出
看護管理全国研究会（旭川市）

７７Ｚ

-－

年表

１２．１３

会

病院

年月日

事項

事務管理全国研究会（札幌市）

１９

労務研究会始まる

２１

病院管理総合全国研究会（名古屋市）

２３～2７

関連事項

第16回国際病院会議（デュッセルドルフ）橋本会長ほか
参加

27.28
２８

７．８～1１
１２

群馬・栃木病院見学研究会
病歴管理全国研究会（北九州市）

病院監督者研修会（宮城）

薬事管理全国研究会（富山市）

１９

診療管理全国研究会（富山市）

２２

理事会（番町共済会館）

２２

２．８制看護問題シンポジウム（同）

２３

放射線管理全国研究会（盛岡市）

２５

施設全国研究会（秋田市）

８．２８．２９

第10回人間ドック学会（仙台市）

健保法一部改正（料率1000分の70,初

９．１

診料負担200円，入院一部負担100円）
４

看護制度改革に関する意見書を提出

栄養管理全国研究会（金沢市）
「看護制度改革に関する意見」発表
４～６

１２．１３
２２～2４

病院長セミナー（ヒルトンホテル）

労務セミナー（番町共済会館）
病院長セミナー（ヒルトンホテル）

２５

へウスキーピング全国研究会（大阪市）

25.26

病院会計経理セミナー（番町共済会館）

１０．２１

庶務人事全国研究会（静岡市）

２８～3１
１１．１
７

１５

第９回病院管理視察研究会（大分・宮崎）
臨床検査全国研究会（山形市）
用度全国研究会（仙台市）
理事会（番町共済会館）

１８

第３回アメリカ病院看護研究団出発，１２月１日帰国

１９

看護管理全国研究会（京都市）

２１

会計経理全国研究会（鳥取市）

２９．３０

第７回臨床検査セミナー(全社連会館・聖路加国際病院）

昭和45年
１．１３

常務理事会（番町共済会館）第２・第４火曜日に開く
日医の中医協総会緊急是正
内田常雄氏厚生大臣に就任

１３
１４
２７

理事会（番町共済会館）

医療費8.77％引き上げ

２．１
２．１５～1８

１８．１９

事務管理全国研究会（熊本市）

１９

医事全国研究会（神戸市）

２１

病院管理総合全国研究会（福岡市）

３．８．９

７７２

ＪＳＴ研修会（湯河原）

会計経理セミナー（青山会館）

年表
年月日

病院

1３

看護婦不足対策の陳情

２４

評議員会，臨時総会（番町共済会館）
橋本寛敏会長勇退

会

事項

関連事項

神崎三益氏会長に就任

７

１２．１１

。●●●●●

６３６９０５

●

８

１

８
９１

２２。０

１２坦氾｛１１１２２２
一
０８６一

１

１

３６７７９８１４７０１６６９２２１４５５０１９９２１３０２５

｝

７

２

２２２２２２１１２１１１１１２２

４５

韓国病院協会10周年式典に小野田副会長出席（ソウル）
理事会（番町共済会館）
二十周年式典（ヒルトンホテル）

「病院学」「アメリカの病院看護第３集」出版
第20回日本病院学会（東京・普門館）
総会同

丘旧仕栄台湾病院協会長来日
臨床検査管理全国研究会（福井市）
春の１泊研修旅行（静岡）

事務管理全国研究会（札幌市）
栄養管理全国研究会（旭市）
医事全国研究会（青森市）

労務全国研究会（新潟市）
病院管理総合全国研究会（旭川市）
内科臨床協議会始まる（国立がんセンター）
病歴管理全国研究会（津市）

薬価基準３％引き下げ
看護管理全国研究会（松本市）

第４回アメリカ病院看護研究団出発，２２日帰国
米国病院事務管理専門視察団出発，９月１日帰国
ハウスキーピング全国研究会（仙台市）

診療幹部セミナー（青山会館）
第１１回人間ドック学会（東京）
ＪＳＴ研修会（東京）
病院長セミナー（青山会館）
用度全国研究会（松江市）
放射線管理セミナー（御殿場市）

ヨーロッパ看護の旅出発，１０月１日帰国

庶務人事全国研究会（福島市）
シドニー地域会議オセアニア医療視察団出発，１０月１６
日帰国

３０

１０．６～９
１５．１６
２３
２９．３０

薬事管理全国研究会（徳島市）
第10回病院管理視察研究会（岩手・秋田・青森）
労務セミナー（青山会館）
放射線管理全国研究会（山形市）
事務長セミナー（青山会館）

全国知事会，全目病等病床規制撤廃厚

１１．４

相に要望
１１

１６．１７
１８

会計経理全国研究会（佐賀市）

総婦長セミナー（青山会館）
医事全国研究会（山口市）

７７３

年表
病院

年月日
２４

理事会（青山会館）

２５

施設全国研究会（天理市）

会

事項

厚生省健保改善方策を発表

１２．１２
１２．１３
２５

関連事項

臨床検査セミナー（関東中央病院）
医療費緊急措置陳情

昭和46年
１．１２

常務理事会（番町共済会館）毎月第２・第４火曜日開催

２６

病院制度委員会（番町共済会館),年間５回開く
看護制度委員会（同),年間２回開く

２７

広報委員会（同),年間12回開く

１８

２７

２．２

臨床予防医学委員会（同),年間２回開く

診療管理全国研究会（大津市）

１０

経済委員会（番町共済会館),年間４回開く

１２

事務管理全国研究会（和歌山市)，和歌山県病院協会合
同を説く

中医協に提出された審議用メモに日本
医師会が反発する

１８

２４

防火補助金の請願

２６

理学療法士および作業療法士受験の請願

３．２３

３０

理事会，評議員会，総会（番町共済会館）
研究部会総合集会（霞山会館）

４．１４

日本医師会は全国医師大会を開き，健
保法改正審議用メモに反対，保険医総
辞退確定

１２２２。

一一４

０１６
２２

｛

３

１１２２３

１

●

４

２

●

・１

７

０１７２４０２３５８８８２５０１２５６９

２２２
ＰＣ

７７４

｢病院ニュース」発刊
公私病連病院危機突破大会

協会教育委員会（番町共済会館),年間４回開く
第５回米国病院看護研究団出発，１５日帰国
医事全国研究会（新潟市）

総会（名古屋市公会堂）
第２１回日本病院学会（名古屋市）
第１回ホスピタルショウ

春の１泊研修旅行（山梨・長野）
栄養管理全国研究会（福岡市）
第17回国際病院会議(ダブリン)，小野田副会長出席
用度全国研究会（富山市）

理事会（番町共済会館)，医療費について声明発表

診療幹部セミナー（飯田橋会館）
施設全国研究会（下関市）

日本医師会保険医総辞退
栄養管理セミナー（番町共済会館）

神崎会長，斎藤厚生大臣に要望
看護管理全国研究会（神戸市）
薬事管理全国研究会（諏訪市）

内閣改造，斎藤昇氏厚生大臣重任

年表
年月日

病院

会

事項

１６

病院管理総合全国研究会（岐阜市）

２２．２３

病院長セミナー（ヒルトンホテル）
佐藤首相，武見医師会長会見

２８

保険医総辞退解除

８．５

１３

病歴管理全国研究会（岡山市）

１８

診療管理全国研究会（仙台市）

２６．２７

総婦長セミナー（マツダ八重洲通ビル）

２７

日病・全日病懇談会（名古屋）

３１

野村秋守氏厚生省栄養審議会委員に任命さる
栄養管理全国研究会（大阪市）

９．３
９

第２回ヨーロッパ看護研究団出発，２８日帰国

１０．１１

事務管理全国研究会（七尾市）

１７

会計経理全国研究会（札幌市）

２１．２２
２４

第１２回人間ドック学会（青森市）

神崎会長フィリピン病院協会年次大会に招かる

２５

日病・全日病熱海懇談会

２６

アジア病院連盟発足

１０．４～７

第１１回病院管理視察研究会（佐賀・長崎・熊本）

社会保障審議会健保抜本対策を答申

８

１３

庶務人事労務全国研究会（高松市）

１５

放射線管理全国研究会（名古屋市）

１５

英国よりハーディ氏ら来訪

２２

診療幹部セミナー（青山会館）
ＪＳＴ監督者研修会（湯河原）

２４～2９
２８．２９

事務長セミナー（マツダ八重洲通ビル）

１１．２

理事会（青山会館）

２

看護管理全国研究会（宇都宮市）
公私病連緊急是正大会

８

１２

臨床検査管理全国研究会（京都市）

１９

病院管理総合全国研究会（福島市)，全日病と共催

２１

ハワイ病院看護研究団出発，２６日帰国

薬価基準3.9％引き下げ

２５

２６

１２．１１
１８

関連事項

会計経理全国研究会（鹿児島市）
臨床検査セミナー（東京警察病院）
日病・全日病病院協会連合会第１回連絡会

昭和47年
１．１１

常務理事会(番町共済会館)，毎月第２・第４火曜日開催
とする

１７．１８

２５

２．１
８

１７．１８
２２

３．２４

医療費値上げ要望陳情

理事会（番町共済会館）
医療費値上げ申し入れ

厚生省医療基本法案発表

医療費13.7％値上げ

理事会，評議員会，総会(番町共済会館)，役員改選
事務管理全国研究会（高知市）
医事全国研究会（大分市）
ハウスキーピング全国研究会（静岡市）

７７５

年表

病院会事項

年月日
２５

２８
４．１３

関連事項

研究部会総合集会（霞山会館）
第一線監督者セミナー（佼成高等看護学院）
病院管理総合全国研究会（和歌山白浜）

１５

日病・全日病第１回合同準備委員会

１９

アジア病院連盟第２回常任理事会(マニラ)， 神崎会長出
席

●

５
２

一７｛か郡以Ⅵ

６６９２２２

２１

４５６６６８８１３４０７
２２２２２２・２２２３

日病・全日病合同趣意書作成発表
総会（小倉市民会館）
政府国会へ医療基本法案提出
第２２回日本病院学会（北九州市）

第３回アジア病院連盟常務理事会（小倉日活ホテル）
第２回ホスピタルショウ（北九州市）
看護管理全国研究会（松山市）

ＪＳＴ監督者研修会（番町共済会館）
医事全国研究会（札幌市）

春の１泊研修旅行（神奈川）
事務管理全国研究会（山形市）
栄養管理全国研究会（松江市）

第１次田中内閣発足，塩見俊二氏厚生

大臣に就任
１２～1４

２０．２１
２２

27.28
２９

病院長セミナー（ヒルトンホテル）

会計経理全国研究会（名古屋市）
欧米病院視察団出発，８月31日帰国
薬事管理全国研究会（鳥取市）
診療録通信教育始まる

８．２５

第13回人間ドック学会（東京）

３０

病歴管理全国研究会（新潟市）

３１

看護制度改善意見提出

９．５．６

施設全国研究会（金沢市）

１１．１２

看護婦長セミナー（番町共済会館）

１１．１２

医事全国研究会（大阪市）

１８．１９

事務長セミナー（番町共済会館）

２６
２９

１０．１７

理事会（番町共済会館）
ハウスキーピング全国研究会（岡山市）

庶務人事労務全国研究会（京都市）

１９

国際病院会議日本招致きまる

２０

栄養に関する要望書提出

２２～2７

２５～28

31.11.1
１１．６．

９

ＪＳＴ監督者研修会（湯河原）

第１２回病院管理視察研究会（滋賀・岐阜・愛知）
看護管理全国研究会（仙台市）
日病・全日病第１回合同常務（任）理事会

臨床検査管理全国研究会（広島市）

24.24

放射線管理全国研究会（福岡市）

２８．２９

用度全国研究会（神戸市）

１２．１７

第４回アジア病院連盟常任理事会(マニラ)，小里
小野田常務
理事出席

７７６

年表
年月日

病院

１９

医療費値上げ要望陳情

会

事項

関連事項

斎藤邦吉氏厚生大臣に就任

２２

昭和48年
１．９

20.21
２３

常務理事会(番町共済会館)，以後第２・第４火|朧日開催
日病・全日病第１回定款改正委員会
理事会（番町共済会館）

２７．２８

臨床検査セミナー（東京）

２．５．６

事務管理全国研究会（大阪市）

１２～1４
１３
２２～2４
２３

診療録通信教育スクーリング（駿河台日大病院）
国際会議委員会を設<
診療録通信教育スクーリング（大阪逓信病院）
診療管理全国研究会（津市）

３．２８

理事会，評議員会，総会（番町共済会館）

４．９

調理研究会生まれる，第１回研究会（駿河台日大病院）

５．１２．１３

１６
１７．１８

中華民国病院協会総会(台北)，内藤景岳氏出席

第５回アジア病院連盟常任理事会（東京）
第23回日本病院学会（東京）

１８

総会

２６

第１回欧米病院臨床検査視察団出発，６月19日帰国

３０

ハリントンホーズ国際病院連盟事務総長来日

６．８．９

放射線管理全国研究会（松江市）

１４．１５

春の１泊研修旅行（新潟）

１７～2２

第18回国際病院会議（モントリオール）

１８～2０

ＪＳＴ研修会（番町共済会館）

２１．２２

看護管理全国研究会（札幌市）

７．６．７

病院管理総合全国研究会（盛岡市）
病院長セミナー（東京ヒルトンホテル）
用度全国研究会（名古屋市）

１９．２０

医事全国研究会（金沢市）

２３

２９．３０

２０

２２

栄養管理全国研究会（和歌山市）

第２回欧米病院事務看護視察団出発，８月12日帰国

２６．２７

薬事管理全国研究会（福岡市）

２７．２８

事務管理全国研究会（山口市）

８．７．８

事務長セミナー（九段会館）

２１～2３
２３～2９
２４．２５

６．７
９．８

１４～1６
２１．２２

２６～2９
２７．２８
１０．５
１１

看護婦セミナー（番町共済会館）
診療録通教スクーリング（佼成病院，大阪逓信病院）
第14回人間ドック学会（名古屋市）
総婦長セミナー（番町共済会節）
第１同新協会設立委員会
放射線セミナー（御殿場市）

臨床検査管理全国研究会（青森市）
第13回病院管理視`察研究会（北海道）・
施設全国研究会（京都市）
へウスキーピング全国研究会（新潟市）
病歴管理全国研究会（仙台市）

７７７

年表

病院

年月日
１８．１９
２１～2６

２６

３１．１０．１
１３
１５

会

事項

関連事項

労務全国研究会（岡山市）
ＪＴＳ研修会（湯河原）

診療幹部セミナー（番町共済会館，三井記念病院）
看護管理全国研究会（広島市）
総会（日本クラブ）
オーストラリア，フィリピン病院協会総会に神'崎会長ら
出席，２６日帰国

１５．１６
１６．１７
２１～2２
２９．３０

庶務人事全国研究会（盛岡市）

医事全国研究会（高松市）
栄養管理セミナー（電設健保会館）
会計経理全国研究会（大阪市）

斎藤厚生大臣医療費引き上げ，医療費

１２．７

の物価，人件費へのスライドを中医協
に諮問
１３

病院託児所補助金陳'情

昭和49年
１．８

常務理事会(番町共済会館)，以後毎月第２・第４火曜に
開く

医療費17.5％引き上げ実施

2．１
２２

３．２８

５．１４

１９
２１
２２～2４

理事会（番町共済会館）

理事会，評議員会，総会，役員の改選神崎会長退き，東
陽一氏会長となる
日本病院共済会の設置きまる

､東会長中華民国病院協会総会に出席
アジア病院連盟理事会（金沢市）
第24回日本病院学会（金沢市）
モダンホスピタルショウ（東京晴海）

6.21.22
７．９

１３
３０
８．７
２３．２４

春の１泊研修旅行（三重．奈良）
コンピュータ委員会設置

第１回新協会設立実行委員会

医療費引き上げを厚生大臣に要望
欧州病院管理専門視察団出発，２３日帰国
第15回人間ドック学会（東京）

斎藤厚生大臣医療費16％引き上げ諮問

９．７
２４

３０
１０．１

臨時総会（番町共済会館）
ヨーロッペ病院放射線科視察団出発，１０月１３日帰国
第20回国際病院学会運営にコンベンションサービスを指

医療費16.0％再引き上げ

名
５

第６回アメリカ病院看護視察団出発，２４日帰国

１５

国際病院連盟ハーディ事務総長来日，打合わせ

１８

日本病院会発会式

１９

診療録管理通信教育第１期生卒業

２３

病院事業への緊急融資斡旋の陳情

１１．１１

７７８

新協会設立発起人会

１４

内閣改造，福永健司氏厚生大臣に就任

年表
年月日
14～1７

病院

会

事項

関連事項

第14回病院管理視察研究会（111,縄）

１２．９

三木内閣発足，田中正巳氏厚生大臣に
就任

昭和50年
１．６
１８

第12回国|漂病|完学会委員会開く（番町共済会館)，年間準

２５

常任理事会(法曹会館)，以後概ねlか月１回開催
理事会(国際観光ホテル)，理事７名退場
アジア病院連盟加盟勧誘のため小野田副会長，落合参与

薬価基準引き下げ，総医療費の０．７％

備進む
２．７
１５～2３

タイ，シンガポール，インドネシア訪l１ＩＥＩ
3．１０

２８
２９

山陽新幹線岡山一博多間開業

国際病院学会開催業務契約を日本コンベンションと結ぶ
日本病院会役員選挙，理事会，代議員会，総会（全国町
村会館）阿久津'慎氏会長に選ぱる

一

６

１

一

２

１

６

一

５

１

７７０００３１３３０
１２
１２２２２３

Ｆ○

エリザベス女王来日

第20回国際病院学会日本組織委員会設定

'75国際モダンホスピタルンョウ（東京晴海）
アジア病院連盟常任理事会（日本倶本部）
理事会，代議員会，総会(日消ホール)，委員会多数設立
第１回日本病院会学会（東京）
医療費値上げ陳1情
佐藤栄作元首相死去

ヨーロッパ病院管理専門視察団出発，７月３日帰国

第19回国際病院会議(ザグレブ)，神崎前会長，小野田，
遠山両副会長ら出席
48年度国民医療費発表１人当り36,332

7．１

円
８．９

２２．２３
２３
９．９

国際病院学会組織委員会の組織成る
第16回人間ドック学会（久留米市）

理事会（福岡市三鷹ホール）
医療費値上げ陳`情

２８

アメリカ病院看護視察団出発，１０月９日帰国

２８

診療録管理士アメリカ視察研究団出発，１０月７日帰国
天皇皇后両陛下ご訪米

３０

第１２回国勢調査総人口1億1,193万人

１０．１
２４．２５
２５

中医協８か月ぶりに再開

国際病院連盟執行理事会(ロンドン)，落合勝一郎氏出席
アメリカ病院ハウスキーピング視察団出発，１１月３日帰
国

２９～1

11.26～2９

第15回病院管理視察研究会（和歌山・徳島・高知）

フィリピン病院協会年次大会，小野田副会長，落合参与
出席

１２．４

２３

看護婦等養成施設の補助金要望
理事会（番町共済会館）

昭和51年

７７９

年表

病院

年月日

会

関連事項

事項

1．１７

常任理事会(番町共済会館),毎月第１火曜･第３土曜に開く

２．１０

ハワイの旅出発，１５日帰国

社保制審，差額ベッド，付派看護料早

１２

急解決を容巾
３．２３

２７

ＩＨＦメイトランド女史来日

理事会〆代議員会，総会（番町共済会館）
医療費9.0％引き上げを実j施

４．１

５．１５．１６
１９～2３

IIi華民国病院協会総会に渡過進常任理事出席
'76国際モダンホスピタルショウ（東京晴海）

２０

アジア病院連盟常任理事会（岡山市）

２１

理事会，代議員会，総会（倉敷市）

２１～2３
２４

第２回日本病院会学会（倉敷市）
防火設備補助金の要望
健保法，厚年法の改正公布

６．５

１１．１２
１２

７．６
６

春の１泊研修旅行（名古屋市）

ヨーロッパ病院視察団出発，２３日帰国

医療費引き上げ要望
政治連盟設立
モントリオール五輪大会

１７
２３

電気税ガス税減免請願

高額医療費自己負担限度額30,000円

８．１

から39,000円へ
20～2１
４

第17回人間ドック学会（仙台）

理事会，代議員会，総会（番町共済会館）
早川崇氏厚生大臣に就任

１５

１０．４
９
１５

２７～3０
１１．９
１４～1７
１２．４

アジア病院連盟韓国病院視察団出発，８日帰国
メディカルクラーク通信教育開始

病院危機突破病院大会（サンケイ国際ホール）

第16回病院管理視察研究会（鳥取・島根）
メキシコ南米病院視察団出発，２８日帰国

フィリピン病院協会年次大会，河野稔常任理事|{|席
社団法人認可

衆議院総選挙

５

福田内閣発足，渡辺美智雄氏厚生大臣

２４

に就任
２８

ハワイの旅出発，１月２日帰国

昭和52年
１．８
２２

常任理事会(番町共済会館)，毎月第３士曜日開催

理事会（番町共済会館）
法人化祝賀会（日本プレスセンター）

2.5～７

台湾におけるアジア病院連盟病院視察旅行

50年国民総医療費１人当り58,000と発

３．１

表
５

１９

7８０

理事会（東京トラック事業健保会館）

代議員会，総会（食糧会館）

年表
年月日
１９
４．１

６
５．２０．２１

病院会事項
研究部会総合集会（霞山会館）
学術雑誌「病院学」発刊

アメリカ病院給食施設専門視察研究団出発，１６日帰国
第１回日本診療録管理学会（東京）

２１

アジア病院連盟常任理事会（日本プレスセンター）

２１

理事会，代議員会，総会（全国町村会館）

２２～2７

第20回国際病院学会（東京）

２６～3１

'77国際モダンホスピタルショウ（東京晴海）

６．２５

関連事項

代議員会，理事会，役員改選
阿久津'眞氏退き左奈田幸夫氏会長に推される

7．２

委員会の統廃合
公私病院連盟より脱退を決める

第１１回参議院議員選挙

１０
８．５
２４

カナダ，アメリカ病院視察団出発，２４日帰国

アメリカ，メキシコ，キューバ病院管理視察団出発，９
月８日帰国

2６．２７

９．３

第18回人間ドック学会（東京）

理事会（東京トラック事業健保会館）
中医協医療費改訂の審議始まる

２２
２６

第２回診療録管理アメリカ病院視察研究団出発，１０月５
日帰国

1０．１５

２８

11.15
18～2０
２５

看護大学設置・看護学校補助金増額陳'清
第２回病院危機突破大会

医療費引き上げ要望，減税請願
ヨーロッパ病院視察団出発，２６日帰国
第３回日本病院会学会（名古屋市）
フィリピン病院協会年次大会，左奈田，内藤，落合氏出
席

２８

アジア病院連盟準理事会，インドネシア会員となる
第'7回病院管理視察研究会（埼玉・東京・神奈川）

内閣改造，小沢辰男氏厚生大臣に就任

昭和53年

健保法改正施行

１．１
３

米国中小病院管理視察団出発，１５日帰国

７

常任理事会（家の光会館）以後第１・第３土曜日に開催
都道府県医師会長，病院協会長懇談会（椿山荘）

２１

医療費実質9.3％引き上げ(医療費11.5

２．１

％引き上げ，薬価基準2.2％引き下げ）
１２２１１２２

６８

３４５一一

１１

６８５２３９１０

室料差額・附添についての要望書を厚生大臣に提出
理事会（番町共済会館）
理事会（日本出版クラブ）

理事会（東京トラック事業健保会館）
中華民国病院協会総会(台北市)，左奈田会長ら出席
アジア病院連盟病院視察旅行（日本）

'78国際モダンホスピタルショウ（東京晴海）
新東京国際空港（成田）開港

７８１

年表
病院

年月日
２７

会

事項

関連事項

代議員会，総会（家の光会館）
厚生省健保抜本対策国会へ提出

２８

宮城県沖地震

６．１２

１４

上林三郎，倉持一雄両氏宮城県震災被害調査

２６

看護大学設置・幹部養成・看護学校補助金の要請

日本医師会健保法改正に反対し処方菱

７．３

発行強調週間実施
５

１７
８．８
８

１８．１９
２０

東欧圏病院視察研究団出発，１９日帰国
事務長養成通信教育始まる（聖路加国際病院）

税制改正の要望を国税庁長官に提出
病院情報センター助成の要望

第19回人間ドック学会（京都市）

カナダ，アメリカ，プエルトリコ病院視察研究団出発，
９月２日帰国

9．５

スペイン，イギリス，フランス病院視察研究団出発，１７
日帰国

1０．１８．１９

１９
２０～2２

１１．５～９

第２回診療録管理学会（大阪国際ホテル）
理事会（大阪市若竹）
第４回日本病院会学会（大阪）
第18回病院視察研究会（静岡・愛知）

１４

建物，器機の耐用年数短縮につぎ陳情

１５

医療従業員保護の要望書提出

２６～3０

国際病院連盟マニラ地域会議，小野田，内藤副会長ら出
席

２７

アジア病院連盟常任理事会（マニラ）

１２．２

理事会（東京トラック事業健保会館）

７

大平内閣発足，橋本竜太郎氏厚生大臣
に就任

昭和54年
１．２０

常任理事会（番町共済会館)，年間17回開く

賛助会員との交歓会（椿山荘）
２０

２．３
２８
３．１７

医療統計用語統一委員会設置
理事会（東京トラック事業健保会館）
一般消費税に関する要望書提出
代議員会，総会（東京トラック事業健保会館）

３０

租税特別措置法（医師優遇税制の５段
階是正）参院で成立

３１

事務局移転（千代田区麹町２－１４）

４．８
２１
５．２

統一地方選挙

理事会（東京トラック事業健保会館）

医療費引き上げ，救急医療対策，税制改正の要望書を厚
生大臣に提出

10～1３
１９

６．１９

７８２

'79国際モダンホスピタルンョウ（東京晴海）
代議員会，総会（東京トラック事業健保会館）
国際病院会議欧州病院視察団出発，７月４日帰国

年表
病院会事項

年月日
２４～2９

第２１回国際病院会議(オスロ)，小野田副会長ら出席

２８

東京サミット開く

７．２１

カナダ，北アメリカ病院視察団出発，８月１日帰国

８．２３

第20回人間ドック学会（東京）

２５

９．１８．１９
２０～2２
１０．１

日本病院会和歌山県支部結成

第３回日本診療録管理学会（仙台市）
第５回ロ本病院会学会（秋田市）
看護婦長教育修練施設の設置等を厚生大臣に要望

２０

理事会（＃１京トラック事業健保会館）

２３～2６

第19回病院視察研究会（岐阜・滋賀）

２５
１１．４

医療従業員無料職業紹介所を設置する

第３回アメリカ西海岸診療録管理視察団出発，１６日帰国
野呂恭一氏厚生大臣に就任

８
２１～2４

関迩事項

第４回アジア病院連盟病院視察旅行(フィリピン)，左奈

田会長ら出席
昭和55年
１．１９

常任理事会(病院会会議室)，第１・第３土曜開催

２．２

理事会（東京トラック事業健保会館）

３．１５

代議員会，総会（東京トラック事業健保会館）

４．１

代議員会，理事会(東京トラック事業健保会館)，役員改
選内藤景岳氏会長に推さる

１９

理事会（東京トラック事業健保会館）

２４

医療費引上げ厚生大臣に要望

５．１５～1８
１７

'80国際モダンホスピタルショウ（東京晴海）

代議員会，総会（東京トラック事業健保会館）
衆院解散

１９
６．１
４．５

６～８
８

台湾病院視察団出発，５日帰国

第４回日本診療録管理学会（新潟市）
第６回日本病院学会（富山市）
病院幹部医会設立総会（富山市）
大平首相死去

１２

第36回衆議院と第１２回参院選同時選挙

２２

７．１６
１９
８．６

２１
９．２６

１０．１１
２１
２４．２５
１１．８
１２．１

中国病院視察団出発
パリ，ヨーロッパ病院視察団出発，３１日帰国
米国病院看護視察団出発，１６日帰国

第２１回人間ドック学会（大阪市）
富士見産婦人科病院除名通告

スイス，ヨーロッパ病院;視察団出発
理事会（弘済会館）

第20回病院視察研究会（京都・大阪）
米国チェン病院視察団出発，１７日帰国
「病院倫理綱領」制定
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器亘七

初代会長上條秀介

歴代会長
初代会長上條秀介昭和医科大学病院長
昭和26～31年（1951～1956）

第２代会長橋本寛敏聖路加国際病院長
昭和31～45年（1956～1970）

第３代会長神崎三益武蔵野赤＋字病院長
昭和45～49年Ｕ970～1974）

第４代会長東陽一中伊豆リハビリテーシ
第４代会長東陽一中伊豆リハビリテーション病院長

昭和49～50年（1974～1975）

第５代会長阿久津‘慎名鉄病院長
昭和50～52年（1975～1977）
第６代会長左奈田幸夫国立埼玉病院長
昭和52～55年（1977～1980）
第７代会長内藤景岳総合病院南大阪病院長
昭和55～58年（1980～1983）
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第７代会長内藤景岳

事務所の
変遷

湯島・病院会館
昭和26年12月～42年８月

日本病院学会
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昭和26～55年
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第１回上條秀介

第２回橋本寛敏

第３回原素行

第４回東陽一

第５回長岐佐武郎

第６回佐谷有吉

第７回神崎三益

第８回三宅博

第９回中山栄之助

第１０回塩沢總－

第11回島内武文

第12回栗山重信
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第18回日本病院学会（東京）昭和43年（1968）
第20回日本病院学会（東京）昭和45年（1970）
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第25回日本病院学会（第１回日本病院会学会)(東京）昭和50年（1975）
同懇親会で改組第１回学会を祝して阿久津慎日本病院会長の発声で乾盃
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第20回国際病院学会（東京）昭和52年５月（1977）
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病院視察研究会

延岡にて（昭和44）

バス車中研究会（昭47）
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堀口整形外科

病院にて（昭50）
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第１回診療録管理士認定証授与式昭和49年10月（1974）

第１回メディカルクラーク認定証授与式昭和52年12月（1977）
第１回事務長養成課程認定証授与式
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編集後記
日本病院会は10周年，２０周年の節目にはそれぞれ記念の式を挙げてこれを寿

いだのですが，会史をのこすという考えはいまだ熟しませんでした。２５周年に
あたる昭和50年は合同の直後で編史のことは考えの外にありました。このたび

30の年を刻んで，その歩みを記すことが決められましたことは喜ばしいことで
あります。

この会史編集の仕事には，創立当時より会務に従われた方がなおいくたりか

お元気にいられるのに，この私に編集委員長の役目がまわってきて，おののき
たじろいだ次第であります。

しかし昭和33年から55年まで23年間にわたり教えをいただいた日本病院会に
対し，なにか報じるとすればこのことに力を致すほか，これに代わるものはな
いと思いなおして謹んでおうけいたした次第であります。

会史編集の内示をたまわりましたのは昭和58年１月，ひそかにこの仕事を開
始しましたのは１月25日でありました。２月初旬，正式に委員が発令され，委

員長には私，副委員長には内藤景岳氏，委員には渡邊進，遠山豪，吉岡観
八，北原哲夫，高橋政頑，落合勝一郎，大城三郎，高橋彦太郎，西山君枝の諸
氏が推薦されました。

昭和58年２月22日，第１回の編集委員会を開き，編集方針，会史の構成につ

いて議し，３月９日の委員会では会史各部の執筆者依頼を決め，その内諾を得
て委員長よりこれを依頼しました。

昭和59年３月未完成の計画から逆算して，原稿の提出を８月末日としまし

た。執筆の期間は６か月に過ぎません。執筆の依頼を申しあげた方々には本務
のご多忙のなかをご苦労をいただきました。私自身も総説を担当し力を尽くし
ました。資料の蒐集には事務局のみなさんがご助力くださいました。

驚くべきことには，多教の執筆の方々が期日までに原稿の提出をいただき，
その１，２句のうちにその大部がととのったのであります。

由来，多教の執筆で，かかる書の編集はおしなべてその足並みが不揃いとな

り，計画を２年過ぎましてなお完結をみず，発行が不可能となることが多いの
でありますが，かねて日本病院会においてこのような研鎖に耐えられた方がた

はみごとにこの困難を克服してくださいました。いただいた原稿はそれぞれに
ご労作であり詳細をきわめたものもありますが，編集委員は書全般の体裁から

構成を変えさせていただいたり，また一部を削らせていただきました。これら

の作業もまた時間を要し，その完了は昭和58年の年末にいたりました。

１１本病院会の30年の歴史の編集を終えるにあたりまして，その１日１日に力
を尽くされた諸先輩のご労苦に頭のさがる思いであります。これらの努力の積
みあげがわが日本病院会の軌跡であり伝統であります。この記述が日本病院会
の進むべき道の礎となり得れば，編集にあたりました者の喜びこれにすぐるも
のはありません。

謹んでこれら多教の諸先輩に敬意を表しその記述に労をいたされた執筆の
みなさまにふかく感謝する次第であります。（小野田敏郎）
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