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講 話 予 定

7 月 31 日（木）
ガバナー公式訪問
８月 7日（木）

納涼例会（白糸川床）

2008年7月24 日（木）　　第827号ROTARY CLUB OF KANAZAWA-NORTH

　３日（木）新会員研修会（中川君）　　　　　松魚亭にて
　９日（水）例会･企画･広報･親睦･友好委員会合同炉辺会合

笑宿にて
１０日（木）前年度最終理事会　　　　　　　松魚亭にて
　１１日（金）社会･国際奉仕委員会合同炉辺会合　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志げ野にて
　１７日（木）ガバナー補佐訪問　　　　　　　松魚亭にて
　　　　　　クラブ協議会　　　　　　　　　松魚亭にて
　２３日（木）７月定例理事会　　　　　　　　松魚亭にて
　３１日（木）ガバナー公式訪問　　　　　　　松魚亭にて

 7 月クラブ日誌

7月・8月の例会変更・休会のご案内

……………………金　沢ＲＣ……………………
8月１３日（水）休会

２０日（水）納涼例会 １８：００～  金沢ニューグランドホテル
……………………金沢東ＲＣ……………………

８月１１日（月）休会
２５日（月）納涼例会 １８：３０～  金沢スカイホテル
……………………金沢西ＲＣ……………………
8月８日（金）納涼例会 １８：３０～  金沢都ホテル

１５日（金）休会
……………………金沢南ＲＣ……………………
８月５日（火）納涼例会 １８：３０～  ホテル日航金沢
……………………金沢北ＲＣ……………………
8月７日（木）納涼例会 １８：３０～  白糸川床

１４日（木）休会
２８日（木）早朝例会 ６：３０～  月心寺

…………………金沢香林坊ＲＣ…………………
8月４日（月）納涼例会 １８：３０～  金沢エクセルホテル東急

１１日（月）休会
１８日（月）早朝例会 ６：３０～  金沢エクセルホテル東急
…………………金沢みなとＲＣ…………………
７月２２日（火）白山比祥神社参拝例会  １１：００～

8月５日（火）納涼例会 １８：００～  ANAクラウンプラザホテル金沢
１２日（火）休会

…………………金沢百万石ＲＣ…………………
７月２４日（木）休会

８月７日（木）会場変更例会 １９：００～  江守歯科医院
８月１４日（木）休会

大変恐縮しております。安宅さんには、ご迷
惑をお掛けします。

　中村（實） 君　昨日の炉辺会合、有難うございました。ま
た本日は、委員長の皆さんの方針表明宜しく。

　渡邊君　 磯野（洋）、中村（實）丸の出航を祝って。小間井、
中田君、１年間ご苦労様でした。

　長谷川君 　渡邊君、ポケットチーフを頂戴いたしまし
て、有難うございました。

合計１０，０００円（累計４９，０００円）

１．講　話
　石川第一分区Ｂガバナー補佐　
　井上三郎君
　「受けた恩は返しましょう」　
２．出　欠
　出席３３名　欠席２７名
　出席率５５．９３％　
　ビジター９名　　　　
３．来訪者（敬称略）
　東京青梅ＲＣ　原嶋和利
　金　沢ＲＣ　織田義夫　蚊谷八郎
　金沢西ＲＣ　井上三郎　作田昭七　坂本藩應
　金沢南ＲＣ　土井正人
　香林坊ＲＣ　野村充史　村上啓太　　　　
４．幹事報告
　・例会終了後、ガバナー補佐とのクラブ協議会開催。
ニコニコボックス
　ガバナー補佐（金沢西ＲＣ）井上三郎君
　　　　　 今日はガバナー補佐の立場で、貴クラブの公

式に訪問致しました。宜しくお願い致します。
　磯野（洋）、中村（實）君
　　　　　 井上三郎ガバナー補佐を迎えして。本日の講

話、宜しくお願いします。
　大村君、高畠君
　　　　　 井上三郎ガバナー補佐をお迎えして。ご苦労

様です。
　磯野（進）君
　　　　　 １０カ年顕彰を頂きました。初心に帰り、ロー

タリーの活動を考えたいと思います。これか
らも宜しくお願いします。

　川口君　 この度、３ヵ年皆出席顕彰を頂きました。こ
れからも皆出席できる様タイムマネジメント
して参ります。今後とも宜しくご指導のほど、
宜しくお願い致します。

　　合計１４，０００円（累計６３，０００円）

　第1673回例会
　７月１７日（木）晴れ　　12：30 ～ 13：30 　松魚亭
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　最近医師とくに病院の勤務医不足が、救急や産科、

小児科医師の不足としてニュースになっています。金

沢市は医療密度が高く比較的影響は少ないのですが、

能登地方は深刻です。その背景を考えてみます。

　日本は男女ともに平均寿命で世界１～２位を保持

していますが、同時に小子化も加わり、日本の高齢化

率（６５歳以上の人口）は２０％を越え、その増加スピー

ドも世界一（欧米が１４０年かかるところを日本は４０

年で到達する）です。

　現在、WHOの評価する健康達成度でも日本は１位

とされていますが、日本の医療費の対ＧＤＰ比率は、

今開かれているG８サミット国（ロシアについては不

明）の１０～１５％と比較しても８％と最低です。医療

費ばかりでなく、人口１０００人当たりの医師数もＯＥ

ＣＤの先進国諸国平均は３.０人と増加しているのに対

し、日本は２.０であり明らかに不足しています。

　日本では１９８０年頃まで、1県に少なくとも 1医科

大学を設置するなど医師養成を進めましたが、目標と

していた１.５人 /１０００人に達した頃を境に、抑制に

転じました。その後の高齢化や医療の高度化、専門

化が進展したにも関わらず、医師養成数はブレーキ

をかけたままでした。危ういバランスを保っていたと

ころに、4年前より新臨床研修医制度が始まり、卒後

2年間の医師の研修が義務化されました。研修医は自

由に研修先を選べるようになり、大都市の一般病院に

集中、その結果、地方の大学に卒後残る医師が激減（金

大では 70％から 50％程度）する結果になっています。

大学といえども独立法人化により経営改善を求めら

れているので、大学はそれまで地方の病院に派遣し

ていた医師を引き上げざるを得なくなったわけです。

　最近は新卒医師の 30％余りが女医さんであり（近

い将来４割へ。外国では 5割をしめる国も多い）、若

者の３Kを嫌う風潮もあって、危険性の高い外科系や

産科、小児科が敬遠されています。結局、もともと不

足ぎみであったところに自由に研修を選べるようにし

たため、地方と都会、科別の遍在が拡大され、医師

不足が決定的になってしまったということでしょう。

　医療の自己負担率は昔１割でしたが、どんどん上

最近の医療　雑感

佐　賀　　　務

リ　　   ドンカン

　このたび、歴史ある金沢北ロータリークラブに入

会させていただくことになりました。入会にあたっ

て、ご推薦いただきました、澤田光夫様、中田龍一

様をはじめ会員の皆様方に厚く御礼申し上げます。

　もともと金沢に生まれ育った私は、平成元年に福

岡の大学に入学し、卒業後東京の歯科医院に勤務し

ました。そときはすでにバブル景気も過ぎ去り、世

の中は不景気一色であり、耳にタコができるぐらい

「これからは大変な時代だ」と言われ続けてきました。

　勤務医時代は歯科の技術をマスターすることに一

生懸命でしたので、そう言われながらも実感はあま

りありませんでしたが、平成１２年に金沢にて開業

し、院長としてスタッフを雇い、お金のことを勉強

せざるを得なくなってからは、それを実感として感

じるようになりました。

　本来、歯科医院のコアサービスは質の良い医療で

あるのは間違いありませんが、この業界で生き残っ

ていくためには、患者様にどれだけ満足感を与えら

れるか、患者様の予想以上のサービスを提供し、そ

のサービスがマンネリ化しないように変化していけ

るかが必要なことでした。

　そんなとき、ロータリークラブへの入会のお話を

頂きました。はじめは、まだまだ若い自分には早い

のではないか、また皆様にご迷惑をかけてしまうの

ではないかと悩みましたが、歯科界以外の方々と接

点を持つことにより、更に自分を磨くことができる

のではないか、また自分の仕事にも必ず良い影響が

あるだろうと思うようになりました。それで、思い

切って入会を決意させていただいた次第です。

　何も分からない若輩者ではございますが、皆様の

仲間にさせていただき、色々勉強していきたいと思

いますので、ご指導・ご鞭撻を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

がって 3割となっているのはご承知のとおりです。皆

保険と言いながら、日本の医療費の自己負担率は先進

諸国のなかで最高となっています。欧州諸国では外来

自己負担はほとんどないか、あとで負担分が還付され

るそうです。もし、外来で窓口負担３割以上のとなる

と保険制度（リスクを皆で分担しあう）とは、もはや呼

べるものでないでしょう。これ以上の自己負担は限界

です。

　日本医療費は、世界と比較すると格別安く設定され

ています。たとえば、日本のお産費用３０万程度とい

われますが、米国では４００万だそうです。また、日本

では盲腸で 1週間入院したら３４万程度、アメリカは

１日入院で１００－200 万、台湾、ソウルでも５０－６０万

が相とか、胃癌手術はドイツで５３７万、日本では 4週

間入院で１２０万程度（高額医療費助成制度を利用す

れば７－８万円と自己負担の上限がありますが）、いず

れも日本の価格の数倍高い印象です。①いつでも誰で

も（アクセス）、②安く、③高品質、の医療が受けられ

れば理想ですが、この 3要素のすべてを備えた国はな

いといわれています。アメリカはGDPの 15％に当た

る費用を使い、医療の質は高いのですが、無保険者が

4700 万人もいて公平性に欠けるし、日本並みの保険

のためには年間２５０万円の支払いを要するほど、民間

保険は高価です。イギリスは、サッチャー政権下での

長年の低医療費政策（対GDP比で日本並みの8％前後）

を維持した結果、救急外来の待ち時間が平均 3時間余

りとか、手術に何か月も待たされ手術不能になるなど、

安い以外は評価できない制度になってしまいました。

日本は、安くて品質もまあまあと 2つの要素は満たす

が、待ち時間の長いのが不満というところでしょう。

　医療費 31 兆円、介護保険 7兆円といわれますが、

パチンコ産業も 29 兆円だそうです。そういえば、病

院の数とパチンコ店数は同じくらいではありません

か。日本の医療費は、決して高いとはいえません。せ

めて、中福祉中負担を目指して。Ｇ８並みのＧＤＰ比

１０％にすれば、長寿者医療制度などの多くの問題が

解決するはずと思うのですが…。

１．理事･役員の挨拶
２．出　欠
　出席３３名　欠席２７名
　出席率５５．９３％　ビジター４名
３．来訪者（敬称略）
　金沢西ＲＣ　井上三郎　小林　洋
　みなとＲＣ　南野達也
　百万石ＲＣ　谷伊津子

　第1672回例会
　７月 10日（木）晴れ　　12：30 ～ 13：30 　松魚亭

４．幹事報告
　・本日例会終了後、前年度理事会開催。
ニコニコボックス
　ガバナー補佐　井上三郎君
　　　　　 向う一年間、石川第一分区Ｂのガバナー補佐

を務める事になりました。貴クラブとガバナー
事務所とのパイプ役を果たすべく頑張ります
ので、宜しくお引き立てのほどお願い致しま
す。

　磯野（洋） 君　今日は東京出張の為、例会を欠席させて
頂きます。新年度二回目にして欠席しまして、

中川　茂樹（なかがわ　しげき）

Ｓ４５,２, １０生まれ

中山セントラル歯科院長

職業分類：歯科医師

私の名刺


