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病院の屋上より南西の空を望む

ひとくち法律相談 Q＆A その 97

A. 　事故の態様によって、被害を受けた側にも事故発生について過失が

ある場合には、加害者への損害賠償請求額から、被害者の過失に応じ

た割合で賠償額が減じられることになります。

このような制度を、「過失相殺」といいます。

　その割合については、過去の裁判例などから、類似的な過失割合が

ガイドラインとして確立して市販の本にも掲載されています。事故車

両の種類（四輪車、バイク、歩行者など）、直線道路か交差点といった道

路の形状、信号や横断歩道の有無、道路の幅、双方の進行方向、制限速

度違反の有無などで場合分けや特別事情による割合増減などが詳細

に決められていますのでそれを参照すると裁判になった場合の目処

を付けることができます。

　具体的な事例における算定については弁護士にご相談下さい。

    ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　交通事故を起こしてしまいました。相手方から損害賠償請求を受け

ていますが、事故には相手方にもミスがあり、一定の責任があると思

います。このような場合に、こちらが責任を負う賠償額の範囲はどう

なるのでしょうか。

「交通事故における過失相殺」

インフルエンザ
  予防接種について
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Doctor Interview

吉永　昭彦

先生が医師を目指した時期ときっかけを
教えてください。
時期は、かなり子供のころ（もう覚えてはいない）と
しか・・。きっかけといっても父親が医者だったので
それを見ていたら・・と言うような感じ。

当院に勤務された時期ときっかけを教えてください。
平成4~5年だったと思いますが父の医院を継ぐため大学病院の勤務を退職
し大阪にかえるにあたり自宅から通える病院を探していたので。

普段当院にこられていない日はどちらで
開業されていますか？

お休みの日は、どのように
過ごされていますか？
趣味の一つであるゴルフを
楽しんでいることが多いですね。

趣味はなんですか？

やはりゴルフですが、読書も好きです。ある程度年を
とってから歴史物や時代劇物も読む様になりました。
ちなみに漫画もその系のものを好んで見ます。

医師になってから現在までで最も印象に残っている
患者さんとのエピソ－ドを教えてください。
特に特定のエピソードではありませんが、大学病院勤務時は血液内科に所属
していましたので白血病の患者さんをたくさん診ました。
当時まだ白血病は、その治療法として骨髄移植は確立されておらず化学療法
が主な治療法の時代で根治は難しい病気でした。
専門でもありましたし若い患者さんも多かったので共
に懸命に治療に携わっていたのを思い出します。
何回も輸血を受けながらも当時はしんどかったであろ
う化学療法を耐えてがんばり治療が功をそうした患者
さん、思うようには出来なかった患者さんのことを思
い出します。

富田林市の田園広がる石川のほとりで開業しています。

尾多賀  雅哉先生に
消化器内科

インタビューしました。
尾多賀  雅哉先生に
インタビューしました。
聞き手

　今回、非常勤勤務として火曜日の午前胃カメラと、午後外来診察、木曜日午
前・午後外来診察頂いている尾多賀雅哉先生にインタビューしました。
　みなさん会長先生や院長先生や常勤の先生はよくご存じだと思いますが非
常勤の先生は主治医として診察されている方以外はあまり分からないと思い、
これから非常勤の先生のインタビューを何回か分けて行っていきます。
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　９月下旬、朝から右脇の下が痛くなり、近くのレ

ディースクリニックの乳腺外科を予約し、受診しまし

た。40歳の時に八尾市保健センターで乳癌健診を受

けて異常がありませんでしたが、それ以来乳癌健診を

受けていませんでした。

　近年、乳癌になった芸能人の方のニュースをテレビ

で見て、私も健診をまた受診しないといけないとは思っていましたが、そのままに

なっていました。

　クリニックではまず、看護師さんが問診を聴き、症状を伝えると検査を先にして

それから診察をする事になりました。検査内容は２種類マンモグラフィー（乳房

のレントゲン）と、超音波検査を行いました。マンモグラフィーは市の乳癌健診で

行った事があるので検査内容は分かっていましたが、レントゲン室で乳房を検査

台に乗せて、透明の板で挟んで上からと横から左右撮影しました。これがかなり

きつく挟むので結構痛いのですが、検査なので我慢しました。

　超音波検査は初めてで、内容は乳房にゼリーを塗って検査機械でなぞってモニ

ターで見ながら検査を左右交互にしました。

　検査が終わって結果が揃って医師の診察に入りました。乳癌だったらどうしよ

うかと待っている間すごく不安でしたが、異常なしと言われほっとしました。

しかし、医師から「定期的に乳癌健診を受けて下さいね。」と言われました。

　今回は症状があって診察したので保険での治療でしたが、来年からはきちんと

健診を受けて行きたいと思います。

　定期的に健診を受けて癌が見つかった場合と、

症状が出て病院に行って癌が見つかった場合の５

年生存率はやはり定期的に健診をしている人の方

が高い事も分かっています。

　みなさんも市で行われる健診は無料で受けられ

ますのでぜひ活用して下さい。

友の会事務局　久世　千絵

で検査を受けて乳 腺 外 科
インフルエンザ
予防接種について
インフルエンザ
予防接種について

　　　八尾市（６５歳以上）  １,２００円（税込み）
　　　柏原市（６５歳以上） １,５００円（税込み）
　　　大阪市（６５歳以上） １,５００円（税込み）

　インフルエンザ予防接種が１０月１５日（月）よりスタートしま

した。当院は予約制ではなく、来院時にお申し込み頂くと接種

可能となります。金額につきましては

一般（中学生～６４歳）　３,２４０円（税込み）

＊友の会会員及び同居家族の方は２,０００円で接種可能です。

＊６５歳以上でも上記の市以外にお住まいの方は
　３,２４０円（税込み）となりますのでご注意下さい。

＊６０歳～６４歳の人のうち、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害
で身体障害者手帳１級有する人も１,２００円（税込み）
で接種可能です。それ以外の障害は該当しません。
（身体障害者手帳を持参下さい。）

＊非課税世帯の方は来院前に市役所で手続きをして頂き、非課
税の方用の記入用紙を貰い持参下さい。費用は無料となります。
　予防接種終了後の返金は出来ません。
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　喫煙習慣の本質はニコチン依存症であり、本人の意志の力だけで長期間の禁
煙できる喫煙者は、ごくわずかであることが明らかになっています。欧米ではニコチン
依存症を「再発しやすいが、繰り返し治療することにより完治しうる慢性疾患」と捉
えるなど、禁煙治療に対する保険給付などの制度を導入して、多くの喫煙者が禁
煙治療を受けることができるよう社会環境も整備されています。
　当院でも禁煙外来を行っております。ご希望の方はまず、受付にて禁煙治療
に関する問診票と、喫煙状況に関する問診票を記入頂きます。この内容を確認
して保険での治療が可能かをチェックします。

保険治療が可能なら、内科外来にて予約を取ります。
（＊来院当日は治療出来ませんので注意して下さい。）
　禁煙外来治療期間は12週間で外用薬や内服治療をこの期間にして
通院治療を行います。
　この期間で禁煙に成功しても、通院治療が終了したらまたたばこを
吸ってしまう人もいます。本人の強い意志が大切です。
　禁煙治療に興味がある方は受付窓口に声をかけて下さい。

禁煙治療
始めませんか？
No smoking

日本で一番小さい猛禽『雀鷹』日本で一番小さい猛禽『雀鷹』
（ツミ）（ツミ）

　今月号の表紙は病院の屋上から撮影した写真です。写真の中央に鳥が写っているの
が、昨年から病院の周りに飛来している猛禽類で『雀鷹』（ツミ）といいます。
　全長25～ 30cmでオスは頭から背、翼の上面は青黒色をしています。メスは褐色を
しており鷹斑と波模様が見られます。「キィーキキキキキッ」と特徴ある節回しの鳴き
声です。
　主に小形鳥類を食べますが、爬虫類、小形哺乳類、昆虫なども食べます。アジア東部
に分布し、日本では北海道と本州・四国などで繁殖しています。単独もしくはペアで
生活し雑木林、公園、街路樹など比較的人の生活に近い環境に巣をつくる例が多く見
られています。
　ツミの名の由来は、「スズメのような小鳥を狩ることから」や「スズメのように小さ
いから」等のことで『雀鷹』と呼ばれ、それがススミ、スミ、ツミに変わったそうです。
　診察の帰りにふと病院の空を見上げてみると飛んでいる姿が見られるかもしれま
せん。

知っていますか？
（病院の屋上で羽を休める　雀鷹の幼鳥）
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ひとくち法律相談 Q＆A その 97

A. 　事故の態様によって、被害を受けた側にも事故発生について過失が

ある場合には、加害者への損害賠償請求額から、被害者の過失に応じ

た割合で賠償額が減じられることになります。

このような制度を、「過失相殺」といいます。

　その割合については、過去の裁判例などから、類似的な過失割合が

ガイドラインとして確立して市販の本にも掲載されています。事故車

両の種類（四輪車、バイク、歩行者など）、直線道路か交差点といった道

路の形状、信号や横断歩道の有無、道路の幅、双方の進行方向、制限速

度違反の有無などで場合分けや特別事情による割合増減などが詳細

に決められていますのでそれを参照すると裁判になった場合の目処

を付けることができます。

　具体的な事例における算定については弁護士にご相談下さい。

    ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　交通事故を起こしてしまいました。相手方から損害賠償請求を受け

ていますが、事故には相手方にもミスがあり、一定の責任があると思

います。このような場合に、こちらが責任を負う賠償額の範囲はどう

なるのでしょうか。

「交通事故における過失相殺」

インフルエンザ
  予防接種について


