
戦後日本における医療福祉事業の
歴史的変遷からの一考察

――国民皆保険体制の下での無料低額診療事業の位置づけをめぐって――

杉 山 貴 士

〔抄 録〕

｢なぜ，医療生協が無料低額診療事業を行うのか」という問題意識のもと，国民皆

保険体制の下で無料低額診療事業の本来あるべき意義や役割の再検討が本稿の目的で

ある。

まず，戦前の医療福祉事業が慈恵医療として位置づけの変遷を概観する。日本国憲

法のもとで「権利としての社会保障」実現へ社会保障諸制度が整備されてきたが，諸

制度から零れ落ちる人たちを救済のために，慈恵医療の系譜にある無料低額診療事業

が位置づけられた。2009 年，医療生協の無料低額診療事業への参画を契機に，慈恵

医療の系譜にある無料低額診療事業の位置づけの再検討を行い，無料低額診療事業は

目前の生活困窮者を救う現制度の補完的な位置づけではなく，「権利としての社会保

障」実現の手段としての意義や役割をも見出す必要性を提起する。慈恵医療の系譜に

なる無料低額診療事業を，「権利としての社会保障」実現のための手段に位置づける

ことで，医療生協が無料低額診療事業を行う意義を整理した。

キーワード：無料低額診療事業，慈恵医療，「権利としての社会保障」

1．は じ め に

昨今，病院や診療所の窓口では，医療費の支払いができない患者の相談等に対応することが

多くなっている。窓口で相談できる患者はまだよいほうで，実際は医療費支払いができないと

いう理由で必要な医療を自分で抑制してしまうこの方がはるかに多い。世界に誇る国民皆保険

体制を持つ日本だが，実際には保険料未払いにより保険資格はあるものの保険機能を果たさな

い「資格証明書」や，保険料支払いの遅れなどによる「短期保険証」などを公的に発行してい

るし，そもそも未払いで保険証を持っていない「無保険状態」の人たちも多く存在している。

こうした「無保険状態」の人々の医療をどのように考えればいいのか。
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本稿は，戦後の日本国憲法のもとでの医療福祉事業の変遷を，特に無料低額診療事業を例と

して概観する。無料低額診療事業は 1951 年に社会福祉事業法に位置づけられた第 2 種社会福

祉事業である。戦後は生活保護法が制定され生活困窮者への支援を進める法整備が整うものの，

それらから零れ落ちる人たちを救済するものと考えられてその役割を果たしてきた。戦前の医

療福祉事業がどのように戦後になって変化したのか，また事業の担い手はどのような立場や考

え方を持ちながら制度運用にあたってきたのかについても考える。昨今，「無保険状態」の

人々の医療をめぐる問題がクローズアップされる中，権利としての社会保障，医療のあり方を

めぐって無料低額診療事業がどのように今日的情勢のもとで再検討されるべきなのか考えてみ

たい。

2．問題意識と先行研究について

筆者は 2010 年より医療生協において無料低額診療事業の法人事務局を担当し，生活困窮の

ために必要な医療が受けられない患者の対応にあたってきた。法人内では無料低額診療事業の

導入に「法人の持ち出しとなってしまう」などの慎重な意見も多かった。2009 年以前には生

協法人での無料低額診療事業実施例は皆無であり，そもそも固定資産税が減免されている生協

法人が「持ち出し」を覚悟で事業実施することが届出官庁には理解されなかった。また，本来

は国民健康保険法第 44条による一部負担金減免が率先して活用されるべきで，実施事業所が，

いわば本来は行政がすべきことの肩代わりをするのはいかがなものかとの意見も出されていた。

「なぜ，医療生協が無料低額診療事業を行うのか」という命題が突きつけられた格好となった。

このような意義を確認するために，戦後，社会福祉事業法で位置づけられた無料低額診療事

業はどのような制度なのか，制度運用の担い手がどのような考えを持って事業運営をしてきた

のかを整理して，今日的な国民皆保険体制のもとでの無料低額診療事業のあり方を考える必要

があるとの認識に至った。

無料低額診療事業に関する先行研究は実はほとんど見当たらない。無料低額診療事業の医療

現場での実践例やその実践についての意義などは，例えば恩賜財団済生会等によるものを多く

見ることができる。「無料低額診療を根幹事業とする済生会｣1)というほどに，無料低額診療事

業の実践についての報告，紹介等の資料は多く散見することができるが，研究論文に類するも

のはほとんど見当たらないのが現状である。医中誌WEBで「無料低額診療」と検索すると，

40数件程度の論考等を見つけることができるが，済生会や全日本民医連等の取り組みを紹介

したものがほとんどであった2)。そのような中で，石光 (2004)「済生会の成立と医療福祉の

展開」では，済生会の成立と無料低額診療事業との接点について詳述されており，本稿の先行

研究として位置づけられる。
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3．戦後の医療福祉事業の系譜

医療福祉をめぐる歴史は，1872 年に明治政府が生活困窮者の公的救済を目的に初めて統一

的な基準を持って出された恤救規則があげられる。江戸時代の前近代的な要素を多分に含み，

救済は家族および親族，近隣による扶養や相互扶助で行うべきであるとし，どうしても放置で

きない「無告の窮民」(身寄りのない貧困者) だけはやむをえずこの規則により国庫で救済し

てよいとした。恤救規則は 1932 年の救護法制定までの 50 年以上もの間で活用されたことに

なったが，相互扶助が原則，無告の窮民が対象，天皇の慈悲によって行う慈恵主義が特徴だっ

た。政府は日清戦争，日露戦争など度重なる戦争を行うことで戦費への国費投入を行い，戦争

によって困窮する国民への医療福祉を，天皇の下賜金をもとに基金をつくり，慈恵医療を施す

ための制度や医療機関等の設置を進めた。度重なる戦争による生活困窮は，社会主義運動等も

引き起こすが，政府はこれらを弾圧しながら，慈恵医療によって，貧しい人々への医療を施す

という仕組みを定着させた。

遠藤 (2009) は，政府が公的救済に関して国家義務の立場を取らず厳しい制限主義をもって

応えたことは当時の恤救規則の通説であり，国民生活における窮乏状態は政策課題からははず

せないものと認識の上で，唯一天皇のみがそこへ慈悲を持って対応ができるという構図を作り，

政府と天皇とが相まって救済問題にあたることが必要とした。「天皇は政府を補うのではなく，

政府のできないことを天皇が代わって担う関係において政府と天皇は国民支配において相互補

完的関係をつくった｣3)と指摘する。天皇が代わって担うという形式が慈恵医療の基本形と

なった。特に，日露戦争後，度重なる戦争で疲弊してきた民衆を前に支配階級が取ったのは権

利として医療を認めることとではなく，恤救規則の原則を忠実に守りながら，あくまでも慈恵

として民衆に認識させることだった。戊申詔書や感化救済事業･地方改良事業を推し進め，天

皇の慈恵をもって国民の思想統合に資することだった。日露戦争後に設立となった恩賜財団済

生会はまさにその象徴となった。恩賜財団済生会は，明治天皇による「施薬救療に関する勅語

(済生勅語」) をもとに，天皇が政府への指示の形を取った。天皇の慈悲ある心を国民に知らし

め，政府がそれを受け入れる形をつくった。済生勅語をもって，1911 年 5 月に恩賜財団済生

会は成立，1914 年 2 月 19 日「勅令第 18 号」によって恩賜財団済生会の事業施行が公布と

なった。済生会の事業は行政に組み込まれ，天皇の救療事業が推進されることになった。小川

(1960) は済生会の設立を「アメとムチ」としてのアメと解し，「権利としてではなく全くの恩

恵特に国家支配の頂点である皇室の恩恵に源泉するものとして位置づけられなければならぬ」

とし「慈善事業はムチの反面アメであることを実証した｣4)という。慈恵的医療機関が設立さ

れたことで，岩光 (2001) は「国家責任を後退させ，医療を受けることが権利であるとの認識

を排除し，あくまでも天皇の恩賜として個人の生存や生活を支える国家施策が提起し，さらに

広く低所得層をも対象にした｣5)と指摘する。

佛教大学社会福祉学部論集 第 11 号 (2015 年 3 月)

― 49 ―



戦前，医療福祉事業は決して政府が責任を持って行う立場ではなく，本来は国が進めるべき

医療福祉を，天皇が代替する形式となり，天皇による下賜金等が幅を利かせる慈恵主義的性格

を持って進められて，医療福祉は「上から下へ」に行う形が制度的にも精神構造としても構築

された。「上から下へ」の医療福祉が常にある中では，当然，そこに医療者と患者との関係性

において，患者の権利を見出すことができない。あくまでも天皇による慈悲があって，医療福

祉は成り立つ幻想を与えた。慈恵医療は「施し」の側面が強く，医療を行う側にも受ける側に

も権利性を見出すことができない。このように戦前の医療福祉は，国が社会保障全般への責任

を取ることを回避し，生活困窮者に対しては慈恵医療で対応するという基本構造が見いだせる。

そしてこの基本構造は戦後も温存されることとなる。

日本は 1945 年 8月 15 日，ポツダム宣言を受諾して敗戦を迎えた。広島長崎には原子爆弾が

投下され，中国東北部ではソ連の参戦により多くの開拓民が死の逃避行を行い，たくさんの

人々の犠牲が余儀なくされた。敗戦後，日本は広範な植民地を放棄し，そこから多くの人たち

が引き揚げ者として日本国内に戻ってきた。1945 年 12 月，政府は生活困窮者緊急生活援護要

綱を閣議決定して戦災復興を進める。しかし閣議決定に対して 1946年 2月，GHQは社会救済

に関する覚書 (scapin775) を出した。それは①無差別平等の措置，②国家責任と公私分離の

明確化，③救済に必要で十分な費用の三原則を明記し，戦前の軍事優先の社会事業を克服し，

民主主義に基づく社会事業を志向した。1946年 9 月，それまでの救護法と医療保護法が廃止

となり，旧・生活保護法が公布され，生活援護を急いだ。1946年 11 月，日本国憲法が公布さ

れると，憲法をもとにした福祉に関する法整備も並行して進む。福祉三法体制 (審査請求を定

めた生活保護法，児童福祉法，身体障害者福祉法) は敗戦後の混乱による生活困難，戦災孤児，

負傷した帰還兵への対応として整えられた。日本国憲法第 25条による「健康で文化的な最低

限度の生活」を保障する生存権の保障が謳われ，「権利としての社会保障」が明示されるに

至った。1951 年には社会福祉事業法が制定され，憲法 89条とのかかわりから社会福祉事業を

行う社会福祉法人や社会福祉事業のありようを定めて，医療費自己負担分減免を行う無料低額

診療事業も位置づけられるに至った。

さて，慈恵医療は戦後どのように変化したのだろうか。神格化されていた天皇は 1946年 1

月，いわゆる天皇の人間宣言が行われ，憲法のもとで天皇は国民統合の象徴として再定義され

た。後述する済生会は，戦後解体論も論議されながらも財団法人を経て社会福祉法人となって

いた。社会福祉事業法を忠実に履行することとなり，社会福祉事業法にある無料低額診療事業

を存立の基盤として進めることとなる。石光 (2004) は「わが国における戦後の社会事業は三

原則に現された GHQによる民主化への強い指導にもかかわらず，戦前の天皇制国家主義の色

彩を温存しようとする土壌の中で形成され」「近代的な救貧施設としての国家の医療保護代行

機関として成立した済生会は戦後も戦前と変わりなく天皇制国家主義を内包したまま，現代的

な社会サービス機関として発展して｣6)いったと指摘する。
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また，戦後の天皇の位置付けは主権者から象徴となるが，「天皇の『人間化』は神格否定と

いう消極的意味からさらに発展して『人間味あふれる』，『慈悲深い』『生物学者』『よき父』と

してくりかえしマスコミをにぎわせる」ことにより特定のイメージが形成される過程で人々が

「ふたたび天皇崇拝の原型をとりもどし」つつある｣7)と見ることもでき，慈恵医療的要素が戦

後も脈々と受け継がれ，公金による支援・援助は，「上から下へ」のものである慈恵的として

の認識は幅広く行き渡り，憲法で保障された「権利としての社会保障」という状況には程遠く

認識されていないだろうか。それは昨今起きた生活保護バッシングの構造にも当てはまるので

はないだろうか。

4．社会福祉事業法における無料低額診療事業とその変遷

1951 年，社会福祉事業法が制定となり，無料低額診療事業が位置づけられた。無料低額診

療事業は医療機関における窓口一部負担金減免を定めたものである。石光 (2004) は済生会の

事業について「戦前から医療保護 (恩賜医療) 事業として行ったものを，無料低額診療事業と

して再開させたと解するべき｣8)と指摘し，戦前の慈恵医療を引き継いだ具体的実践が無料低

額診療事業であるという。無料低額診療事業は財団法人済生会，のちの社会福祉法人恩賜財団

済生会などの社会福祉法人立病院等となった。ここでは社会福祉法人恩賜財団済生会の無料低

額診療事業の歴史を中心に概観し，その変遷を見ていくことにする。

1) 戦後直後の恩賜財団済生会廃止論

敗戦により GHQは恩賜医療の解体を志向し，例えば恩賜財団済生会に関する法令である

「勅令第 18号」は 1947 年 3月に廃止された。当時の状況を振り返って，「済生会が行政の代わ

りに低所得者の医療を担うことはなくなりその当時の済生会は大変困ったのですが，言うなれ

ば一般の医療機関として生きていくかとか当時いろいろな議論があっ｣9)たという。1949 年，

済生会は寄付行為を改正し，皇室からの保護等に関する規定等をすべて廃止して，財団法人済

生会として再出発した。サンフランシスコ条約締結により日本が独立を果たすと，済生会はふ

たたび恩賜財団の名を復活させ，皇室から総裁を迎えた。1954 年，総裁となった高松宮宣仁

親王は「済生会は創立の趣旨に鑑み，公の保障制度による患者を扱うことは言うまでもないが，

法の適用を受けられない，いわゆるボーダーラインの階層にある人々に対して暖かい手を差し

伸べることを主たる任務としなければならない｣10)と述べたという。「社会福祉法人なわけで

すが，社会福祉法人たる所以は，無料低額診療事業をやるということにある」「お助け病院か

らスタートして言うなれば団体の歴史，伝統そのものが無料低額診療の事業をやることで今日

まで来ている｣11)として，恩賜財団済生会の存立は無料低額診療事業にあると端的に示してい

る。一時は廃止論が出されながらも，戦前の慈恵医療を戦後に継承し，その存立を無料低額診
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療事業に求めていたのである。

2) 国民皆保険体制の成立

国民皆保険体制が整ったとはいえ自己負担は大きな出費となり医療が受けられない状況が起

きる。「昭和 36年に国民皆保険ということで誰もが保険に加入する。したがって経済的負担と

いても一部負担金だけということです。ただ，昭和 36年当時ですと，被用者保険は本人 10 割，

家族 5 割，国民健康保険はあまり変わっていませんが，ずっとすべての人が 3割ということで

それなりに自己負担があった｣12)という。国民皆保険体制であっても自己負担のために医療が

受けられない人がいる。そのために無料低額診療事業は必要だったという。しかし，国民皆保

険体制が確立し，例えば，1973年の老人医療費無料化や，革新自治体の出現により，公が国

民の医療に責任を持つ姿勢が制度化されていくようになると，ますます無料低額診療事業のあ

り方が問題となった。国が，まさに国民健康保険法の精神「国保は社会保障」を実現しようと

している中で，無料低額診療事業のあり方が問われるのは至極当然のこととも言えよう。「権

利としての社会保障」実現を国が進める中で，慈恵医療の系譜にある無料低額診療事業は矛盾

する存在として位置づけられるからだ。

1974 年には無料低額診療の基準が改められ，10 の基準による「新基準」が示された13)。国

の医療をめぐる政策は高度成長期に支えられ，老人医療費無料化を進めるも，オイルショック

等により減退，老人医療費の一部負担が導入されると，社会保障費，特に医療費抑制を進める

政策が講じられるようになった。

3) 無料低額診療事業の抑制論

1989 年には無料低額診療事業の抑制論が起こる。済生会を中心とした無料低額診療事業を

進める事業所等は全国福祉医療施設協議会設立をめざし，「福祉医療制度存続全国緊急大会」

開催し，福祉医療制度存続に関する要望書を出した。

『無料低額診療事業の現状と課題』によると，全国社会福祉協議会内に設けた同研究会が

「社会福祉法人立病院等の医療機関が実施する医療事業のあり方について」と題し，1989 年の

無料低額診療事業の抑圧に対する問題提起をした。「社会福祉法人審査基準」が改めて通知さ

れ，新規事業の抑制する内容となった。

ここでは「都道府県知事が行う社会福祉法人の許認可事務の審査の中で『必要性が薄らいで

いる』ことを明記したことに大きな特徴がある」とし，ここから実施事業所が危機感を持って，

協議会設立をしたという。果たしてきた役割と意義については，国民皆保険体制になるものの，

「現実には室料差額や介護 (付き添い) 料，保険診療費の増高などのより受療者負担は増大す

る傾向にある」。「社会福祉法人立等病院は，昭和 49 年の無料低額診療事業の基準改正により，

その役割はいわゆる「無料及び低額の診療事業」にとどまらず地域医療の充実や種種の社会福
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祉施設そのものに対してまで医療的支援を実施してきた」「『無料低額診療事業』実施施設がま

さに，医療を基盤におきながら，その時々に派生する福祉ニーズを受け止め，いわば「福祉医

療」という現実的なカテゴリーを実践してきていることを意味している」。「国民皆保険制度の

充実した今日といえども，事情があり未加入者は数多くおり，また，ボーダーライン層家庭に

おいてはいざ病人が出ると生活そのものも容易でなくなる状況にある」。よって，「生計困難者

が安心して早期受診できる無料低額診療事業を実施する医療機関の必要性は，依然として強い

ものがある｣14)と指摘する。

全国福祉医療施設協議会が無料低額診療事業の実績や必要性への問題提起は高く評価される

べきだろう。しかしながら，国民皆保険体制において，まず活かされるべきは生活困窮者も多

く被保険者となっている国民健康保険の役割や機能ではなかったのだろうか。無料低額診療事

業での処置でのみ生活困窮者の医療を支えることには限界があるし，生活困窮者への対応を

「福祉医療」の事業に特化することは，国が行うべき生活困窮者への支援・援助を引き出せな

くなる恐れがあったのではないだろうか。

1990 年の福祉八法改正を経て，社会福祉基礎構造改革が論議される中で，地域福祉の増進

と利用者と福祉サービス提供者との対等関係 (措置から契約へ)，サービスの質向上を目指す

方向性が出された。国はこれらを踏まえて社会福祉事業法を改め，2000 年に社会福祉法が制

定した。無料低額診療事業は抑制論を伴ってそのまま残されて存続することとなった。

1990 年代から 2000 年代にかけて，無料低額診療事業に関する報告書や提言等もいくつか出

された15)。オーバーステイなどの外国人やホームレスで無保険状態の人々への対応を無料低額

診療事業実施機関と連携して取り組む方策が出されており，法の隙間から落ちてしまう人々へ

の対応を無料低額診療事業が受け止めていく構図がうかがえる。また非正規雇用や失業等で無

保険状態になっていて医療が受けられずに適用となるケースもそこにあった。

国は無料低額診療事業の抑制策を進めていたものの，オーバーステイの外国人やホームレス

への対応など，多くの人たちが無料低額診療事業で救われてきた。

今日，例えば済生会では無料低額診療事業の活用を「なでしこプラン」と銘打ち，ホームレ

スや家庭内暴力 (DV) 被害者，刑務所出所者，障害者，高齢者，在留外国人等で，医療・福

祉サービスにアクセスできない人たちを対象に巡回健診，予防接種，健康相談等を行っている。

報告書には「生活困窮者を医療で救済する『施薬救療』を目的に発足し，その目的を果たす制

度が，生活保護受給者をはじめとして低所得者の医療費を免除または減額する「無料低額診療

(無低) 事業」として役割を果たしている｣16)とある。

このように主に済生会等での実践を通して，戦後の無料低額診療事業の主なトピックを整理

してみた。戦前の慈恵医療の系譜を保ちながら，国民皆保険体制の成立で本来の役割は終わっ

たとの論議もされながらも，法の隙間に落ち込んでしまう人々の救済機関としての役割は大い

に評価できるものである。不法就労の外国人への対応や出所直後の服役を終え他人々等への医
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療を引き受けられたのは，「困っている人々へまず医療を提供する」視座があってこそだ。し

かし，考えておかなければいけないのは，国民皆保険体制のもとでなぜ生活困窮者が多く加入

する国民健康保険をしっかり活かす実践を大きく出さずに，無料低額診療事業を推し進めてき

たのかという問いである。極端な話，国民健康保険を活かしきれば，無料低額診療事業という

制度を使わずに対応できるのではないのか。なぜ既存の無料低額診療事業を活かすことに終始

したのか，その点は疑問が残る。

現在，福祉サービスは措置から契約となり，地域や民間が福祉サービスを提供し，利用者は

契約して利用する形態となった。国の支援は先細りとなり，国は地域や民間での助け合いにそ

の活路を見出すことが鮮明となってきている。無料低額診療事業も，ある意味では「助け合い

の形」と言える。戦前と異なり済生会の無料低額診療事業の実践には，国からの税金投入など

は当然ない。しかし，日本国憲法のもとで，国民の一人ひとりが「権利としての社会保障」を

享受できると考えると，国は国民へ責任を持って社会保障充実を考えるべきではないのか。福

祉が，本来国が責任を持つべき社会保障の代替する状況をどう考えるのか。慈恵医療の系譜に

ある無料低額診療事業が「肩代わり」の事態をどう解釈すればいいのか。

2009 年以降に多くの民医連加盟院所が無料低額診療事業へ参画することで，これまでの無

料低額診療事業の意義について再検討を促し，国民皆保険体制での無料低額診療事業の位置づ

けについての転換点となる。

5．国民皆保険体制での無料低額診療事業の位置づけの再検討

無料低額診療事業は済生会を中心にした社会福祉法人立病院等で実施されてきた。平成 13

年の通達17)以降，通達の徹底，さらに無料低額診療事業の事業所は抑制する方向が堅持されて

きた。新たに無料低額診療事業を行うことは実質できなくっていた。2000 年以降に外国人の

医療問題やホームレスの医療について論議されると無料低額飲料事業はその存在を示すに至っ

たが，実際にはどこの病院で実施しているのかほとんど知ることができなかった。

2000 年代半ば頃から，小泉構造改革に代表されるように労働環境が大きく変化し，雇用の

流動化，非正規雇用が増えるとともに，「富める者がさらに富む」という格差と貧困が顕在化

する状況に至った。2007 年流行語大賞では「ワーキングプア」がエントリーし，格差と貧困

問題が顕在化した特に 2008年に起こったリーマンショックは当時の派遣労働者が即日解雇さ

れ，路上生活を余儀なくされる社会環境が身近なものであることを知らしめた。

医療現場では，「無保険状態」の人たち，保険料は払っていても窓口負担金が支払えない，

非正規雇用で国保加入を余儀なくされているなど，医療が受けられない事例にさらに多く遭遇

することとなる。2005 年から全日本民医連が加盟事業所にアンケート調査を行った国保死亡

事例調査18)は，非正規雇用の人たちや失業をした人たちが無保険状態になり医療が受けられな
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い現実を突きつけるものとなった。ちょうどこの頃，無料低額診療事業を実施しようという動

きが民医連加盟院所で起きた。2008年，全日本民医連第 38 回総会19)はこうした中で行われた。

民医連加盟事業所においても，生協法人以外の病院等では実施の実績があった。だが，生協法

人で無料低額診療事業を行っている事業所等は一つもなかった。そもそも生協法人は無料低額

診療事業をやってはいけないのではないかとの憶測が支配的で，誰もが届出を行って事業を行

うという発想がなかったという。

生協法人に先駆けて，実施に向けた準備を進めたのが尼崎医療生活協同組合だった。無料低

額診療事業は，現行の法律を活用して医療者が患者の経済状況によって受診抑制してしまうこ

とを回避できる即効性のある制度として注目された。医療生協として地域住民の健康といのち

を守るという社会的役割の発揮として，尼崎医療生協は無料低額診療事業の実施を決断したの

だった。しかし，当時，医療生協が無料低額診療事業の実施例はなく，近隣である阪神間，特

に尼崎，芦屋，宝塚には一つの院所も実施していなかった。

第 2種社会福祉事業に位置づけられる無料低額診療事業は要件を満たした事業所であれば実

施はすぐにできる。しかし，現実には届出官庁であった兵庫県の届出窓口は知らされず，たら

いまわしにされたまま 6ヶ月を費やすことになった。そもそも無料低額診療事業にもともと固

定資産税等が減免される医療生協が実施したいとの意図がわからなかったようでもあった。法

人内部での実施に向けた論議はすでに実施している他法人の実践を学ぶことで理解が進んだが，

兵庫県との調整は難航した。

2009 年 3月実施に向けて時間も迫ったときに，小池晃・参議院議員による「無料低額診療

事業に関する質問主意書｣20)が時の内閣総理大臣・麻生太郎氏に出された。そこでの麻生総理

からの回答が出るや否や，兵庫県の態度も大きく変化した。兵庫県からは届出用紙を渡され，

届出に向けた準備も具体化したのである。県は届出を受理し事業はスタートした21)。

質問主意書による「基準を満たした医療機関から届け出があれば『いずれも受理されるべき

もの』」との回答は，抑制論が主流であった無料低額診療事業の方向性を大きく変化させ，尼

崎医療生協などによる生協法人での実施や診療所規模での無料低額診療事業を行う事業所が全

国的に急増した22)。また新らたな問題として院外処方せんによる保険調剤薬局での薬代には無

料低額診療事業は適用できないなどが顕在化し，「完結できない医療としての無料低額診療事

業」への早急な対応が求められている23)。

第 38 回全日本民医連総会による無料低額診療事業実施のよびかけは，現行の制度の中で実

施可能な方法を追求した「対応」であり，無料低額診療事業の適用者の増加は，国民皆保険体

制での「権利としての社会保障」が各人に守られていない実態を可視化することとなった。国

民皆保険体制ではでは国民健康保険法第 44条 (一部負担金減免) や 77条 (保険料減免) に

よって，生活困窮者は救済されるべきである。民医連による無料低額診療事業の実践は，慈恵

医療の系譜にある無料低額診療事業と実践は同じであっても，その制度の捉え方や考え方を大
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きく変化させるものとなった。民医連は，制度としては同じ無料低額診療事業を，「権利とし

ての社会保障」実現のための手段として位置づけを意図している。民医連は綱領で「国と企業

の責任を明確にし，権利としての社会保障の実現のためにたたかいます｣24)と示したように，

慈恵医療とは一線を画すものと考えることができる。民医連のルーツが戦前に弾圧の対象と

なった無産者診療所の系譜にあることも意味があるだろう。

無料低額診療事業の制度の捉え方や考え方は異なっても，実践としての無料低額診療事業は，

医療福祉従事者とって，「目の前の患者をとにかく救いたい」との一念で進めている事業であ

ることでは全く同じである。実際に，済生会ではオーバーステイの外国人やホームレスへの献

身的な実践は，桁外れに数多くあり，当然，民医連が進めている件数に決して及ぶべくもない。

国民皆保険体制のもとでの無料低額診療事業は，本来享受すべき「権利としての社会保障」

の「代替」ではないはずである。権利を享受するために，一時的に対応すべき手段として捉え

ることこそが，慈恵医療の系譜にある無料低額診療事業のありようを，「権利としての社会保

障」実現の手段として無料低額診療事業を再定義することができるはずである。

6．今後の研究にむけて

本稿では，「なぜ，医療生協が無料低額診療事業を行うのか」という問題意識のもと，戦後

の医療福祉事業の系譜において，戦前の医療福祉事業のありようとして，政府が社会保障全般

への責任を取ることを回避し，生活困窮者には慈恵医療で対応するという基本構造が見出せる

ことを示した。戦後，日本国憲法のもとで医療を享受することは人間の「権利としての社会保

障」の考え方がベースになったはずが，済生会の例などを通して，実はその基本構造は戦後も

温存されてきたこと，「上から下へ」という考え方が根底にありながら医療福祉が進められて

きたことを指摘した。無料低額診療事業の変遷については，戦前の医療保護法を引き継ぐ形で，

社会福祉法人立病院等で進められてきた。国民皆保険体制のもとで生活困窮者への救済を行う

も，社会保障制度の強化による無料低額診療事業抑制論も出現したが，諸制度から零れ落ちる

人たちへの救済の実績や意義を見出して，社会福祉法改正に当たっても，そのまま制度として

位置づいた。しかしながら，「福祉医療」に特化された無料低額診療事業は，あくまでも生活

困窮者への具体的救済手段として，社会保障制度の代替・補完として位置づけられたままで

あった。

2009 年の生協法人の無料低額診療事業への参画は，慈恵医療の系譜にある無料低額診療事

業の捉え方や考え方について大きな転換点となった。運動のきっかけを作った全日本民医連は，

現場で救える患者が救えない苦悩への具体的対応だけではなく，「権利としての社会保障」の

実践への手がかりを無料低額診療事業の捉え方や考え方に求めた。つまり，慈恵医療の系譜に

ある無料低額診療事業を，「権利としての社会保障」へ転換させる手段という意味づけを加え
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た。

慈恵医療の系譜にある無料低額診療事業を，日本国憲法，国民皆保険体制のもとで，無料低

額診療事業の本来的意義の再検討を迫ったものとも解することができる。無料低額診療事業は

「上から下」の福祉事業ではなく，「下から上」への社会保障実現の手段としての活用こそが必

要ではないか。

本稿では，2009 年の医療生協の無料低額診療事業への参画を契機に，慈恵医療の系譜にあ

る無料低額診療事業の意義について再検討を行った。日本国憲法，国民皆保険体制のもとでの

無料低額診療事業の捉え方や考え方については，「権利としての社会保障」実現の手段として

の具体化ではないかという，問題意識への一つの回答として示すに至ったが，それらを検証す

るためには論拠が乏しく残された課題等は多い。

第一に，無料低額診療事業に関する先行研究，資料の分析が十分ではない。先行研究が少な

いとはいえ，戦後，済生会をはじめいくつもの事業所や法人で地域の実情をつかんだ実践があ

るはずである。こうした資料収集と分析を行うことが求められる。第二に，戦前の慈恵主義の

もとでの医療福祉に関する研究も不足している。こうした体制下において，篤志家による社会

事業，医療利用組合，無産者診療所などの運動へのアプローチ，戦時体制下における厚生事業

等へのアプローチは必須だろう。それらが戦後の医療福祉の諸制度へどのように引き継がれて

いるのか，また無料低額診療事業が単純に救護法や医療保護法を継承しているのみになってい

るはずはなく，どのような制度の変容があったのかへのアプローチも検討しなければならない。

第三に，今日の無料低額診療事業の広がりとともに出現している問題点とそれらへの対応につ

いての現状を集めながら，無料低額診療事業の今後の方向性を見出すことなど，その他多くの

課題整理が必要となる。

国民皆保険体制となって 50 年以上が経過し，その理念は堅持したいものの，現状は生活困

窮による「無保険状態」の人たちは数多く存在する。国による社会保障が財政難によって削減

せざるを得ない状況が現在進んできている中，社会保障を公助，互助，共助としても捉える向

きもある。確かに，「助け合い」でなんとかできるところは「助け合い」ですすめるしかない

対応も必要になる。しかし，人間のいのちに直結する医療については，国が責任を持つという

立場は堅持させるべきである。「権利としての社会保障」実現のための無料低額診療事業は，

こうした人間のいのちを守るための具体的な対応であり，いのちを守る責務を国に堅持させる

ためにも，意図した対応として実践を進めるべきだ。無料低額診療事業の実践のありようをさ

らに掘り下げ，社会保障運動に資することを今後の課題として進めたい。

[注]

1 ) ｢済生会の意義と使命」『平成 24 年度済生会 SR報告書』p. 4

2 ) 医中誌で検索をすると 40数件が検索されるが，多くは現場での実践報告等が多く，無料低額診療
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事業が果たす役割や機能などの理論研究についての論考はほとんど散見できない。

3 ) 遠藤興一 (2009)『天皇制慈恵主義の成立』学文社，p. 49

4 ) 小川政亮 (1960)「産業資本確立期の救貧制度」，p. 146

5 ) 石光和雅 (2004)「済生会の成立と医療福祉の展開」，pp. 17-18

6 ) 石光和雅 (2004)「済生会の成立と医療福祉の展開」，p. 31

7 ) 遠藤興一 (2009)『天皇制慈恵主義の成立』学文社，p. 165

8 ) 石光和雅 (2004)「済生会の成立と医療福祉の展開」p. 38

9 ) ｢特集 MSWの現場」『済生』vol. 76, No. 5 2000 年 5 月号，p. 11

10) 堀 賢次 (2000)「続済生会物語」恩賜財団済生会，p. 204

11) ｢特集 MSWの現場」『済生』vol. 76, No. 5 2000 年 5 月号，p. 12

12) ｢特集 MSWの現場」『済生』vol. 76, No. 5 2000 年 5 月号，p. 14

13) 1974 年の新基準の概要は，①診療費の減免方法の明示，②診療費の 10%以上の減免延数が取り

扱い患者延数の 10%以上，③医療ソーシャルワーカーの設置，④無料券 kロウ相談と保健教育等

の実施，⑤老人・心身障害者・特殊疾患患者の収容，⑥介護者の配置，⑦福祉施設の経営と連携，

⑧夜間・休日診療等の実施，⑨離島・へき地等への医療班の派遣，⑩福祉施設職員に対する保健

教育の 10項目が挙げられ，①から④は必須項目，⑤から⑩は選択項目とされた (「社会福祉事業

法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」

昭和 49 (1974) 年 10 月 31 日 厚生省社会局・児童家庭局長，社庶第 180 号)。

14) (1989)『無料低額診療事業の現状と課題』，pp. 11-12

15) 無料低額診療事業に関する通達，報告書や提言には次のようなものがある。「外国人に係る医療に

関する懇談会報告書」(1995)，「社会福祉基礎構造改革について (中間まとめ)」(1998)，「ホーム

レスの自立支援方策について」(2000)，「社会的援護を必要とする人々に対する社会福祉の在り方

に関する検討会報告書」(2000)，「社会福祉法第 2条第 3項に規定する生活困難者のための無料ま

たは低額な料金で診療を行う事業における人身取引被害者等の取り扱いについて」(2005) がそれ

らである。

16) 恩賜財団済生会「なでしこプラン」 http : //www.saiseikai. or. jp/about/nadesiko_plan/

17) ｢社会福祉法第 2条第 3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業に

ついて」(平成 13 (2001) 年 7 月 23日，厚生労働省社会・援護局長，社援発第 1276号) は現在進

められている無料低額診療事業の基準，留意事項，今後における監督指導が主な内容となってい

る。その解釈については「社会福祉法第 2条第 3項に規定する生計困難者のために無料又は低額

な料金で診療を行う事業について」(平成 13 (2001) 年 7 月 23日，厚生労働省社会・援護局総務課

長，社援発第 5号) がある。

18) 全日本民医連は「国保死亡事例調査」を 2005 年より毎年加盟事業所に呼びかけて実施している。

国保料を滞納している世帯の生活困窮について各院所での事例を通して可視化している。詳細は，

http : //www.min-iren. gr. jp/inochi-jinken/kokuho/kokuho_index.html (国保死亡例) 参照のこ

と。

19) 第 38 回全日本民医連定期総会は横浜市で 2008年 3月 6日から 8日の日程で行われた。総会では

新自由主義に立ち向かう実践，差額ベッド代徴収問題についても論議があった。今期の重点方針

の一つとして「(3)無料低額診療制度の活用へ挑戦を」が出された (「全日本民医連第 38 回定期総

会報告集」p 28)。

20) ｢無料低額診療事業の拡充に関する質問主意書」(平成 20 (2009) 年 9 月 29 日) が小池晃氏により

出され，10 月 7 日付で答弁書 (第 19 号内閣参質 170 第 19 号) が麻生総理大臣より出された。そ

こでは，基準を満たした医療機関から届け出があれば「いずれも受理されるべきもの」との回答
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を引き出した。

21) 尼崎医療生協の無料低額診療事業の導入については専務理事の福島哲氏からのインタビューをも

とにした (2013年 3月 8日)

22) 2009 年を境にして生協法人の参画が始まり，全日本民医連加盟事業所を中心に増加した。2005 年

度時点での厚生労働省による調査報告では，全国の 260施設 (うち済生会は 77施設) が実施して

いた (社会・援護局作成「第 4回医療機関の未収金問題に関する検討会資料」，2008年 1月 21 日)。

厚生労働省大臣官房統計情報部によると 2011 年 10 月 1 日現在の実施施設数は 325 となっている。

なお，厚生労働省による統計はホームページ等では非公開となっている。また，全日本民医連加

盟院所における実施施設数は，2014 年 10 月 1 日現在で 345 施設となっている (http : //www.

min-iren. gr. jp/topics/muryou-teigaku.html)。

23) 無料低額診療事業実施医療機関のみの適用で，院外処方せんに応需する保険調剤薬局は適用外と

なり，通常の自己負担が発生する。杉山 (2012) ほかに詳しい。

24) 2010 年 2 月，第 39回定期総会において現在の「民医連綱領」が議決され，「国と企業の責任を明

確にし，権利としての社会保障の実現のためにたたかいます」と文言が改められた。前「民医連

綱領」は 1961 年 10 月に定めたもので，四項に「われわれは国と資本家の全額負担による総合的

な社会保障制度の確立と医療制度の民主化のためにたたかう」とあった。
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