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もっと詳しく！ ナース　ワゴン αNo.23

第2回 中堅看護師研修会を開催

社会問題とその背景を考える講義ワークで
看護に必要な多面的視点を学ぶ

いまの社会問題が医療の現場にどのような影響を与えているか1
～患者の困難に寄り添い、人権を守り、物事を科学的にとらえる視点から～

勤医協中央病院
佐藤秀明事務長

　患者さんの中には、病気の苦しみ以上に社会で生

きることに悩んでいる人がいます。私たち医療者の

仕事は、命や健康を守ることです。命を守ることが

私たちにとっての喜びであり、社会に対する貢献で

す。しかし、私たちの周りでは「いのち・健康・人

権」が粗末にされている現実があります。なぜ、そ

のようなことが起きるのでしょうか。「なぜ、なぜ、

なぜ？」と問いかけてみてください。

「生活保護患者は、窓口負担をするべきだと思いま

すか？」

　生活保護で支給される生活費はおおよそ7万円で

す。糖尿病患者さんの毎月の治療費は1万円から1

万5千円。生活ができないから生活保護を受けてい

るのに、その生活費から払わなければいけないのは

大変です。政府は「生活保護基準以下の収入で生活

している人もいる」ことを理由にしていますが、本

末転倒です。

「受けられる医療の内容は負担能力に応じて差が生

じるべきだと思いますか？」

　いのちを守る、健康を守るためには、誰に対して

も同じように100%を尽くすべきです。差があっ

て当然と考える人の主張は、飛行機の座席にはスー

パーシートとエコノミーがあり、支払った金額に応
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じてサービスが異なるのは当然で医療も同じという

ものです。お金の有る無しによって受けられる医療

に差が生じることを許すことはできません。

凍傷で手指切断に至った 
30代男性の例

　ある30代の男性は、凍傷で手指切断に至りまし

た。凍傷による痛みを我慢できずに来院されました

が、下肢にも痛みがあり、視力も低下していました。

7年前に糖尿病と診断されインスリンを使用してい

ましたが、1年前から医療費が払えずに、治療を中

断していたのです。こんなになるまで、病院へ来な

かったのには理由がありました。

　この男性は高校卒業後、正社員として健康食品の

セールスをしていましたが、ノルマがつらく退職。

アルバイトでの収入では生活が苦しく通院できなく

なります。入院直前にしていた仕事は冷凍庫内の品

出しです。不規則な労働と不規則な生活で、糖尿病

が重症化し、指先の感覚障害もあったようです。社

会は「生活が苦しくなったのは、会社を辞めたせい」

「生活習慣が悪い」と自己責任を突き付けますが、

本当にそうでしょうか。

仕事を休むと首になるため 
治療を断念し失明

　50代のトラック運転手さんは、糖尿病を持って

いました。会社に「病院に行くので仕事を休みたい」

と申し出ましたが、「休むなら、明日から来なくて

いい」と言われ、治療を断念。不規則な生活を続け

た結果、失明に至りました。労働者の中には、「お

金がない」「時間がない」といった事情で治療を中

断する方がたくさんいます。その原因が、社会や雇

用にあるということに目を向けなければならないと

思います。

　札幌病院の職員が、糖尿病の患者さんが1受診で

支払う金額を調べてみました。インスリンを使って

いる方は1万円から1万5千円。薬や検査のみの方

でも5千円以上の負担が必要です。低い給料の人に

とっては大変な金額です。ある単身女性の1カ月の

給料は10万円。市営住宅なので家賃は5千円。差

し引き9万5千円です。生活保護は7万以下になら

ないともらえません。9万5千円の中から保険料を

払い、光熱費を払い、食費を出します。毎月1万5

千円の医療費負担がどれだけ重いか想像してみてく

ださい。無料・低額診療制度があるから当院に受診

できている方もたくさんいます。

病気を「自己責任」にする 
日本の政府

　経済的な理由から、具合が悪くても我慢し、重症

になってから病院に運ばれ亡くなってしまう方がい

ます。当院でも毎年数例あります。お金が無いとい

う理由で、守れるはずの命が守られないという状況

が私達の周りで起こっています。命が守られない背

景には「何かがある」という視点を持ちましょう。

私達は治療や診断の技術、薬、いろいろな機器を持っ

ていますが、ここにたどりつけない人がたくさんい

るということを知り、考えていかなければなりませ

ん。

　病気や寿命が短くなる要因には社会格差やストレ

スが大きく影響しています。その背景には、幼少期

からの教育、社会的排除、労働環境上の負荷、失業、

地域での支えの有無、薬物やアルコール、食品、交

通などの問題があります。こうした要因が結びつ

き、健康を害し、平均寿命を短くします。これらの

問題解決は国が社会政策として取り組むべきことで

すが、日本政府は「自己責任」という考え方を持っ

ています。

　有訴率はどんどん増えていますが、病院にかかる

人は年々減っています。1997年に消費税が3％か
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ら5％になると有訴率と病院にかかっている人の差

がぐんと広がりました。さらに健康保険の本人の自

費負担も1割から2割になりました。この年には正

規雇用の人たちが非正規雇用に変えられはじめ生活

は苦しくなり、病気があっても受診できないという

人が出てきました。今は4人に1人が受診を控えて

います。

社会保障である生活保護を 
「お恵み」と言い放つ政治家

　芸能人のお母さんが生活保護を受けていた問題を

国会で取り上げた自民党の政治家がいました。この

ケースは不正受給でないことを国も行政も認めてい

ます。この政治家は、生活保護は「生きるか死ぬか

ギリギリの時にもらうもの」「社会保障ではなく福

祉（お恵み）なんです」「受けることを恥ずかしい

と思え」と言ったのです。これは明らかに法律上誤っ

た考え方です。このような人たちによって日本の社

会保障制度は作り変えられてきています。

　生活保護を受けている人は贅沢な暮らしをしてい

るのでしょうか。お年玉やランドセルを買ってあげ

られないから孫に会わないというおばあちゃん、近

所の人から「生活保護費で何を買っているのかし

ら」と覗かれるのが嫌で、わざわざ遠くのスーパー

までリュックを背負い買物に行く人、「生活保護を

受けているのに温泉旅行に来ている」と言われない

ようにと友の会の日帰り温泉旅行に行かない人もい

ます。生活保護を受けている人は「肩身が狭い」と

言っています。

　

国は「貧困を作り出さない社会保障」に 
責任を持つべき

　日本の政府の社会保障に対する考えは「貧困に

陥った時は基本的に自己責任で解決してください。

生命の危機が迫るほど困ったら生活保護で対応しま

しょう」というものです。だから、失業状態が長引

き、家賃が払えずアパートを追い出されそうな人は

ホームレスの道を選ぶしかないのです。病気療養が

続き医療費負担がかさんで家計が破綻しそうな人は

治療を中断してしまうのです。社会保障の本来の目

的は、貧困を作り出さないことです。生活が困難に

なってもまた社会復帰できるように支援していくこ

とが役割ではないでしょうか。

　『ハリーポッター』の著者であるローリングさん

は生活保護を受けながら本を書きました。本が大ベ

ストセラーになると社会保障を受ける側ではなく支

える側になりました。たくさんの税金を払うことで

国の財源が支えられ、社会保障制度が機能するわけ

です。困った時に国の助けで生活を立て直し、自分

の役割を発揮できるようになったら、支える側に立

てるような社会であるべきだと私は思います。

社会保障費抑制のもと 
被害が国民・医療従事者に

　医療をめぐる政治の動きを見てみましょう。現

在、日本政府が進めているのは医療提供体制の縮小・

再編です。高齢者や病気の人が増え2025年には

ベッド数が202万必要だといわれていますが、国

は170万に抑えようとしています。「患者申出療養」

という制度がこれから作られようとしていますが、

実態は混合診療の拡大です。混合診療とは、保険を

使える医療と使えない医療を一緒に行っても良いと

いう制度で、これを私たちは認めていません。なぜ

なら、この制度が導入されると自費負担での医療が

増え、保険で認められるべき医療が規制されかねな

いからです。このように患者さんの負担はどんどん

増えています。結果的にお金のあるなしで受けられ

る医療に差が生じる恐れがあります。

　また、医療者の疲労も目立ちます。日本医療労働

組合連合会の調査によると、慢性疲労状態が74％、

健康に不安を抱えている看護師が60％、切迫流産
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が3人に1人います。過酷な労働条件のため、仕事

を辞めたいと言う方は75％です。これらの問題の

原因は国が社会保障費を抑制していることにありま

す。社会保障費の財源は国民の消費税で作っていく

とし、今年の4月に消費税を8％に上げました。来

年は10％にしようとしています。それまで社会保

障に使っていた予算を何に使うかというと自衛隊増

強などの軍事費や公共事業のバラマキ、大企業の減

税です。さらに、医療や介護に一般企業が参入しや

すくし、儲けの場とする狙いもあります。

民医連の役割は 
矛盾の原因を探り解決すること

　本日は私達が生活している社会の実態、患者さん

が抱えている困難についてお話ししました。その原

因をしっかり見ていくことが、私たち民医連の役割

ではないかと思います。民医連の医療や介護には2

つの役割があると考えています。1つは目の前の患

者さん、利用者さんのために全力を尽くすこと。も

う1つは、本来あるべき医療・介護と現実の間の矛

盾に気づき、解決に向かって努力することです。

　皆さんは、もし川の上流から次々とけが人や病人

が流れてきたら、どうしますか？　引き上げて治療

するのは当然の行為ですが、私たち民医連は、上流

に行き、けが人や病人が流されている原因をしっか

りと見て、改善する役割を持っていると思います。

流れてくる人を助けて治療を続けるだけでは、手が

足りなくなります。流れてくる人達を作らないとい

うことに目を向け行動することが求められます。

生活保護制度を考える2

北海道勤医協本部
組織広報課
斎藤浩司課長

生活保護費は最低限の生活を
行うために支給されるもの

　ビッグコミックスピリッツで連載中の「健康で文

化的な最低限度の生活？」という漫画があります。

ある区役所の保護課のケースワーカーとして働く主

人公を通して生活保護の実際を描いたリアルなもの

です。生活保護費は最低限の生活をするために支給

されるもので、無差別平等が原則です。受けるため

の条件は、「収入が基準額より少ない」「資産・能力・

その他あらゆるものを活用しているか」「援助でき

る扶養義務者がいるか」「ほかに利用できる救済制

度があれば利用しているか」などを確認した上で受

給されます。私が生活保護を勧めたホームレスは、

薬中毒で刑務所に入った方でした。皆さんはこの方

をどう思いますか？　職場の同僚の中には「自業自

得」という人もいましたが、野垂れ死にして良いと

いうことはありません。医療の世界でいえば、お酒
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が原因で病気になったのだから治療しないというこ

とはありませんよね。生活保護の受給基準は、その

人が現在困窮しているかどうかなのです。

バッシングを受け
就職も貯金もできない

　生活保護受給の最大の理由は怪我と病気でした

が、近年多いのは収入減。失業や非正規雇用の増大

が関係してきます。廃止の理由は病気の治癒もあり

ますが、近年多いのは死亡と失踪です。死亡は自殺

によるものが多くなっています。生活保護世帯の分

類は、高齢者、障害者、母子家庭の受給者が3分の

2を占めています。高齢者が4割、障害者が2割、

母子家庭が十数％です。

　日本で生活保護を受けて良いはずの人の中で、受

けている人の割合は2割に満たないのですが、その

理由はバッシングを受けるからです。『陽のあたる

家』という漫画があります。中学生の主人公が生活

保護家庭ということで友達からバッシングを受け

て、保護を受けているのは恥ずかしいことなのだろ

うかとみんなの前で訴えます。最近もタレントの母

親が生活保護を受けていたことでバッシングを受け

ました。

　ヨーロッパでは生活保護は権利として広く定着し

ているので、困ったときは保護を受けるべきだとい

う考え方があります。ドイツでは申請書をハガキに

書いて投函するだけで受けることができます。『ハ

リーポッター』の著者であるイギリスのJ・K・ロー

リングさんはシングルマザーで生活保護を受けなが

ら喫茶店で作品を書き上げたというのは有名な話で

す。ヨーロッパでは生活保護制度は利用しやすいの

に対し、日本では多大な労力が必要な上、受給を受

けるとなかなか抜け出せません。就職できないだけ

でなく、保護費10万円の方がアルバイトで5万円

稼いだとしたら保護費は5万円減額されます。貯蓄

して将来にそなえることができません。

生活保護受給者への
偏見

　生活保護受給者は治療態度が悪く、煙草や酒を飲

んでいる人も多いという印象を持たれるかもしれま

せんが、保護を受けているかどうかは関係の無い話

です。生活保護費の使い道に規制はありません。「税

金で成り立っている生活保護費でパチンコをするの

は納得できない」という声も多いようですが、税金

の使い道については、生活保護受給者ではなく政治

家の資質や予算の使い方をもっと厳しく見た方が良

いように思います。

　皆さんに考えていただきたいのは、貧困とは何か

です。衣食住の不自由だけではありません。生活保

護を受けている子どもに塾や家庭教師をつけるのは

基本的に無理です。保護費も高校までしか出ません。

高齢者は老人クラブや葬儀にも顔を出せません。子

ども達も部活に必要なものを買ってもらえないた

め、スポーツ系の部活に入ることは難しくなります。

放課後の友人との付き合いもできません。こうした

ことがいじめや孤立の原因になります。自暴自棄に

なりやすい環境があるのです。貧困の背景には経済

的な困窮と孤立と道徳的退廃があります。生活保護

世帯の子どもが将来生活保護を受ける可能性が高い

ことには、教育の問題、いじめや孤立が関係してい

るのです。

民医連・勤医協が
生活保護受給者の拠り所に

　生活保護受給の最大の理由が傷病であるように、

医療と生活保護は密接な関係にあります。私たちは

カルテの記入などから患者さんが保護を受けている

かどうか分かります。一般の医療機関では保護世帯

ということで露骨に嫌な顔をするなどの差別がある

ようです。生活保護受給者の拠り所になることが、
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　私が生活保護受給者になった経緯をお話しま

す。帯広で生まれ、建築の左官に弟子入りし、

10年間の丁稚奉公後に独立し自営に。20人ほ

どの社員がいました。しかしオイルショックの

影響で、元請けが倒産し2000万の負債を背負

いました。財産を処分し借金を返済しましたが、

地元ではやっていけないので札幌の土木会社に

勤務しました。

　今から10年ほど前にS状結腸がんを発症。

1カ月ほど入院した後、会社に戻ろうとしまし

たが、「重病人は使えない」と解雇になりまし

た。65歳になり年金保険の受付に行きました

が、2カ年間不足していると言われました。生

生活保護受給者の方のお話…研修会でお話をしていただきました

活が苦しく何度も自殺を考えました。しかし、

現在8人いる孫が惨めな思いをするかもしれな

いと考え、思いとどまりました。生活保護は私

の最後の砦でした。好んで病気になったり生活

保護をもらっているのではありません。生活保

護受給者は苦しんでいます。私は生活保護の引

き下げ反対に立ち上がり、国と闘い、少しでも

貧富の差を縮めたいと思っています。11月か

ら裁判が始まりま

す。弁護人の方々の

協力を得まして、最

高裁まで闘いぬく覚

悟です。

民医連・勤医協の重要な役割です。

　医療や介護の保険給付の内容や範囲を狭めていけ

ば、生活保護世帯は必要な医療を受けられないわけ

です。無料・低額診療を受けている人は、診療代は

かかりませんが、薬局で薬を買うお金が無く、薬を

受け取らずに帰ってしまったというケースもありま

した。介護サービスが必要であっても保険外は認め

られていません。

　生活保護基準はさまざまな福祉の基準になってい

ます。生活保護基準が下がると受給基準も連動して

下がります。全国で1万以上の世帯、北海道では約

1400世帯が生活保護費の引き下げに不服審査を請

求しました。11月に裁判で国と争うというところ

まできています。

「入院されている方の中には、ホームレスや、食べる物がなく公園に

ある物を食べていて体調を悪くしたという方がいました。生活保護を

受けなければいけないレベルであることが分からずに、ギリギリで生

活している人も多いことを知り、保障を受けられる人は受け、生活保

護給付の引き下げも無くなれば良いと思いました」

「9年間看護師をやっている中で、生活保護の患者さんと接する機会

が結構ありました。生活保護を受けながら、お酒を飲んでいることに

対して納得できないという気持ちもありましたが、医療は誰でも平等

に受けることができるものであるべきだと納得ができました。ありが

とうございました」

感想
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無料・低額診療制度って？3

勤医協中央病院
医療福祉課
古田陽介医療ソーシャルワーカー

医療費の支払いが困難でも 
医療を受けられる制度

　無料・低額診療は大きく分け2種類あります。1

つは公益法人などが法人税の基準に基づいて実施す

るものです。もう1つは社会福祉法に基づく第二種

社会福祉事業として実施するものです。いずれも生

計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける

機会を制限されることのないように行っている事業

です。簡単にいうとお金に困っていても医療が受け

られる制度があるということです。

　対象となる方は生活の困窮により、医療費または

老人保健施設入所費用の支払いが困難な方です。

制度を理解し 
対象になる患者さんをサポートしましょう

【北海道勤医協の減免基準】

札幌市の生活保護基準を準用し、窓口負担金の減免

を行ないます。現在の窓口負担は3割、高齢者であ

れば1割です。全額免除の対象者は、1カ月の収入

が生活保護基準のおおむね120％以内の方、もし

くは就学免除を受けている世帯の方です。一部免除

は、1カ月の生活保護基準がおおむね140％以内の

方です。一部免除というのは例えば3割負担の方は

1割を免除し2割負担で受診していただくというこ

とです。

【就学援助制度】

　就学援助制度は、子どもが小・中学校に通学する

うえで経済的な理由により困っている人に対して学

費、修学旅行費、給食費などを免除するものです。

就学援助で免除する病気もあります。就学援助を受

けている方は、決定通知書を必ずもらっているはず

ですので、これを見せていただければ無料・低額診

療の申請ができます。

【減免の範囲】

　入院であれば高額療養費の自己負担を上限にして

窓口負担金の全額もしくは医療費の1割に相当する

額、食事療養費と病衣使用料が免除になります。外

来では窓口負担額もしくは医療費の1割に相当する

額となっています。費用面だけでいうと無料・低額

診療の免除幅は広いといえます。

【減免期間】

　基本的に6カ月以内です。状況に応じて期間を短

くということはありますが、長くすることはできま

せん。とりわけ年金をもらっている方の申請が多い

ので、6カ月経っても収入が増えるどころか減って

いる状況も多くみられます。期間がきたから免除を

終了するのではなく、その都度状況を聞き申請して

継続することもできるので、実際に5年使っている

方もいます。期間を終了できる場合は、収入が改善

するか生活保護になるというケースです。生活保護

申請を受けるという場合の方が多いのではないかと

思います。

【無料診療】

　無料診療の適応期間は1カ月で、保険証が無いま

ま受診する方がほとんどです。一番多いのはホーム

レスの方です。あとはDVで住所などが分かると困

るので知らせられないという方などです。1カ月と

いう適応期間は、期間内に保険に入るなりソーシャ

ルワーカーに相談するなどの対応を考慮して設定さ

れています。

　申請に必要な患者さんに用意していただく物は、
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印鑑、収入が分かるもの、そして申請書です。しか

し中には家族に反対され必要な物が用意できず申請

ができない方もいらっしゃいます。ソーシャルワー

カーは面談した内容を踏まえて報告書を作成し、全

額免除になるのか一部免除になるのかを判断し計算

書を添えて申請を行います。

【無料・低額診療】

　モデル事例は次の通りです。36歳の男性の収入

は契約社員で月20万。妻が35歳、娘が2歳。家

賃は5万円で奥さんは専業主婦です。来月入院をす

るので相談にきたというイメージを持ってくださ

い。まず生活保護基準について計算しますが、第1

類と第2類、住宅扶助があります。これは市町村に

よって変わってきます。札幌市では住宅扶助の上限

が決められており、このケースは4万6000円です。

それぞれの年齢や世帯人員数で設定されている金額

を足すと生活保護を受けた場合19万3770円にな

ります。この120％以内が無料・低額基準なので

23万2524円。収入が20万円だと基準よりも収

入が少ないため無料・低額基準に該当していること

になります。この方の場合、生活保護基準には該当

しません。

　当院の具体的な事例です。60代の個人タクシー

運転手。胃がんを患っており、個人タクシーの収入

と年金でなんとか生活をしていましたが、仕事も少

なく大変。奥さんは乳がんで両乳房を切除しており

仕事どころか家事もできません。そのため次女に同

居してもらっていますが、家事全般をやりながらで

は仕事も決まらず生活が大変という方でした。そし

て無料・低額診療制度に該当するか相談しました。

家族構成ですが、奥さんは50代。次女は30代。

別居している長女30代がいました。収入が約2

万8000円、年金が約11万4000円、合計14万

2000円。家賃は6万5000円でした。生活保護基

準を出すと合計が20万6290円。無料・低額診療

基準は生活保護基準の120％なので24万7548円。

収入が14万2000円なので該当しています。現在

は無料・低額診療制度を利用しながら外来通院をさ

れています。少し収入が増えてきているようですが

生活はなかなか大変だとおっしゃっていました。

　相談を受けていると、明日の生活費と治療費を天

秤にかけて、生活費を優先させるという方が多い印

象を受けました。また貧困の中に入ってしまうと抜

け出すのが大変だなと感じます。子どもたちは高校

に行けたらよい方で、大学という選択肢を持てない

方がほとんどです。

現在の課題

　当院には脳外科、皮膚科、耳鼻科、産婦人科など

の診療科がないので治療できないため、他の病院へ

行くと医療費がかかってしまうという状況が発生し

ます。また、薬局には無料・低額診療制度がありま

せん。薬局の方にも制度を利用している方だという

ことを分かるようにはしますが、病院が薬局を指定

してはいけない決まりがあります。分割支払いにで

きたりするようですが、分割でも支払いが追いつか

ず生活費を切り詰めている方もいらっしゃいます。

薬局でも無料・低額診療制度を利用できるようにす

る動きが四国の高知市からはじまり、旭川、東神楽、

苫小牧では利用できるようになりました。札幌市で

も無料・低額診療制度を利用できないかというのが、

現在の課題です。

　私たちがすべき支援とは何かを考え、積極的に関

わっていきたいと思います。
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グループワークの様子

参加者13人が

3グループに分かれ

意見を交換しました


