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１．はじめに

　政策がどのように形成・決定されるのか、という問い

を明らかにする場合には、政府の公式文書や新聞・雑

誌記事、関係者の証言などに依拠した定性的な過程追跡

（process tracing）と呼ばれる手法でアプローチすること

が一般的だが、その際、しばしば重要な役割を果たすの

が未公刊の政府内部文書である。

　公式には発表されていない改革案や、各改革案に対す

る政策担当者の率直な評価が記されている内部文書を入

手できれば、特定の改革案が選出される（あるいは検討

対象から除外される）過程をより丁寧に理解・説明でき

る可能性がある。そのため筆者は、歴史研究を行う際、

そうした内部文書についても可能な限り収集するよう努

めてきた。本稿では、これまでの史資料調査で得られた

結果のうち、通史文献から捨象されてきた「社会保険研

究会」の存在についてご紹介したい。

２．�尾崎論文に記された�
「小委員会」の謎

　1980 年代における一連の医療費適正化政策を実現に導

いた立役者の一人として知られ、官房長、保険局長、事

務次官を歴任した吉村仁は、1978 年の審議官時代、健保

連の機関誌『健康保険』に「医療保険改革の憂鬱な選択」と

題する論文を発表している 1。論文には今後の改革に向

けた考え方が表明された。

　この吉村論文に対して、「一言どうしても発言したく

なって」、同誌に批判論文を寄稿したのが厚生省 OB の尾

崎重毅（元大臣官房総務課長）である 2。本稿は、その内

容ではなく、尾崎論文の冒頭に示された次の記述に注目

したい。

　筆者は昭和 23 年 11 月、当時の厚生省保険局庶務課課長

補佐として勤務し（中略）、再度保険局勤務となり（中略）、

太宰局長の時代、太宰さんの発案で、局内に医療保険問

題を根本的に検討しようという小委員会が設けられ、筆

者は厚生年金保険課長だったが、敢えてこの委員会に参

加し（吉村仁氏も当時保険局事務官として、この委員会に

参加していた筈である）、数回に亘る熱心な討論が行われ

た…。

　このように 1958 年 4 月に保険局厚生年金保険課長に着

任した尾崎は、局長の太宰博邦が設置した小委員会にお

いて医療保険制度を根本的に検討したと述懐している。

　それではここで尾崎が述べている「小委員会」とは、一

体何を指しているのだろうか。太宰が局長に在任してい

た1958年12月から1960年6月までの期間といえば、新・

国民健康保険法が制定・施行され、国民皆保険の達成に

向けて厚生省が邁進していた頃である。そのような重要

な時期において、インフォーマルなものとはいえ、課の

皆保険達成前夜の保険局に設置された
「社会保険研究会」とは何か

1　 吉村仁（1978）「医療保険改革の憂鬱な選択―保険官僚の憂愁―（上）」『健康保険』32 巻 8 号 20-26 頁、同「医療保険改革の憂鬱な選択
―保険官僚の憂愁―（中）」『健康保険』32 巻 9 号 20-28 頁、同「医療保険改革の憂鬱な選択―保険官僚の憂愁―（下）」『健康保険』32
巻 10 号 22-34 頁

2　 尾崎重毅（1979）「医療保険改革問題に想う―吉村仁論文に対する所感―」『健康保険』33 巻 3 号 12-17 頁
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所管や年次を超えた会議体が設置され、盛んに議論がな

されていたとすれば、何らかの記録が残っていても不思

議ではない。しかし複数の通史文献を確認したものの、

そのような小委員会の存在に関する記述を見つけること

はできなかった。

３．�保険局に設置されていた�
社会保険研究会

　そこで『社会保険週報』（現、『週刊社会保障』）の報道記

事を検討した結果、1959 年 5 月に保険局の所管事項を根

本的に検討することを目的として、局長、次長、各課長

のほか、課長補佐、係長、事務官ら約40名で構成される「社

会保険研究会」が設置されていたことがわかった 3。

　研究会には三つの分科会が設けられ、図表 1 に示した

通り、第一分科会で行政機構と事務の合理化、第二分科

会で医療保険制度のあり方、第三分科会で医療提供体制

や診療報酬のあり方が検討されることになり 4、同年 6 月

27 日には第一、第二分科会が、29 日には第三分科会が

それぞれ中間報告を行った 5。検討内容の一部は翌年度

予算にも反映されたが、その後、予算折衝や保険四法案

の改正に追われ、研究会は一時中断した。

　翌 1960 年 4 月に議論が再開されることになったが 6、

これ以後の研究会の活動に関する記事を見つけることは

できなかった。研究会でなされた具体的な議論の内容や

その後の改革論議に与えた影響について、公表資料に依

拠して明らかにするには限界があることがわかった。

４．�社会保険研究会に関する�
史資料調査

　公文書管理法がまだ制定されていなかった頃は、政府

内部文書は現在からみれば比較的ゆるやかに管理されて

おり、何かの拍子に省外部に持ち出されることがあった。

そしてその後、誰にも気づかれぬまま、誰でも閲覧でき

る状態で何十年にもわたって保管され続けていることが

ある。そこで各地の図書館や資料館をしらみつぶしに訪

問し、史資料調査を進めた結果、社会保険研究会の議事

録や構成員、各テーマの進捗管理表などが収録された内

部文書「医療保険制度問題点」を入手するに至った（図表

2）。同資料には研究会に関する文書のほか、1961 年 4 月

頃までに保険局の各課が作成した（1）政策課題のリスト、

3　 「保険局で局内研究会 根本問題を検討」『社会保険週報』169 号 1959 年 4 月 29 日 1 頁
4　 「保険局の社会保険研究会 三つの分科会で明年度予算を目標に」『社会保険週報』171 号 1959 年 5 月 13 日 2 頁
5　 「保険局の研究会が中間報告―機構改革など問題出る」『社会保険週報』179 号 1959 年 7 月 8 日 1 頁
6　 「行政機構など五点を―保険局の社会保険研究会の課題」『社会保険週報』220 号 1960 年 4 月 20 日 1 頁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一分科会　社会保険行政機構および
　　　　　　行政事務の合理化

第二分科会　疾病保険のあり方

一、行政機構の統合（社会保険省の構想等） 一、疾病保険の体系
二、年金局発足後の保険局の機構 二、組合制度の検討
三、地方行政機関のあり方 三、保険給付及び保険事故
四、経営と管理の分離 四、財政
五、窓口事務の機械化

六、資格得喪と記録事務の合理化
　　（社会保障番号、年金記録事務）

第三分科会　社会保険医療の内容、
　　　　　　療養担当者制度
　　　　　　並びに医療費及び診療報酬のあり方

七、統計調査研究所 一、社会保険医療の給付内容
八、福祉施設の整備運用 二、療養担当者
九、その他行政機構および
　　行政事務に関すること

1959 年 5 月頃の社会保険研究会の検討テーマ

図表 1
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社会保険研究会の議事録が収録された「医療保険制度問題点」

図表 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
note：◎は主担当者、〇は幹事を示す。「医療保険制度問題点」に収録されている構成員表には苗字と所

属しか記載されていないため、『職員録』を参照して名前と役職を付記し、名前が特定できなかった者

には*を付した。なお同資料には1959年の議事録等は収録されていないため、同年7月13日付けで大臣官

房人事課長に異動した尾崎や、5月1日付けで大臣官房企画室に異動した吉村の名前は見当たらなかった。 

◎ 今村譲 庶務課長 加藤信太郎 健康保険課長 ◎ 舘林宣夫 医療課長
加藤威二 厚生年金保険課長 ◎ 藤卓雄 数理課長 平出敦 健康保険課庶務係長
戸沢政方 船員保険課長 小池欣一 国民健康保険課長 石原* 国民健康保険課
山田蔵一 年金業務室長 内野仙一郎 庶務課専門職 和田武雄 船員保険課長補佐
河野不二男 社会保険監察管理官 宮川正吉 庶務課予算係長 〇 鈴木千代吉 医療課専門職
岩佐武雄 庶務課長補佐 樋上貞男 健康保険課長補佐 小島* 医療課

〇 野海勝視 健康保険課長補佐 印南英昭 健康保険課 松田久 数理専門職
小出来一太 庶務課係長 三井速雄 健康保険課 小野寺* 社会保険監察官
中沢依男 健康保険課長補佐 平野和郎 国民健康保険課財政第二係長 坂口政秋 社会保険監察官
田坂明一 厚生年金保険課長補佐 北村和男 船員保険課法規係長
富田得男 船員保険課長補佐 〇 中原孝 医療課長補佐
彦坂俊巳 数理専門職 松浦十四郎 医療課専門職
長田之雄 年金業務室長補佐
辻天夫 社会保険監察官 ◎ 加藤信太郎 健康保険課長

小池欣一 国民健康保険課長
加藤信太郎 健康保険課長 藤卓雄 数理課長

◎ 小池欣一 国民健康保険課長 綱島衛 庶務課審査係長
藤卓雄 数理課長 〇 上村一 健康保険課
野海勝視 健康保険課長補佐 大井俊郎 健康保険課組合第二係長
上村一 健康保険課 正田泰央 国民健康保険課企画係長
黒川弘 健康保険課日雇係長 鈴木行雄 国民健康保険課財政第一係長

〇 近藤功 国民健康保険課長補佐 松田久 数理専門職
柳徳三郎 国民健康保険課庶務係長 細田直一 社会保険監察官
和田武雄 船員保険課長補佐
三浦芳雄 社会保険監察官
谷口泰範 数理専門職

第一部会 第三部会第二部会　第二分科会

第二部会　第一分科会

第二部会　第三分科会

1960 年 5 月頃の社会保険研究会の構成員

図表 3
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（2）政策課題の原因分析や想定される改革案が記された

論考、（3）諸外国の医療保険制度の概要をまとめた資料も

編綴されている。

　研究会の構成員を図表3に示した。課の所管にとらわれ

ることなく、部局横断的に検討が進められていたことが見

て取れる。また1960年5月時点では、研究会は三つの部

会に分けられ、さらに第二部会は三つの分科会に細分化さ

れていた。第一部会は社会保険行政機構の調整、第二部会

第一分科会は各種医療保険間の調整、同第二分科会は保険

給付内容、同第三分科会は日雇健康保険制度、第三部会は

医療提供体制や診療報酬を検討することとされた。

　例えば、いわゆる混合診療（当時は「差額徴収」と表現

されていた）に関する論点については、保険医療サービ

スを充実化させる上で、今後益々重要になるとの考え方

が示される一方、大幅に認めていけば、必要のない医療

サービスが提供される可能性や、医療費の増加によって

保険財政が逼迫するおそれがあると記されている。そし

て混合診療を限定的に認めるための具体的な条件を明示

しつつ、「然し乍ら、右の範囲外にまで及ぼそうとするな

らば、可成り保険医療上危険を伴う政策であるので、充

分慎重に検討しないと百年の悔を残すこととなる」と強

調している。1984 年の健康保険法大改正で特定療養費制

度が導入される20年以上前から省内部で慎重な議論が重

ねられていたことが判明した。

　紙幅の都合上、全てをご紹介できないが、「医療保険制

度問題点」は当時の厚生官僚の認識構造や各政策課題に

対する検討状況を窺い知ることのできる貴重な史資料と

言える。

５．その後の改革論議との連続性

　「医療保険制度問題点」には1959年の検討状況に関する

資料は収録されていない。また社会保険研究会が本格的

な活動を開始する直前の同年5月1日には、吉村は保険局

医療課から大臣官房企画室に異動している。したがって

冒頭の尾崎論文で指摘されているように、吉村が同研究

会に実質的に参加していたか否かは定かではない。

　しかし社会保険研究会がその後の改革論議に少なから

ず寄与した可能性は捨てきれない。さらなる史資料調査

を行い、医療保障総合審議室が1961年4月、5月、11月

に作成した議事録と報告書を入手し、精査した結果、同

審議室の議事録から「医療保険制度問題点」に収録されて

いたものとほぼ同一の論点メモが見つかったからである7。

第一部会　社会保険行政機構の検討
第二部会
第一分科会　各種医療保険間の適用の調整

（1）日雇健保の適用範囲・除外の再検討
（2）日雇健保から健保への被保険者の移行
（3）健保、船保と共済組合の適用範囲の調整
（4）健保、国保の適用範囲の調整
（5）日雇と国保との調整
（6）遡及適用の問題の検討

第二分科会　給付内容の調整及び
　　　　　　保険事故の範囲の再検討
　　　　　　分娩給付、予防給付
第三分科会　日雇健保制度の根本的検討
第三部会
（1）医療機関の整備問題
（2）医療関係者に関する問題
（3）診療報酬支払い方式の検討

1960 年 5 月頃の社会保険研究会の検討テーマ

図表 4

7　 医療保障総合審議室（1961）「医療保障総合審議室資料」、同「医療保障に関する諸問題の検討」、同「医療保障総合審議室中間報告」（未
公刊）
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　同審議室は、国民皆保険体制下における医療保障を総

合的に検討することを目的として 1961 年 3 月に大臣官

房に設置されたものである。室長に着任した山本正淑

（大臣官房審議官）は、「国家百年の大計を樹てる意気込み

で、省内の医療保険のわかる俊秀」として 8、伊部英男（大

臣官房参事官）、木暮保成（社会局庶務課長補佐）、浦田

純一（医務局総務課長補佐）らに加え、北村和男（保険局

船員保険課法規係長）、吉村（大臣官房企画室企画第二係

長）、幸田正孝（大臣官房総務課主査）ら、後に幹部とし

て医療保険制度改革を牽引することになる若手も招集し

た。社会保険研究会のメンバーだった北村だけでなく、

太宰や尾崎、戸沢政方らも同審議室のオブザーバーとし

て名を連ねている。活動時期、用いられた文書資料、メ

ンバーの近似性を考慮すると、社会保険研究会において

なされた検討の成果は、その後、1961 年の医療保障総合

審議室に引き継がれたのではないかと考えられる。

６．おわりに

　主要メンバーの幸田が「とにかくいろいろな引出しを

あけて検討を重ねた」と述懐する通り、医療保障総合審

議室は、広範にわたる論点に対して、想定される多数の

改革案をリストアップしていった 9。もっとも約半年間

にわたる議論の末に 1961 年 11 月に完成した大部の報告

書は、「内容が余りにも過激すぎる」とみなされ、「公表も

漏洩もまかりならぬ」として陽の目を見ることなく、お

蔵入りとなった 10。

　しかし翌 1962 年 7 月、保険局長に就任した小山進次

郎は、企画課長の廣瀬治郎ら主だった局員とともに、同

報告書をテキストとする勉強会を開始した。小山は、「こ

れは局員に共通の問題意識を持たせるためにたいへん有

効」と述べ、廣瀬も「医療保険について大きな関心と興味

を持つようになった」と述懐している 11。また 1965 年 8

月に省内に設置された医療保険基本問題対策委員会（い

わゆる牛丸委員会）の報告書を入手し、精査した結果、

医療保障総合審議室の報告書が参照された形跡がみら

れ、同審議室で構想された改革案がブラッシュアップさ

れたことがわかった 12。

　さらに 1982 年の老人保健法制定や 1984 年の健康保険

法大改正において、改革案を構想する初期段階で、吉原

健二や下村健、和田勝など時々の主たる政策担当者も医

療保障総合審議室の報告書を参照していた 13。社会保険

研究会を含む、歴代の担当者によって脈々と受け継がれ

た検討蓄積は 1980 年代以後のドラスティックな制度改

革に結実したと言えよう。

　以上述べてきた通り、過程追跡において複数の内部文

書を用いることで、公式には発表されていないその時々

の検討状況を把握できるだけでなく、省内部における改

革論議の連続性や変容、断絶についても一定程度、辿る

ことができる。現在、これらの研究成果を論文としてま

とめており、詳細については稿を改めて論じることとし

たい。

8　 吉村仁さん追悼集刊行会編（1988）『吉村仁さん』吉村仁さん追悼集刊行会 97-98 頁
9　 幸田正孝氏インタビュー（2018 年 5 月 23 日、筆者実施）
10　 前掲、吉村仁さん追悼集刊行会編（1988）『吉村仁さん』98 頁。
11　 小山進次郎氏追悼録刊行会編（1973）『小山進次郎さん』小山進次郎氏追悼録刊行会 256-257 頁
12　 医療保険基本問題対策委員会（1966）「医療保険抜本対策検討資料」（未公刊）。三谷宗一郎（2016）「医療保険政策をめぐるアイディア

の継承と変容」『年報政治学』2016（Ⅱ）237-260 頁。同委員会に廣瀬は保険局企画課長として、吉村は同課長補佐として参画している。
13　 老人保健法制定経過等に関する資料収集委員会編（1991）「老人保健法制定経過等に関する資料収集委員会記録」財団法人長寿社会

開発センター 30-31 頁。「特別対談　保険主義の王道～山本正淑さんと語る戦後社会保険史～第 2 回医療費問題の出現」『健康保険』
2002 年 56 巻 2 号 60 頁。幸田正孝（述）、印南一路、中静未知、清水唯一朗（2011）「国民皆保険オーラル・ヒストリーⅠ 幸田正孝〔元
厚生省事務次官〕」医療経済研究機構 96 頁。また筆者が 2019 年 12 月 23 日に実施した吉原健二氏へのインタビューにおいて、吉原氏
に医療保障総合審議室の報告書をご覧頂き、検討の初期段階において参照したものと同一の文書であることを確認した。
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