通常国会

検討を進め︑ 年度に実

安倍政権は今国会を﹁改革断行国会﹂と位置付け︑医療費削減を政策の主軸

画︒ 年度から５年間か

国庫補助の見直しも計

が加入する国保組合への

は

年度に導入する︒保

認める﹁患者申出療養﹂

承認薬などの混合診療を

患者の求めに応じて未

施する予定にしている︒

患者負担増計画に反対す

になる︒協会は︑政府の

の大波が押し寄せること

全世代にわたって負担増

ば︑若者から高齢者まで

関連法案が成立すれ

に据えている︒社会保障分野では年金や介護︑生活保護などの切り捨て政策が

〝受診危機〟
招く医療の大改悪
並ぶなか︑際立っているのが医療の負担増・給付減政策だ︒消費税増税による

16

財源は社会保障に回らず︑医療の大改悪が迫る︒相次ぐ患者負担増で治療をあ
︵ ％︶を所得水準に応じ

け て︑ 現 行 の 定 率 補 助
担 増 に 直 結 し︑﹁ 必 要 な

険外診療の拡大は患者負

今国会に突きつける︒署

いる︒多数の声を集め︑

紹介状なしに５００床

後期高齢者医療制度で
に跳ね上がる︒医師・歯
負担を徴収する︒今後︑

に５千円〜１万円の定額

３１︶まで︒

今号に署名用紙を同封

所得と資産

の格差拡大が

日本だけでな

く世界の資本

主義国の不安材料となっ

ている︒フランスの経済

学者・ピケティ氏の﹃

世紀の資本﹄の英語版が

ミリオン ・ セラー にな

り︑出版大国・日本で邦

訳︵みすず書房︶が話題

％または

％の

格差は所得または資産

を集めている︒

の上位

人たちが国の全所得また

の団体︑住民が対象年齢

の引き上げを求めてき

ピケティ氏は不平等に

は全資産の何％を占める

し︑懇談を重ねている︒

よる資本主義の危機はグ

かで数字化される︒

市民の声と運動が大きな

た︒毎年夏には社保協が

上︒２０１６年度からは

市への要請行動を実施

から実施する予定︒高校

避できると期待してい

寝屋川市は子ども医療

府内の子ども医療費助

る︒単一国での資産課税

ローバルな資産課税で回

成は︑１月１日時点で大

成果に結び付いた︒

子ども医療費助成をめ

はタックス・ヘイブンを

世界大戦を経験する︒そ

紀初頭に人類は初めての

世

治の延長として正当化さ

近代以前は︑戦争は政

正予算案に反映し︑７月

かにした︒３月議会の補

組みの中で成立している

はこのような国際的な枠

約束して降伏︒憲法９条

はポツダム宣言の履行を

装化を課したのだ︒日本

した日本に徹底した非武

て約１億５千万円を計

見なくなってしまい︑こ

を通してしか国際社会を

アメリカというプリズム

りだ︒ところが︑日本は

日軍事要求は強まるばか

戦終結後もアメリカの対

推進協議会を中心に多く

坦懐に世界を見れば︑日

秩序を目指すのか︒虚心

く︑平和で民主的な国際

宣言と憲法９条に基づ

固執するのか︑ポツダム

出しの力による秩序﹂に

ている︒

が中学卒業まで対象にし

本欄でも格差社会の弊

の﹃斜陽﹄に描かれた︒

族の落ちぶれ様は太宰治

る︒資産階級だった旧貴

分配が進み︑格差が縮ま

ャウプ勧告などで資産再
いけない︒
そのためには︑憲法９

し実効性が少ない︒

日本は１９４９年のシ

害を何度も指摘したが︑

ピケティ氏は格差と言わ

シアは昨年５月︑共同声

起こっている︒中国とロ

議申し立てをする動きが

アメリカの一極支配に異

どを歴任︒東京大学教養

局中国課長︑駐英公使な

約国際協定課長︑アジア

４１年生まれ︒外務省条

あさい・もとふみ

葉を使っているらしい︒

民主主義の根幹となる言

いうフランス革命以来︑

︶と
inegalite

明でアメリカの一極支配

学部教授などを経て︑２

ず に 不 平 等︵

を批判︒また︑戦後 年

しかし世界ではいま︑

求めて他国に資産が流出

条の元にある﹁ポツダム

のあまりにも残酷な結末

際秩序を目指さなければ

宣言﹂に立ち戻る必要が

本の進むべき道はおのず

れていた︒しかし︑

ある︒徹底した非軍事化

の異常さに気がつきえな

ければならない︒

と明らかだろう︒

ことを私たちは確認しな

戦争を規制する歩みを進

くなっている︒

に直面して︑国際社会は

ム宣言が示す方向こそ︑

めた︒ところが︑第２次

ポツダム宣言の先に道はある
世紀の国際社会

日本が

結論︵ポツダム宣言を含

著書に﹃すっきり！わか

学広島平和研究所所長︒

００５〜 年広島市立大

む戦後の国際秩序︶を変

る 集団的自衛権Ｑ＆

米国の支配に異議
アメリカは戦後︑冷戦

える動きに強い警鐘を鳴

に向けて︑第２次大戦の

構造の中で対日政策を転

らしている︒

世界大戦勃発を防ぎえな

換︒日米安保条約など日

かった︒
国際社会は︑この結果

本を思い通りに動かせる

で歩むべき最も望ましい

を踏まえて︑国連憲章で

憲法９条の枠組み

戦争を違法化し︑ポツダ

枠組みを整えてきた︒冷

本国憲法﹄ほか多数︒

Ａ﹄
﹃集団的自衛権と日
憲法９条が成立した歴

ム宣言で侵略戦争を起こ

アメリカ中心の﹁むき
史を振り返ってみよう︒

道だと考えている︒

１９

・民主化を定めたポツダ

阪市・堺市など

市町村

約２億円を予算措置する

ぐっては︑協会が幹事団

見込みだ︒
同市は国の緊急経済対

体を務める大阪社会保障

生を対象にした医療費助

策を活用し︑補正予算で

成は大阪府内で初︒
卒業から高校卒業へ引き

医療費助成の拡充分とし

費助成制度︵入通院︶の

上げることを 日︑明ら

対象年齢を現行の小学校

府内で初︑７月から実施予定

寝屋川市︑高卒へ拡充

らんでいる︒

名用紙の追加は事務局

る請願署名に取り組んで

きらめる〝受診危機〟の広がりが懸念されている︒

医療は保険で給付する﹂

て最小

以上の大病院を受診した

げ︑保険料を値上げする︒ という皆保険制度の大原

も７割軽減に縮小する︒

場合には︑治療費とは別

︵℡ ︱６５６８︱７７

影響は８６５万人に上

則を揺るがす危険性をは

り︑保険料は２倍〜 倍

政府の社会保障制度改
科医師など所得が多い人

公表した﹁医療保険制度
改革﹂の骨子︒医療費の
大幅削減に向け︑国民に
痛みを強いる項目が目白
押しになっている︒政府
は骨子を基に順次︑国会

暖化や食糧危機など地球
的な問題が山積してい
る︒このような 世紀的
状況のもとで︑戦争はも
はや国家間の紛争解決手
段ではあり得なくなって
いるのだ︒いまこそ︑憲
法９条の出番

安倍政権は

たちは大きなターニング

世界を見渡せば︑各国

昨年︑集団的

である︒

周年を迎え︑私

06

割軽減を廃止し︑最大で

％まで引き下

16

子ども医療

﹁力による秩序﹂と決別を
の政治・経済的な相互依

決別し︑新たな平和的国

うな﹁力による秩序﹂と

強行だ︒私たちはこのよ

も可能にする解釈改憲の

あり︑いかなる武力行使

参加しようとすることで

の起こす戦争に積極的に

定した︒これはアメリカ

容認を閣議決

自衛権の行使

ポイントに立っている︒

戦後

入院時の食事代の自己負担を
460円に引き上げ

21

16

は︑低所得者の保険料９

入院時食事代は５割増
﹁後期﹂
保険料は 倍も

13

32

革推進本部が１月 日に

10

2017年度

「ストップ患者負担増」を訴える請
願署名を同封しています。ご協力お願
いします。

14

に関連法案を提出し︑成

骨子の柱は患者負担増

立を図る構えだ︒

だ︒入院時の食事代は︑
現行の一食２６０円から

年度に４６０円へ

２０１６年度に３６０
円︑
段階的に引き上げる︒ １
カ月入院すれば１万８千
円の負担増となる︒対象
者は年間 万人に上り︑
年度には保険給付費を

2018年度

10

指導・監査による歯科の返還
金額（2013 年度）。指導実施件
数は1400件。厚労省資料から。

21

20

３億7300万

存関係が深まる一方︑温

国際政治学者
ん

今日の数字

望
さ

11

20

入院時の食事代の自己負担
を360円に引き上げ
紹介状なしに大病院を受診
した場合に治療費とは別に
５千円〜１万円の定額負担
患者申出療養の導入
医師・歯科医師などの国保
組合への国庫補助引き下げ
開始
写真提供＝連合通信社

2016年度

2015

12

10

展

浅井基文

70

約１２００億円削減す
る︒

http://osk-net.org/

医療保険制度「改革」に基づ
く主な患者負担増
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後期高齢者医療制度の保険
料軽減措置を縮小し、保険
料を２倍〜10倍に引き上げ
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