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3.15省エネルギー •省資源対策推進 

会議,5 %の石油消費節減対策を決 

定.

3.30「民事執行法」（競売法廃止）公 

布.

3.3!租税特別措置法改正法公布（医 

師優遇税制の手直し）.

4. 8都道府県知事・議員選挙（都知 

事に鈴木俊一,大阪府知事に岸昌当 

選・革新都•府政に幕）.

6.12「元号法」公布.

6.15総合エネルギー対策推進閣僚会 

議,石油消費節約対策の強化策等決 

定.

6.22「エネルギーの使用の合理化に関 

する法律」公布（10-1施行）.

6.28第5回先進国首脳会議,東京で 

開催.インドシナ難民問題で特別声 

明.6. 29世界的石油危機に対処する 

'東京サミット宣言'を採択.

7. 2「産地中小企業対策臨時措置法」 

公布.

7.11 東名高速道路焼津市日本坂トン 

ネル内で車5台玉突き衝突,炎上 

（死者7人,置去りの173台に延焼）.

7.17防衛庁,第5次防衛カ整備計画 

（中期業務見積り）を発表（自動警 

戒管制の近代化など）.

3.- 厚生省,共用データベース市区 

町村福祉総覧システム開発（都道府 

県別•市区町村別に人口,出生数, 

死亡数（死因別）,医療施設数,社 

会福祉施設数など約3500に分類され 

たデータ群を収録）.

4. 3インドシナ難民の定住対策につ 

いて閣議了解.

6. 8雇用保険法等改正法公布（日雇 

港湾労働者に雇用保険法を適用）.

6.14第87回通常国会閉会.健保法改 

正案,医療保険財政調整法案,薬事 

法改正案,医薬品副作用被害救済基 

金法案など審議未了 •廃案.

6.2!国際人権規約A規約およびB規約 

をわが国批准（8. 4公布）.

6.25厚生省,定住を希望するインド 

シナ難民に生活保護・国民健保の適 

用,老人•児童福祉施設への受入れ 

方針を発表.

7.13内閣にインドシナ難民対策連絡 

調整会議設置.

7.20政策推進労組会議,60歳定年実 

現のため,年功序列型賃金体系•退 

職金制度の見直しに柔軟に対応する 

方針を決定.

提出）.

3.1衆院社労委で,京都の十全会病 

院グループの株買占め事件審議（医 

療法人のあり方問題化）.

3. 6厚相•農相,中央薬事審議会に 

薬事法改正案要綱を諮問（医薬品の 

有効性•安全性確保を内容3.13答 

申）.

3.13厚生省,抗生物質（経口剤）の 

国家検定を廃止,国家検査に移行.

4.1 医務局管理課に監査指導室設置.

4. 9神奈川県,茅ヶ崎市での'徳州会' 

病院の建設を許可（年中無休• 24時 

間診療を掲げる）.

4.11環境衛生関係営業の運営の適正 

化に関する法律改正法公布（9.10施 

行.衛生施設の改善向上と消費者の 

利益保護）.

4.16 厚生省,ローファットミルク 

（部分脱脂孚L）等の規格基準を設定.

〇 厚生省,食肉等に残留する抗菌性 

物質の規制を強化（乳及び乳製品の 

成分規格等に関する省令,食品添加 

物等の規格基準改正）.

4.一厚生省,精神衛生社会生活適応 

施設整備費,精神衛生センターにお 

ける酒害相談事業費を予算化.

5.16田辺製薬,国の指示に従い東京 

地裁で東京スモン訴訟の原告患者 

433人と和解書に調印.補償約65億 

R.
5.28ポリエチレン製器具,自動販売 

機等の規格を制定.

6.14医薬品副作用被害救済基金法案, 

薬事法改正法案,審議未了 •廃案.

6.22厚生省,難病対策として,アミ 

ロイドージスを公費負担の特定疾患 

治療研究の対象とすることを決定 

（10.1実施）.

6.29厚生省,弁当及びそうざいの衛 

生規範を制定.

7.1 医務局国立病院課に国際医療協 

カセンター設置準備室設置.

7. 2訪中した橋本厚相,日中医療協 

力で中国衛生相と意見交換（がん, 

循環器系疾患,環境衛生,東洋医学 

•漢方薬で協力.相互の医療視察団 

派遣で合意）.

7.16中央薬事審議会,歯科口腔用剤 

・ホルモン剤・肝臓障害用剤・消化
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3.13社会保険庁と自治労のトップ交 

渉で'年金オンライン計画’について 

確認書交換.

4.1文部省,養護学校教育義務制を 

実施

4.1!第2次藤木訴訟,東京地裁判決 

（請求棄却,訴訟費用は生活保護の 

対象ではない）.

＞厚生省,精神薄弱者通所援護事業 

実施要綱を施行.

4.- 厚生省,精神薄弱児施設等入所 

児童の処遇と就学機会の確保につい 

て通知.

＞厚生省,心身障害者扶養保険制度 

の改正を通知.

4. 4年金相談センターを中央年金相 

談室に改組.

4.18年金制度基本構想懇談会,わが 

国の年金制度の改革の方向 長期的 

な均衡と安定を求めてと題する報告 

書を厚相に提出（老齢年金の支給開 

始年齢を段階的に65歳に引上げ,保 

険料の段階的引上げ,30年後には現 

行の2倍,制度間の財政調整などを 

提言）.

5. 6国際児童年記念'国際児童フェス 

ティバル',こどもの国において開 

催.

5. 8戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（生別,死別による再婚 

解消妻の対象拡大）.

6. 5厚生省,障害者福祉都市,20市 

を指定（人口10万以上の市を対象.

福祉サービスの体系的実施,心身障 

害児の早期療育,市民啓発など）.

5.11自民党,医療保険財政調整法案 

の議員提案を決定（被用者保険の医 

療給付に必要な財・政の一元化.廃 

案）.

5.29国民年金法等改正法公布（8.1施 

行.年金額の引上げ,特例スライド 

3. 4%）.
6. 9農業者年金基金法改正法公布 

（7.1施行.国民年金の物価スライド 

に準じた給付額の改定,後継者の加 

入救済措置等）.

7.1 国立身体障害者リハビリテーシ 

ヨンセンター,所沢市に設立.

＞社会局更生課に,国立身体障害者 

リハビリテーションセンター整備室 

設置（準備室を改称）.

7.11厚生省,心身障害児総合通園セ 

ンターの設置について通知.

＞ 厚生省,精神薄弱者福祉ホームの 

設置および運営について通知. 

7.1 社会保険庁計画課にオンライン 

業務室設置.

の見送り,長期•高額治療の患者負 

担免除の廃止,賃金総額の1%相当 

の特別保険料の設定を実施（医療費 

支出の伸びを国内総生産の伸びと合 

わせる方針）.

12. 28 「社会保障の財政諸施策に関する 

法律」制定（拠出の増大と医療費の 

抑制を目的.退職金に対する疾病保 

険料の創設,65歳以上で働く被保険 

者の老齢保険料設定,薬局•製薬会 

社等の例外的支出制度など多くの施 

策を想定）.

（西独）1.1重度障害者の年金支給開 

始年齢を1歳引下げ61歳からとする.

6.-  所得税法および母性保護法を改 

正,「母親休暇法」を制定（産前6 
週間,産後8週間の母親休暇制度を 

設け,ほかに4カ月の有給休暇も認 

め出産手当などの免税措置をとる）.

7.-  「母子（父子）家庭児童の扶養 

保障に関する法律」制定

12.15「疾病保険の保険者の賃金管理に 

関する法律」制定（疾病保険の運営 

資金,準備金および管理資産を事業 

遂行に必要なところまで制限する）•

（伊）12. 31 各州で国民保健サービスが 

実施できるよう,地域の保健単位を 

組織（従来の疾病金庫,共済組合を 

すべて廃止）.

（国際）1.10第63回WHO執行理事会ジ 

ユネーブで開催（〜1.26）.日本人 

の中嶋宏博士が西太平洋地域事務局 

長に指名される.

6. 6 ILO第65回総会（〜6. 27）,条約 

152号「港湾労働における職業上の 

安全および衛生に関する条約丄153 
号「路面運送における労働時間およ 

び休息に関する条約」採沢

7. 20国連難民会議ジュネーブで開催.

9. 7モスクワで国際児童年世界会議 

（〜9.11）.
10.26 WHO,アフリカのエチオピア, 

ソマリア,ケニアの天然痘消滅を機 

として,天然痘の地球上よりの根絶 

を確認（翌198〇. 2 WHO理事会承認, 

5月の総会で完全根絶宣言）.

12.17国連第34回総会,国際障害者年 

のテーマを'完全参加と平等'に改め, 

「国際障害者年行動計画」を採択.

12.18国連総会,婦人差別撤廃条約採 

択.

-OECD,社会問題局に医療問題を
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& 7 '東海大地震'に備える地震防災対 8. 7雇用審議会,昭54〜60年度まで

器官用剤の再評価結果を厚相に答申 

（肝臓疾患用剤を中心に87品目の承 

認取消）.

7.26厚生省とスモンの会全国連絡協 

議会,スモン問題の全面解決を目指 

す議事録確認（年内に患者全員にー 

時金支給,地裁ごとに患者の認定・ 

鑑定作業を促進）.

8. 3 厚生省,肝炎研究連絡協議会

策強化地域を指定（9. 7地震防災基 の雇用政策の指針となる第4次雇用 （慢性肝炎の予防・治療法の確立）

本計画公表）. 対策基本計画を原案どおり答申（昭 を発足させる.

&10閣議,新経済社会7カ年計画を 60年度の完全失業率を1.7%に抑制, 8.14厚生省,PCN （ポリ塩化ナフタ

決定（8. 3経済審議会答申.経済成 週休2日制,労働時間を欧米先進諸 レン），HCB （ヘキサクロ ロベンゼ

長率（実質年平均）5. 7%と想定. 国並みの水準に,60歳定年制の一般 ン）を特定化学物質に指定.

'新しい日本型福祉社会'の実現をめ 化など）. 8.30公衆衛生審議会,昭60年の日本

ざす. 8. 9人事院,国家公務員の60歳定年 人平均一人1日当たり栄養所要量を

＞経済企画庁,『経済白書』〈すぐれ 制度導入の総裁書簡を政府に提出. 厚相に答申（食塩の適正摂取量10g
た適応力と新たな出発〉を発表. 8.10第4次雇用対策基本計画,閣議 以下）.

8.30第88回臨時国会召集（9. 3開会式, 決定. 8.31 政府,薬事2法案（薬事法の-

9. 7解散). ＞人事院,週休2日制（4週5休） 部を改正する法律案および医薬品副

!＞ 大平首相,衆•参議院本会議で, 導入を勧告. 作用被害救済基金法案）を第88回臨

昭59年度赤字国債解消を目標に掲げ, 時国会に再提出.

増税の必要を強調（9. 26一般消費税 

の昭55年導人を断念）.

9. 6会計検査院,日本鉄道建設公団 9.20社会党 真の福祉確立のための 9.10厚生省,都道府県に覚せい剤乱

のカラ出張•ヤミ手当などの不正経 福祉政策を発表. 用防止推進員の設置を通知.

理を追及. 9.28公明党,1980年代の医療基本政 9.15スモン訴訟で原告と被告,和解

9.19公正取引委,日本建築家協会に 策を発表（医療保険の整備・統合, により訴訟を終わらせる基本方針に

対し独禁法違反と審決（初めて同法 診療所と基幹病院の機能分担,診療 ついて合意（確認書調印）.

を自由業に適用,医師•税理士会に 報酬体系の整備）.

波紋）.

10. 2東京税関,KDD社員の1億円の 10.19厚相,老人保健医療制度の創設 10.1「医薬品副作用被害救済基金法」

脱税を摘発. につき私案を発表（40歳から保健対 公布・施行・薬事法改正法公布（医

10. 7第35回衆議院議員総選挙（白民 策,70歳以上の老人医療の財源を各 薬品再評価制度の法制化）.

248,社会107,公明57,共産39,民 医療保険制度で財政調整し共同負 10. 7 東京都,心臓病の休日救急医療

社35,新自ク4,社民連2,無所属 担). を行う,心臓循環救急医療事業（C
19.自民党,無所属10人を追加公認 CU）をスタート.

し過半数を維持）. 10.15特別認可法人医薬品副作用被害

10.12閣議,三井グループのイラン石 救済基金発足（昭55. 5.1業務開始）.

油化学コンビナート計画へ政府出資 10.16滋賀県議会,琵琶湖の富栄養化

を決定. 防止条例可決（リンを含む合成洗剤

10.28木曾御岳山,有史以来初めて噴 

火.

10.30第89回特別国会召集（11.14開会 

式,11.16閉会）.

11.9第2次大平正芳内閣成立（厚相

の使用禁止など）.

11.30厚生省,昭54年版『厚生白書』 H. 8厚生省,食品衛生法に基づく表

野呂恭一）. ＜日本の子供たちーその現状と未来〉 示指導要領を制定.

11.1?物価問題関係閣僚会議,物価対 を発表. 11.22厚相,生活環境審議会に有害物
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7.27厚生省,クレチン症検査を先天 

性代謝異常検査に追加.

7.— 全社協,父子福祉対策要綱を策 

定.

扱うプロジェクトチームを設置.加 

盟各国と国際機関の資料,情報の収 

集を行った（12月,専門家会議も開 

く）•

8.1国際児童年記念,政府主催一世 

界と日本のこども展,愛知県長久手 

町で開幕（〜& 31）.入場者127万人.

8.17厚生省,昭53年度の政管健保の 

決算を発表（126億円の黒字,暖冬 

により風邪の流行のないためと説 

明）•

10.20国際児童年記念'児童福祉シンポ 

ジウム',愛知県で開催.

9. 3社会保険審議会厚生年金部会, 

厚生年金制度改正に関する意見を厚 

相に提出（厚生年金（老齢年金）の 

支給開始を現行の60歳から65歳に遅 

らせる構想は厳しい雇用情勢を考え 

慎重にすべき,遺族年金を欧米並み 

の7割に引上げ,子持ちの未亡人の 

年金の改善,各年金制度の財政状況 

を横断的に検討する年金数理委員会 

の設置など）.

9.26国民年金審議会,国民年金制度 

の改正について意見書を厚相に提出 

（保険料引上げの必要性,夫婦月額 

9万円年金など）.

10.1厚生省保険局に,専従の医療指 

導監査官2人を新設.

10.18社会保障制度審議会,高齢者の 

就業と社会保険年金と題する建議書 

を首相に提出（65歳まで高齢者の雇 

用確保,65歳以上は年金受給,新税 

を財源とする全額国庫負担の基本年 

金と拠出年金の2階建て方式など）.

11.20中央社会福祉審議会,養護老人 

ホームおよび特別養護老人ホームに 

係る費用徴収基準の当面の改善にっ
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策の総合的推進決定（公共事業抑制, 

便乗値上げ監視,石油節約など）.

11.26第90回臨時国会召集（翌日開会 

式,12.11閉会）.

11.30閣議,昭55年度の国債発行額を 

昭54年度当初比1兆旧減と決定（予 

算案に先行した国債減額決定）.

12. 6日中文化交流促進協定署名.

12.14会計検査院,昭53年度決算報告 

で中央官庁•公団等の'公費天国’を 

指摘.

12.19財政制度審議会,昭55年度予算 

編成に対する財政再建建議を蔵相に 

提出（昭55年度国債発行額を1兆円 

減額するための行政簡素化,福祉・ 

文教など幅広い歳出の節減合理化策 

による財政再建を要求）.

12.20民法および民法施行法改正法公 

布（身体障害を準禁治産宣告の要件 

から廃止,民法法人の監督強化等）.

12.2!第91回通常国会召集（翌年1.25 
開会式,5.19閉会）.

12.25 「許可•認可等の整理に関する法 

律」公布.

12.28昭55年度以降の行政改革計画 

（その1,翌日その2）の実施につ 

いて閣議決定（特殊法人の統廃合, 

地方支分部局・附属機関等の整理, 

公社・現業等の合理化）.

この年,第2次石油危機で国際 

収支87億5400万ドルの赤字.

質を含有する家庭用品の規制基準の 

改正について（洗浄剤等3物質の基 

準追加）を諮問（12.3答申）.

12.10財政制度審議会,老人医療費無 

料制度の一部有料化,児童手当の見 

直しなど9項目の歳出削減,合理化 

を要望.

12.21 総理府,高齢者問題について分 

析した初の『高齢者問題の現状』と 

題するいわば'高齢化社会白書'を発 

表.

12.29政府,臨時閣議で昭55年度一般 

会計予算案を決定（社会保障関係費 

8兆1357億円,前年度比6. 7%増）.

12.18「角膜及び腎臓の移植に関する法 

律」公布（昭55. 3.18施行）.

12.27厚生省,昭53年度国民栄養調査 

の結果を発表（太り過ぎ女性の減少, 

肉類・牛乳•乳製品の摂取量が伸び, 

食生活は欧米型に）.

昭和55年

1.1!総合エネルギー対策推進閣僚会 

議,7 %の石油消費節減対策を決定・

2.22経済審議会,7カ年計画見直し 

を報告（平均成長率（実質）を5.7 
%から5. 5 %に修正）.

2.20 厚生省,食品,添加物等の規格 

基準改正を告示（過酸化水素の使用 

基準改正）.

2. 厚生省,原爆被爆者2世健診を 

開始.

1422



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険

いてを厚相に意見具申（年収25万以 

上の所得者から応分の費用徴収を提 

言）.

11. - 全社協ポランティア活動振興懇

談会,ボランティア活動振興のため 

の提言.

12.15国立身体障害者リハビリテーシ 

ヨンセンター開所式挙行.

12. - 厚生省,こどもの国協会の社会

福祉法人化を決定.

12. 9社会保険審議会船員保険部会, 

船員保険の年金制度の改正に関する 

意見を厚相に提出.

12.2!厚生省,昭55年度年金制度改革 

の最終方針をまとめる（20年後に65 
歳から年金支給,モデル年金13万 

6000円,遺族年金に寡婦加算新設）.

12.-国家公務員等共済組合法改正法 

公布（退職年金の支給開始年齢を55 
歳から60歳に1〇〜15年かけて引上 

げ）•

この年,心身障害児総合医療療 

育センター設置（事業を日本肢体不 

自由児協会に委託）.

〇 母子保健総合医療センター設置.

昭和55年

1.3厚生省,児童健全育成調査の概 

要発表（母乳による育児の増加）.

1.- 社会経済国民会議,'社会福祉施 

策の新理念一福祉の日常生活化をめ 

ざして'を発表.

2.22厚生省,保育所における障害児 

の受入れについて通知.

2.- 厚生省,身体障害者全国調査を 

実施（全国の18歳以上の身障者197 
万7000人（人口比2.4%）,昭45.10 
調査より5〇. 5%増）.

1.22社会保険庁,新しい事務処理方 

式（前期計画）を開始（社会保険庁 

と各社会保険事務所をオンラインで 

結び,年金に関する問合せに対応）.

1.25政府,公的年金関係閣僚懇談会 

で,厚生年金の65歳支給開始を見送 

る方針を決定（当面,共済年金の60 
歳支給を定着化）.

2. 8社会保険審議会,厚生年金およ 

び船員保険法改正の諮問案について 

答申を厚相に提出（遺族年金の改善 

など年金額引上げは了承,65歳支給 

計画は雇用や官民格差に障害ありと 

して見送りを求める意見多数と並列 

答申）.

2. 9国民年金審議会,国民年金法改 

正案につき答申（将来にわたる適正

4.17 IMF,中国加盟承認,台湾脱退.

6.22第6回主要国首脳会議開催（ヴ 

エニス•サミット）.

9.2!イラン,イラク全面戦争に発展.

（英）5•—「1980年社会保障法第1部」 

制定（前年の'補足給付の改革'に関 

する白書の内容を盛り込む.また年 

金給付につき,物価か賃金か受給者 

に有利な指標によるスライド制を物 

価スライド制に変更）.

7. 一 「1980年社会保障法第2部」制定 

（短期給付における所得比例部分の 

廃止.ストライキ参加労働者の家族 

に対する補足給付の減額）.

&ー 「1980年保健サービス法」制定 

（地域保健当局を廃止し,国民保健
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3.17産業構造審議会,’80年代の通産 

産業政策を答申（経済大国の国際的 

貢献,資源小国の制約克服などを提 

言）.

3.19物価問題閣僚会議,電気•ガス 

料金の大幅値上げ了承と,当面の物 

価対策の決定（公共事業執行の抑制, 

省資源対策推進など）•

3.3! 所得税法改正法公布（グリーン 

カード制度の昭59.1.1実施予定）.

＞「過疎地域振興特別措置法」公布 

（過疎地域市町村1119）.
4. ?国会法改正法公布（衆議院常任 

委員会18 （公害環境・科学技術特別 

委を昇格））・

4.25貿易の技術的障害に関する協定 

受諾（5.25発効）.

3. 6公衆衛生審議会精神衛主部会, 

老人の精神病棟に関する意見を提出 

（老人精神病棟の必要性,建築基準 

等）.

3.22中央薬事審議会,消化器官用剤 

の再評価結果を厚相に答电
3.24厚生省,全国環境衛生営業指導 

センターを指定（営業指導の強化と 

消費者の苦情処理.4.1〜昭6〇. 4.1 
までに逐次都道府県の指導センター 

も指定）.

4. 5水道環境部計画課に地域計画室 

の設置.

5.1日米科学技術研究開発協力協定 

署名.

5.16衆議院本会議,社会党提出の大 

平内閣不信任案を全野党賛成,自民 

党非主流69人欠席で可決（5.19衆議 

院解散）.

5.1?民法および家事審判法改正法公 

布（昭56.1.1施行.配偶者の相続分 

50%.寄与分制度,審判前の保全処 

分など新設）.

5.22公立義務教育諸学校の学級編成 

及び教職員定数の標準に関する法律 

改正法公布（40人学級）.

5.24日本オリンピック委員会,モス 

クワ•オリンピック不参加決定.

5.26 「明日香村における歴史的風土の 

保存及び生活環境の整備等に関する 

特別措置法」公布.

5.2?情報提供に関する改善措置等に 

ついて閣議了解.

5.28日中科学技術協力協定署名.

〇 「農地利用増進法」公布（9.1施 

行）.

5.29「国際捜査共助法」公布.

5.1「犯罪被害者等給付金支給法」公 

布.

5. 9民法および家事審判法の一部改 

正成立（配偶者の法定相続分が3分 

の1から2分の1になる）.

5.10建築物における衛生的環境の確 

保に関する法律改正法公布（ビル管 

理事業の登録制,登録業者•団体の 

指定制）.

5.13公正取引委員会,千葉市•豊橋 

市医師会の新病院開設,ベッド増床 

制限は,独占禁止法違反と認定し排 

除を勧告.

5.21 水俣病熊本第3次訴訟提訴（国, 

県,チッソ株式会社を相手取り,損 

害賠償を請求）.
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な給付水準のあり方を考究すべき）.

2.12社会保障制度審議会,政府の年 

金改正の諮問案に対して厚相に答申 

（厚生年金の65歳支給計画につき, 

雇用政策,年金の官民格差是正,支 

給年齢前の早期支給制度の新設,積 

立金の管理運用の改善などの配慮な 

しと現状での法改正に反対）.

2.-厚生省,差額ベッド解消のため 

に,特に差額ベッドの多い私立大学 

病院への指導強化を通知.

3.25総理府に国際障害者年推進本部 

設置・

3.3!戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（勤務関連事後重症者に 

障害年金を支給）.

3.一 大型有料老人ホーム・向陽会サ 

ンメディック倒産（厚生省,直ちに 

有料老人ホーム問題懇談会を発足）.

＞厚生省,児童福祉施設最低基準を 

改正（自閉症児施設新設）.

4.1厚生省,WHOの勧告で周産期の 

定義統一化に際し,母子健康手帳を 

改定（妊娠期間に満周数の表現追加, 

先天性代謝異常検査,1歳半健診の 

項目追加）.

4.26厚生省社会局老人福祉課長,老 

人保護措置費の国庫負担の取扱いに 

ついて通知.

4.10農業者年金基金法改正法公布 

（5.16施行.離農給付金の実施期間 

の延長等）.

4.-住友商事,企業年金制度の大改 

革により月額30万円（退職金の年金 

化と厚生年金との合算額）の年金制 

実施

5.19衆議院解散により,健康保険法 

改正案,厚生年金保険法等改正案な 

どすべて廃案.

5.30国鉄共済組合年金財政安定化の 

ための研究会（国鉄総裁の私的諮問 

機関）,国鉄共済年金の財政危機解 

決策を提案（電電公社,専売公社な 

どの企業体や国家公務員共済年金と 

の統合• 一元化が最適）. 

サービスの機構を簡素化.私立病院 

の病床数を規制する保健サービス委 

員会を廃止.私的医療機関の発展を 

促す）.

（米）2.18 ILOに復帰.

・保健•教育・福祉省（DHEW） 
改組され,現在の厚生省（DHHS） 
となる（教育省も別途新設）.

（仏）1.— 医療費抑制のための3つの 

政令を公布（被保険者自己負担分の 

第三者補塡の禁止.高額,長期の医 

療で自己負担がなかった25種の病気 

以外に,長期•高額の医療であれば 

自己負担を軽くする.病気休職中の 

被保険者の監督強化などを規定）.

7.1?寡婦保険制度制定.

（西独）8.— 「税軽減および家庭生活促 

進に関する法律」制定（児童手当額 

の引上げ）.

12.- 疾病金庫連合会と連邦保険医協 

会との間で1981年1〜6月,暫定的 

に診療報酬を4%引き上げる契約締 

結.

-社会扶助法改正（給付の改善,盲 

人の社会復帰の拡大,特別な社会困 

難のための扶助制度の導入など）.

〇 児童を持つ家庭に対し児童養育費 

控除を税制で認めた.

（伊）1.1「国民保健サービス法」によ 

り,すべての国民が疾病保険の強制 

適用対象となる.

2. 29法律により,年金の自動調整を 

年2回,1.1と7.1に行うこととなる.

（スウェーデン）1.-1976. 7に創設さ 

れた部分年金が,自営業者にも適用 

拡大（この結果,この制度はすべて 

の経済活動従事者をカバー）.

ー 「ソーシャルサービス法」制定.

（国際）5.- WHO,天然痘根絶宣言採 

択.

7.14 コペンハーゲンにおいて国連婦 

人の10年,1980年世界会議を開催 

（〜7.31）.
10.- OECD, 1980年の社会政策会議 

を開催（バンニレネック事務総長, 

社会の新しいニーズや指向に効率よ 

く対応していけるよう社会政策を設 

計し直す必要があるとの見解を発 

表）.
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5.30「石油代替エネルギーの開発及び 

導入の促進に関する法律」公布•

5.31 大平首相,東京虎の門病院に入 

院.6.12心筋梗塞で死去（70歳）.

6. 2対イラン新規輸出契約に貿易管 

理令を発動（米国の対イラン経済制 

裁強化要請に応じEC各国との協調 

措置）.

6.22第36回衆議院議員総選挙・第12 
回参議院議員選挙（初のダブル選挙. 

自民党安定多数獲得.衆議院;自民 

284 （36増）,社会107,公明33,民 

社32,共産29,新自ク12,社民連3, 
無所属7.参議院;自民69,社会22, 
公明12,共産7,民社5,社民連1, 
諸派2,無所属8）.

7.17第92回特別国会召集（7.22開会 

式,7. 26閉会）.

＞鈴木善幸内閣成立（厚相斎藤邦 

吉）•

&15経済企画庁,『経済白書』〈先進 

国日本の試練と課題〉を発表.

8.19新宿駅西口で,京王帝都バスに 

ガソリンによる放火事件発生.

8.29定住構想推進連絡会議,40圏域 

のモデル定住圏計画決定.

9. 5経済対策閣僚会議,総合経済対 

策決定（景気と物価を同等に〈両に 

らみ〉方針）.

9.19斎藤厚相辞任,園田直就任.

9.29第93回臨時国会召集（10.3開会 

式,11.29閉会）.

6.17厚生省,省内に老人保健医療対 

策本部設置（本部長ハ木事務次官）.

7. 9厚相,老人保健医療制度の新設 

とその財源として老人福祉税（目的 

税）構想を発表.

7.13全国町村会,老人医療費の増大 

にともなう自治体財政の圧迫を打開 

するため,新しい老人保険医療制度 

構想を発表（制度別建てで65〜69歳 

7割• 70歳以上10割の医療給付,保 

健サービスは地方自治体が担当.財 

源として老人保健医療税新設）.

7.17日本代表高橋展子,（国連）婦人 

差別撤廃条約に署名（コペンハーゲ 

ン）.

8. 7人口問題審議会,最近の出生率 

低下は短期的で,出生の基調は大き 

く変化していないとする報告書を厚 

相に提出.

8.30現代総合研究集団,年金,医療, 

社会福祉の改革案を盛り込んだ'福 

祉社会の実現のために’と題する提 

言を発表（基礎年金の導入,診療委 

託方式による登録医制度の採用）•

9. 5厚生,労働両省間で,次官,局 

長級の定期協議スタート・

9. 7厚生省,同省老人保健医療対策 

本部が検討している老人保健医療制 

度についての第1次試案を発表（制 

度別建て,国•地方自治体•各保険 

制度の共同負担方式,70歳以上に医 

療給付・40歳以上に保健サービス, 

所得に応じた一部負担）.

9.19犯罪被害者等給付金支給法施行. 

以前の通り魔犯罪の被害者等に対す 

る特別支出金の支給,閣議決定・

6. 2 WHO西太平洋事務局・厚生省主 

催の，アルコール関連問題の予防 

およびコントロールに関する対策会 

議'閉会.

6.20ポリ塩化ビニリデン製器具等の 

規格を制定.

7.1 厚生省,麻痺性貝毒等を含む食 

品の規制基準等を定める.

7.3! 厚生省,種痘を定期の予防接種 

より削除

8.14中央薬事審議会,血液用剤・精 

神神経用剤•外皮用剤•循環器官用 

剤・鎮痛剤・歯科口腔用剤・ホノレモ 

ン剤の再評価結果を厚相に答申（心 

臓疾患用剤69品目の製造・販売承認 

の取消し）.

&16厚生省,「医薬品の製造管理及び 

品質管理規則」を制定.

9. 2斎藤厚相と武見日本医師会会長, 

医薬品の効能書を現行の病名表示か 

ら薬理作用重視の方向に改正を確認.

9.1!名古屋地裁,住民の新幹線差止 

め（減速）請求を棄却（公共的役割 

を優先）.

＞埼玉県警,富士見産婦人科病院理 

事長を無免許診療で逮捕（不必要な 

臓器摘出手術など乱診・乱療が判 

明）.

9.20厚生事務次官,医療機関に対す 

る指導監査の徹底を通達（全国一斉 

に病院（8600カ所）の臨時総点検を 

指示）.

9.22 わが国から韓国にコレラワクチ 

ンを緊急輸出（韓国に10年ぶりのコ
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11.- 国連総会において'国際飲料水供 

給と衛生のioカ年計画'の発足を宣 

言.

-国連総会,国際開発戦略を採択.

6.—社会福祉関係職員資格問題懇談 

会発足.

7.14厚相,児童手当制度の改革構想 

を発表（税法上の児童扶養控除を廃 

止しそれを原資に児童手当を全児 

童に拡大）.

7.26厚生省,心身障害児（荀施設 

地域療育事業実施要綱を施行.

7.- 厚生省,養護•特別養護老人ホ 

ームに新しい費用徴収制度壇入.

7.1 厚生省・社会保険庁,医療費通 

知実施を通知.

8.1厚生省,2月実施の第6回身体 

障害者実態調査結果を発表（18歳以 

上の身障者197万7000人（人口比2. 4 
%）,肢体不自由57%,視覚障害17 
%,聴覚障害16%,内部障害10%）.

&12中央心身障害者対策協議会,国 

際障害者年事業のあり方について首 

相に意見具申.

&19政府の国際障害者年推進本部, 

国際障害者年事業の推進方針を決定

9.1社会福祉法人恩賜財団母子愛育 

会,総合母子保健センター開所・

9.10中央児童福祉審議会,児童手当 

制度の基本的あり方について意見具 

申（児童手当と税の扶養控除との統 

合,第1子からの支給など）.

9.30 '南太平洋戦没者の碑'竣工なら 

びに追・|卓式実施（パプア•ニューギ 

ニア,ラパウルに建立）.
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昭和55年(1980)

背 景 社会保障一般 衛生。医療

10.1中小企業事業団,新エネルギー 

総合開発機構設立.

10.3!農政審議会,1980年代の農政基 

本方向,農産物の需要と生産の長期 

見通しを答申（食糧の安全保障•価 

格政策再検討）.

11.7税制調査会,財政体質改善上の 

税制方策を答申（大型消費税の導入 

を示唆）.

11.2!「農住組合法」公布（市街化区域 

内農地の宅地化促進策）.

11.25「自転車の安全利用の促進及び自 

転車駐車場の整備に関する法律」公 

布.

11.28 紺綬褒章等の授与基準について 

閣議決定.

12. 5「臨時行政調査会設置法」（第2 
次臨調）公布.

12. 8政治資金規正法改正法公布（政 

治家個人への政治資金の規制）.

12.22第94回通常国会召集（翌年1.26 
開会式,6. 6閉会）.

12.2?「日本国有鉄道経営再建促進特別 

措置法」公布（赤字ローカル線切捨 

てなど）.

10.1国勢調査実施人口1億1706万 

396A,うち外国人66万8675人（産 

業別就業者割合:第1次産業1〇・9%, 
第2次産業33.5%,第3次産業55. 4 
%）•

11.?閣議,冷害被害対策として天災 

融資法•激甚災害法の発動を決定.

11.28厚生省,昭54年度『厚生白書』 

＜高齢化社会への軟着陸をめざして〉 

を発表.

12. 6失対事業制度調査研究会,失対 

事業の終息の報告書を労相に提出.

12.12社会保障制度審議会,老人保健 

医療対策について基本的な考えをま 

とめ,厚相に中間答申（保健サービ 

スは原則として公費負担,医療給付 

は国,地方自治体,各医療保険制度 

で共同負担,70歳以上原則無料の見 

直し,医療費の支払方式の再検討や 

ムダ排除）.

12.19財政制度審議会,老人医療の有 

料化・児童手当•福祉年金などの所 

得制限強化•教科書有料化等を内容 

とした建議を蔵相に提出.

12.29政府,閣議で,昭56年度政府予 

算案を決定（社会保障関係費は8兆 

8369億円,対前年度比7. 6 %の増）.

レラ発生）.

9.29厚相,生活環境審議会に,大都 

市圏域における廃棄物の広域的処理 

に関する基本方策についてを諮問.

9.30厚生省,医療に関する国民の信 

頼を回復するための検討委員会を設 

置（医療行政を根本的に洗い直すた 

めのプロジェクトチーム）.

9.—厚生省,カンボジア難民医療援 

助のための国立病院等救援医療チー 

ム派遣（〜12月）.

10.15廃棄物などの投棄による海洋汚 

染防止条約,批准書寄託.

10.26厚生省,救急医療実態調査を実 

施（昭52年度から進めてきた体系的 

な救急医療体制の実態把握のため）.

10.2?医道審議会,今後は悪質な医療 

費の不正請求を処分対象とし,免許 

取消しや医業停止の処分を行う方針 

を決定.

10.30 厚生省,イガイに残留するディ 

ルドリンの暫定的規制値を設定（〇.1 
Ppm）.

11.10厚生省,医療相談コーナーの設 

置を都道府県に通知.

11.15生活環境審議会,大都市圏域に 

おける廃棄物の広域的処理に関する 

基本的方策について厚相に答申.

11.19第1回全国歯科保健大会開催 

（神奈川県）.

12. 6臨床検査技師,衛生検査技師等 

に関する法律改正法公布（昭56. 3. 6 
施行.衛生検査所の任意登録制が義 

務登録制となる）.

12.11原爆被爆者対策基本問題懇談会 

（厚相の私的諮問機関）,厚相に意見 

書提出（原爆被爆者に対する措置は, 

広い意味の国家補償・他の戦争犠牲 

者との均衡に留意）.

この年,自動車生産台数1104万 

2884台に達し,台数で米国を抜き世 

界第1位となる.粗鋼生産量1億 

1141万トンで,米国を抜き資本主義 

国で第1位となる.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

10.1厚生省,先天性代謝異常児に対 

する特殊ミルクの供給体制整備事業 

を創設.

10. 7政府,第91回通常国会で廃案と 

なった健康保険法改正案,厚生年金 

保険法等改正案を政府原案のまま国 

会に提出.

10.31厚生年金保険法等改正法公布 

（6.1適用・加給年金額の引上げ,寡 

婦加算の創設）.

11.28「こどもの国協会の解散及び事業 

の承継に関する法律」公布（昭56. 
4.1施行）.

12.一武蔵野市,老人の有償在宅サー 

ビス事業を発足（正式の公社設立は 

昭56. 4）.

12.10健康保険法等改正法公布（昭56.
3.1一部施行.4.1全部施行.家族入 

院8割,外来7割で,平均給付率は 

88.6%,初診時一部負担（本人）800
R,入院時一部負担1日500円など）.
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昭和55・56年（1980・81）

＞労働者の実質賃金,初めてマイナ 

ス（月26万3386円.名目+7%.実 

質一1%）.消費者物価指数8.0%上 

昇

昭和56年

1.6閣議,2月7日（日露和規条約 

調印日）を'北方領土の日’と決定

3.1!「国鉄経営再建特別措置法施行 

令」公布（赤字ローカル線77廃止を 

規定）.

3.16第2次臨時行政調査会（第2臨 

調.会長土光敏夫）初会合（小さな 

政府,増税に頼らぬ実現可能の改革 

案作成で一致）.

3.17経済対策閣僚会議,景気拡大策 

7項目,物価安定策3項目の総合経 

済対策決定.

3.20 神戸市主催神戸ポートアイラン 

ド博覧会（ポートピア’81）開幕 

（〜9.15）.
4.18日本原子力発電敦賀発電所で高 

度の放射能漏れ発見.

4.22 インドの修道女マザー・テレサ 

来日.

4.23鈴木首相,閣議で昭57年度予算 

編成で各省の伸び率をゼロにする方 

針を表明（防衛費は別枠）.

1.21中央労働基準審議会,'労働時間 

の特例の廃止について'を答申（商 

業•サービス業の9時間労働制を8 
時間労働制に移行）.

1.25定住構想基本問題研究会（国土 

庁計画•調整局長の私的諮問機関） 

高齢化と地域政策分科会,高齢化社 

会に対応した国土政策と題する報告 

を発表（良質な賃貸住宅の供給,給 

食やホーム•ヘルプ•サービス休制J 
の整備）.

2. -厚生省統計情報部,電子計算機

をACOS900に切替え（電子計算機 

の機能向上を図り,端末機も増設し, 

本格的なタイムシェアリング処理が 

行えるようになる）.

3. 5厚生省,昭55年の人口動態統計 

を発表（死亡順位の第1位,脳卒中 

からがんに交替）.

3.24最高裁,日産自動車の定年差別 

訴訟で,女性差別は無効と判決.

3.27第4期住宅建設5カ年計画,閣 

議決定.

3.29国家公務員に週休2 ロ制（4週 

5休）導入.

3.30東京地裁,父系優先血統主義の 

国籍法を合憲,帰化で補完の判决. 

mo厚生省,深海魚のアブラソコム 

ッを有毒食品と通知.

1.21 厚生省,後従靱帯骨化症を医療 

費公費負担の治療研究対象疾患に指 

定.

1.2?厚生省と京都府,十全会の赤木 

孝双岡病院長に対し,理事会から赤 

木一族の総退陣,不動産売買の解消 

など14項目の改善策を勧告・

2.16厚生省,食品,添加物等の規格 

基準改正を告示（器具及び容器包装 

の規格基準の全面改正）.

2.-北里大学,東海大学医学部で入 

学にからむ寄付金募集が問題化.

3.10厚相,社会保険審議会に老人保 

健法案要綱を諮問,翌11日社会保障 

制度審議会にも諮問（老人医療費無 

料化制度を廃止,低額の自己負担金 

を徴収）.

3.11 厚相,医療法改正案要綱を社会 

保障制度審議会に諮問（自治体ごと 

の地域医療計画の策定,医療法人に 

対する指導監督の強化など）.

3.25厚生省,水道水中のトリハロ メ 

タンについて制御目標値を設定（〇.1 
mg/Z以下）.

4.1 厚生省,「第10改正日本薬局方」 

を告示•施行.

4. 3厚生省,再利用水を原水とする 

雑用水道の水洗便所用水の暫定水質 

基準等を設定.

4.10社会保障制度審議会,医療法改 

正について答申（基本となるべき国 

の医療政策が明確でない）.

4.22職親制度検討委員会,精神障害 

者職業参加促進制度に関する中間報 

告を厚相に提出.

4.25社会保険審議会,老人保健法に 

ついて厚生省の諮問を大筋で認める 

答申を厚相に提出（患者一部負担は 

大筋合意,診療報酬支払方式は現行 

の出来高払いを見直すなど）.社会 

保障制度審議会,同法案を原則で認
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和56年

1.1 首相,'国際障害者年を迎えて' 

と題する声明発表.

1.- 全社協,国際障害者年における 

社協活動推進要綱実施（障害者マッ 

プ作り,ふれあい広場運動）-

＞厚生省,国際障害者年推進本部設 

置.

2.— 厚生省,ベビーホテルの事故多 

発化に当たり,都道府県に一斉点検 

を指示.

3. 2第1次中国残留日本人孤児の肉 

親捜しのための訪日調査開始.

＞厚生省社会局長,社会福祉主事資 

格認定講習会の指定基準の一部改正 

について通知.

3.20社会福祉法人こどもの国協会, 

設立認可.

3.28 'ビルマ平和記念碑'竣工ならび 

に追悼式実施（ビルマ,ラングーン 

市チャンドウ日本人墓地内に建立）.

4.1社会福祉法人こどもの国協会発 

足（特殊法人こどもの国協会解散）.

4.25戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（準軍属の範囲拡大（義 

勇隊開拓団員）など）.

1.28大蔵省理財局長の私的懇談会と 

して,年金資金懇談会を設置（厚生 

年金,国民年金の資金運用について 

被保険者,拠出者の意見を聞くた 

め）•

4. 6厚生省,三菱商事と味の素の30 
万円年金制度を4.1付で認可.

4.24郵便年金法改正法公布（年額最 

高72万円の終身年金創設）.

7.20第7回主要先進国首脳会議（才 

タワ・サミット）.

10.22初の南北サミット開催（メキシ 

コ）.

（英）1.-「1981年社会保障法」により, 

4月以降被用者保険の本人の保険料 

1%引上げ,国民保険に対する国庫 

負担は18%から14. 5%に削減.

-1974年ファイナー委員会（片親家 

庭の総合施策を提言する委員会）の 

勧告に基づき無拠出の片親手当を創

（米）1.9政府,重症の植物人間の'死 

の権利’につき,治療するかどうか 

は病院の諮問委員会に任せると従来 

の姿勢を譲歩させる新規則を発表.

8.131981年予算調整一括法により, 

社会保障法は大幅な制限を受け,予 

算も削減（メディケア関係では,ア 

ノレコール解毒治療施設サービスの廃 

止（入院患者のサービス廃止）.在 

宅保健給付の作業療法の制限,補足 

的保険給付の患者負担の増,看護経 

費の削減,病院への給付の制限,在 

宅保健給付の経費率の引下げ,末期 

腎臓病患者への給付制限,自動車保 

険がある場合,メディケアは2次的 

支払い者となることなど）.

— Health Manpower Amendments 
of1981により,国立医療部隊が縮 

小されるとともに,家庭医養成策が 

とられた.

（仏）5. 8 政令により老人に対する在 

宅医療看護の認可および費用負担の 

要件を定める.

11.10政府,1981〜82年度の社会保障 

の制度改善計画と当面の財政対策を 

発表（家族給付,最低年金の引上げ, 

年金支給開始年齢の引下げ,失業保 

険給付の終了者への疾病給付の拡大 

など）.

（西独）12. 3 「第2次疾病保険費用抑
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

5.1日米,乗用車対米輸出自主規制 5.25「障害に関する用語の整理のため

めたうえで,患者一部負担,保険外 

負担に配慮を求める答申を提出.

4.30総理府の薬物乱用対策推進本部, 

新たな覚せい剤乱用対策実施要綱を 

決定.

4. -聖隸福祉事業団,浜松市三方原

病院に末期ガン患者を収容するホス 

ピス病棟を開設.

5. 6経済団体と民間企業,海外邦人

で合意（昭56年度は年間168万台に の医師法等の一部を改正する法律」 医療促進協議会を設立（海外で働く

制限）. 公布（〈つんぼ•おし•盲〉を改め 日本人とその家族の保健医療体制の

5. 7閣議,サウジアラビア石油化学 る）. 整備）.

の日本側出資分の45%を政府出資と 5. 8厚生省,健康食品（クロレラ）

決定. 中の含有物質に初の指導基準制定.

5. 8鈴木首相とレーガン大統領,日 5.19厚生省,下痢性貝毒検査法を都

米共同声明発表（'同盟関係’を初め 道府県に通知.

て明記）. 〇厚生省,医療法改正案の第94回通

5.1!「財政運営に必要な財源の確保を 常国会への提出を断念.

図るための特別措置に関する法律」 5.26厚生省公衆衛生局長,感染症サ

公布. ーベイランス事業の実施について通

5.12在日米軍と海上自衛隊の合同演 知.

習,10年ぶりに秋田県沖で開始（米 

艦,漁船のはえなわを切断,問題 

化）.

5.1？米元駐日大使ライシャワー,核 

積載米艦船は日本に寄港していると 

発言,問題化.

5.18園田厚相,外相に.後任に村山 

達雄就任.

6.1 新「銀行法」公布（国債の窓口 6. 5参議院本会議,難民の地位に関 6. 9原子爆弾被爆者に対する特別措

販売・大口融資規制•ディスクロー する条約を承認（国内関連法案可 置に関する法律改正法公布（8.1施
ジャー（経営内容開示）・年1回決 決）.10. 3加入書寄託.10.5公布. 行.医療特別手当,原爆小頭症手当

算などを新規定）. 昭57.1.1発効. の新設,医療手当の廃止）.

6. 5政府,昭57年度予算のゼロ -シ 6.11国家公務員法改正法公布（60歳 A 「公衆浴場の確保のための特別措

ーリングを決定（ただし防衛費は7. 定年制度導入）. 置に関する法律」公布（昭57. 4.1施
5% 増）. 6.17社会経済国民会議,医療費の適 行）.

6・8通産省,テクノポリス（高度技 正化と老人医療制度の改革を発表. 〇廃棄物処理施設整備緊急措置法改

術集積都市）の建設候補地16地点を 正法公布.

決定. 6.10 「広域臨海環境整備センター法J
6. 9商法改正法公布（昭57.10.1施行. 公布（廃棄物の海面埋立てによる処

株主総会の運営改善,監査役の権限 理とこれによる港湾の整備）.

強化,総会屋への利益供与禁止な 〇 厚生省,生肉等に対する着色料の

ど）. 使用を禁止.

6.1!食糧管理法改正法公布（通常時 > 厚生省,食品,添加物等の規格基

の米穀通帳廃止,贈答自由化）. 準改正告示（プロピレングリコール

6.22臨時行政調査会,第1•第2特 および天然着色料使用基準設定）•

別部会報告を了承（老人医療無料制 6.1!医療関係者審議会歯科医師部会,

廃止,教科書有償化,国家公務員定 歯科医師国家試験について意見書提

員5 %削減,3公社の民営化など財 出（医師部会と同趣旨）.

政合理化）. 6.19公衆衛生審議会,'結核の健康診

6.25大蔵省,銀行行政の自由化•弾 断の実施方法について咎申.

力化の実施細目を発表（国際業務規 6.20調理師法改正法公布（調理技術

制の緩和）. 審査制度（専閃調理師制度）の創 

設）.

>厚生省,乾燥食肉製品の規格基準
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

5.- 岡山県吉備高原都市に保健福祉 

の村誕生（全国初の重度身体障害者 

の福祉農園,障害者多数雇用の工場 

など）.

5. 8厚相,保険使用薬の薬価基準を 

6.1より平均18. 6%引き下げること 

を9日付官報で告示.

5.25国民年金法等改正法公布（8.1施 

行.年金額の引上げ.扶養義務者の 

所得に比較的余裕のあるとき,改定 

額の一部を支給停止）.

6. 3参議院でベビーホテル対策に関 

する5項目の附帯決議を可決（無認 

可保育施設の基準の設定,指導監督 

の実施 長時間収容の子どもを乳児 

院,養護施設に収容,働く母親の環 

境改善など.6. 28衆議院でも決議）.

6. 6厚生省,ベビーホテル一斉点検 

結果の概要を発表.

6. 8有料老人ホーム問題懇談会,有 

料老人ホームの健全育成と利用者保 

護に関する当面の改善方策について 

発表.

6.1!母子福祉法改正法公布（昭57. 4.
1施行.母子福祉法を母子及び寡婦 

福祉法と改称.寡婦についても母子 

家庭の母と同様の福祉措置.寡婦福 

祉資金の貸付け等を規定）.

6.15厚生省,ベビーホテル緊急対策 

で3大都市の指定保育所に夜間延長 

保育など指示.

6.22幼稚園および保育所に関する懇 

談会,幼保一元化は困難と文部,厚 

生両相に報告. 

6.1 厚生省,医療費の平均8.1% （医 

科& 4%,歯科5.9%,調剤薬局3. 8 
%）引上げと薬価基準の18.6% （医 

療費影響率6.1%）の引下げを実施 

（昭53. 2以来の改定）.

6. 2社会保険労務士法改正法公布 

（昭57. 4施行,大臣免許から法定団 

体への登録制に変更）.

6.12 「難民の地位に関する条約等への 

加入に伴う出入国管理令その他関係 

法律の整備に関する法律」公布（昭 

57.1.1施行.国内居住の外国人に対 

し国民年金を適用）.

6.23企業年金研究会（座長村上清）， 

厚生省に企業年金改革の研究結果を 

報告.

制法」公布（診療券の発給を四半期 

ごとに1枚とする（現行は何枚でも 

発給）.軽微な医薬品は全額自己負 

担.処方せん料1剤1マルクを医薬 

品の20%,最高4マルクとする.正 

常分娩の入院日数短縮.保険医の診 

療報酬引上げ率の制限などの16項目. 

1982.1.1実施）.

12. 一「病院医療費抑制法」制定（病院 

需給計画の見直し,公費助成の効率 

化,入院費算定方法の改善など11項 

目）.

（伊）1.1医療費の増大に対処して, 

不可欠といえない一定の薬剤量のー 

部負担の引上げ（平均!6%, 7.1よ 
り23%, 9. 28より3. 3%引上げ）.

1.-  病院勤務医,待遇改善を要求し 

てストライキ.

-国民保健サービスの支出削減のた 

め,開業医（家庭医）の報酬引上げ 

を凍結,医師養成費の削減など実施. 

法律により,各保健単位の支出を抑 

制し赤字を縮小するため,各州は独 

自の抑制策をとることができるよう 

になった.

（スウェーデン）7.-保険診療におけ 

る薬剤費の一部負担を最高25クロー 

ネから30クローネに引上げ・

（オーストラリア）9.11981年保健法 

改正法により,ナーシングホームで 

の慢性疾患に対する給付は,一定水 

準まで国が責任を負うこととなる.

（国際）5. 4第34回WHO総会ジュネー 

ブで開催（〜5. 22）.日本,WHO執 

行理事会の理事国に選出される（〜 

1984年）.

5.12 EC共同体の閣僚理事会,移動労 

働者の社会保障上の権利取得を,自 

営層をふくむ全国の移動についても 

認めることを正式に採択した.

6. 3 ILO第67回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 24）.移住労働者の年金通 

算条約の改正を行い,移民労働者の 

社会保障の権利の保全を徹底・条約 

156号「男女労働者特に家族的責任 

を有する労働者の機会均等および均 

等待遇に関する条約」採択.

ー 国連総会において国際障害者年を 

決議.

1433



昭和56年(1981)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

7.1放送大学学園設立. 7.- 現代総合研究集団,福祉社会の

設定.

6.26厚相,生活環境審議会に,有害 

物質を含有する家庭用品の規制基準 

の改正について（防虫加工剤,溶剤 

など3物質の基準追加）を諮問（7. 
8答申）.

6.29医療関係者審議会医師部会,医 

師国家試験の改善について意見書を 

厚相に提出（常設の専閃機関の発足, 

試験問題のプール制導入,秋の試験 

の廃止）.

7.1厚生省,感染症サーベイランス

7.10第2臨調,行政改革に関する第 実現のために一年金•医療・社会福 事業を実施

1次答申〈緊急提言〉提出（7.17対 祉の改革に関する提言. 7.24薬物乱用対策推進本部,覚せい

処方針閣議決定,政府声明発表）. 剤問題を中心として緊急に実施すべ

8. 4石炭鉱業審議会,第7次石炭政 8.18同和対策審議会,今後における

き対策を発表.

8. 7公正取引委員会,各地区医師会

策を答申（国内炭年産2000万トンを 同和関係施策について意見具申（中 の新規開業規制や自由診療の報酬協

目標）. 間). 定は独禁法違反の恐れありとして全

8.14経済企画庁,『経済白書』〈日本 国の医師会に通告・

経済の創造的活力を求めて〉を発表. > 中央薬事審議会,痔疾用剤•消化

8.25行財政改革に関する当面の基本 器官用剤・循環器官用剤・呼吸器官

方針（行財政改革大綱）閣議決定 用剤・眼科耳鼻科用剤の再評価結果

（補助金の整理,行革一括処理法案 を厚相に答申.

の作成,新定員削減計画）. 8.14中央薬事審議会,丸山ワクチン

9.1! 政府,第6次定員削減計画で国 9.17難民一時庇護センター設置,閣

につき'対がん有効性は確認できな 

い’と結論,異例の引き続き試験必 

要と意見を附し答申.

9.24厚生省,漬物の衛生規範を制定.

家公務員を5年問で5%削減の方針 議了解

を閣議決定. 9.18社会保障制度審議会,厚生年金,

9.24第95回臨時国会召集（翌日開会 共済年金など各種公的年金の国庫負

式,11.28閉会). 担削減や児童手当の所得制限改定は

10.1住宅•都市整備公団設立.

現下の状況ではやむをえないとし, 

厚相に答申.

10. 2厚生省,DDT,ディルドリン,

10.16北炭夕張炭鉱ガス突出事故. アルドリン,エンドリンを特定化学

10.19福井謙一博士,ノー-ル化学賞 物質に指定.

受賞決定（12.10受賞式）. 10. 9 京都市議会,全国初の空き缶回

11.5所得税法施行令改正公布（グリ 11.20国家公務員等退職手当法改正法

収条例可决（昭57. 4.1施行）.

11.27 第5次廃棄物処理施設整備計画,

ーンカード制の運用緩和）. 公布（退職手当の減額）. 閣議決定（昭56〜60年度）.

11.7稲山訪欧経済使節団帰国し,通 >地方公務員法改正法公布（定年制 > 第5次下水道整備5カ年計画,閣

商摩擦対応策の緊急性を首相に進言. 導入）. 議決定（昭56〜60年度）.

11.30鈴木内閣改造（厚相森下元晴）. 11.24厚生省,昭55年版『厚生白書』 > 第3次都市公園等整備5カ年計画,

〈国際障害者年,完全参加と平等を 閣議決定（昭56〜60年度）.

12. 4「行政改革関連特例法」公布.

めざして〉を発表.

12.10同和対策審議会,今後における 12.1 在韓被爆者の渡日治療に関する

12.16経済対策閣僚会議,市場開放, 同和関係施策について意見具申（最 合意書を厚生省と韓国保健社会部と
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

7. 2厚生省,無認可保育施設に対す 

る指導基準を設定

7.10第2次臨時行政調査会第1次答 

申（児童手当については,公費負担 

による支給を低所得世帯に限定する 

等制度の抜本的見直しを行う）•

7.17身体障害者福祉審議会,今後に 

おける身体障害者福祉を進めるため 

の総合的方策に関し厚相に中間報告・

7.27厚生省,夜間保育実施について 

通知.

8.24厚生省延長保育特別対策実施 

要綱を通知（10.1実施.ベビーホテ 

ル問題の受皿対策として,午後10時 

頃までの夜間保育のモデル的実施. 

午後7時頃までの保育時間の延長）.

8. 4社会保険審議会厚生年金保険部 

会,第2次臨時行政調査会の第1次 

答申について論議（厚生年金給付に 

対する国庫負担の削減,年金物価ス 

ライド実施時期の繰下げ,社会保険 

事務費の国庫負担の廃止案には反対 

で一致）•

9.16 'ニューギニア戦没者の碑'竣工 

ならびに追悼式実施（パプア・ニュ 

ーギニア東セピック州ウェワクに建 

立）.

9.17日経連,育児休業制度法制化反 

対決議（企業負担増のため）.

9.17社会保険審議会厚生年金部会, 

厚生年金の国庫負担の削減はやむを 

えないものとして了承との答申を厚 

相に提出.

11.28政府,毎年12月9日を'障害者の 

日’と決定.

11.12社会保険審議会厚生年金部会, 

厚生年金制度の抜本的見直しに着手 

（課題は,老齢年金の支給開始年齢 

の引上げ,保険料の引上げ,給付水 

準の切下げなど）.

12.10中央社会福祉審議会,'当面の在 

宅老人福祉対策のあり方について'
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昭和56・57年(198!・82)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

輸入促進等対外経済対策5項目決定. 終). の間で締結.

12.2!第96回通常国会召集（翌年1.25 12.28政府,昭57年度政府予算案を決 12.21 茨城県議会,霞ケ浦の富栄養化

開会式,8. 21閉会）. 定（社会保障関係費9兆109億2700 
万円,対前年度比2.9%増）.

防止条例可決（昭57. 9.1施行）.

—— この年,財政再建元年.

> 死因,'がん'が昭26年来1位の脳 

卒中を抜き第1位（昭57年がん死17 
万97人で死者総数の24%）

A 財団法人健康•体力づくり事業財 

団設立.

昭和57年

1.30経済対策閣僚会議,非関税障壁 1.8中央薬事審議会,放射性医薬品

の改善策・市場開放問題苦情処理推 ・X線造影剤•外皮用剤・循環器官

進本部の設置を決定. 用剤・消化器官用剤•ビタミン等代 

謝性製剤についての再評価結果を厚 

相に答申.

〇歯科技工法一部改正法公布（4.1 
施行.都道府県知事免許から厚生大 

臣免許となった）.

2. 8 ホテル•ニュージャパン火災 2.1 東京地裁,クロロキン剤の眼障

（防火設備の欠陥ホテルに非難集中）• 害訴訟（昭50年）で国・6製薬会社

2. 9日航機,羽田空港前の海面に墜 •医療機関の過失を認め,賠償支払

落（機長の異常操作が原因）. いを命ずる（双方控訴）.

2.10 臨時行政調査会,第2次答申 2.16 厚生省,食肉および魚介類に二

（許認可等の整理合理化）を提出. コチン酸等の使用を禁止.

A厚生省,清涼飲料水の成分規格を 

改正,金属缶•合成樹脂製容器包装 

の規格を制定.

2.24 厚生省,米国産のポツリヌス菌 

汚染サケ・マス缶詰の販売停止を指

3.29通産相,昭57年度対米乗用車輸 3.14国土庁,『過疎白書』を発表（過 3.1 大阪湾広域臨海環境整備センタ

出自主規制台数は前年と同様168万 疎地の老人人口14.5%,全国平均の —が設立される.

台と声明. 9 %を上回り,人口構成に不均衡あ 3.17医療問題専門家会議,基本提言

りと強調）. 書を厚相に手交（地域医療計画の推

3.15総理府統計局,昭56年の家計調 進,プライマリ・ケアの確立）.

査詳報で,勤労者世帯の手取り収入 3.29カネミ油症事件第2陣訴訟判決

が2年連続して各1%減っているの （福岡地裁,カネミ倉庫・鐘淵化学

は,税,社会保険料の増加によると 等に24億8900万円の支払いを命ずる.

分析. 国•北九州市は勝訴）.

3.31「地域改善対策特別措置法」公布 3.3!厚生省,GLP （医薬品の安全性

（同和対策事業特別措置法を継承・ 試験の実施に関する基準）を制定

発展）. （昭58. 4.1から実施）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

を意見具申（福祉サービスの対象を 

所得の高低にかかわらず全家庭に拡 

大.老人家庭奉仕員事業を課税世帯 

にも拡大し,費用負担制の導入を提 

言）.

12.18中央児童福祉審議会,'今後のわ 

が国児童家庭福祉の方向について’ 

を意見具申（年少人口の減少に対し, 

児童の健全育成対策を要請）•

—— この年,老人のための訪問サー

ビス事業開始.

＞国際障害者年.

昭和57年

1.23中央社会福祉審議会,生活扶助 

基準における男女差について意見具 

申（消費支出の男女差接近,女性の 

社会的進出により食費以外の経費が 

女性に多い）.

1.27中央心身障害者対策協議会,'国 

内長期行動計画の在り方について' 

を首相に意見具申.

2.26東京地裁,台湾人元日本軍兵士 

らによる戦死傷補償訴訟で請求棄却 

（補償を日本国籍所有者に限っても 

合憲と判決）.

2.-  社団法人全国有料老人ホーム協 

会発足.

2.10国民年金協会,国民年金制度改 

革に関する意見をまとめ厚相に提言 

（年金財源として大型間接税導入, 

サラリーマンの妻の強制加入,老齢 

福祉年金の物価スライド）.

3.23国際障害者年推進本部,今後10 
年間の'障害者対策長期計画'を決定 

（将来精神薄弱者の雇用の義務化, 

障害者の能力•適正に応じた大学へ 

の進学機会の確保,重度障害者を含 

む一般雇用の場の確保,授産事業の 

振興,住宅の整備などの推進）.

3.26中国残留日本人孤児問題懇談会 

発足（座長圓城寺次郎.孤児の養父 

母•妻子らの扶養問題などで提言）.

3.29身体障害者福祉審議会,'今後に 

おける身体障害者福祉を進めるため 

の総合方策’を答申（内臓機能障害 

者の障害者への追加,障害程度の等 

級評価の改善）.

3.17厚生省,唇顎口蓋裂患者の歯列 

矯正治療に健保適用（4.1実施）,ま 

た患者の自己負担を育成医療として 

公費で賄う•

6.4第8回主要国首脳会議開催（ベ 

ルサイユ・サミット）.

（英）4.1 住民約20万人を対象とした 

地区保健局の設置を施行,従来の地 

域保健局を廃止.

4.- 国民保険に対する国庫負担を14. 
5%から13%に引下げ,患者の一部 

負担引上げ（政府,患者負担率を現 

行3%から1984年に5%に引き上げ 

る方針）.

6. 一 「社会保障・住宅給付法」制定

（補足給付受給者への家賃補助,固 

定資産税の減額,低所得者への生活 

必要基準による支払基準に応じ補助・ 

法定傷病手当金制度の創設）.

7. - 国民保険の給付のうち出産一時

金（25ポンド）を従前の拠出制から 

無拠出制に改める.

10•一 外国人の国民保健サービス利用 

を有料化（ただしEC諸国民,相互 

協定のある国民,1年以上の在住外 

国人を除く）.

（米）9.  税公平,財政責任法などに 

より,1983〜85年の間の3年間に歳 

出削減のため,メディケアに対する 

診療報酬支払方式の変更,メディケ 

イドの保険料引上げ,PSR〇に代わ 

ってPRO （同僚審査機構）の設置. 

1983.10実施.

12. 2 米国ユタ大学医療センターで, 

世界で初めての永久心臓移植手術.

（仏）1-16大統領令により,政府と企

1437



昭和57年(1982)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

4.1500円硬貨発行.

>日本医師会会長選挙,反武見派の 

花岡堅而当選（25年在任の武見太郎 

引退）.

5.28経済対策閣僚会議,市場開放対 

策を決定（関税率引下げ,輸入検査 

手続等の改善,輸入制限緩和など）.

> 「南極地域の動物及び植物相の保 

存に関する法律」公布.

6.1!経済審議会長期展望委員会,2000 
年の日本を発表（20年間実質4 %の 

成長率を想定.高齢化問題対策の必 

要性強調）.

6.23東北新幹線（大宮一盛岡間）開業.

7. 9閣議,昭58年度予算概算要求枠 

を今年度予算額の5%削減とする方 

針を決定（初のマイナス•シーリン 

グ）.防衛費など例外増額.

〇公衆電気通信法改正公布（10. 23 
施行・原則許認可制から原則自由へ 

変更）.

7.23九州北西部•山口県に豪雨.長 

崎市の死者行方不明299人.県西彼 

杵郡長与町で雨量1時間187ミリ 

（最多記録）.

> 「行政事務簡素合理化法」公布 

（355法律を改正・廃止）.

>国防会議,昭58年度から昭62年度 

までを対象とする中期業務見積り 

（56中業）について了承.

7.26中国政府,日本の歴史教科書の 

記述について申入れ（8. 3韓国政府 

も同様の申入れ.教科書問題）.

7.30第2臨調,行政改革に関する第 

3次答申（基本答申）を鈴木首相に 

提出（国鉄•電電・専売3公社の分 

割•民営化.国土庁と北海道•沖縄 

両開発庁の統合などを示し,増税な 

き財政再建を建議）.

4.1 総理府,同和対策室を地域改善 

対策室と改称•

4. 6大臣官房政策課新設.

4.17高齢化社会研究委員会,高齢化 

社会の基本問題に関する研究をまと 

める（近い将来65歳定年制を導入し 

本人の能力や希望によって70歳まで 

働けるような体制をとる）.

5.1!経済審議会長期展望委員会,国 

民生活,労働,雇用,産業社会の三 

つの報告書で,高齢化社会に適合す 

る経済社会システムの早期確立を提 

言.

5.25勤労者財産形成促進法改正法 

（財形年金制度創設）を公布（10-1 
施行）.

5.29第2次臨時行政調査会第1部会, 

報告まとめる（社会保障には個人の 

自助努力を求める,医療費適正化と 

医療保険制度の合理化,年金制度の 

改革等高齢化社会への対応などを提 

言）.

6.25青少年の非行防止対策について, 

閣議決定.

>総理府に非行防止対策推進連絡会 

議設置.

6.30総理府に,戦後処理問題懇談会 

発足（恩給欠格者,シベリア抑留者, 

在外資産補償の3問題）.

7.16「障害に関する用語の整理に関す 

る法律」公布（10.1施行.〈不具・ 

奇形•廃疾・白痴者〉を改める）.

7.23社会保障長期展望懇談会,'社会 

保障の将来展望について’と題する 

提言をまとめ厚相に手交（人口の高 

齢化,経済成長率の低下で社会保障 

の全面見直しが必要・厚生年金給付 

は,被保険者の平均標準報酬の6割 

程度,年金保険料率は23%を上限, 

医療保険を含めて39%を限度とす 

る）•

4.1 厚生省,献血手帳の様式を改正 

（預血的運用を解消）.

> 厚生省,地域改善対策トラホーム 

予防事業の実施について通知.

4.12 厚生省,クマ肉の生食によるト 

リヒナ症（旋毛虫症）の発生防止を 

通知.

5.1 厚生省,医薬部外品・化粧品・ 

毒物および劇物について通関手続を 

簡素化（貿易摩擦問題の一環）.

5.12厚主省,発生原因不明の脳血管 

疾患'ウイルス動脈輪閉塞症’（モヤ 

モヤ病）を医療費の公費負担の対象 

となる難病に追加

5.17厚生省,食肉製品,魚肉ねり製 

品の規格基準を改正（非加熱食肉製 

品を追加）.

> 厚生省,輸入食肉の衛生証明書記 

載事項を簡素化.

6.2! 新潟水俣病第2次訴訟提訴（国, 

昭和電工を相手取り損害賠償を請 

求）.

6.30厚生省,日本抗生物質医薬品基 

準を全面改正.

7. 8厚生省の新医薬品の薬価算定に 

関する懇談会,新薬の薬価算定にっ 

いて報告書をまとめる（国際的な価 

格水準,動向の考慮,新薬開発促進 

のための薬価の傾斜配分）.

7.10公衆衛生審議会,'今後の結核患 

者管理の在り方について'答申・

7.20厚生省•自治省消防庁,救急の 

日（毎年9月9日）,救急医療週間 

を定め救急医療の普及啓蒙を図るこ 

とを決定.

7.23「トラホーム」予防法,寄生虫病 

予防法,性病予防法改正法公布（卜 

ラホームの医師の患者届出義務の廃 

止,治療施設の必置規制の廃止）.
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4.1障害者対策推進本部を設置.

> 母子福祉法の一部を改正する法律 

を施行,寡婦も母子家庭に準じた取 

扱いになる.

4.13戦没者を追悼し平和を祈念する 

日について閣議決定（毎年8月15日）.

4.26厚生省,介護を必要とする在宅 

老人家庭への有料家庭奉仕員事業要 

綱を都道府県に通知.

6.24青少年問題審議会,'青少年の非 

行等問題行動への対応'を政府に答 

申・

6.25青少年の非行対策について,閣 

議決定.

7. 7最高裁大法廷,堀木訴訟（改正 

前の児童扶養手当と障害福祉年金の 

併給禁止を憲法違反として提訴）の 

上告を棄却（憲法第25条の生存権は 

国の責務を宣言したに過ぎない）.

7.-厚生省児童家庭局長,無認可保 

育施設に対する指導監督の実施にっ 

いて通知.

5.20第2臨調第2部会,報告まとめ 

る（政府に年金担当大臣を設置,早 

急に改革に着手,昭58年度末までに 

成案を得て実施）.

7. 9厚生年金基金連合会企業年金研 

究会,今後の企業年金のあり方につ 

き報告書（公的年金と企業年金相互 

の役割分担,給付水準引上げのため 

被保険者も負担など）.

7.14共済年金基本問題研究会,共済 

年金のあり方についての報告書をま 

とめ蔵相に手交（公企体職員共済年 

金と国家公務員共済年金を一本化, 

保険料の引上げ,給付水準の引下げ, 

物価スライド制の再検討など提言）.

業との間に,雇用の創立についての 

連帯契約制度が発足（1983. 9.1まで 

に労働時間を短縮して,新しい雇用 

制度を生み出した企業に対し,社会 

保障各部門の企業負担保険料の一部 

または全部を政府が負担する）.

3. 26 大統領令により,1983. 4.1から 

被保険期間が37. 5年以上で60歳に達 

した者に対し,最も賃金の高かった 

10年間の平均賃金額の50%を完全年 

金として支給（高齢労働者の早期引 

退を促進するため）.

（西独）1-1社会保障一般の費用抑制 

の下で,児童手当額を引下げ.

>1982年年金調整法施行（公布1981. 
12）.年金調整の方法は1978年以前 

の自動調整法に戻り,過去3年間の 

一定算定基礎の平均上昇率により自 

動的に引上げ.

（伊）2. 2緊急政令により,家族手当 

を支給する扶養家族の範囲を定め, 

子と配偶者に所得制限を設定

（スウェーデン）1•一 寡婦の労働力化 

と自立を促すため寡婦年金廃止,代 

わりにリハビリテーション給付を採 

用.

〇年金基本額の消費物価指数による 

自動調整を停止（年金基本額1年間 

据置き）.

6. 30「保健医療サービス法」を制定, 

1983.1.1実施（医療サービスの効率 

化•合理化を図るため,一般病床を 

減らし,長期療養ベッドを増やし, 

精神病床は減少,オープンケアを拡 

大,また在宅ケア,予防医療の拡大, 

病院機械化の抑制などを進める）.

— 社会サービス法を施行（各コミュ 

ーンに社会サービス委員会設置,住 

民の生活援助の創意,組織,運営の 

自由裁量権を与える.従来の老人ホ 

ームをサービス付生活ハウスと改 

称）.

（国際）6. 2 IL〇第68回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 23）.条約157号「社 

会保障についての権利の維持のため 

の国際制度の確立に関する条約」 

（昭10年の条約48号の改正），158号 

「使用者の発意による雇用の終了に 

関する条約」を採択.

6. ?第2回国連軍縮特別総会開会（10 
S）, 9カ国1億人の反核署名簿提
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8.20経済企画庁,『経済白書』〈経済 

効率性を活かす道〉を発表.

8.24公職選挙法改正法公布（参議院 

全国区に拘束名簿式比例代表制導入. 

投票に政党名記入）.

8.26宮沢官房長官,歴史教科書につ 

いての政府見解を発表（政府の責任 

において是正すると表明）.

9.1「国公立大学における外国人教員 

の任用等に関する特別措置法」公布・

9.10 内閣に世界コミュニケーション 

年推進本部設置.

9.16鈴木首相,財政危機の実情を非 

常・緊急の事態として国民に負担増 

を記者会見で要請（財政非常事態宣 

言）.

9.24閣議,第2臨調基本答申を受け, 

行政改革の具体化方策〈今後におけ 

る行政改革の具体化方策について〉 

を決定（三公社の改革,昭57年度の 

公務員給与改定の見送り,年金•医 

療・農業制度の改革）.

10. 8経済対策閣僚会議,内需拡大・ 

不況産業対策•雇用対策を決定（不 

況産業対策としてアルミ地金の緊急 

備蓄買上げ）.

10.22 フランス政府,ビデオテープレ 

コーダーの通関手続受付をポワチエ 

1カ所に限定.

9.10厚生省に,老人保健部設置.

9.20給与関係閣僚会議,昭57年度の 

人事院給与勧告の実施見送りを決定.

11.2財政制度審議会第1特別部会, 

昭58年度予算での歳出削減抑制リス 

トに,生活保護•医療費•教科書無 

償制度・米価など32項目を挙げる.

11・6国際電気通信条約署名.

11.1!中央自動車道全線開通.

11.15上越新幹線（大宮一新潟間）開業.

11.26鈴木内閣総辞職.

＞第97回臨時国会召集（12. 3開会式, 

12. 25閉会）.

10.1厚生省,国民医療費適正化総合 

対策推進本部（本部長山下事務次 

官）を省内に設置.

10.--高齢化社会問題研究会,高齢化 

社会の雇用と生活一社会の活力維持 

へ向けての意見発表.

8. 2厚生省,食品衛生法施行規則を 

改正（臭素酸カリウムおよびBHA 
（ブチルヒドロキシアニソール）の 

使用基準改正）.

8.10中央薬事審議会,利胆剤•歯科 

口腔用剤・血液用剤・消化器官用剤 

・抗悪性腫瘍剤・外皮用剤について 

の再評価結果を厚相に答申.

＞中央薬事審議会,一般用医薬品で 

ある解熱鎮痛剤・かぜ薬についての 

再評価結果を厚相に答申.

8.1?「老人保健法」公布（昭58. 2.1施 

行.70歳以上の医療無料制廃止.外 

来月400円,入院1日300円（2カ月 

限）負担など）.

＞中央優生保護審査会を廃止し,公 

衆衛生審議会に統合.

9.1毒物及び劇物取締法改正法公布 

（10-1施行・シンナー等有機溶剤の 

乱用規制強化）.

9. 6厚生省,過疎地域等保健指導事 

業の実施について通知（対象地区を 

無医地区の周辺地域に拡大）•

＞厚生省,医薬品産業政策懇談会 

（今井賢一会長）を発足（医療機器 

産業に対する政策の推進）.

9. 8厚生省,人口30万人未満の市町 

村を対象に歯科在宅当番医制を発足 

（歯科医の休日夜間診療網の整備）.

9.18中医協,'薬価算定方式等の検討' 

について答申.

10.1 全国19カ所（海空港）の検疫所 

で輸入食品等の監視業務を実施.

＞ 予防接種法改正法公布・施行.

10. 9 厚生省のDNAに関する研究班, 

医療や保健分野での遺伝子工学の応 

用について提言.

10.22歯科医師国家試験制度改善委員 

会（昭57. 7設置）,中間報告を発表 

（試験問題のプール制導入,出題基 

準の作成など）.

10.25厚生省,医療用医薬品流通の改 

善に関する基本方針を策定（流通活 

動の高度化・効率化,流通当事者間 

の取引条件の改善,ルールの確立）.

11.12公衆衛生審議会,覚せい剤中毒 

者対策に関する意見を具申（覚せい 

剤中毒者の診断基準,入院医療の充 

実,適切なアフター •ケアの実施な 

ど）.

11.16 厚生省,おしぼりの衛生的処理 

等に関する指導基準を制定.

11.20日本ケミファ,厚生省への新薬 

申請データを捏造,鎮痛剤ノルベダ 

ンの製造許可受領が判明（12. 7. 80

1440



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

8. 6災害弔慰金の支給及び災害援護 

資金の貸付に関する法律改正法公布 

（災害障害見舞金制度の創設）.

8.20中央児童福祉審議会障害関係3 
特別部会合同会議,心身障害児 

（者）福祉の今後のあり方について 

厚相に意見書提出（基本理念に立ち 

返った施策の見直しを進めること）.

&26中国残留日本人孤児問題懇談会, 

中国残留日本人孤児問題の早期解決 

の方策について第1次報告（肉親捜 

しの計画的推進,養父母等の扶養, 

帰国後の定着化対策）.

&13国民年金法改正法公布（9.1施行・ 

年金額の引上げ,特例スライド4.0 
%）•

&23社会保険庁,政管健保の昭56年 

度決算は769億旧の黒字と発表.

出（12日）,米史上最大の反核デモ.

7. 26世界人口高齢化に対処するため, 

初の国連高齢者問題世界会議,ウィ 

ーンで開幕.

9. 6 ISSAのアジア•オセアニア地域 

会議,東京で開催（〜9.10）.14力 

国の代表,国内委員など200名出席, 

（退職者への給付,医療保障の問題 

点など討議）.

12. 3国連第37回総会,1983〜92年ま 

での10年間を'障害者の10年’と宣言 

し,障害者福祉を促進するための障 

害者に関する世界行動計画を全会一 

致で採択.

9.30 'ボノレネオ戦没者の碑’竣工（マレ 

ーシア,ラブアン市に建立）.

9.—厚生省,心身障害児家庭奉仕員 

の派遣事業について通知.

9.18中医協,薬価基準算定方式の見 

直しについて答申（薬価基準の毎年 

改定,従来の90%バルクライン方式 

の改善,薬価調査の充実）.

9.24行革大綱を閣議決定（医療費適 

正化対策の実施,医療給付水準など 

を含めた医療保険制度の見直し,医 

療従事者,公的医療機関の適正化な 

ど医療供給体制の合理化）.

10.1厚生省,家庭奉仕員派遣事業の 

対象拡大（低所得世帯に限定を廃 

止）と費用徴収制度の導入（家庭奉 

仕員3298人増員）を図る.

＞厚生省,父子家庭介護人派遣事業 

実施を通知（母子家庭を対象の介護 

人派遣事業を父子家庭に拡大）■

10.25厚相,社会保険審議会に,退職 

者医療制度の創設,5700億円の累積 

赤字を抱える日雇健保の見直しなど 

を包括諮問.

11.3 '82優生保護法改悪反対集会（東 

京,京都,大阪,札幌）.

11.20厚生省,'21世紀の年金'に関する 

有識者調査を実施（〜昭5&1）.
11.2! 厚生省,厚生年金と国民年金の 

昭59年統合を目指す'21世紀の年金 

を考える’を発表（公的年金に共通 

の基礎年金導入,所得比例部分を上 

乘せ,婦人の年金権保障,年金の給 

付虫準の見直し）•
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昭和57 • 58年(1982 • 83)

11.2?中曽根康弘内閣成立（厚相林義 

郎）.

12. 8産業構造審議会,構造不況の基 

礎素材産業の構造改善促進を通産相 

に提言.

12.28第98回通常国会召集（翌年1.24 
開会式,5. 26閉会）.

> 大蔵省,グリーンカード（少額貯 

蓄等利用者カード）交付申請開始時 

期を延期する政令公布（「所得税法 

施行令の一部を改正する政令の一部 

を改正する政令」）.

12.10厚生省 昭57年『厚生白書』〈高 

齢化社会を支える社会保障をめざし 

て〉を発表（医療費増大が避けられ 

ず制度改正は必至,年金給付の見直 

しもやむを得ないと指摘）.

12.14全日本民間労組協議会（全民労 

協）結成.

12.30政府,閣議で,昭58年度予算の 

政府案を決定（社会保障関係費9兆 

1396億円,対前年度比〇. 6 %増）.

日間業務停止）.

11.22公衆衛生審議会,老人の精神保 

健対策に関する意見をまとめ,厚相 

に提出（老人性痴呆症は予防と早期 

治療で発生を3分の1に抑制可能, 

相談員による訪問指導,保健所や社 

会福祉事務所に老人精神保健協議会 

設置などを提言）.

12. 7 第2次臨時行政調査会第2部会, 

省庁組織の再編,合理化について報 

告（国立病院•診療所は,難病,が 

ん,循環器病など高度疾病の研究・ 

医療施設,辺地医療の拠点施設に限 

定,その他は地方自治体,共済組合 

など民間団体へ委譲すべきと提言）.

12.29 中医協,老人保健制度の発足 

（昭58. 2実施）にともなう老人医療 

の診療方針,診療報酬について,厚 

生省原案のとおり答申.

この年,厚生省,精神障害通院 

患者リハビリテーション事業（いわ 

ゆる職親制度）を実施.

昭和58年

1.11中曽根首相訪韓（対韓経済協力40 
億ドルで合意）.

1.12日韓共同声明（新次元の日韓を 

確認）.

1.13経済対策閣僚会議,関税率引下 

げ•基準認証制度の見直し等対外経 

済対策を決定.

1.14内閣に基準•認証制度等連絡調 

整本部設置.

〇政府,米国の要請で武歸技術の供 

与を決定.

1.17中曽根首相訪米（1.18首相,日 

米は太平洋をはさむ運命共同体との 

認識を表明）.

1.24中曽根首相,施政方針演説で戦 

後史の転換点を強調.

1.30中曽根首相,赤字国債の昭59年 

度脱却は事実上できないと発言.

2. 4日本初の実用通信衛生'さくら2 
号a'打上げ.

2.12 日本・EC,ビデオテープレコー 

ダーのEC向け輸出自主規制合意.

>通産相,昭58年度対米乗用車輸出 

規制台数引き続き凍結（168万台） 

と発表（11.1,昭59年度は185万台 

と発表）.

2.28第2臨調,行政改革に関する第 

4次答申提出（総理府に行政改革推

1.13厚生省公衆衛生局長,保健所に 

おける精神衛生業務中の老人精神衛 

生相談指導について通知.

2.18医薬品産業政策懇談会,'わが国 

薬品産業におけるバイオテクノ ロジ 

一振興の基本方向について,を中間 

報告（研究開発基盤の整備,総合的 

な研究開発体制の確立,諸基準の整 

備）.

2.19 兵庫県でアオブダイによる食中 

毒発生.

2.25老人保健審議会,昭58年度の老 

人保健拠出金の加入者按分率は47%
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12.27厚生省,教護院における事故防 

止について通知.

12.28婦人議員懇談会,全員一致で優 

生保護法改正反対決議.

12.20国保問題懇談会,国保で高額医 

療費が発生した場合,都道府県単位 

で共同負担事業を行うべきであると 

の報告書をまとめ厚相に提出・

昭和58年

1.1厚生省,薬価基準の4. 7%引下げ 

を実施.

1.10第2臨調第3部会,補助金に関 

する部会報告をまとめる（国保のレ 

セプト審査の改善強化,医療費通知 

の充実,医療機関に対する指導監査 

の強化,高額医療費共同負担事業の 

推進など国保制度の合理化を強調）.

2. 2厚生省,年金危機に備えるため, 

年金積立金の財政投融資運用をやめ 

自主運用にすべきとの見解をまとめ 

る.

2.23国家公務員共済組合審議会,国 

家公務員と3公社の4共済年金統合 

法案について,国鉄共済の破局回避 

の方向で意見が一致,答申をまとめ 

て蔵相に提出.

5.28第9回主要先進国首脳会議開催 

（ウィリアムズバーグ・サミット），

5. 30経済回復に関する宣言を発表.

（英）4. 一法定傷病手当制度実施（被用 

者に,最初の8週間,国民保険の疾 

病給付に代わって,雇主が賃金を支 

払い,雇主はその分だけ国民保険料 

の雇主負担を減額される）.

（米）4. 201983年社会保障法改正法公 

布（老齢年金の支給開始年齢を21世 

紀には65歳から67歳に変更）.

10.1病院医療費の抑制策の一つとし 

て,メディケアに新しい診療報酬支 

払方式PPS （診断群別見込払方式） 

を適用（この方式は病名,年齢,治 

療法,合併症の有無,退院時の病状 

などにより467のDRG （診断群）を 

定め,各標準入院料を定め,定額払 

いするもの）.

〇 老齢•遺族・障害保険（OASDI 
年金）についても,支給開始年齢の 

段階的引上げ,保険料引上げ,連邦 

公務員,非営利団体職員等への適用 

拡大等の改正が財政改善策として行 

われた.
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進委員会の設置を提言）. 台が適当,以後毎年の増加率は3〜 

2%の範囲内にすべきと厚相に答申.

2.-厚生省,老人精神衛生相談事業 

を全国47都道府県に1カ所ずつの保 

健所で発足させる.

3.14第2臨調,行政改革に関する第 3.13東北大医学部,日本で初めて体

5次（最終）答申を中曽根首相に答 外受精•着床に成功を発表（初の試

申（増税なき財政再建を明示.国債 験管ベビー）.

依存の脱却.超緊縮財政の継続.重 3.14 第2臨調,行政改革に関する第

点政策審議の総合企画会議の設置な 5次（最終）答申で,医療金融公庫

ど.3.15調査会解散.5. 23「臨時行 は社会福祉事業振興会と統合と提言.

政改革推進審議会設置法」公布（会 3.23腎移植センター（国立佐倉病院）

長土光敏夫）. と地方腎移植センターとのオンライ

3.24中国自動車道全通（吹田一下関, ンシステム完成.

542. 7km）,着工以来17年ぶり. 3.25政府,地域医療計画の策定と医

3.3!租税特別措置法改正法公布（グ 療法人に対する指導監督規定の整備

リーン•カード制の実施を昭6〇.12. を主な内容とする医療法改正法を国

31まで延期）. 会に提出（昭58.11,衆議院解散に 

ともない廃案）.

3.26基準・認証制度等連絡調整本部 

決定.

3.29 厚生省,コインオペレーション 

クリーニング営業施設の衛生措置等 

指導要綱を制定.

3.3! 厚生省,洋生菓子の衛生規範を 

制定.

4. 5経済対策閣僚会議,住宅建設の 4.12厚生省,歯科衛生士学校養成所

促進など11項目の景気対策を決定. 指定規則を改正（養成所の修業年限 

1年を2年に改正）.

4.13生命と倫理に関する懇談会（厚 

相の私的勉強会）発足・

4.16日米間で試験データの相互受入 

れ促進のためGLP （安全性試験の実 

施に関する基準）の相互実施に関す 

る口上書を交換.

4.20厚生省,公費負担医療の対象に, 

原因不明の難病である'ウェグナー 

肉芽腫症'を追加（昭59.1実施）.

4.2! インドシナ難民のための国際救 

援センター開所式（品川）.

D＞厚相,生活環境審議会に,有害物 

質を含有する家庭用品の規制基準の 

改正について（溶剤2物質の基準追 

加）を諮問（5.12答申）.

4.22中央薬事審議会,精神神経用剤 

・眼科耳鼻科用剤・消化器官用剤・ 

ホルモン剤・泌尿生殖器官用剤・痔 

疾用剤・外皮用剤・血液用剤・肝臓 

障害用剤・酵素製剤・検査用薬の再 

評価結果を厚相に答申（100品目有 

用性なし）.

〇中央薬事審議会は,一般医薬品で 

ある鎮咳去痰の再評価結果を厚相に 

答申.

4.26厚生省,建築物における衛生的
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3.1厚生省,養護児童等実態調査を 

実施.

4.1財団法人中国残留孤児援護基金 

設立（孤児の養父母等に対する扶養 

費援助,帰国後の定着自立の援助が 

目的）.

〇族行業法一部改正法施行.旅行業 

者が買春ツアー等に関与することを 

禁止.

4. 8中国残留孤児の養父母等の扶養 

に関する援助等について閣議了解.

（仏）1•一「社会保障財政再建法」制定 

（診療報酬および病院経費の抑制等）.

4.- 60歳年金権制制度（年金の50%
の支払いを65歳から60歳に引下げ, 

高齢労働者の早期引退を促進）.

6.2! 政府,『社会的保護に関する白 

書』を発表（経済危機下に社会保障 

を存続させる手段について,社会保 

障財政の構造的不均衡を指摘し,平 

等の給付への権利,平等な保険料負 

担を強調）.

12. 24第9次経済社会文化発展計画の 

第2計画法（医療供給制度の効率 

化）.

（西独）1.1 疾病保険で,入院給付に 

ついて最高14日間,1日当たり5マ 

ルク,保養治療給付1日当たり10マ 

ルク（18歳未満は免除）,薬剤,治 

療用品の給付は1品目当たり2マル 

クの自己負担を賦課.

1.- 西独都市会議,'ケア保険'の設 

立を提唱（疾病保険と共存,一般的 

な社会保険方式で任意加入,自己負 

担制）.

〇 年金受給者に対する疾病保険料の 

賦課開始（保険料は年金所得の11.8 
%）•

（スウェーデン）1.-外国で提供され 

た医療への費用の払戻し停止.

（オーストラリア）11.1 年金に所得調 

査制度導入.

（国際）3. 22国連の'人口年鑑;1981 
年の半ばの世界人口は前年比7600万 

人増で45億8000万人と発表,平均寿 

命は女はアイスランド79. 7歳が最高. 

男も同じアイスランドの73. 7歳が最 

咼.

6.1ILO第69回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 22）.条約159号「職業リノ、 

ビリテーション及び雇用（障害者） 

に関する条約」採択.

6.- 身体障害者のオリンピアードが 

開かれ（〜8月），6〜7月には視覚 

障害者,切断者,脳性マヒ者の部を 

米ニューヨーク州で,7〜8月には 

下半身マヒ者の部が英国のエイルス 

ベリー市で開催.

12.14 OECDの労働力社会問題委員会, 

第60回会議で社会政策作業部会の設 

置を決定（〜12.16）.
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5.13「貸金業の規制等に関する法律」, 

出資の受入れ,預り金及び金利等の 

取締り法改正法公布（11.1施行.サ 

ラ金規制2法）.

5.16「高度技術工業集積地域開発促進 

法」公布（7.15施行.テクノポリス 

の育成）.

5.20「昭和58年度の財政運営に必要な 

財源の確保を図るための特別措置 

法」公布.

＞ 「日本国有鉄道の経営する事業の 

再建の推進に関する臨時措置法」公 

布.

5.21 建物の区分所有権法及び不動産 

登記法改正法公布（マンションの管 

理運営の円滑化）.

5.24臨時行政調査会の最終答申後に 

おける行政改革の具体化方策につい 

て（新行革大綱）閣議決定・

5.25外国事業者による型式承認等の 

取得の円滑化のための関係法律改正 

法公布（基準・認証制度の改善）.

5.26日本海中部地震（秋田沖• M7. 7）. 
大津波により遠足の学童,能代港護 

岸工事作業員ら99人死亡.8道府県 

に被害甚大.

6. 6国債発行残高初めて100兆円の大 

台突破.

6.26第13回参議院議員選挙.全国区 

は初の比例代表制（自民68,社会22, 
公明14,共産7,民社6,新自ク2, 
サラリーマン新党2,福祉1,二院 

ク1.自民党,安定多数を維持.ミ 

二政党が善戦）.

6.28総理府に臨時行政改革推進審議 

会（行革審）設置.

7.12閣議,昭59年度予算概算要求枠 

を前年度比経常部門10%減,投資部 

門5 %減と決定.例外事項中,防衛 

費は6. 88%増.

5.17「特定不況業種•特定不況地域関 

係労働者の雇用の安定に関する特別 

措置法」公布.

5.20アジア女子■労働者交流センター 

設立.

環境の確保に関する法律に基づく登 

録業者等の全国団体を指定.

＞厚生省,建設木くずを産業廃棄物 

に指定.

4.30厚生省,食肉衛生検査所整備要 

綱を通知.

4.- 東大阪市を保健所法の政令都市 

に指定（政令市数31）.
＞厚生省,国立病院等経営管理情報 

オンラインシステム開発（厚生省一 

地方医務（支）局一施設（国立病院, 

国立療養所）をオンラインネットワ 

ークで結び,業務報告作業の迅速化 

•省力化を促進し 経営管理に役立 

つ資料を作成するシステム）.

5.11医師国家試験制度改善委員会, 

意見書を提出（昭60年から秋の試験 

廃止,試験問題の一部プール制の導 

入）.

5.18「浄化槽法」公布（浄化槽の設置, 

保守点検,清掃について規制）.

5.25薬事法改正法公布（医薬品等の 

製造承認につき,外国製造業者から 

の直接申請を認める）.

〇 「医学及び歯学の教育のための献 

体に関する法律」公布.

5.2?家庭用品に関する規制物質とし 

てテトラクロロエチレン,トリクロ 

ロエチレンを追加（政令改正）.

6. 7がん対策関係閣僚会議,対がん 

ioカ年総合戦略を決定.

6.12 厚生省,エイズ（AIDS）研究班 

を発足.

6.22 厚生省,米国5大湖産ワカサギ 

にダイオキシン汚染の疑いなしと発 

表.

7.13厚生省,医師数に関する検討会 

を開催（新設医大の増加にともなう 

医師過剰時代を予測し,適正医師数 

の新しい目標を策定）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

5. 4戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（戦没者の妻の特別給付 

金再更新（額面120万円の国債）な 

ど）•

5. 2厚生省,年金制度の改革のため 

の'有識者アンケート調査'結果を発 

表（年金制度の一元化,給付水準は 

現役勤労者の収入の6〇〜70%,保険 

料は労使折半で給与の2〇〜25%が限 

度など）•

5.23厚生省,国保の再保険制度とし 

て,高額医療費の共同事業のモデル 

案を通知（実施主体都道府県,国保 

医療費の1%程度を拠出,1件当た 

り100万円を超える部分に80%を支 

給）•

6.13愛知県警,戸塚ヨットスクール 

校長を傷害致死容疑で逮捕（情緒障 

害児のしごき教育で社会問題化）.

6.- 厚生省,在宅心身障害児（者） 

療育事業実施要綱を施行.

7.1東京都東久留米市,全国で初め 

て'社会教育活動主催者賠償保険'を 

創設（ボランティア活動中の事故に 

対して保険金を支払う）.

7. 4社会保険審議会日雇健保小委員 

会,現行制度の廃止と政管健保,組 

合健保への移行という基本方針を了 

承（日雇健保,昭58年度末で6549億
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昭和58年(1983)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

7.18第99回臨時国会召集（翌日開会

式,7. 23閉会）.

7.22山陰地方に集中豪雨.死者119人.

8. 9経済審議会,1980年代経済社会 

の展望と指針を答申（年平均成長率 

実質4 %を目標.8.12閣議,採択決 

定）.

8.13金融機関,第2 土曜|］休日制実 

施.

8.19経済企画庁,『経済白書』〈持続 

的成長への足固め〉を発表.

9.1ソ連軍機による大韓航空機撃墜 

事件.

9. 6機関委任事務の整理合理化計画, 

閣議決定.

9. 8第100回臨時国会召集（翌日開会 

式,11.28閉会）.

10. 3二宅島（雄山）噴火.

10.12東京地方裁判所,ロッキード事 

件で元由相田中角栄に受託収賄罪な

10. 4厚生省,昭58年『厚生白書』〈新 

しい時代の潮流と社会保障〉を発表 

（国民の価値観の多様化から社会保

8.22厚生省,れん乳および粉乳容器 

包装の規格基準を改正.

8.27厚生省,アジピン酸等11品目を 

食品添加物として指定（食品衛生法 

施行規則改正）.

〇厚生省,たらこに亜硝酸ナトリウ 

ムの使用を認める（成分規格を設 

定）.

8. -外国製造業者の医薬品等の製造

承認直接申請制度創設.

＞医薬品等の輸入業者変更の際の輸 

入承認の承継制度の創設.

＞健康食品の販売等に関する総合実 

態調査を経済企画庁を中心に関係省 

庁により実施（〜昭59. 3）.
9. 2医薬品産業政策懇談会,'我が国 

の医薬品産業におけるバイオテクノ 

ロジーの振興方策について’（中間 

報告）をまとめる.

9. 4厚生省,市町村の保健事業の促 

進を目的としたヘルス•パイオニア 

・タウン（健康都市）事業の実施要 

領をまとめる（10.1実施）.

9. 7東京地検,国立予防衛生研究所 

技官を,抗生物質薬品の国家検定で 

の不正容疑で逮捕（新築申請資料を 

めぐる企業のスパイ合戦が露見）■

9.10厚生省,脳死に関する研究班を 

発足.

9.14医療関係者審議会,理学療法士 

および作業療法士の需給計画の見直 

しについて意見具申（養成:力拡大か 

ら資質の向上へ施策の重点を移すべ 

き）.

9.30 厚生省,亜硝酸ナトリウム処理 

たらこの適正製造管理マニュアルを 

通知.

10.14 東北大で日本初の体外受精児誕 

生.

1448



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険

7.28中央児童福祉審議会,今後の母 

子保健のあり方について意見具申 

（新たなニーズに対応した母子保健 

施策を展開するための方策を指摘）• 

＞障害者生活保障問題専門家会議, 

報告書を提出（すべての成人障害者 

の自立生活基盤を形成するため,所 

得保障制度全般の見直しを行うこ 

と）.

8.24身体障害者福祉基本問題検討委 

員会,今後の身体障害者福祉を進め 

るため,具体的施策につき報告書を 

提出（身体障害者の範囲拡大,更生 

援護施設の再編成,身体障害者相談 

所の機能拡充）.

円の累積赤字）.

7.15社会保険審議会厚生年金部会, 

厚生年金保険制度改正に関する意見 

をまとめ厚相に提出（公的年金のー 

元化,40年加入の給付水準を現役勤 

労者の平均月収の60%程度,婦人に 

固有の年金権保障など）.

7.2! 厚生省のコンピュータに関する 

プロジェクトチーム,レセプト処理 

の機械化システムの基本構想を発表・

7.27社会保険審議会船員保険部会, 

船員保険年金部門のあり方について 

意見書を提出（船保年金部門の職務 

外年金を次期改正時に厚生年金保険 

に統合）•

8.18厚相,医療保険制度の抜本的改 

定を表明（本人給付8割,保険適用 

対象制限,退職者保険制度新設な 

ど）•

8.29社会保険庁,政管健保の昭57年 

度決算見込みを発表（同年度の黒字 

額は611億円）.

10.20東京高裁,国民年金に加入して 

いた在IT韓国人に,日本国籍がない 

との理由で,年金を不支給とした事

1449



昭和58・59年(1983・84)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

どで懲役4年,追徴金5億円の実刑 

判決.

10.2!内閣に国有地等有効活用推進本 

部設置.

＞経済対策閣僚会議,総合経済対策 

を決定（内需拡大,輸入促進など6 
項目）.

11.7最高裁判所大法廷,昭55. 6総選 

挙の無効訴訟（東京•大阪など）で 

違憲状態だが,是正のため国会に認 

められた合理的期間内として合憲を 

判決（8対7）.
11.16政府税制調査会,今後の税制の 

あり方を答申（中間答申,間接税・ 

法人税の拡大など増税路線を提示）.

11.18日本・EC,昭59年のビデオなど 

の輸出自主規制枠,乗用車•工作機 

械などの輸出自粛で合意.

11.28日本学術会議法改正法公布（会 

員選挙制廃止,推薦制導入）.

12. 2「商業用レコードの公衆への貸与 

に関する著作者等の権利に関する暂 

定措置法」公布（貸レコード規制）.

＞国家行政組織法改正法（行政組織 

の弾力化,総務庁設置）など行政改 

革関連5法公布.

12.10「行政事務の簡素合理化及び整理 

に関する法律」公布.

12.18第37回衆議院議員総選挙（自民 

250・社会112・公明58 •民社38 •共 

産26 •新自ク8 •社民連3.自民党, 

大幅議席減.無所属8人追加公認で 

過半数を維持.与野党伯仲を再現）.

12.26第101回特別国会召集（翌年2. 6 
開会式,8. 8閉会）.

12.27第2次中曽根康弘内閣成立（新 

自由クラブと連立.厚相渡部恒三）•

12.28行革審,昭59年度予算編成と当 

面の行政改革の諸問題に関する意見.

この年,戦後最長不況（昭55. 3 
〜），2月で終了（7.27経済企画庁, 

景気底離れ宣言）.

昭和59年

1.25閣議,行政改革に関する当面の 

実施方針決定（国家公務員定数減員, 

中央省庁の機構再編,特殊法人の統 

廃合）.

＞政府,昭59年度予算案決定（一般

障制度に転換期が来た,と強調）.

10.14第5次雇用対策基本計画,閣議 

決定.

10.2!公務員の給与改定につき人事院 

勧告（6.47%に対し平均2.0〇%の引 

上げを閣議決定）.

12.10「行政事務の簡素合理化及び整理 

に関する法律」公布にともない, 

「トラホーム」予防法•診療エック 

ス線技師制度の廃止,許認可等の事 

務が都道府県等に委任された.

12.- OECD （経済開発協力機構）,社 

会政策作業部会設置.

1.7昭58年度厚生行政基礎調査発表 

（65歳以上の独居老人,100万人を超 

す）•

11.18医薬品等の基本問題に関する懇 

談.

＞松山市のゴミ焼却場の残灰から, 

猛毒性ダイオキシン検出と発表.

11.28衆議院の解散により,継続審議 

となっていた医療法改正案は廃案.

11.30生活環境審議会,今後の廃棄物 

処理行政の基本的方策について答申 

（廃棄物処理行政の基盤の強化,技 

術開発の推進）.

12. 2厚生省,フグの衛生確保につい 

て通知（フグ行政の全国的統一を図 

る）.

12.23公衆衛生審議会老人保健部会, 

保健事業の推進方策について答申 

（市町村行政への定着を図るべき）.

この年,輸入血液製剤によるAI 
DS感染の可能性が報告され社会問 

題となる.

＞国際厚生事業団設立.

＞厚生省,保健所歯科衛生業務内容 

検討会設置.

1.5公衆衛生審議会,市町村行政に 

保健事業を早急に定着すべきだ,と 

の答申をまとめる.

1.25 59行革大綱,閣議決定（国立病 

院•療養所整理合理化等）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

件につき期待権保護の観点から支給 

するよう判決.

11.28厚相,厚生年金と国民年金のー 

本化など高齢化社会に対応する制度 

改革を社会保険審議会・国民年金審 

議会に諮問.

12.20中国帰国孤児定着促進センター 

（埼玉県所沢市）竣工.

12.23中央社会福祉審議会,生活扶助 

基準および加算のあり方について意 

見具申（国民の消費水準の動向をふ 

まえ調整,加算は入所者と在宅者の 

均衡を保持）.

12.26児童福祉問題懇談会（昭58. 3. 9 
発足）,報告書を提出（児童扶養手 

当制度の機能を母子世帯の自立促進 

を図るものに変更）.

12.29臨時行政改革推進審議会,被用 

者保険本人の給付率引下げは,第2 
臨調答申に沿うと賛意を首相に表明.

この年,市町村社会福祉協議会 

法制化.

＞中央¢、身障害者対策協議会を厚生 

省に移管.

昭和59年

1.19健保法改正につき自民党4役に 

よる裁定（本人負担の2段階実施, 

一部薬剤•給食材料給付除外見送り 

等）.

1.24中医協,診療報酬の2.79%引上

6. 8第10回主要先進国首脳会議開催 

（ロンドン•サミット）.

10.22 OPEC,現行石油価格維持のた 

め生産枠の削減について合意.

10.31 ガンジー•インド首相暗殺（後
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昭和59年(1984)

背 景 社会保障一般 衛生。医療

会計総額50兆6272億円,財政投融 

資）•

2. 6中曽根首相,施政方針演説で行

政,財政,教育の3大改革を宣言.

2.1厚生省,精神衛生実態調査を実 

施（〜3.15.受療期間:10年以上人 

院53%,通院30%,同意入院80%, 
措置入院14%,自由入院5%）.

2.18新薬の臨床試験に関する専門家 

会議のGCD検討委員会,医薬品の 

臨床試験実施に関する基準案をまと 

める（被験者の文書による同意,医 

療機関内に審査委員会設置）.

> 厚生省,水道水中のトリクロ口エ 

チレン等有機溶剤に関する暂定的な 

水質基準を設定.

4. 7日米農産物交渉妥結（牛肉・オ 

レンジ等輸入割当量等の合意）•

4.27経済対策閣僚会議,市場開放, 

資本自由化等の対外経済対策を決定.

3.26婦人少年問題審議会婦人労働部 

会,男女雇用平等法（仮称）案の報 

告書を労相に建議（男女の募集,採 

用,昇進の平等化は努力義務,女性 

の時間外,休日労働規制の原則的撤 

廃が,労•使•公益委員の3論併記 

の建議）.

3. 3厚生省,輸入フグ検査指針を通 

知.

3. 9大阪空港公害訴訟で,国が騒普 

公害の法的責任を認め和解を受諾 

（14年ぶりの全面決着）.

3.14報徳会宇都宮病院（精神病院） 

で,入院患者2名が看護職員に殴ら 

れ死亡していたことが判明（社会問 

題化）.

3.16福岡高裁,カネミ油症裁判でー 

審判決を覆し,食品公害で初めて国 

の責任を認め,14億円の支払いを命 

ずる判決.

3.23厚生統計協議会,患者調査の改 

正について答申.

3.26生活環境審議会,高普及時代を 

迎えた水道行政の今後の方策につい 

て答申（おいしい水の供給,料金格 

差の是正など）.

4.1東京都医師会の羽田春兔会長, 

現職の花岡氏を破り日本医師会会艮 

に選出.

4. 2厚生省,遺伝子工学医薬品の実
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

2.1中国帰国孤児定着促進センター 

開所（孤児と家族に4カ月間,日本 

語学習と生活指導）.

2.24総理府に国際青年年事業推進会 

議設置.

3.17中国残留日本人孤児問題の解決 

に関する口上書を日中両国間で交換 

（中国養父母の扶養費に日本政府の 

援助,永住孤児の範囲の拡大）.

4.1第40次生活扶助基準改定（生活 

扶助基準改定方式として水準均衡方 

式採用）.

4.- 卑主省,心身障害児（者）施設

げ（医科3%,歯科1.1%,調剤薬 

局1.0%）を諮問案どおり厚相に答 

申（3.1実施,同時に薬価基準の16. 6 
%引下げ（医療費換算で5.1%）予 

定）.

1.25社会保険審議会,基礎年金を導 

入し厚生,国民両年金を一元化する 

厚生省の年金改革案を基本的に了承 

するとの答申をまとめ,厚相に提出.

1.26国民年金審議会,国民年金法改 

正案について答申.

1.27厚相,社会保険審議会に健康保 

険制度全般にわたる改正案を諮問 

（先端医療にも,患者の一部負担で 

保険適用の道を開く,過剰な医療費 

請求を行う保険医の指定更新拒否, 

社会保険診療報酬支払基金に高額レ 

セプト重点審査の委員会設置）•

2.22社会保険審議会,医療保険改革 

案につき厚相に答申を提出（賛否両 

論併記）.

2.23社会保障制度審議会,健康保険 

法と年金制度改革案について片:相に 

答申（医療保険改革には低所得者層 

に配慮を求め,年金改革は基本的に 

了承）.

2.24公的年金制度の改革について閣 

議決定（昭61年度から共済年金にも 

基礎年金導入）.

2.- 社会保険庁,新しい事務処理方 

式（後期計画）による国民年金の適 

用・保険料業務の開始.

4.2?厚生省,衆院社労委に,今後の 

医療政策の基本的方向と題する医療 

および医療保険制度の中•長期ビジ 

ヨンを提示（医療保険の給付率を昭

継首相にラジブ=ガンジー選出）.

12.19香港返還に関する中英共同声明 

署名（北京）.

（英）7.- 「保健・社会保障法」制定 

（めがね供給の自由化,広告規制の 

緩和,国民保健サービス中の家庭医 

委員会の地位改善（1985.4実施）， 

無拠出障害年金（主婦の障害年金を 

含む）を廃止,その代わりとして重 

度障害手当を導入（1985.1!実施）.

—政府委員会（ウォーノック委員 

会）,体外受精をめぐる医の倫理問 

題について報告書を提出.

> 「登録ホーム法」公布（民間ナー 

シングホーム等に対する規制強化, 

1985.1から実施）.

（米）2. 3夫の精子を受精した他人の 

女性の卵子を子宮から取り出し,不 

妊の妻の子宮に移す「受精卵移植」 

方式による出産が米国カリフォルニ 

ア州で,世界で初めて成功.

2.14 米国ペンシルバニア州,ピッツ 

バーグの児童病院で6歳の児童が世 

界初の心臓,肝臓の同時移植手術.

メディケアの医師報酬の引上げが 

15カ月凍結,在宅医療目的の医療用 

具瞒入の場合に25%の自己負担導入 

などの費用抑制策を採用.

> 児童扶養扶助の財政負担を軽減す 

るため,離婚した夫等の児童扶養費 

支払いの確保を図る制度を強化する 

とともに,AFDCの受給資格を厳格 

化.

-ri984年財政赤字削減法」公布 

（1984.10以降の病院経費とこれに適 

用される増加率を制限）.

（仏）1.-賃金総額のすべてを医療保 

険の保険料算定の基礎とする.

（西独）1.1年金制度の大改正（児童 

加算を廃止,児童手当として支給, 

年金額の調整を過去3年の賃金上昇 

率を前年の平均賃金上昇率に改定, 

65歳以上の年金受給資格は従来15年 

以上の加入期間を要したのを5年以 

上に改正など）.

12.-「病院財政改編法」公布（1972.6 
の病院財政安定法の全面改正.連邦 

政府と州政府の責任分担の明確化, 

病院と疾病金庫間の当事者自治原則 

の強化,収支均衡原則の修正.従来 

の一律療養費日額方式から,一般治
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5.12日本放送協会,放送衛星による 

試験放送開始.

5.18「地力増進法」公布.

5.25国籍法及び戸籍法改正法（帰化 

条件の男女差別の撤廃等）公布.

5.28農水省,臭素残留米の出荷停止 

要請にともない,韓国から米の実質 

的輸入方針を表明.

6.30「昭和59年度の財政運営に必要な 

財源の確保を図るための特別措置 

法」,「関西国際空港株式会社法」公 

布・

7.1総理府に総務庁設置（初代長官 

後藤田正晴）.総理府組織再編（総 

理府総務長官,総務副長官,行政管 

理庁廃止）.

5. 7厚生省統計情報部,電子計算機 

をACOS850に切替え（電算機処理 

需要の拡大に対応するため,一段と 

高性能な上位機種に切り替えたも 

の）•

6.20人口問題審議会,日本人口の動 

向をまとめ厚相に報告（昭49年以来 

io年ぶり,わが国人口の咼齢化が西 

欧諸国より急速に進んでいると指 

摘）.

6.30日本人の平均寿命は男女ともに 

世界一とする簡易生命表発表（男

74. 20歳,女79.78歳,人生80年時代 

の到来は確実）.

7.1厚生省,衛生部局の組織再編 

（医務局,公衆衛生局,環境衛生局 

の衛生3局を横断的に再編,新たに 

健康政策局,保健医療局,生活衛生

用化を前に,製造承認の基準を作成, 

都道府県に通知.

4. 4 政府,医療法改正法案を国会に 

再提出

4.25厚生省,うつ血型心筋症を特定 

疾患治療の対策疾患に追加.

5.18東京地裁,予防接種禍で国に補 

償責任を認定（憲法第29条3項の財 

産権補償規定を,生命,身体被害に 

類推適用）.

〇 厚生省,将来の医師需給に関する 

検討委員会を設置.

5.23廃棄物処理に係るダイオキシン 

等専門家会議,検討結果を報告（現 

状のレベルでは特段問題なし）.

5.24臨時行政調査会の最終答申後に 

おける行政改革の具体化方策につい 

て閣議決定.

5.29厚生省,将来の歯科医師需給に 

関する検討委員会を設置.

> 厚生省,くん蒸処理米の残留臭素 

の暫定基準を設定（50ppm）.
5.30 厚生省,人工流産剤を認可し, 

保険薬に収載.

6.1中央薬事審議会,眼科耳鼻科用 

剤・消化器官用剤・副腎皮質ホルモ 

ン剤（含脳下垂体ホルモン剤）・ヨ 

ウ素製剤・抗菌製剤・抗原虫剤・駆 

虫剤の再評価結果を厚相に答申.

〇中央薬事審議会,一般用医薬品で 

ある鎖咳去痰薬・解熱鎮痛薬・かぜ 

薬•鎮暈薬の再評価結果を厚相に答 

申.

6.1! 厚生省,おいしい水研究会を発 

足.

6.22 厚生省公衆衛生局長・医務局長 

・社会局長,精神病院に対する指導 

監督等の強化徹底について通知（措 

置入院同意入院の適正な運用,医 

療監視の徹底強化,生活保護患者の 

預り金の適正管理など）.

6.29厚生省の看護体制検討会,'看護 

体制の改善に関する報告書'を提出 

（病院での看護部門組織,看護チー 

厶の構成•配置,看護婦の勤務体制, 

労働条件•就業環境,老人•長期慢 

性疾患患者の在宅ケア体制,看護婦 

の再教育訓練）.

6.- 辛子蓮根によるボツリヌス菌A 
型食中毒発生（患者31名,死者11 
名）.

7.1 厚生省,医療システム開発調査 

室を医療技術開発室に改組.

7.14厚生省の看護体制検討会,病院 

の看護指針を盛り込んだ看護体制改
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地域療育事業に新たにプール開放事 

業を追加.

5. 4厚生省,昭58年度全国母子世帯 

等調査の結果を発表（母子家庭数71 
万800〇, 5年間で13%増,離婚家庭 

数が初めて死別家庭数を上回る）.

6.—労働省,母子家庭の母等就業援 

助促進活動実施要領通知.

7.10厚生省,思春期の男女を対象と 

した健全母性育成事業を創設.

7.19第2次藤木訴訟,東京高裁判決 

（控訴人死亡により訴訟終了）.

60年代後半に8割に統一,負担も一 

元化）.

4.-社会保障制度審議会数理部会, 

年金数理部会第1次報告書を発表.

5.10日本医師会など3師会,健保法 

改正案反対対策本部設置.

療と一定の高額医療とに対する療養 

費日額を分け,それぞれ別々に契 

約）.

一 ri984年財政法」により,臨時の労 

働収入を保険料算定報酬に繰り入れ, 

傷病手当にも保険料賦課,鉱山年金 

受給者の疾病保険費用についても全 

疾病金庫間で財政調整を行うこと.

（オーストラリア）2.1メディケア制 

度（国民医療保険制度）制定.

（国際）2.15黒柳徹子,ユニセフの親 

善大使に任命される.発展途上国の 

子どもの実情を世界に訴える.

8. 5カナダのモントリオールで国際 

社会福祉会議開催（〜8.11）.テー 

マは'危機下の世界における社会福 

祉,その現状と社会福祉の責任'， 

なお会議は各国の国内委員会に9問 

のアンケートを出した.

8. 6 メキシコシティで国連国際人口 

会議開催（〜8.14）.10年前のブカ 

レスト会議における'世界人口行動 

計画’に基づき,世界の新しい状況 

に対応する勧告を採択,'人口の開 

発に関するメキシコシティ宣言'を 

発表.

8.15ジュネーブの国連人権委員会で 

差別防止,少数者保護委員会,報徳 

会宇都宮病院事件を世界人権宣言等 

に違反するとの報告書を提出.

10. 29 OECDの労働力社会問題委員会 

の社会政策部会第1回会議をパリに 

て開催（人口高齢化と社会支出の問 

題,医療費抑制の問題等を討議）.

-ILO, 21世紀への社会保障（経済, 

社会変革に対する社会保障制度の対 

応）と題する報告書を刊行.
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7.25行革審,当面の行革推進方策に 

関する意見を首相に提出.

7.2？「湖沼水質保全特別措置法丄租 

税特別措置法改正法（パート減税 

法）公布.

7.3!政府,昭60年度予算の概算要求 

を決定（3年連続のマイナス・シー 

リング.例外枠年金,防衛費,国際 

協力など）.

8.10 「たばこ事業法」,「日本たばこ産 

業株式会社法」,「たばこ消費税法」 

等（専売民営化5法）公布.日本国 

有鉄道再建監理委員会,第2次意見 

提出（8.14対処方針閣議決定）.

8.21総理府に,臨時教育審議会（臨 

教審）設置.

10.19衆議院議員定数訴訟で東京高裁, 

現行の衆議院定数配分規定を違憲と 

判決（以後各高裁で,同種判決相次 

ぐ）.

10.23行革審,第2臨調答申の推進状 

況に関する意見提出.

局が発足.公衆衛生局地域保健課を 

健康政策局計画課に,公衆衛生局栄 

養課•保健情報課•精神衛生課を保 

健医療局健康増進栄養課•感染症対 

策課•精神保健課に,環境衛生局食 

品衛主課を生活衛生局食品保健課に 

改組）.

> 労働省,婦人局を設置. 

7.20「パート減税法」成立.

7.27 「雇用の分野における男女の均等 

な機会及び待遇の確保を促進するた 

めの労働省関係法律の整備等に関す 

る法律案」を衆議院で可決.

7. -社会経済国民会議,社会保障の

財政計画と費用負担一高齢化•低成 

長への対応を発表.

8. 8第101回特別国会閉会,国民年金 

法等改正案・医療法改正案・児童手 

当法改正案など継続審議.

8.26総理府,国民生活意識調査を発 

表（国民の90%が,自分の生活程度 

を中流と認識）.

善報告書を提出.

8.14「社会福祉•医療事業団法」公布 

（昭6〇.1.1施行.医療金融公庫を社 

会福祉事業振興会に統合）.

8.27厚生省,厚相の私的諮問機関と 

して,国民健康会議の発足を決定.

8.28環境影響評価実施要綱,閣議決 

定.

A世界湖沼環境会議開催（大津市）・

8.31 公衆衛主審議会,'日本人の栄養 

所要量について'を答申（昭6〇〜65 
年の間の栄養所要量）.

9. 6保健所法改正法公布（保健所運 

営補助金,人口 •面積等を基礎とす 

る交付金に改められる）.

9. 8厚生省,脳死に関する実態調査 

を発表（3月から8月までの6カ月 

間に,530例の脳死判定）.

9.23公衆衛生審議会,日本人の栄養 

所要量として,昭60年から5年間使 

用する第3次改定の基準をまとめ, 

厚相に答申（その中で必要運動量も 

設定）.

9.27医薬品再評価結果その23公表.

10.1国立小児病院小児医療研究セン 

ター発足.

> 食品保健課に,健康食品対策室を 

設置.

10・3厚生省,血液事業検討委員会設 

置（血漿分画製剤の適正使用,400 
ccの採血基準について検討）.

10. 5厚生省,国立病院療養所再編成 

問題等懇談会を設置（国立病院・療 

養所の統廃合,自治体への移管を審 

議）.

10. 6横浜の特殊浴場業者団体,特殊 

浴場に'トノレコ'の名称を使わないこ 

とを決定（他にも同様の動き続く）.

10. 9医薬品産業政策懇談会,’バイオ
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7.20厚生省,神経芽細胞腫検査制度 

創設.

& 7身体障害者福祉法改正法公布 

（10.1施行.身体障害者の範囲拡大, 

更生施設の整備促進）.

&14戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（戦傷病者の妻の特別給 

付金再更新（額面2万円の国債）な 

ど）.

〇 「社会福祉・医療事業団法」公布 

（昭6〇.1.1施行.社会福祉事業振興 

会に医療金融公庫を統合）.

＞風俗営業の規制を強めた風俗営業 

取締法改正法公布（昭6〇. 2.13施行）.

9.1厚生省,全国家庭児童調査を実 

施.

9.11厚生省,全国高齢者名簿（長寿 

番付）を発表（100歳以上1563人,21 
年間に10倍,高齢化社会反映）.

9.20中央児童福祉審議会,家庭にお 

ける児童養育のあり方とこれを支え 

る地域の役割について意見具申.

8.14健康保険法等改正法公布（10.2 
施行.被用者本人に定率1割負担を 

導入,退職者医療制度創設等）.

8.27社会保険審議会,高額療養費制 

度の改正等に関し,答申.中医協, 

特定療養費制度に関し,答申.

9.16社会保険庁•健保連,政管健保, 

日雇健保,組合健保の昭58年度収支 

決算を公表（政管健保は605億円の 

黒字で3年連続黒字,組合健保は 

2097億円の黒字の見込み）.

10.15麻山（マサン）事件（旧満州で, 

敗戦直後に起きた日本人開拓団の集 

団自決事件）の遺族,中国黒竜江省 

麻山の原野で,遺骨収集開始.

10.3!厚生省,医療費の不正請求の多 

発を防止するため,顧問医師団の設 

置を決定.
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11.1中曽根内閣改造（厚相増岡博之）.

テクノロジーによる医薬品の研究開 

発の推進方策'と題する最終報告を 

まとめる.

10.10 厚生省,初の健康マップを作成 

（昭58年度の健康診査の受診率（計 

画）および昭53年から昭57年までの 

5年間の胃がん,子宮がんおよび脳 

卒中の標準化死亡比（SMR）につ 

いて,全国の市町村および都道府県 

ごとに地図化）.

> 40歳からの健康週間実施（〜10.
16）.

10.30 厚生省,B型肝炎ワクチン製造 

を承認

11.!厚生省,精神障害者小規模保護

[>1万円,5000円,1000円の各新札 作業所調査を実施（作業内容は,手

同時発行. 内職が約86%,収入一人1日当たり

12.1第102回通常国会召集（翌年1.25

平均465円）.

11.2将来の医師需給に関する検討委 

員会,中間意見具申（昭70年を目途 

に医師の新規参入を最小限10%程度 

削減すべき）.

11.13腎臓移植のため,健康な人の腎 

臓を買う臓器売買の仲介組織が明る 

みに出て,社会問題化.

11.16厚生省,国立病院,大学附属病 

院を対象に医療用具モニター制度を 

発足.

11.19国民健康会議（本田宗一郎座長）， 

人生80年時代には一病息災の健康認 

識に立つべきだ,などの提言を厚相 

に提出.

11.29厚生省,丸山ワクチン（がんの 

免疫療法剤）の製造元ゼリア新薬工 

業に対し,さらに3年間の治験期間 

延長の方針を決定.

> 終末患者の介護を研究する厚生省 

の研究班（石川中座長）,報告書を 

提出（患者の多くは家庭での死を願 

っている,家族の介護に健保の適 

用）.

11.30厚生省,無医地区等調査を実施.

12. 3医薬品等の基本問題に関する懇

開会式,6. 25閉会）. 談,医薬品の承認申請状況を公表す

12.12最高裁,ポルノ税関検査訴訟で る制度の創設等を求める意見書を厚

検閲に当たらず合憲とした. 相に提出.

12.14経済対策閣僚会議,関税撤廃, 12.10 第1冋戻療機器懇談会（健康政

引下げ等の対外経済対策を決定. 策局長の私的諮問機関）開催・

12.18行革審,地方公共団体に対する 〇 「トラホーム」予防法廃止.

国の関与などの整理合理化に関する 12.19将来の歯科医師需給に関する検

答申・ 討委員会,中間意見を具申（昭70年
12.25「日本電信電話株式会社法」,「電 度を目途に歯科医師志望者を最低20

気通信事業法」等（電電民営化3 %削減,当面,昭62・64年度に歯科

法）公布. 医大の入学定員1割削減を提言）.

12.29閣議,昭60年度政府予算案決定
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

11.8中国残留孤児援助基金の招きに 

より,中国人養父母来日.

11.6自民党公的年金等調査会に企業 

年金等に関する小委員会の設置決定 

（委員長林義郎）.

11.16自民党議員による企業年金等議 

員懇話会（会長斎藤邦吉）発足-

12.12中央児童福祉審議会,児童手当 

制度の当面の改革方策について意見 

具申（第1子または第2子から支給, 

支給期間は乳幼児期に限定）.

12.19中央社会福祉審議会老人福祉専 

門分科会,養護老人ホームおよび特 

別養護老人ホー厶に係る費用徴収基 

準の当面の改定方針について意見具 

申（食費相当額の負担,費用徴収限 

度額の段階的廃止）.

12.-自民党社会部会,児童手当制度 

の改革につき決議（制度改革は昭61 
年度から施行）.

12.25国民年金法及び特別児童扶養手 

当等の支給に関する法律改正法公布 

•施行（年金額の引上げ,特例スラ 

イド2.0%）.
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昭和59・60年(1984・85)

背 景 社会保障一般 衛生・医療

（一般会計52兆4996億円.財政投融 

資）.

> 閣議,行政改革の推進に関する当 

面の実施方針を決定（地方行革の具 

体的な道筋を示す）.

この年,厚生省,辛子蓮根によ 

るボツリヌス菌中毒の発生により抗

毒素を大量供給.

昭和60年

1.-一日米首脳会議. 1.24社会保障制度審議会,老人福祉 1.14厚生省,牛乳処理体制の正常化

のあり方について首相に建議（病院 について通知（夜間•早朝の乳処理

と特別養護老人ホームの中間施設の 

整備を提案）.

作業の自粛）.

2.12行革審（民間活力推進方策研究 2.27中間施設を考える会,中間施設 2.1 国立病院•療養所再編成問題等

会）民間活力の発揮推進のための行 についての意見書を提出. 懇談会,厚相に意見書提出（300床
政改革のあり方を報告. 未満の施設が近接している場合に統

2.13風俗営業法改正法施行（昭59.8. 廃合）.

14公布）. 2. 7患者の権利検討会（本田勝紀代 

表）,昭59. 9に日本で最初に行われ 

た筑波大学病院の膵臓移植手術に関 

し,脳死判定をした岩崎洋治氏らを 

東京地検に告発.

2.13カネミ油症事件第3陣訴訟判決 

（福岡地裁,カネミ倉庫・鐘淵化学 

の企業責任と国の行政責任を認め, 

3億7100万円（国は3割を限度）の 

支払いを命ずる）.

3.10青函トンネル本坑貫通. 3.12 MOSS協議の医薬品分野第1回

3.14東北•上越新幹線の上野一大宮間 会合開催.

が開業. A仙台地裁,インフルエンザ予防接

3.16茨城県筑波研究学園都市で国際 種訴訟で障害と予防接種の因果関係

科学技術博覧会開幕（〜9.16）. を認定し,宮城県泉市に医療費拒否

3.3!国家公務員に原則60歳定年制度 処分取消しを命ずる.

導入. 3.19厚生省,医薬品の市場開放問題 

で,外国の臨床データを原則として 

承認する方針を決定.

3.22厚生省,一時帰国中の米国在住 

の日本人をわが国第1号のAIDS 
（エイズ=後天性免疫不全症候群） 

患者と認定.

>厚生省に看護制度検討会発足.

3.26宇都宮地裁,宇都宮病院事件で 

前院長に懲役1年等の実刑判決（無 

資格診療で,医師に初めての実刑判 

决）.

3.27 東京地裁,乳幼児期の筋肉注射 

による筋拘縮症訴訟で,製薬会社に 

損害賠償を命じる判決（国の責任認 

めず）.

3.28 厚生省,国立病院•療養所再編 

成合理化の基本指針策定（翌日,閣
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和60年

1.31中医協,医療費の3.3%引上げを 

厚相に答申（3.1実施.同時に薬価 

基準6%,（医療費換算1.9%）弓|下 

げ）•

3.11東京都田無市,男子職員にも育 

児時間を認める.

3.29厚生省,身元未判明の中国残留 

日本人孤児の帰国受入れ制度を創設.

> 厚生省,本邦に永住帰国する身元 

未判明の中国残留日本人孤児に対す 

る身元引受人制度を創設.

5. 2第11回主要先進国首脳会議開催 

（ボン•サミット.〜5. 4. 5. 3政治 

宣言）.

（英）4•一 国民保健サービスで利用で 

きる薬剤を一般的な胃腸薬,鎮痛剤, 

かぜ薬,ビタミン剤,精神安定剤等 

については約100品目に限定し,そ 

の他の高価な特定銘柄製品の使用を 

排除.

6.13ベバリッジ報告以来の抜本的な 

社会保障改革案発表される（所得比 

例年金の廃止,企業•個人年金への 

加入義務化,補足給付制度の合理化 

等）.

7. 一 「社会保障法」成立（職域年金の 

改革.職域年金に5年以上加入した 

中途退職者の年金額の価値保証（物 

価または年5 %複利）,中途退職者 

の年金権の活用方法の選択化（職域 

年金•個人年金））.

10•—社会保険の定率保険料制を修正 

し 低賃金労働者には保険料率を逓 

減.

12.16英政府,社会保障改革に関する 

グリーンペーパー発表（公的所得比 

例年金の廃止,所得補足給付制度合 

理化などであり,所得比例の付加年 

金を所得の25%から20%に減額.遺 

族に対する付加年金は全額から半額 

に変更）.

（西独）3.- 第4次医師法改正（医師 

の供給をコントロールするため医師 

の免許を得るための実習期間（経験 

を積んだ医師の下での）の延長（4 
年から6年））.

6. - 遺族年金制度改正（1986.1施行.

夫に対しても遺族年金の支給,育児 

休暇期間を保険料納入済み期間に算 

入（この期間は平均賃金の75%とし 

て算定））.
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昭和60年(1985)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

4.1日本電信電話株式会社,日本た 

ばこ産業株式会社発足.

4. 9経済対策閣僚会議,経済摩擦を 

緩和するための包括的な対外政策を 

決定.

4.18警察庁,いじめで初の実態調査 

を発表（昭59年の小•中•高のいじ 

め事件531件,被補導者1920人,自 

殺者7人）.

4.19市場開放のための行動計画づく 

りの推進態勢として,政府•与党対 

外経済対策推進本部発足.

5.18「国の補助金等の整理及び合理化 

並びに臨時特例等に関する法律」公 

布.

5.31自民党,6増・6減案を盛り込 

んだ公職選挙法改正案を議員立法と 

して国会提出.

4.24厚生省に,中間施設に関する懇 

談会設置.

議報告）.

4.1 厚生省,抗生物質を全面的に国 

家検定を廃止し,国家検査に移行.

4.16 厚生省,/?型インターフェロン 

の製造を承認.

4.19厚生省,へき地保健医療検討委 

員会発足.

4.24厚生省のおいしい水研究会,報 

告書を提出（清浄な水道水源を取り 

戻すことが必要）.

4.~ 厚生省,市町村保健婦補助金を 

交付金に移行.

5.16公衆衛生審議会,健康づくりの 

ための食生活指針を答申.

5.18厚生省,過疎地域等保健指導事 

業費補助金を保健所運営費交付金に 

統合.

5.30第102回通常国会衆議院社会労働 

委員会,恒久平和への決意及び被爆 

者対策充実に関する件を採択（6.4 
参議院でも同趣旨の決議）.

6. 8 外務省,わが国の昭59年の政府 

開発援助（〇DA）が世界第2位と 

発表.

6.14「半島振興法」公布.

6.25第102回通常国会閉幕（公職選挙 

法改正案（6増6減案）,共済年金 

改革法4法案継続審議）.

6.26臨教審,教育改革に関する第1 
次答申を首相に提出（個性重視,私 

大を含む共通テスト創設,6年制中 

学•単位制高校の新設など）.

7. 2臨教審の第1次答申を最大限尊 

重する旨の対処方針を閣議決定（7. 
5教育改革推進閣僚会議を設置）•

7.17衆議院定数配分に最高裁判所が 

違憲判決（国会に認められた是正の 

ための合理的期間も経過）.

7.22行革審,行政改革の推進方策に 

関する答申および昭61年度予算に向 

けた行財政改革に関する意見を首相 

に提出（許認可の規制緩和,国有地 

活用）.

6.1「雇用の分®^における男女の均等 

な機会及び待遇の確保を促進するた 

めの労働省関係法律の整備等に関す 

る法律」公布（昭61.4.1施行）.

6.25女子に対するあらゆる形態の差 

別の撤廃に関する条約を批准.

7.23長寿社会対策関係閣僚会議を設 

置.

6. 4厚生省健康政策局内に家庭医に 

関する懇談会設置.

6.14医療機器懇談会,医療機器の研 

究開発の今後のあり方等について中 

間報告.

6.18厚生省保健医療局長,心の健康 

づくり推進事業の実施についてを通 

知.

6.25栄養士法および栄養改善法改正 

法公布（昭62. 4.1施行.栄養士試験 

の廃止,一定規模の集団給食施設に 

管理栄養士の必置義務）.

〇へき地保健医療検討委員会,今後 

のへき地保健医療対策のあり方につ 

いて検討結果をまとめた（広域的観 

点からの施策の展開,医療の質の確 

保,保健予防活動と医療の一体化, 

地域特性への配慮等）.

6. — 財団法人医療機器センター設立.

7. 8厚生省,乳及び乳製品の規格基 

準等を改正（常温保存可能品につい 

て保存基準の適用緩和）.

7.12「地方公共団体の事務に係る国の 

関与等の整理合理化に関する法律」 

公布（理容師・美容師・クリーニン 

グ業試験事務の委任,と蓄検査員の 

設置基準廃止,狂犬病予防注射期間 

の拡大など）.

7.18老人保健審議会,老人保健制度 

の見直しに関する中間意見（中間施
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4.1第41次生活扶助基準改定（生活 

扶助基準額における男女差解消）•

4.15中国残留日本人孤児問題懇談会 

再開（帰国後の定着自立促進対策を 

討議）.

4.25厚生省,国際青年年記念・児童 

センターの育成機能について通知 

（児童センターに年長児の育成機能 

を持つ大型児童センターの設置）•

4. 6社会保険庁,政管健保の高額医 

療費貸付事業の実施.

（オーストラリア）3. 21年金に資産調 

査制度導入.

（国際）3.13国連婦人の10年世界会議 

のための'国連婦人の地位委員会'ウ 

イーンで開催.

7.15 ナイロビにおいて国連婦人の10 
年,1985年世界会議を開催（〜7. 26. 
国連婦人の10年の最終年）.

11.- OECD •厚生省共催による'保健 

医療年金に関するハイ•レベル東京 

会議'開催.

一 国連総会,国際青年年を決議.

5.1!厚生省,主任家庭奉仕員（チー 

フ・ヘルパー）設置事業を創設.

5.17厚生省,中国残留日本人孤児の 

肉親捜しのため訪中調査

＞厚生省,B型肝炎母子感染防止制 

度を創設（母子間の垂直感染防止）.

5.18厚生省,婦人保護事業実施要領, 

婦人相談所運営要綱および婦人保護 

施設運営要綱を改正（婦人の転落の 

未然防止に重点）.

5.21厚生省,精神薄弱者福祉工場の 

設置および運営について通知.

6. 7児童扶養手当法改正法公布（&1 
施行.手当額の2段階制の導人新 

規認定分につき都道府県の2割負担 

の導入）.

6.14戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（新たに特別弔慰金（額 

面30万円の国債）の支給）.

6.25児童手当法改正法公布（6.1適用. 

支給対象を第2子へ拡大し,支給期 

間を義務教育就学前に限定）.

5.1国民年金法等改正法公布（昭61. 
4.1施行.基礎年金の導入,給付水 

準の適正化,婦人の年金権の確立, 

障害年金の充実）.

6.18国民年金法及び特別児童扶養手 

当等の支給に関する法律改正法公布 

•施行（年金額の引上げ,特例スラ 

イド3. 4%）.
6.25農業者年金基金法改正法公布 

（昭61.4.1施行.厚生年金の改正に 

準じた給付と負担の適正化,拠出時 

国庫負担の廃止,後継者による年金 

額の格差,年金支給停止事由の緩和, 

農協の役員期間のカラ期間通算,60 
〜65歳の任意加入制の導入等）.

7.12児童福祉法改正法公布（児童福 

祉審議会と地方社会福祉審議会の統 

合自由化,市町村の設置する児童福 

祉施設の都道府県知事認可を事前届 

出に改正）.

7.22中国残留日本人孤児問題懇談会, 

今後の施策のあり方について第2次 

報告（肉親搜しの早期完了と定着自 

立促進対策の総合的推進）.

7.3!厚生省に年金審議会設置（国民 

年金,厚生年金に関する調査•審 

議）.
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昭和60年(1985)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

7.26国鉄再建監理委員会,国鉄改革 

に関する意見を首相に提出（BS62.4 
に,国鉄を東日本,東海,西日本, 

北侮道,四国,九州の6民間会社に 

分割）.

＞閣議,昭61年度予算概算要求基準 

決定（4年連続の原則マイナス基準・ 

経常部門マイナス10%,投資部門マ 

イナス5%,例外防衛費,年金,政 

府開発援助など）.

7.30政府•与党対外経済対策推進本 

部,'市場アクセス改善のためのア 

クション•プログラムの骨格'を決 

定（関税,輸入制度など6分野で, 

3年以内に国際水準を上回る市場開 

放をめざす）.

& 9閣僚の靖国神社参拝問題に関す 

る懇談会（官房長官の私的諮問機 

関）,報告書提出（宗教色を薄めれ 

ば,閣僚の公式参拝可能.8.15首相 

初めて公式参拝）.

8.12日航ジャンボ機,群馬県御巣鷹 

山に墜落（死者520名）.

8.15経済企画庁,『経済白書』〈新し 

い成長とその課題〉を発表.

9.18中期防衛力整備計画（昭61〜65 
年度）を閣議決定.

9.22 5カ国（米•日・西独•英•仏）

蔵相•中央銀行総裁会議,ドル高是 

正のため為替市場への協調介入で合 

意.

10.10中国,訪中の安倍外相,靖国参 

拝問題で公式に懸念を表明.

10.14第103回臨時国会召集（同日開会 

式,12.21閉会）.

10.15経済対策閣僚会議,内需拡大策 

を決定.

8. 2厚生省の中間施設に関する懇談 

会,要介護老人対策の基本的考え方 

といわゆる中間施設のあり方につい 

ての中間報告を厚相に提出（施設型 

中間施設と居宅型中間施設の整備を 

提言）.

8. ?国鉄余剰人員雇用対策本部を設 

置.

＞人事院,俸給制度の改正および休 

暇制度の法制的な整備等を勧告.

9.14厚生省,高齢者対策企画推進本 

部を設置.

10.1 国勢調査（総人口1億2104万 

8923人）.

＞保健医療局に結核難病感染症課設 

置（感染症対策課,結核難病課を統 

合）.

設の必要性,保健事業の実施,加入 

者按分率は100%めざして検討すべ 

き,一部負担は老人にとって無理の 

ない範囲内で定額増について検討す 

べきなど）.

7.24 ジェチレングリコールを混ぜた 

オーストリア産有毒ワインの輸入判 

明（8. 30国産ブレンドワインにも有 

害物が判明.社会問題化）.

＞生活環境審議会適正処理専閃委員 

会,検討結果を報告（使用済乾電池 

についての方策提示）.

7.30中央薬事審議会,一般用医薬品 

である解熱鎮痛薬・かぜ薬•鎮暈薬 

•胃腸薬（制酸薬など7薬効群）の 

再評価結果を厚相に答申.

＞中央薬事審議会,眼科耳鼻科用剤 

・循環器官用剤・消化器官用剤・外 

皮用剤・ヨウ素製剤・体液用剤・歯 

科口腔用剤の再評価結果を厚相に答 

申.

8.1 厚生省,医薬品•医療用具にっ 

いて通関手続を簡素化（貿易摩擦解 

消の一環）•

8. 2中間施設に関する懇談会,中間 

報告（健康管理•疾病予防対策,在 

宅サービス,入所サービスが整合性 

をもって提供されるよう体系化すべ 

し 中間施設を在宅型,入所型に分 

類,サービス費用については適当な 

利用者負担を求める）.

8.2!厚生省精神保健課長,国連経済 

社会理事会,国連人権委員会,差別 

防止及び少数者保護小委員会（ジュ 

ネーブ）で精神衛生法の改正着手に 

ついて発言.

9. 2生命と倫理に関する懇談会,報 

告書を発表.

10.!浄化槽法,全面施行.

10. 9公衆衛生審議会精神衛生部会, 

アルコール関連問題対策に関する意 

見を具申（未成年者に対するアルコ 

ール飲料の宣伝・広告・販売等の規 

制（自動販売機の規制など））.

10.19厚生省保健医療局長,精神病院 

入院患者の通信•面会に関するガイ 

ドラインについて通知（信書,電話, 

面会について,運用のガイドライン 

を提示）.

10.3! 名古屋地裁,種痘などの予防接 

種禍訴訟で,国の防疫行政面での過
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8.26東京高裁,台湾人元日本兵の国 

家補償請求を棄却（国に救済を求め 

る異例の注文をつける）.

8.31厚生省,昭61年度予算要求にお 

いて年金積立金の別建高利運用を要 

求.

9.10厚生省,全国高齢者名簿を発表 

（100歳以上の高齢者1740人,前年よ 

り177人増,15年連続の増）.

9.15政管健保,組合健保の昭59年度 

収支決算発表.それぞれ,2040億円, 

2611億円の黒字.

10.20 ICカード等利用研究会,ICカー 

ド等の医療保険分野等での応用に関 

して中間報告.

10.24年金審議会設置.
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昭和60 • 61年(1985 • 86)

11.25厚生省,公募により'実年'を人生 

80年時代の50, 60歳代の呼称に選定.

> 保健医療および年金施策に関する 

日本・OECD合同ハイレベル専門家 

会議,東京で開催（〜11.28）. 

失を一部認め,国に賠償を命ずる判 

決.

10.-厚生省,原子爆弾被爆者実態調 

査を実施（従来の生存者調査に加え, 

併せて死没者調査を実施）.

11.27中央環境衛生適正化審議会,食 

肉販売業の新たな設定,クリーニン 

グ業,飲食店営業（すし店）の振興 

指針の目標年度の延長等について答 

申.

12.20経済企画庁,昭59年の1人当た 

り国内総生産（GDP）が初めて1万 

ドルを超え,先進国中9位と発表.

12.24第104回通常国会召集（12. 24開 

会式,翌年5. 22閉会）.

12.28中曽根内閣改造（厚相今井勇）.

>昭61年度政府予算案決定（一般会 

計54兆886億円,財政投融資計画22 
兆1551億円）.

12.20 WHO,国別推定平均寿命を発表. 

日本は男性74. 8歳（世界1位）,女 

性80. 7歳（世界2位）.

12.23人生80年型社会懇談会,人生80 
年時代の意義,人生80年時代にふさ 

わしい社会システムのあり方につい 

て中間報告.

12. 6厚生省の脳死に関する研究班, 

新しい判定基準をまとめる（窒息な 

どによる2次性の脳障害を対象に加 

える.脳死を人の死とするかについ 

ては議論が必要）.

12.16新薬の臨床試験の実施に関する 

専門家会議,医薬品の臨床試験の実 

施に関する基準案（GCP）を公表 

（治験に携わる医療機関,医師,企 

業等の遵守すべき基本的事項を定め 

たもの）.

12.17厚生大臣•運輸大臣,大阪湾圏 

域広域処理場整備基本計画を認可 

（広域処理場の位置,規模等）.

> 厚生省所管事業に係る環境影響評 

価の実施について通知（厚生事務次 

官依命通知）.

12.24「許可,認可等民間活動に係る規 

制の整理及び合理化に関する法律」 

公布（興行場,公衆浴場,旅館業の 

営業承継に関する事項の簡素化）.

12.27医療法改正法公布,（昭61,6. 27, 
8.1,10.1施行.いわゆる一人医師 

医療法人の設立を認め,都道府県に 

よる医療計画の策定,医療法人の役 

員及び指導監督規定の整備）.

12.28食品等輸入届出に事前届出制を 

導入（食品衛生法施行規則改正）.

この年,貿易黒字461億ドル,対 

米黒字395億ドル.

昭和61年

1.10安倍外相,シュルツ米国務長官, 1.2!ポランティア基金に対する寄附 1.9厚生省,国立病院•療養所（全
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11.1こどもの城開所式（東京都渋谷 

区）.

〇 厚生省,シルパーサービス振興指 

導室を設置.

11.15厚生省児童家庭局長,児童相談 

所等での児童のいじめ問題に関する 

相談活動の充実について都道府県へ 

通知.

11.26東京の社会福祉法人黎明会,法 

人として初めて中国残留孤児の身元 

引受人に名乗り・

> 帰国を希望する中国残留孤児国会 

友の会発足（超党派の国会議員有志 

による）.

12.12中央社会福祉審議会老人福祉専 

閃分科会,養護老人ホームおよび特 

別養護老人ホームに係る費用徴収基 

準の当面の改定方針について意見具 

申（資産保有に着目した費用徴収な 

ど提言）.

12.16離婚制度等研究会,わが国の離 

婚の概況,子の権利の確保が十分な 

されていない状況について述べた報 

告書を提出（方策として,相談機関 

の整備,離婚制度の再検討等を提 

言）.

12.17中央社会福祉審議会,国民生活 

の変化等に対応した生活保護制度の 

あり方について意見具申.

12.18身体障害者福祉審議会,入所者 

本人からの徴収に重点を置く等,身 

体障害者更生援護施設に係る費用徴 

収基準のあり方について意見具申.

>中央児童福祉審議会,入所者本人 

からの徴収に重点を置く等,精神薄 

弱者援護施設等に係る費用徴収につ 

いて意見具申.

11.8資金問題懇談会発足.

12.13資金問題懇談会,厚生年金,国 

民年金の積立金を資金運用部と別建 

てで高利運用することを提言•

12.19年金資金運用研究会,民間機関 

による年金資金の具体的な運用方法 

についての報告書を提出.

12.20医療及びその関連分野における 

民間活力の導入に関する研究会（財 

団法人社会保険福祉協会の委託研 

究）,民間医療保険のあり方につい 

てと題する中間報告を発表.

12.2?共済年金改革4法案公布（基礎 

年金の導入）.

昭和61年

1.1EC12カ国に拡大（新たにスペイ
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市場分野別（MOSS）協議（通信機 

器,木材製品,エレクトロニクス, 

医療機器•医薬品）について,各分 

野の開放措置を記した報告書を発表.

2. 4地方制度調査会,国の機関委任 

事務について答申（国の機関委任事 

務を地方自治体が拒否した場合,裁 

判手続き抜きで代執行を行うこと, 

国による地方自治体の首長の罷免制 

度の廃止）.

2.13通産相,米国向け乗用車の輸出 

自主規制を1年延長と表明（年間230 
万台）.

3. 6国語審議会,'現代かなづかい'を

金,一部非課税化（企業は全額損金 

算入,個人は年間所得の4分の1ま 

で所得控除）.

3.31 大蔵省,ボランティア基金への

国239カ所）のうち79カ所（88カ所 

を48カ所に統合,34カ所を地方自治 

体に譲渡）を昭61年度から10年計画 

で削減することを決定

1.10厚生省,老人保健法改正大綱を 

決定（治療とリハビリテーション機 

能を備えた'老人保健施設'の創設等）.

＞採血及び供血あっせん業取締法施 

行規則改正公布（採血基準に400力/ 

全血採血（従来200加）,血漿成分 

採血,血小板成分採血を加え4月1 
日から実施）.

1.13保健体育審議会,学校給食の 

「所要栄養基準」,「標準食品構成表」 

の改正案を文相に答申（学校給食の 

ダイエット化）.

1.23食品添加物表示検討会,食品に 

使用した食品添加物は,原則として 

表示することが適当である旨の中間 

報告書を提出.

1.30厚生省,医療計画策定指針（仮 

称）の試案（都道府県が医療法に基 

づき医療計画を策定する際の作業マ 

ニュアル）を都道府県に送付.

＞厚生省健康政策局長,救急医療施 

設の運営に対する指導の徹底等につ 

いて都道府県に通知（院内の連絡体 

制および受入対策責任者の明確化, 

救急用の空床の確保等）.

＞厚生省エイズ調査検討委員会,新 

たに3人のエイズ患者を認定.うち 

1人についてエイズの家族内感染を 

初確認.

2. 6公衆衛生審議会,'結核医療の基 

準'の見直しについて意見具申（標 

準的化学療法としてINH （イソニコ 

チン酸アミド）およびRFP （リファ 

ンピシン）の併用を主軸とする強化 

療法を採用.外科的療法についても 

術式等の見直しを行う）•

2.11 市場開放のための医薬品・医療 

機器分野における日米次官級レベル 

協議（MOSS協議）,昨年12月10日 

合意した日米共同報告書を公表.

2.14厚生省,エイズの浸透の防止対 

策を強化•推進するため,行政レベ 

ルではわが国初の感染症対策会議・ 

後天性免疫不全症候群指導者講習会 

を開催.

2.25厚生省,微量有害物質環境汚染 

緊急実態調査結果発表（廃棄物処理 

にともなうダイオキシン,水銀,卜 

リクレン等について,諸基準と照ら 

して問題となるレベルに至らず）.

3.11 厚生省に保健医療分野における
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2. 5身体障害者福祉審議会,身体障 

害者更生援護施設への入所措置事務 

等の団体委任事務化について答申・

2.14中央社会福祉審議会,社会福祉 

施設への入所措置事務等の団体委任 

事務化について答申.

2.19中央児童福祉審議会,児童福祉 

施設および精神薄弱者援護施設への 

入所措置事務等の団体委任事務化に 

ついて答申.

2.21長寿世界一の泉重千代氏死去.

2. 3厚生省,国民健康保険昭59年度 

決算状況を発表（全国の赤字市町村 

は402,昭44年の調査開始以来最高）.

2.- 社会保険庁,新しい事務処理方 

式（後期計画）による健康保険•厚 

生年金保険の適用,徴収業務を開始.

ンとポルトガルが加盟）.

1.28米国ケネディ宇宙センターで, 

スペースシャトル•チャレンジャー 

爆発.乗組員7人全員死亡.

2.26 フィじピンのマルコス政権崩壊. 

アキノ新大統領,新内閣を発表.

5.1 ソ連ウクライナ共和国のチェル 

ノブイリ原子力発電所で,作業員の 

人為ミスが重なって事故発生.

（英）4.一政府,プライマリ•ヘルス 

・ケアについての戦後最初の包括的 

改革構想を発表（すぐれたサービス 

を提供する家庭医に割増報酬の支払 

い,人頭報酬の比重の強化,家庭医 

の70歳定年制,患者に必要な情報を 

与え家庭医の選択を弾力化）.

7. 25 「社会保障法」成立（1985. 6の 

グリーンペーパーを盛り込む.企業 

•個人年金の奨励,所得比例年金は 

水準を引き下げ存続.原則!988. 4 
から実施）.

（仏）1986年予算法により年金の特別制 

度間の財政調整措置の導入（年金給 

付の平均的水準を基準に調整）.

（西独）7. 一 薬事法の改正（医薬品有 

効期限表示の義務づけ等）.

>身障者法改正（障害判定基準改正 

等）.

〇廃棄物処理法改正（自主規制が発 

効しない場合の規制権限の政府への 

授権等）.

12.- 保険医需要計画改善法（1987.1. 
1施行.保険医過剰地域での新規承 

認の制限）.

〇 第4次連邦医師法改正法第2章の 

改正法（見習い医制度の施行を1年 

間延期）.

>1987年年金調整法（1987. 7.1から 

3. 7%引上げ）.

> 第7次年金改正法（年金被保険者 

データの本人への通知等）.

3. 7厚生省,有料老人ホーム入居者
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40年ぶりに改定する旨答申（表記の 

許容範囲を拡大）.

4. 8国際協調のための経済構造調整 

研究会,首相に報告書を提出（前川 

リポート.住宅対策•週休2日制実 

施による内需拡大,石炭鉱業•農業 

の合理化などの産業調整,国際協力 

の推進）.

> 政府,旧高デフレ緩和・内需拡大 

のための総合経済対策を決定（公定 

歩合引下げを含む金融政策,公共事 

業前倒し,円高•原油の差益還元, 

規制の緩和）.

4.23臨教審,教育改革に関する第2 
次答申（学校,家庭,社会の枠組み 

を超えた'生涯学習体系'への再編成 

を提唱）.

4.25政府税制調査会,所得税と法人 

税の減税案の中間報告を発表（中堅 

所得者層を中心とした所得減税,サ 

ラリーマンに選択制の必要経費の実 

額控除,専業主婦に特別控除を新

4.26ソ連邦チェルノブイリ原子力発 

電所で事故発生.

4.29政府主催の天皇在位60年記念式 

典挙行・

5.1経済対策閣僚会議,経構研の提 

言を具体化する経済構造調整推進要 

綱を決定（内需拡大,為替相場安定 

のための政策協調）.

5. 4第12回先進国首脳会議（東京サ 

ミット）開催（〜5.6.7カ国蔵相会 

議（G7）新設,多角的監視実施に 

よる先進国間の政策協調強化）.

5.23公職選挙法改正法公布（6.21施 

行.8増7減による衆議院定数是 

正）.

5.26産業構造審議会総合部会小委員 

会,最終報告（21世紀に日本経済が 

活力を維持するためには技術分野を 

相互に結びつける'創造的知識融合 

化'が必要）.

5.30経済対策閣僚会議,円高デフレ

寄附金に対する税制上の優遇措置に 

ついて告示.

4. 8高齢者対策企画推進本部,'人生 

80年'時代の社会保障体系の整備計 

画をまとめる.

4.24国民生活審議会総合政策部会, 

'長寿社会の構造'と題する報告を発 

表（'人生80年'時代に合わせ,65歳 

まで就業機会の延長）.

5. 8「国の補助金等の臨時特例等に関 

する法律」公布（社会福祉施設の措 

置費に対する国の負担割合を2分の 

1,生活保護や公費負担医療等への 

国庫補助割合を10分の7とする（昭 

61年度から昭63年度までの暫定措 

置））.

国際協力委員会設置.

3.14廃棄物処理施設整備計画（第6 
次計画）を閣議了解（昭61〜65年度 

の5カ年計画.総額1兆9100億円）.

3.17大阪湾広域臨海環境整備センタ 

-,大阪湾圏域広域処理場整備実施 

計画を厚相および運輸相に提出.

3.20 健康政策局に,医療関連ビジネ 

ス調査室設置.

3.24厚生省,省内に国立病院等再編 

成実施推進本部を設置.

3.26 名古屋新幹線訴訟で和解成立 

（提訴以来12年ぶり）.

4.25廃棄物処理施設整備緊急措置法 

改正法公布.

5.1厚生省,チェルノブイリ原発の 

事故にともない輸入生鮮食品につい 

て放射能検査を実施.

5. 7化学物質の審査及び製造等の規 

制に関する法律改正法公布（昭62.
4.1施行.指定化学物質等の新たな 

規制範囲を設け,事前審査制度を充 

実•改善し,これらの物質の事後管 

理制度を導入）.

5.22 健康政策局に,ストレスと健康 

に関する懇談会設置.
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実態調査を発表（62施設,4816人を 

対象.入居者の約7割が女性で,70 
歳台が糸勺半数,8割以上が入居生活 

に満足）.

3.18売春対策審議会,'今後の売春防 

止対策の在り方について相に提

4.1第42次生活扶助基準改定（勤労 

控除制度について収入比例方式にー 

元化）.

4.30高齢者の福祉と住宅に関する研 

究会（厚生省と建設省の共同研究 

会）,高齢者向けの福祉サービスと 

住宅サービスの結合した'ケア付き 

住宅'供給システム（シルバーハウ 

ジング構想）について中間報告.

4.1健康保険,厚生年金保険の適用 

事業所を非適用業種（飲食店やサー 

ビス業）にも適用を拡大.

4.23年金局に,企業年金等研究会発 

足.

5. 9中国帰国孤児の養父母等に対す 

る扶養費問題で日中両国政府間で口 

上書交換（帰国孤児1人につき被扶 

養者1人と算定,月額60元,15年分 

一括支払い）.

5.13保険局•年金局,生命保険協会 

および日本損害保険協会に対して 

'医療費及び年金等における民間保 

険のあり方'について申入れ（〜5.
14.民間保険の販売が過剰となり, 

その結果,公的医療保険制度に対す 

る国民の信頼を損なわないよう留意 

されたいこと等）.
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効果を緩和するため,当面の経済対 

策を決定.

6. 2第105回臨時国会召集（同日開会 

式,解散）.

6.10行革審,首相に最終答申を提出 

（増税なき財政再建路線の堅持,建 

設国債の発行抑制（臨時•緊急の対 

応を認める）,少額貯蓄非課税制度 

（マル優）見直し,新たな行政改革 

推進の審議会の設置.6. 27解散）.

7.1内閣官房新組織発足（内閣審議 

室を内政•外政の両審議室に,国防 

会議事務局を安全保障室に,内閣調 

查室を内閣情報調査室,内閣広報室 

を内閣広報官室に名称変更）.

7. 6第38回衆議院議員選挙,第14回 

参議院議員選挙（衆院:自民300,社 

会85,公明56,共産26,民社26.参 

院:自民72,社会20,公明10,共産 

9,民社5）.
7.2!政府,昭62年度予算案の概算要 

求基準を総額で対前年度1%増の32 
億6000万円と決定.

7.22第106回特別国会召集（同日開会

6.13厚生省の国際協力委員会,今後 

の国際協力の方向について報告書を 

提出（発展途上国におけるワクチン 

を利用した感染症対策と水道•廃棄 

物対策を重点的に取り組む,国際協 

力医療センターの創設等）.

6.25高齢化に対応した新しい民間活 

力の振興に関する研究会,'健康産 

業の振興に関する研究報告書'を提 

出.

6.-長寿社会対策大綱,閣議決定.

7.1年金局に企業年金課設置.

6. 4日本健康食品協会（業界団体）， 

健康食品について自主規制のため規 

格基準案をまとめる.

6. 5保健医療局に,腎不全対策推進 

会議設置.

6. 6放射能対策本部,チェルノブイ 

リ原発の事故にともなう現時点での 

わが国における放射能レベルは十分 

低い状態にあると発表.

6. 7総理府,献血に関する世論調査 

を発表（昭61.1全国20歳以上3000人 

を対象.献血の経験あり42. 9%）.
6.13厚生省,へき地保健医療計画を 

策定（へき地医療の質の向上,広域 

的観点からの施策の展開,保健と医 

療の一体化等標準計画を策定）•

6.17厚生省保健医療局長,健康増進 

施設における健康増進指導に関する 

技術指針を都道府県に通知.

6.18水道•廃棄物処理国際協力研究 

会（水道環境部長の私的諮問機関）, 

'水道・廃棄物処理分野における国 

際協力の推進について'を報告.

6.19食品添加物の電解質バランスに 

関する検討会,'食品添加物におけ 

るナトリウム摂取の低減化につい 

て'報告.

6.20将来の医師需給に関する検討委 

員会,最終意見書を提出（昭70年を 

目途に新規参入を最小限10%削減 

等）.

6.28血液事業検討委員会,第2次中 

間報告書を提出（栄養補給目的の新 

鮮凍結血漿,アルブミンの使用中止, 

赤血球製剤の目的別使用の推進等）.

> 通産省,白アリ駆除用の有機塩素 

系殺虫剤クロルデンを化学物質審査 

規制法の'特定化学物質'に指定.輸 

入,使用を禁止する方針を決定.

7.11 公衆衛生審議会,'保健事業の見 

直しに関する意見'について報告書 

を提出（第2次5カ年計画策定にあ 

たり,重点的に検討すべき事項にっ 

いて意見具申）•

> 保健医療局に,健康づくりのため 

の運動所要量策定検討会を設置.

7.21将来の歯科医師需給に関する検 

討委員会,最終意見書を提出（昭70 
年を目途に新規参入を最小限20%削 

減等）.

7.23健康政策局に,医業経営の近代 

化・安定化に関する懇談会を設置.

7.25公衆衛生審議会,精神障害者の
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6. 6資産活用検討会,'資産活用によ 

る充実した老後保障'と題した報告 

書を提出（高齢者が自分の家に住み 

ながら,その資産を活用して,寝た 

きり・痴呆時の所要資金の給付を終 

身保障するシステムについて提言）.

6. 7総理府,老人福祉サービスに関 

する世論調査を発表（昭61.1全国20 
歳以上3000人を対象.自分の老後に 

不安を感じる者45.5%,老後の生活 

費については,公的年金•恩給が 

76.3%）.
6.23髙齢化に対応した新しい民間活 

力の振興に関する研究会,シルパー 

産業の振興に関する研究報告書を提 

出.

6. 5ダイアライザー検討委員会,合 

成高分子膜を用いた新素林のダイア 

ライザーの価格設定について中間報 

告・

7.31神戸の社会福祉法人陽気会の授 

産・更生施設'陽気寮から出火,■ 8 

人焼死.
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式,閉会）.

> 第3次中曽根内閣発足（厚相斎藤 

十朗）.

7.31日米両政府間の半導体交渉,決 

着（米政府,反ダンピング法の適用 

を一時停止.日本市場への米製品の 

参入拡大,日本メーカーの対米輸出 

製品価格への監視を5年間実施）.

8.14内閣官房長官,首相の靖国神社 

への公式参拝を見送ることを正式に 

確認.

8.15新自由クラブ,解党（組織ごと 

自民党に復党）.

>経済企画庁,『経済白書』'国際的 

調和をめざす日本経済'を発表.

社会復帰に関する意見書を提出（作 

業活動のための施設,居住のための 

施設,ディケア関連施設の整備充実, 

精神科医療施設におけるマンパワー 

の養成確保等）.

8.22厚生省人口問題研究所,日本の65 
歳以上の老年人口が2021年に23. 5% 
と試算・

8.28総務庁統計局,7月の完全失業 

率2. 9%と昭28年の調査開始以来最 

高と発表.

9.1!第107回臨時国会召集（同日開会 

式,12.20閉会）.

9.19 政府,円高デフレ対策として事 

業規模3兆6000億円強の総合経済対 

策を決定（公共投資の拡大,住宅建 

設の促進,民間活力活用のための助 

成など8項目）.

10.28政府税制調査会,税制改革にっ 

いて最終答申（中堅サラリーマンを 

中心にした所得税•住民税减税,法 

人税•相続税の引下げ,見返り財源 

としての新型（大型）間接税の導入, 

少額貯蓄非課税制度（マル優）の廃 

止）•

9. 2人生80年型社会懇談会,最終報 

告書を提出.

9.14 総務庁,わが国の65歳以上の老 

年人口1280万人 総人口の10.5%と 

発表.

9.29長寿科学研究組織検討会（厚相 

の私的懇談会）設置.

8. 8栄養情報サービスシステム検討 

会,加工食品の栄養成分表示に関す 

る意見書を提出（加工食品に含まれ 

るエネルギー,たん白質,脂質,糖 

質,食塩の5つの栄養成分を自主的 

に表示すること）.

8.25医療審議会,医療計画作成に係 

る重要事項について答申（医療圏の 

設定や必要病床数の算定に関する標 

準,医療計画の作成上重要な技術的 

事項等）.

8.27厚生省,痴呆性老人対策推進本 

部を設置

〇 厚生省,日本人の肥満とやせの判 

定表（図）を策定•発表.

9.2中央薬事審議会,インターフェ 

ロン/のB型肝炎に対する有効性に 

ついて承認の答申.

9. 4日・独間で医薬品の製造管理お 

よび品質管理に関する基準（GMP） 
ならびに医薬品の安全性試験の実施 

に関する基準（GLP）の相互承認に 

関する覚書を交換.

9. 5生活衛生局,ごみ収集車の電動 

化に関する調査研究報告書を発表.

9.12日•仏間で医薬品の安全試験の 

実施に関する基準の相互承認に関す 

る覚書を交換.

9.17 厚生省,クロルデン類を特定化 

学物質に指定.

〇安中訴訟（群馬県安中市の東邦亜 

鉛安中精錬所の重金属汚染による損 

害賠償訴訟）,東京高裁で和解成立 

（和解金4億5000万円）.

9.24食鳥検査制度検討委員会,食鳥 

検査制度の在り方について中間報告.

10.1 国立病院医療センターに,国際 

医療協力部を設置（開発途上国に対 

する保健医療協力体制の強化,充 

実）.

> 国立精神・神経センター設置（国 

立精神衛生研究所,国立武蔵療養所 

（神経センターを含む）を発展的に 

改組）.

〇生活衛生局水道環境部環境整備課 

に,浄化槽対策室を設置.

10.17救急病院•診療所検討委員会,

1474



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

8. 2厚生省社会局長,有料老人ホー 

ム設置運営指導指針の改正について 

通知（入居者の5%以上の定員を有 

する特別介護室の設置,食事サービ 

スの必須等）.

8.27国際社会福祉会議,東京で開催 

（〜9. 5）.

9.20厚生省,地域児童健全育成推進 

事業を創設.

9.10年金税制に関する研究会,公的 

年金税制のあり方について提言（厚 

生年金の標準的な老齢年金額までは 

実質的に課税されないよう措置すべ 

きなど）.

10.15厚生省,昭61年度児童環境調査 

を実施.
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11.15 伊豆大島の三原山,12年ぶりに 

噴火（21日,全島住民1万300人に 

島外への避難命令.12.20避難命令 

解除）.

11.28石炭鉱業審議会,第8次石炭政 

策の答申（昭66年度の国内炭生産量 

を現状より500万トン少ない約1000 
万トンに）•

12. 5自民党,税制改革案を正式決定 

（4兆5000億円の所得・住民・法人 

税減税,同規模の増税として'売上 

税'を新設し昭63.1より実施.税率 

5 %以下,年間売上1億円以下は非 

課税,マル優・郵便貯金の利子非課 

税制度を老人•母子家庭を除いて廃 

止.20%の一律分離課税）.

12.23自民党税制調査会,昭62年度税 

制改革大綱を決定.政府税制調査会, 

同趣旨の答申（昭62. 4から所得•住 

民•法人税減税,昭63.1から売上税 

導入（税率5%）,マル優•郵便貯 

金の利子非課税制度は昭62.10で廃 

止,売上税では43項目が非課税扱 

い）.

12.30昭62年度政府予算案決定（一般 

会計54兆1010億円,〇. 02%増.財政 

投融資計画27兆813億円,22.2%増）.

11・7厚生省に厚生科学会議設置.

11.- 保健医療及び年金政策に関する 

日本・OECD合同ハイレベル専門家 

会議,東京で開催

12.10中央労働基準審議会,'労働時間 

法制等の整備について'を建議（現 

行の週48時間の法定労働時問を週40 
時間に短縮することを法律に明記す 

ることなど）.

12.11地域改善対策協議会,同和事業 

を縮小することを内容とする意見具 

申を首相に提出（時限新法を作り, 

個人給付事業は原則として廃止）.

12.26「地方公共団体の執行機関が国の 

機関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律」公布（国と地方の 

機能分担を見直し地方の自主性・ 

自立性の強化を図るため機関委任事 

務の整理合理化と地方への権限委譲・ 

厚生省関係では,乙種看護婦試験の 

廃止,社会福祉法人の設立認可権限 

等の知事への委譲,保育所•老人ホ 

ーム等への入所事務の団体事務化な 

ど）.

今後の救急病院•救急診療所のあり 

方について報告書を提出.

10.2!保健医療局に,痴呆性老人対策 

委員会を設置.

11・1厚生省,輸入食品の放射能暫定 

限度を設定し,ヨーロッパ産輸入食 

品について放射能検査を強化.

11.4健康政策局に,診療科名等の表 

示に関する検討会を設置.

11.6家庭医に関する懇談会小委員会, 

家庭医を養成するためのカリキュラ 

ムの考え方,家庭医を支援するため 

の地域医療のシステム化,標榜科目 

や診療報酬の在り方等の社会的諸条 

件について提言.

11.10公衆衛生審議会伝染病予防部会 

インフルエンザ小委員会,現時点に 

おけるインフルエンザ予防接種にっ 

いての見解を発表（インフルエンザ 

の有効な予防手段としてはワクチン 

接種しかないこと,インフルエンザ 

ワクチンは感染を予防し,また症状 

を軽減する効果のあることなど）.

11.20食品,添加物等の規格基準（食 

品添加物の名称および成分規格）を 

改正.

> 厚生省,『第5版食品添加物公定 

書』を発刊.

11.28薬剤師国家試験制度改善検討委 

員会最終報告書を提出（試験を年1 
回にすること,試験問題プール制の 

導入,試験問題数の増加および試験 

時間の延長など）.

〇廃棄物処理施設整備計画,閣議決 

定.

12.3厚生省組換えDNA技術応用医 

薬品のための指針を公表.

12.13 保健医療局にATL （成人T細胞 

白血病）感染予防対策に関する研究 

班発足.

12.17厚生省,AIDS （エイズ）専閃家 

会議を設置.

12.18 経口避妊薬（ピル）の医学的評 

価に関する研究班,ホルモン含有量 

の少ない低用量ピルの製造のための 

臨床試験を認めるとの報告書をまと 

める.

12.22老人保健法改正法公布（一部負 

担金の改正,加入者按分率の引上げ, 

老人保健施設の創設）.

12.23公衆衛生審議会精神保健部会, 

'精神衛生法改正の基本的な方向に 

ついて（中間メモ）’を提出（これ 

に基づき改正法政府案作成）•

12.26水道法改正法公布（保健所設置
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

11.2!三原山噴火により大島町に災害 

救助法を適用.

11.7年金審議会,資金運用部預託金 

利改定に関する緊急意見を提出（積 

立金の自主運用という代償なく保険 

料拠出者の一方的負担を強いる預託 

金利の引下げをとり行うことは容認 

し難いとし,政府の善処を強く要 

望）.

11.28 医療費データベースシステム稼 

動.

12.22生協のあり方に関する懇談会, 

報告書を提出（生協の意義,役割を 

評価したうえで,生協の民主的運営 

の確保の重要性や社会的•経済的な 

力量に応じた社会的責任の自覚の必 

要性を指摘）.

12.12資金問題懇談会（年金審議会の 

委員による懇談会）,年金積立金自 

主運用の具体的方策について提言 

（民間運用専門機関を広く活用し, 

運用方法の多元化•分散化を図る, 

毎年度の運用対策額の3分の1の自 

主運用額を確保する等）.
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昭和61• 62年(1986 • 87)

市の市長が簡易専用水道に関する措 

置命令,立入検査等を行えることと 

した）.

昭和62年

1.14厚生省,国民医療総合対策本部 

設置.

2. 3売上税法案と'所得税,法人税減 

税,マル優廃止'を柱とする所得税 

法改正法案を閣議決定.

〇高松宮宣仁殿下ご逝去.

3.25第16回生命表（完全生命表）発 

表（平均寿命:男74. 78年,女80.48 
年.前回と比較して男1.43年,女1.72 
年の延び）.

1.7 結核•感染症サー-イランス事 

業開始（全国の保健所,都道府県・ 

指定都市および厚生省の間をコンピ 

ュータ•オンライン•システムで結 

ぶ）.

1.9厚生省,水道法等の規制を受け 

ない飲用井戸等の衛生確保を目的と 

した,飲用井戸等衛生対策要領を都 

道府県等に通知.

> 厚生省,放射能暫定限度を超える 

トルコ産ヘーゼルナッツを発見 積 

戻しを指示（これ以後,放射能汚染 

食品がしばしば発見される）.

1.17厚生省のAIDS （エイズ）対策専 

門家会議,神戸在住の女性を新たに 

エイズ患者と認定（日本で初の女性 

患者）.

1.20厚生省,都道府県等にセントラ 

ルキッチンカミサリーシステムの衛 

生規範を通知.

1.27 かんすい及びタール色素製剤に 

ついて公的製品検査を廃止（食品衛 

生法施行令改正）.

1.28厚生省,医療用具の製造所にお 

ける品質保証に関する基準（医療用 

具GMP）を都道府県に通知（品質 

保証管理者の設置,製品標準書等の 

作成,製造試験検査記録の保存等）.

2.16高知県で,エイズ感染の妊婦が 

3月に出産予定であることが判明.

2.20エイズ対策関係閣僚会議設置.

2.24エイズ対策関係閣僚会議,エイ 

ズ問題総合対策大綱を決定（正しい 

知識の普及,感染源の把握,2次感 

染防止対策の強化,国際協力および 

研究の推進など）.

2.27厚生省,飲食店営業及び喫茶店 

営業の振興指針を告示（施設・設備 

の現代化,衛生水準の向上,商品の 

品質の維持向上など）.

2.- 厚生省,医療•福祉機器研究開 

発推進会議設置.

3.12ストレスと健康に関する懇談会, 

報告書を提出（各ライフステージに 

おけるストレスについての分析,対 

応等）.

3.20対がん10か年総合戦略合同発表
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昭和62年

1.1916都道府県に中国帰国者対策協 

議会設立.

1.31年金審議会,年金財政基盤強化 

のための年金福祉事業団の業務の特 

例等について答申.

2. 4厚生省社会局長•児童家庭局長, 

社会福祉法人の認可について通知 

（社会福祉法人審査基準を示し,認 

可権限の地方委譲後の適正な執行を 

図る）.

2.12厚生省,身体障害児（者）実態 

調査を実施.

2.25社団法人シルバーサービス振興 

会設立（シルバーサービスの質的向 

上に必要な研究調査,情報提供,国 

際交流等を行う）.

2.13厚生省に年金資金運用検討会を 

設置.

2.- 社会保険庁,新しい事務処理方 

式（後期計画）による国民年金の裁 

定業務の開始.

3.16財団法人テクノエイド協会設立 

（福祉機器の開発•普及を目的）.

3.23中央社会福祉審議会企画分科会, 

身体障害者福祉審議会企画分科会お 

よび中央児童福祉審議会企画部会小
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4.1 国鉄が分割•民営化され'JR'ス 
タート.

＞臨教審,第3次答申を首相に提出 

（教科書検定は,現行の3段階審査 

を一本化し,検定の重点を中立性・ 

正確性の合否判定に置くなどの制度 

改革を提唱）.

4.2!臨時行政改革推進審議会（新行 

革審）が発足（会長大槻文平）.

5.12与野党国会対策委員長会談で売 

上税の廃案確認.

5.20昭62年度予算,原案どおり可決 

・成立.

5.29経済対策閣僚会議,内需拡大と 

輸入増加を目指した緊急経済対策を 

決定（公共事業5兆円,減税1兆円 

以上の計6兆?!以上）.

6. 8第13回主要先進国首脳会議（サ 

ミット）,ドル安定を目指す'ベネチ 

ア経済"r言を発表（〜6.1〇）.

4.1吉村記念厚生政策研究助成基金 

発足.

6. 2年金局資金課を資金運用課と改 

称.

6.23厚生省,昨年1年間に生まれた 

赤ちゃん138万3000人と発表（ひの 

えうまの昭41年を除けば明32年統計 

を取り始めて以来の最低）.

6.26国民医療総合対策本部,中間報 

告書を提出（老人医療の今後のあり

会開催（厚生省,文部省,科学技術 

庁主催）.

＞新たな医療関係職種の資格制度の 

在り方に関する検討会,中間報告書 

を提出（臨床工学技師,医療福祉士, 

義肢装具士,補聴器士,言語聴覚療 

法士の5職種についていずれも重要 

でありその資格を制度化すべきであ 

る）.

＞医薬品データベース,全国オンラ 

インネットワークによる情報提供サ 

ービスを開始.

＞ カネミ油症訴訟で,原告と鐘淵化 

学工業和解.

3.30熊本地裁,水俣病訴訟で国と県 

にも責任を認める初の判決.

4.1厚生省,食品添加物かんすいお 

よびタール色素製剤の製品検査を廃 

止.

4. 7厚生省,精神病院入院患者の通 

信•面会に関するガイドラインの実 

施状況を発表（通信•面会が基本的 

に自由な病院93.5%,信書の発受を 

制限していない病院8〇.1%）.
4.24家庭医に関する懇談会,報告書 

を提出 傢庭医機能を担う医師の養 

成,その機育总を十分発揮させるため 

の支援体制について提言）•

4.28看護制度検討会,報告書を提出 

（看護婦の養成等の促進,専門看護 

婦,訪問看護婦の育成を提言）.

＞厚生省生活衛生局および運輸省港 

湾局,東京湾フェニックス計画基本 

構想を作成.関係地方公共団体に検 

討を依頼.

5. 8食鳥検査制度検討委員会,食鳥 

検査制度の在り方について報告書を 

提出（疾病罹患鳥の排除等,食鳥肉 

の安全を確保するための公的検査制 

度の導入について提言）.

5.2!生活衛生局水道環境部環境整備 

課に浄化槽対策室発足

[＞厚生省,合併処理浄化槽の設置に 

対する国庫補助制度創設.

5.25 厚生省,トリクロロエチレン, 

テトラクロ 口エチレンを化学物質に 

指定.

6.1腎不全対策推進会議,中間報告 

書を提出（腎不全予防対策の在り方, 

移植推進のため腎提供登録の推進, 

都道府県腎移植センターの設置等を 

提言）.

＞財団法人エイズ予防財団設立.

〇 財団法人麻薬•覚せい剤乱用防止 

センター設立.
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委員会合同会議,福祉関係者の資格 

制度について意見具申.

4.1援護局庶務課に中国孤児等対策 

室設置.

4.1 健康保険・厚生年金保険の適用 

拡大（常時3人または4人の従業員 

を使用する全業種の法人の事業所が 

適用対象）.

5.20厚生省,1歳6か月児精密健康 

診査制］度を創J設.

5.26中央心身障害者対策協議会,障 

害者対策に関する長期計画について 

首相に意見具申.

6.11 福島中国孤児定着促進センター, 

開所式.

6.16北海道中国孤児定着促進センタ 

—,開所式.

6.25障害者対策推進本部,'障害者対 

策に関する長期計画'後期重点施策 

を決定.

6.26厚生省,家庭奉仕員講習会推進

5. 6年金資金運用検討会,中間報告 

書を提出（運用の目標や投資方針な 

どの運用ガイドラインの策定,多種 

多様な運用機関の活用,株式投資禁 

止等の運用範囲の見直しなどについ 

て提言）.

5.25中医協,薬価算定方式等のあり 

方について建議書を提出（一部に加 

重平均値に基づく算定方式の導入, 

薬価調査の充実,部分改正の廃止な 

どを提言）.

6. 2「年金財政基盤強化のための年金 

福祉事業団の業務の特例及び国庫納 

付金の納付に関する法律」（いわゆ 

る年金の自主運用法）,公布•施行.

6.21厚生省,国民医療費推計調査結 

果をまとめる（昭60年度の医療費総 

額は16兆159億円で,前年度比6.1% 
増）.

1481



昭和62年(1987)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

方,長期入院の是正,大学病院等に 

おける医療と研修の見直し,患者サ 

ービス等の向上についての方策を示 

す）•

7. 6第109回臨時国会召集（同日開会 

式,9.19閉会）.

7.14新行革審,緊急提言を首相に提 

出（今後の財政運用は内外情勢に機 

動的に対応する必要がある.内需拡 

大の起爆剤として財政出動を図るべ 

きなど）.

7.3!政府,昭63年度予算概算要求基 

準について一般歳出を1.84%増とす 

ることを閣議決定.

8. 7臨教審,最終答申を首相に提出 

（教育改革を進める重要な視点とし 

て,個性重視の原則,生涯学習体系 

への移行,変化への対応を強調）.

8.18経済企画庁長官,『経済白書』を 

閣議に提出（副題〈進む構造転換と 

今後の課題〉）.

8. 5健康と福祉の祭典検討会,中間 

報告書を厚相に提出（昭63年度より 

当面3年間試行.健康関連イベント, 

福祉関連イベントにより構成）.

8.21厚生科学会議,中間報告書を厚 

相に提出（保健医療関連事項を中間 

的にまとめたもので,重点研究分野 

については,がん,老化•成人病, 

精神•神経疾患など8項目を挙げ, 

概ね5年を目途に見直す必要がある 

とした）.

6. 5厚生省,原子爆弾被爆者実態調 

査を報告（被爆者の高齢化にともな 

い,健康面で様々な悩みや不安を抱 

えていることが明らかにされた）.

6. 9生活環境審議会廃棄物処理部会 

の中に,浄化槽専門委員会発足.

6.11生活環境審議会廃棄物調査専門 

委員会,検討結果を報告（事業者が 

製品等の廃棄物処理困難性を自己評 

価するためのガイドラインを提示）.

6.16 厚生省のエイズサーベイランス 

委員会,新たに5人をエイズ患者と 

認定•患者は計43人となる.

6.24自然環境保全審議会部会,釧路 

湿原を国立公園に指定.

6.25カネミ訴訟取下げに国が同意（18 
年にわたった長期裁判は事実上終 

結）.

> 総務庁,廃棄物の処理•再利用に 

関して厚生省に勧告・

7. 8原爆による線量の評価検討委員 

会,報告書を提出（原子爆弾による 

放射線の物理学的線量を決定するシ 

ステム（DS86）とこれを定めるに 

至った基礎データをまとめる）.

7.12 政府,第6回ワシントン条約 

（絶滅のおそれのある野生動植物の 

種の国際取引に関する条約）締約国 

会議で,2年後を目途にジャコウジ 

力の輸入規制留保を撤回する旨表明.

7.16エイズ対策専閃家会議,エイズ 

研究の基本的推進方策について報告 

書を提出（エイズ研究の推進のため, 

エイズ研究の重点研究課題,研究の 

推進方策等を提言）.

7.30健康政策局に,末期医療に関す 

るケアの在り方に関する検討会を設 

置.

& 6公衆衛生審議会伝染病予防部会, 

インフルエンザ予防接種の当面のあ 

り方について意見書を提出（当面, 

法律上の取扱いを変更することなく, 

被接種者の健康状態を最もよく知っ 

ている保護者の意向を採り人れる）.

>生活環境審議会廃棄物処理部会の 

中に,産業廃棄物専門委員会を設置.

&15今春,アフリカから帰国した男 

性が,ラッサ熱に感染していたこと 

が判明（日本人の感染例は初めて）.

8.21東京•赤坂プリンスホテルで, 

大量食中毒発生（患者194人）.

8.26痴呆性老人対策推進本部,報告 

書を提出（痴呆の調査研究,介護家 

族の支援,施設整備,総合的な取組 

体制の確立を提言）.
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事業を創設.

8.20厚生省,精神薄弱者社会自立促 

進モデル事業を創設.

8.24身元未判明孤児肉親調査委員会, 

発足.

8.28社会福祉施設等における防火安 

全対策検討委員会,報告書を提出.

7.23企業年金等研究会,厚生年金基 

金の育成普及方策のあり方について 

中間報告書を提出（設立条件の見直 

し,税制面の配慮,給付設計の弾力 

化等提言）.
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9. 2最高裁,有責配偶者の離婚請求 

を認める判決.

9. 4「日本電信電話株式会社の株式の 

売払収入の活用による社会資本の整 

備の促進に関する特別措置法」およ 

び「日本電信電話株式会社の株式の 

売払収入の活用による社会資本の整 

備の促進に関する特別措置法の実施 

のための関係法律の整備に関する法 

律」（実施法）公布・施行（社会資 

本の整備を促進するため,国が地方 

公共団体等に対して無利子貸付を行 

う制度を創設.実施法において,水 

道法,廃棄物の処理及び清掃に関す 

る法律および,広域臨海環境整備セ 

ンター法を一部改正）.

9.19所得税減税,マル優廃止など税 

制改革関連法案,参議院本会議で可 

決・成立.

10.16新行革審,'当面の地価等対策に 

関する答申'を首相に提出（取引を 

許可制として地価を凍結する規制区 

域の指定を準備するなどを柱）.

9. 4長寿科学研究組織検討会,報告 

書を厚相に提出（長寿科学研究セン 

ターの設置など提言）.

11.6竹下登内閣成立（厚相藤本孝雄）.

> 第110回臨時国会召集（同日開会 

式,11.11閉会）.

11.27第111回臨時国会召集（同日開会 

式,12.12閉会）.

> オーストラリア産牛肉よりDDT 
等を検出.直ちに食肉中の残留DD 
T等の暫定的基準値を設定.

8.27公衆衛生審議会,健康づくりの 

ための運動指導者養成について意見 

書を提出（公衆衛生業務従事者や健 

康増進施設で運動指導を行う者に対 

し,96単位（24日間）の研修カリキ 

ユラムを示す）.

> 小鳥のオウム病対策検討会,報告 

書を提出（オウム病の感染源である 

小鳥の飼育管理のあり方について提 

言）.

9.10墓地問題等研究会,発足.

9.18健康政策局に,地域保健将来構 

想検討会を設置.

9.24医業経営の近代化•安定化に関 

する懇談会,報告書を提出（医療機 

関自らが機能評価の実施や医療法人 

化の推進等に取り組むこと,行政や 

関係団体等も経営管理者のための研 

修の拡充・医療関連ビジネスの指導 

育成を行うこと等を提言）.

>食品添加物表示検討会,食品添加 

物の表示問題について最終報告書を 

提出（使用した添加物については原 

則として表示することが適当とす 

る）.

9.26精神衛生法改正法公布（精神保 

健法と改称）.

10.16公衆衛生審議会の喫煙と健康問 

題に関する専門委員会,報告書をと 

りまとめる.

>大阪湾圏域広域処理場整備事業に 

おける尼崎沖埋立処分場の埋立免許.

10.17「国立病院等の再編成に伴う特 

別措置に関する法律」公布・施行.

10.19乳児ポツリヌス症対策検討会, 

報告書を提出（乳児ボツリヌス症の 

知識普及,1歳未満の乳児へハチミ 

ツを与えないよう指導すること等を 

提言）.

11.2老人保健審議会老人保健施設部 

会,老人保健施設基準の答申書を提 

出.

11.4義肢装具士養成施設指定基準等 

検討会,養成所の指定基準,指定科 

目,国家試験科目等について報告書 

を提出.

11.5臨床工学技師養成施設基準等検 

討会,養成所の指定基準,指定科目, 

国家試験科目等について報告書を提 

出.

1484



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

10.15社会福祉士 •介護福祉士養成施 

設試験等検討会,養成施設の指定基 

準,試験の科目,方法,受験資格等 

について報告書を提出.

11.12厚生省,全国児童福祉会議（児 

童福祉法制定40周年記念）を開催 

（〜11.13）.
11.4身体障害者実態調査結果概要ま 

とまる（18歳以上身体障害者推計総 

数約241万人,人口比2.7%,身体障 

害者のうち1,2級（重度障害）者 

の占める割合約38%, 70歳以上の者 

の占める割合約31%）.

11.20財団法人シニアプラン開発機構 

設立（企業や厚生年金基金による共 

同事業としての福祉施設事業の企画 

開発を行う）.

11.30年金審議会,厚生年金基金積立 

金に係る非課税水準の確立について 

意見具申.
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11.19生活環境審議会廃棄物処理部会 

浄化槽専門委員会,既設浄化槽対策 

についてと題する第一次報告書を提 

出（合併処理浄化槽設置整備事業の 

推進,既設の合併処理浄化槽の改築 

等の推進,単独処理浄化槽を活用し 

た合併処理化推進等提言）.

11.24大阪湾圏域広域処理場整備事業 

（フェニックス計画）起工式行われ 

る.
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