
＜医療の部＞医療01-15 小川政亮戦後日本社会保障資料

中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
大道良太「疾病救済制度　第一」（1926年）　備：『日本鉄道医協会雑誌』第
一巻第六刷～第二巻第一刷別刷

1926

衆議院事務局調査部『国民健康保険法案概要』（1937年） 1937
中央社会事業協会社会事業研究所『救療問題』（1937年） 1937
内閣府情報部『国民保健方策』（1938年） 1938
岡村周美『医療保護法解説』日本出版配給株式会社（1941年） 1941
社会事業研究所『近代医療保護事業発達史（上巻）』（1943年） 1943
健康保険組合連合会発行『健康保険』第四巻第十一号（1950年） 1950
厚生省『日雇労働者健康保険法案に関する参考資料』（1953年） 1953
健康保険組合連合会発行『健康保険』第八巻第六号（1954年） 1954
厚生省保険局『日雇労働者健康保険法規』（1954年） 1954
日の出村国民健康保険関係条例集 1972.5
健康会議・生活通信協同編集『健康保険のてびき』（1956年） 1956
衆議院社会労働委員会調査室『医療保障制度に関する資料』（1956年）　備：
その１～その３まで三冊

1956

統計研究会『医療保障の所得再配分効果に関する調査　集計結果表（Ⅱ・Ⅲ・
Ⅳ）』（1956・57年）

1956-57

統計研究会『医療保障の所得再配分効果に関する調査報告書（三）』（1957
年）

1957

衆議院社会労働委員会調査室『診療報酬を巡る諸問題（一）』（1957年） 1957

社会保障三法の改正についての切り抜き（1957～59年） 1957-59

厚生省保険局『第28回国会　国民健康保険法案に関する説明資料』(1957年） 1957

厚生省大臣官房統計調査部『昭和31年　患者調査』（1958年） 1958
厚生省大臣官房統計調査部『昭和31年度社会医療調査年報』（1958年） 1958
東京都社会福保健福祉地区組織育成中央協議会『健康で豊かな生活を築くため
に』（1959年）

1959

東京都社会福祉協議会『青ヶ島医療班報告書』（1959年） 1959

東京都国民健康保険団体連絡会『診療報酬支払い基金の概況』（1962年） 1962

厚生省医務局『医療制度全般についての改善の基本方策に関する答申』（1963
年）

1963

足立区社会保険事務所「健康保険法の一部改正について職員講習資料」 1963.4

日本医師会『国保強化運動と医療経済体系確立をめぐる諸問題』（1963年） 1963

日本医師会『再診10点設定要求説明資料』（1963年） 1963
厚生省保険局『国民健康保険施行法案に関する説明資料』（1969年）　備：第
31回国会資料

1969

厚生省保険局『国民健康保険法案に関する説明資料』（1969年）備：第31回国
会資料

1969

総評社会保障部長会議資料『医療保険関係参考資料』（1970年） 1970
総評社保部長会議資料『昭和47年度における勤労者保険、国民保険財政収支試
算』（1970年）

1970

全日本民主医療機関連合会『国民医療対策大綱―自問等医療基本問題調査会報
告―』（1969年）

1969

その他資料
経済企画庁物価政策課『社会保険診療報酬の改訂関係資料』（1970年） 1970
健康保険組合連合会『医療保険制度の抜本的改革関係資料』（1971年） 1971
小川政亮「公費医療からみた「健康権」」（1973年）雑　備：『ジュリスト』
No.538（1973年）のコピー

1973

日本労働組合総評議会『医療実態調査中間報告』（1973年） 1973

「保険・医療と現代社会」（1973～1974年）雑　備：書籍（不明）のコピー 1973-74

西三郎『地域保健活動とコミュニティ』新生活運動協会（1974年） 1974

第77国会「健康保険法等の一部を改正する法律案（政府原案）」「同要旨」 1976

健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 1976
健康保険法等の一部を改正する法律案参考資料
佐藤進「医療受給権と現行医療関係法制、政策上の問題点―「医師と患者との
関係をめぐる」制度関係を中心として」（1976年）雑　備：『ジュリスト』
No.619（1976年）のコピー

1976

笛木俊一「戦後の争訟事件および判決に見られるわが国の医療保険法の問題点
（１）」（1977）雑　備：『国際社会保障研究』No.20（1977）のコピー

1977

河邨文一郎「リハビリテーションに関する教育・研究体制等について（勧
告）」（1978年）別刷　備『リハビリテーション医学』第15巻2号　別刷

1978

医療における国際比較資料（1979年）雑　備：二木立「医療水準とは何か」川
上・増子編『思想としての医療』p.157-194　のコピー

1979

久保純一「フランス「医師倫理規則」の形成過程」（1980年）雑　備：社会保
障研究所『海外社会保障情報　No.50』（1980年）のコピー

1980

日雇い労働者保険法・船員保険法資料（諮問書）（1983年）雑　備：厚生省か
ら社会保険審議会への諮問書

1983

東京都衛生局総務部企画室『病院・診療所管理者の意識調査報告書』（1988
年）

1988

参議院厚生委員会・社会保障制度調査事務局『社会保障制度調査資料第21号
社会保障制度に関する調査事項（第1部）被用者の疾病保障（其の2）　被扶養
者について経営主体について』
社会保険特別研究会事務局『医療保障委員会最終報告』

富山県信用購買販売利用組合総合会『医療に関する事業報告書』（1940年？）

青森県厚生部『健康のしおり―保健福祉協同計画のために―』（1963年） 1963

静岡県済世会事務局構成表（1963年） 1963
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
秋田県民主医療機関連合会『民医連秋田』第４号（1972年） 1972
東京都医療費助成制度関係資料（1972年） 1972
東京都衛生局医療福祉部『大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の女性
関係条例及び規則集』（1972年）

1972

むさしの共立診療所『武蔵野の地域医療を求めて』（1975年） 1975
救急医療問題シンポジウム実行委員会『県下の救急医療問題シンポジウム報告
集』（1977年）　備：兵庫県

1977

石川県勤労者医療協会城北病院『城北病院二十年のあゆみ』（1977年） 1977

石川勤労者医療協会『石川勤労者医療協会医学雑誌』通算19号（1983年） 1983

石川県喘息友の会発行『わかば』（1984年） 1984
埼玉中央医療生活協同組合埼玉協同病院発行『手作り10年地域と10年』（1989
年）

1989

「石川済世会病院問題ファイル」（1990年～）雑 1990-

井上英夫・伍賀一道・横山寿一「過疎地域における医療・福祉―珠州市日置地
区医療・福祉実態調査報告―」（1990年）　備：『日本海文化』第16号別刷

1990

京都南病院・堀川病院『地域医療研究会'91報告集』（1991年） 1991
県南地域医療懇話会発行『第８回県南医療福祉交流会報告集』（1992年） 1992
協力会編集委員会『街の灯』（1994～96年）　備：機関紙 1994-96
現地調査北海道実行委員会「今人間らしく生きる権利を　北海道の医療と福祉
を守る全国現地調査報告集　1993.9.27-29札幌・十勝」

1994.1

札幌国保をよくする会発行『笑顔を守る―国保条例の改正を求めた直接請求署
名運動の記録―』（1995年）

1995

国分寺難病者の医療と福祉をすすめる会『住みなれた地域でともに行きたい―
アンケート調査報告書―』（1998年）

1998

第８回多摩コンチネンスネットワーク経験交流会『みんなで語るおしっこセミ
ナー』（2002年）パンフ

2002

WHO健康ウォーク佐倉実行委員会『2005年佐倉と世界を結ぶ第７回WHO佐倉健康
ウォークと講演』（2005年）

2005

WHO健康ウォーク佐倉実行委員会『2006年佐倉と世界を結ぶ第８回WHO佐倉健康
ウォークと講演』（2006年）

2006

石川勤労者医療協会健生病院『活用できる福祉制度』（年代不明）灰色
東京都区職員労働組合健福闘争本部『民主的な東京の保健医療計画を策定させ
るために』（1988年）

1988

東京都区職員労働組合『都民のための都立病院をめざす私たちの提案』（1990
年）

1990

川上武・小坂富美子「都立病院を見て考える」『社会保険旬報』No.1697～1700
別刷（1990年）

1990

東京都区職員労働組合・東京保健医療政策研究会『都立病院白書―安心してく
らせる新しい東京の医療―』（1991年）
都立病院改革会議『都立病院改革会議報告書』（2001年） 2001
「国立医療再編問題ファイル」（1986～1988年）小川ファイル 1986-88
「国立中連ファイル」（1989年～）小川ファイル 1989-
「国立中連ファイル」（1991年～）小川ファイル 1991-
「国立中連ファイル」（1993年～）小川ファイル 1993-
「国立中連ファイル」（1995年）小川ファイル 1995-
「国立中連ファイル」（1996年）小川ファイル 1996-
「国立中連ファイル」（1999年）小川ファイル 1999-
「国立中連ファイル」（2000年）小川ファイル 2000-
「国立中連ファイル」（2001年）小川ファイル 2001-
『週間全医労』（1979年5月10日付け） 1979

日本医労協・全医労『今、なぜ国立なのか―医療の再編・合理化をめぐって』

国民の医療と国立病院・療養所を守る中央連絡会議』『国民の医療はどうなる
のか―政府は、1/3を廃止しようとしている』

政策パンフ『今なぜ国立なのか　医療の再編・合理化をめぐって』（1986.2） 1986.2

明石・神戸地区国立病院関係資料（1986・87年） 1986
全医労『国立医療の切り捨て許さぬ―第109回臨時国会における衆・参社労委の
会議録要約―』（1987年）

1987

国立療養所西香川病院を発展させ地域医療を守る医療実態調査団『国立療養所
西香川病院の移譲と地域医療に関する実態調査報告書』（1998年）

1998

国民の医療と国立病院・療養所を守る中央連絡会議『よい医療をめざして』
（1988年）

1988

栃木　国立宇都宮病院統廃合問題関係資料（1989年～） 1989
国立医療機関統廃合に関する高知県実態調査団『国立医療機関統廃合に関する
高知県実態調査報告書』（1989年）

1989

全医労群馬地区協議会・全医労長寿園支部『仲間がいたから頑張れたんさネ―
長寿園存続運動7年の記録―』（1990年）灰色

1990

国立福知山病院を存続・拡充させる会ほか『あらたな出発―国立福知山病院の
移譲に反対するたたかいのきろく―』（1993年）

1993

国民の医療と国立病院・療養所を守る中央連絡会議『国立病院パンフ　国民の
医療と国立病院』（1996年）

1996

「国立中連資料」（1997・98年） 1997-98
国立療養所南岡山病院『概況所』（1997年） 1997

国立中連『国民の医療をまもる―国立病院つぶしは許さない―』（2004年） 2004

青森県『市町村保健婦』（1959年） 1959
青森県衛生民生労働部『保健所保健婦ケイス記録集』（1959年） 1959
青森県健康と生活を語る会『会報』（1959・60年） 1959-60
土曜会資料　小川先生公開講座原稿他（1972年・1973年） 1972-73
自治体に働く保健婦のつどい東京実行委員会『第7回自治体に働く保健婦の集い
報告集』（1975年）

1975
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
自治体に働く保健婦のつどい運営委員会東京実行委員『第8回自治体に働く保健
婦のつどい報告集』（1976年）

1976

自治体に働く保健婦のつどい運営委員会東京実行委員『第8回自治体に働く保健
婦のつどい妙録集』（1976年）

1976

自治体に働く保健婦のつどい運営委員会東京実行委員『第8回自治体に働く保健
婦のつどい妙録集　別冊』（1976年）

1976

自治体に働く保健婦の集つどい『「地域保健のあり方」について中間報告』
（1978年）

1978

自治体に働く保健婦のつどい『これからの公衆衛生をめぐる危険な動き』
（1980年）

1980

東北地区自治体に働く保健婦のつどい運営委員会発行『第１回東北地区自治体
に働く保健婦のつどい報告集』（1980年）

1980

近畿地区自治体に働く保健婦の集い資料（1981年） 1981
東北地区自治体に働く保健婦のつどい運営委員会発行『第２回東北地区自治体
に働く保健婦のつどい報告集』（198１年）

1981

わのめの会（保健婦の集い）資料（1981年） 1981
その他資料
自治体に働く保健婦のつどい運営委員会『第14回自治体に働く保健婦のつど
い』（1982年）

1982

東北地区自治体に働く保健婦のつどい運営委員会『第３回東北地区自治体に働
く保健婦のつどい報告集』（1982年）

1982

特別区保健所保健婦会『国の保健医療政策とこれからの保健所―国民医療総合
対策本部中間報告及び地域保健将来構想検討会を中心にして―』（1988年）

1988

東京都・特別区保健所保健婦会特別区保健所保健婦部会『平成元年度総会議案
書』（1988年）

1988

東京都・特別区保健所保健婦会特別区保健所保健婦部会『平成２年度総会議案
書』（1988年）

1988

特別区保健所保健婦会発行『昭和63年度　国の保健医療政策とこれからの保健
所―国民医療総合対策本部中間報告および地域保健将来構想検討会を中心にし
て―』（1988年）

1988

公衆衛生政策研究会『市町村の公衆衛生活動と保健婦の役割』（1993年） 1993

大阪府守口保健所『衛保だより・第40号』（1994年） 1994
住民と共に歩んだ保健師山本裕子さんの思い出を語る会『ええ子やなぁ　がん
ばったやなぁ』（2005年）

2005

健康と生活を語る会会報

「保健所・優性保護・医療社会事業　ファイル」（1941年～1958年） 1941-58

標準保健所における医療社会事業に関する報告（1948年） 1948
厚生省『性病白書』（1953年） 1953
東京都衛生局『保健所関係規程集』（1954年） 1954
埼玉県所沢保健所『二十年の歩み』（1957年） 1957
全国社会福祉協議会『性病予防』（1958年）　備：医療社会事業従事者養成講
習会講義テキスト

1958

保健福祉地区組織育成中央協議会『健康で豊かな生活・住みよい郷土をみんな
のものに―保健と福祉の地区組織活動関係資料―』（1959年）

1959

青森県保健所運営基礎資料（1960年）冊子　備：課内上司に意見具申の際に使
用した資料　日本公衆衛生協会

1960

青森県衛生民生労働部『村と保健―柏村基礎調査』（1960年） 1960
東京都多摩川保健所『昭和37年　事業概要』（1962年） 1962
青森県衛生部医務薬務課『保健所保健婦活動を中心とする地域活動の報告』
（1963年）

1963

東京都職員研修所『昭和36年度第5回海外研修報告No.8　西ドイツの公衆衛生其
の気候と運営』（1963年）

1963

東京都杉並東保健所『事業概要（昭和37年）』（1963年） 1963
群馬大学医学部公衆衛生教室『社会保障・衛生行政・医学に関する学習記録
（医学部三年学生の判別自主学習）』（1966年）

1966

神奈川県企画調査部県民課『衛生行政対策』（1967年） 1967
「医療・公衆衛生法の研究ファイル」（1971～1974年） 1971-74
医学書院『公衆衛生』Vol.36（1972年） 1972
西三郎「公衆衛生活動における健康診断の現状」『国立公衆衛生院教材』
（1973年）

1973

新日本医師協会東京支部・保健所部会発行『東京の保健所―区移管10年の歩み
―』（1987年）

1987

日野秀逸「後藤新平の論に関する医史学的研究」『公衆衛生院研究報告』Vo.37
No.3－4抜刷（1987年）

1987

栃木県衛生環境部『栃木県衛生年報』（1988年） 1988
自治体研究社発行『保健所はどう変わる』（1990年） 1990
「医療・公衆衛生ファイル」（2003年） 2003
全国保険問題研究交流集会実行委員会編『保健所の今日と明日―公衆衛生　保
健所再生のために―』（不明）
全国保健所問題研究交流集会実行委員会編『「行政改革下」の保健所』（1981
年）

1981

「保健所法問題・公衆衛生」ファイル（1993～) 1993
「退職医療制度関連資料ファイル」（1975年）小川ファイル 1975
全国保険医団体協議会『医師の戦いについて国民のみなさんに訴える』（1958
年）

1958

全国社会保険協会連合会編『社会保険』（1957年）備：改正健康保険法特集 1957

朝日ジャーナルの医療問題関係切り抜き（1960・61年） 1960-61
全国民主医療機関連合会　『全国民医連』（1962年） 1962
全国民主医療機関連合会『第10回定期総会議事録』（1962年）　　全国民主医
療機関連合会　第10回総会資料　（1962年）

1962
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
全日本民主医療機関連合会『経過報告・活動方針（草案）』　全国民主医療機
関連合会　第10回総会資料　（1963年）

1963

その他関係資料　　全国民主医療機関連合会　第10回総会資料　（1964年） 1964

東京民主医療機関連合会　『東京民医連第10回定期総会議事録』（1962年） 1962

鉄砲洲診療所「渡し」の会新聞　『わたし』（1962年）雑 1962
全日本民主医療機関連合会　『第十一回定期総会議事録』（1965年） 1965

全日本民主医療機関連合会『第11回定期総会『経過報告及び活動方針（案）』
（1963年）

1963

全日本民
医連結成
10周年記
念総会資
料（1963
年）

全日本民主医療機関連合会『医療活動報告集』（1963年） 1963

全日本民
医連結成
10周年記
念総会資
料（1964
年）

神奈川県民主医療機関連合会『法人研究会報告書』（1962年） 1962

全日本民
医連結成
10周年記
念総会資
料（1965
年）

経営通信資料　「医療費増大の真の原因は何か」（1964年） 1964
民医連　健保改悪反対のビラ（1964年） 1964
東京病院清瀬病棟清風会『健保改悪反対闘争文集』（1965年） 1965
全日本民主医療機関連合会『第十二回定期総会議事録』（1964年） 1965
全日本民主医療機関連合会『経過報告及び活動方針（案）』（1964年） 1964
民医連運動研究集会実行委員会編『医療はだれのために―青年意思のすすむ道
―』（1964年）パンフ

1964

全日本民主医療機関連合会『経過報告及び運動方針（案）』（1965年） 1965
医療改悪　各団体資料（1967年） 1967
『医療保険制度改革に関する関係団体等の意見要旨』（1968年）　厚生省　医
療制度「改革」資料（1968・69年）

1968

『国民医療対策大綱』　　厚生省　医療制度「改革」資料（1968・70年）
1968・
1970

その他関係資料　厚生省　医療制度「改革」資料（1968・71年）
1968・
1970

各団体ビラ・新聞（1969～72年）雑　備：赤旗、医労連、生協、民医連等 1969-72

『医療社会事業活動報告・老人健診報告』（1969年）雑 1969
石川勤労者医療協会ほか　石川県知事への要求書（1970年代） 1969
東京民主医療機関連合会　『医療通信』（1970年）雑誌 1970
川崎医療生協　公害・生保・医療改悪の取り組み資料（1970年）　備：小川メ
モ含む

1970

全日本民主医療機関連合会　第18回全日本民医連総会資料（1970年）　備：小
川メモ含む

1970

西荻窪診療所資料（1970年）　備：小川メモ含む 1970
第３回医療ケースワーカー研究集会資料（1972年） 1972
全日本民主医療機関連合会　第１回民医連運動交流集会資料（1973年） 1973
保団連　診療報酬引き上げ要求書資料（1974年） 1974
全日本民主医療機関連合会　第21回定期総会資料（1974年）雑 1974
全日本民主医療機関連合会編「民医連運動と社会保障―社会保障テキスト―」
（1978年）

1978

日本社会党『医療費問題の焦点―その経過と問題点をつく―』 パンフ
日本医療労働組合協議会『これでは病気が治らない―薬代半額負担・保険料大
幅引き上げをやめさせよう―』

パンフ

全日本民医連『全日本民主医療機関連合会の医療・福祉宣言―いつでも、どこ
でも、誰もが安心できるよい医療と福祉を―』

パンフ

京都民主医療機関連合会・京都民主医療機関労働組合『国民医療改善について
の請願』

パンフ

全日本民医連『よい国保をつくるには―八つの実現目標―』(1960年) 1960 パンフ
日本医療労働組合協議会『医療労働者を大幅にふやそう』（1962年） 1962 パンフ
全日本民医連『健保改悪反対20問答―宣伝のてびき―』（1965年） 1965 パンフ
春闘共闘・中央社保協『健康保険・共済改悪をやめさせるために―くすり代半
額負担反対・保険料ひきあげ反対―』（1965年）

1965 パンフ

日本共産党中央委員会出版部『もう医者にもかかれない―健康保険の改悪―』
（1965年）

1965 パンフ

新日本医師協会『わたしたちと献血―献血運動への疑問―』（1965年） 1965 パンフ
中央社会保障推進協議会『生命と健康を守るたたかい―社会保障闘争をすすめ
るために―』（1966年）

1966 パンフ

太田病院閉鎖反対共闘会議『どこへ行けというのか！「終着駅」太田病院のた
たかい』（1966年）

1966 パンフ

春闘共闘委員会・中央社会保障推進協議会『健康保険・共済組合の大改悪を粉
砕するために』（1966年）

1966 パンフ

東京民主医療機関連合会栄養士部会『ウソツキ政府の栄養学―憲法で保障され
た食事とは！！―』(1968年)

1968 パンフ

日本共産党中央委員会宣伝部『くらしと健康をまもるために』（1968年） 1968 パンフ

春闘共闘委員会他『日雇健保の改悪粉砕―内容改善をかちとるために―』
（1969年）

1969 パンフ
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
日本共産党中央委員会出版局『「健保特例法」の延長と日本共産党の緊急対
策』（1969年）

1969 パンフ

春闘共闘委員会・中央社会保障推進協議会・健保・共済改悪反対中央連絡会議
『医療保険の抜本改悪反対―全労働者のストライキで粉砕しよう―』（1969
年）

1969 パンフ

豊かな老後のための国民会議委員会『昭和45年9月豊かな老後のために―老人問
題の現状と将来―』(1970年)

1970 パンフ

全日本民医連『子どもの医療費を無料に』（1972年） 1972 パンフ
日本共産党中央委員会出版局『健康保険法改悪を許すな』（1973年） 1973 パンフ
東京民主医療機関連合会栄養士部会『私たちの栄養学―政治につながる一本の
大根―』（1969年）

1969 パンフ

安田明正『安心して入院できるために』（1978年） 1978 パンフ
中央社会保障推進協議会『健康保険・共済組合の大改悪をやめさせよう―国民
医療を充実させるために―』（1978年）

1978 パンフ

日本共産党中央委員会出版局『医療改革をすすめるために』（1979年） 1979 パンフ
「医療保障改悪問題ファイル」（1983年～）小川ファイル 1983-
「医療問題ファイル」（1984年）小川ファイル 1984
医療生協部会資料（1980・81年）雑　備：老人医療有料化反対について 1980-81
東京保険医協会『診療研究』第106号（1981年） 1981
医療団体連絡会議事務局「医団連ニュース」（1990年～「推進ニュース」に改
題）（No.1-17）

1989.1-
92.12

「医療保障改悪問題ファイル」（1986年1月～）小川ファイル 1986
「医療生協ファイル」（1986年～）小川ファイル 1986
「医療保障改悪問題ファイル」（1988年～）小川ファイル 1988
「医療保障問題（２）ファイル」（1989年～）小川ファイル 1989

全国生活と健康を守る会連合会『いつでもどこでも安心してかかれる国民健康
保険に―保険証とりあげは憲法違反払える保険料（税）へ―』（1987年）

1987

医療保険改悪に反対する石川県連絡会『国民刊行保険シンポジウム』（1987
年）

1987

全日本民主医療機関連合会『厚生省「中間報告」を斬る～国民医療総合対策本
部中間報告批判～』(1987年)

1987

医療保険制度の改善を目指す京都連絡会議「社会保障といのちをまもる学習討
論集会」チラシ（1988年）

1988
小川先生
記念講演

全国商工新聞社『全国商工新聞』（1988年） 1988
全日本民主医療機関連合会『患者の追い出し病院つぶし』（1988年） 1988

宮城県保険医協会資料（1989年）雑 1989
小川先生
記念講演

岡山県民主医療機関連合会『命をうばうもの…いま告発する医療の現場から』
（1989年）

1989

東京保険医協会『診療研究』増刊第205号　特集マンガ『国民医療総合対策』 1987.10 パンフ

東京保険医協会・東京歯科保険医協会『診療研究』第235号（1989年） 1989
第３回保健・医療・福祉総合シンポジウム資料(『第２回保健・医療・福祉総合
シンポジウム報告集』含む）

1990

「医療保障３ファイル」（1990年～1992年）小川ファイル 1990-92
中央社会保障推進協議会『いのちの差別と切捨てを許さない―厚生省医療改悪
構想批判―（1990年）

1990

神奈川県保険医協会『保険医の臨床』臨時増刊　「特集国民医療総合対策本
部・中間報告とこれからの医療」

1991-92

神奈川県保険医協会『保険医の臨床』臨時増刊　「特集健康教育講座200回のあ
ゆみ」

1991-93

保団連　第21・22回夏季学習会報告集資料（1991・92年）　備：小川先生記念
講演資料

1991-92

国民医療を守る共同行動推進本部・医療団体連絡会議『公的保険の充実でよい
医療と看護を』（1992年）

1992

全日本民主医療機関連合会『21世紀の新の国民医療実現のために―厚生省医療
法「改正」案批判―』（1992年）

1992

病院給食研究会『尿院休職の有料化とセンター方式を許さないために』（1993
年）

1993

「医慮保障」ファイル（1994年）小川ファイル 1994
日野秀逸「臨調「行革」十三年と日本の医療」（1994年）　備：『労働運動』
1994年4月号

1994

「医療保障」ファイル（1995～1997） 1995-97
「医療保険」ファイル（1996年6月～）小川ファイル 1996
新潟県民主医療機関連合会　新潟県診療報酬問題学集会（1996年） 1996
国民医療を守る共同行動新潟県実行委員会『社会保障と診療報酬問題学集会の
資料集』（1996年）

1996

全日本民医連『ストップ！医療・社会保障連続改悪　いのちの平等を守れ』
（1997年）

1997

全日本民主医療機関連合会「医療宣言」資料（1997年） 1997
「医療保障改悪問題資料」ファイル（1997） 1997
東京民主医療機関連合会発行『いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受
けられるために』（1998年）

1998

保団連　老人窓口一割負担影響調査（2001年） 2001
全日本民主医療機関連合会編『2003社会保障学習パンフ』（2003年） 2003
『月刊保団連』より「九条の会」原稿依頼（2005年）雑 2005
全日本民医連『保険で安全・安心の医療を』 パンフ
都庁職病院支部・衛生局支部・養育院支部・自治労連都職労『地域に輝け都立
病院』

パンフ

全日本民医連『2010年へのたび―医療法が改悪されたら―バックトゥザメディ
カルフューチャー』（1990年）

1990 パンフ

中央社会保障推進協議会『もうだまされません―高齢者も若い世代にも重い負
担が―』（1991年）

1991 パンフ
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
国民署名共同センター・中央社会保障推進協議会『いまねらわれている！年
金・医療・福祉　社会保障国民署名を進めるために』（1993年）

1993 パンフ

中央社会保障推進協議会『狙われる国民のいのちと健康―国民に背を向けた医
療保険審議会第２次報告―』（1996年）

1996 パンフ

全日本民医連『ストップ　社会保障総会悪　人間の尊厳がたもたれる医療・介
護・年金を』（1996年）

1996 パンフ

全日本民医連『ストップ　医療・社会保障連続改悪　命の平等を守れ』（1997
年）

1997 パンフ

全国生活と健康を守る会連合会『国民健康保険―医療を受ける権利うばう保険
証とりあげ』（2001年）

2001 パンフ

北九州市職員健康保険組合『健保だより』（1964年） 1964
健保連『健保の改正は値上げではない』〈1973年〉 1973
健康保険組合連合会『図書目録（和書）第４号』（1974年） 1974
健保連『危機に立つ医療保障―国民の医療を改善しよう―』（1975年） 1975
健康保険組合連合会『健保組合はなぜすぐれているか―事例に見る健保組合の
メリット―』（1978年）

1978

健保連『医療を歪める出来高払い方式―保険診療費の不当請求の実態―』
（1978年）

1978

健保連『盛り上がる医療費通知運動―国民には医療費を知る権利がある―』
（1980年）

1980

厚生省大学学術局学生課『学生の傷病とその医療費』（1956年） 1956
福岡大学学生保険部会『学生健康保険のしおり』（1972年） 1972
その他関連資料
早稲田大学学生健康保険組合『学生健康保険の案内』（1983年） 1983
早稲田大学学生健康保険組合『学生健康保険の案内』（1986年） 1986
早稲田大学学生健康保険組合『学生健康保険の案内』（1987年） 1987

兵庫県社会保障推進本部発行『国民健康保険基礎調査報告書』（1957年） 1957

青森県『昭和33年度　国民健康保険事業概況』（1958年） 1958
青森県国民健康保険課『昭和34年度国民健康保険事務費実態調査表』（1959
年）

1959

青森県国民健康保険課『給付制限撤廃に伴う積算資料』（1961年） 1961
厚生省保険局『国民健康保険事業月報昭和33年6月』（1958年） 1958
厚生省保険局『国民健康保険事業月報昭和33年7月』（1958年） 1958
厚生省保険局『国民健康保険事業月報昭和33年8月』（1958年） 1958
東京都民生局『東京都特別区国民健康保険精密実態調査報告書昭和33年3月』
（1958年）

1958

東京都民生局『特別区国民健康保険研究と資料　昭和33年3月』（1958年） 1958

東京都民生局『特別区国民健康保険医療費実態調査報告書　昭和33年3月』
（1958年）

1958

青森県『昭和34年度国民健康保険事業状況』（1959年） 1959
青森県『昭和34年度　国民健康保険事業状況』（1959年） 1959
東京都民生局『東京都特別区国民健康保険概要』（1959年） 1959
東京都民生局『昭和34年度各区別国民健康保険予算一覧表』 1959
東京都民生局保険部国民保険課『特別区国民健康保険実施準備調査報告書』
（1959年）

1959

その他資料
東京都民生局保険部国民保険課『国民健康保険』（1959年） 1959
新潟県『昭和34年度　国民健康保険事業状況』（1959年） 1959
練馬区国民健康保険課『国保シリーズⅠ　国民健康保険のしくみ』
青森県国民健康保険課『国民健康保険事業会計諸分析資料』（1960年） 1960
青森県国民健康保険団体連合会『青森県国保』（1960年） 1960
厚生省保険局発行『昭和36年度　国民健康保険事業状況』（1961年） 1961
厚生省保険局発行『国民健康保険事業月報　昭和37年1月』 1962
国民健康保険中央会『国保制度体質改善推進全国大会資料』（1963年） 1963
全国市長会『国民健康保険制度に関し当面改善を要求する事項について』
（1961年）

1961

横浜市民生局保険部国民健康保険課『横浜市の国民健康保険の財政問題はどう
なっているのか』（1965年）

1965

その他関連資料
秋田県由利郡西目村『国民健康保険事業における図表』
秋田県由利郡西目村『国民健康保険事業における疾病分類別調査票』（1962
年）

1962

秋田県由利郡西目村その他関連資料（1964年） 1964
静岡市『昭和37年度　静岡市国民健康保険』(1962年) 1962
広島県『昭和38年度版　国民健康保険事業状況』（1963年） 1963
盛岡市民生部保険課『盛岡市国民健康保険概要』第８号（1962年） 1962
厚生省保険局『国民健康保険事業月報昭和38年8月』（1963年） 1963
日の出村国民健康保険関係条例集 1972.5
石川県『昭和55年度　国民健康保険事業状況』（1981年） 1981
石川県『昭和60年度　国民健康保険事業状況』（1987年） 1987
金沢市『国保と年金』（1986年） 1986

横浜市民生局社会福祉部保険年金課『横浜市の健康保険（昭和60年度実績）』 1985

練馬区厚生部国民健康保険課『ねりまの国保　昭和61年版』コピー（1987年） 1987

練馬区厚生部国民健康保険課『ねりまの国保　平成元年版』コピー（1988年） 1988

練馬区厚生部国民健康保険課『ねりまの国保　平成２年版』コピー（1989年） 1989

練馬区国民健康保険課『ねりまの国保　平成３年版』コピー（1990年） 1990

石川県金沢市志雄町『昭和63年度　国民健康保険事業運営安定化計画書』 1988

金沢市『昭和63年度　国民健康保険事業運営安定化計画』 1988
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ

横浜市民生局社会福祉部保険年金課『横浜市の健康保険（昭和61年度実績）』 1988

名古屋市『国民健康保険のてびき』（1997年） 1997
小島米吉編『こくほの現状と展望』
練馬区国保資料（1994年） 1994
練馬区厚生部国民健康保険課『国保のしおり』（1986年） 1986
練馬区厚生部国民健康保険課『国保のしおり』（1987年） 1987
徳島市保健衛生部保健年金課『国保だより』（1988年） 1988
太宰府市国民健康保険課『国保のしおり』(1996年) 1996
文京区厚生部国民健康保険課『国保便利帳』（1996年） 1996
練馬区国民健康保険課『国保のしおり』（1996年） 1996
練馬区国民健康保険化『国保で笑顔』（1998年） 1998
大阪市『大阪市の国民健康保険』（1998年） 1998
大阪市『健康保険扶養者ＱandＡ』
「国保被保険者証問題ファイル　石川・青森・民商・京阪神」（1987年）小川
ファイル
「いわき市国保調査ファイル」（1988年）小川ファイル 1988
「金沢市国保事件（石川県国保審査会容認裁決事件）」（1989年）小川ファイ
ル

1989

「徳島県国保問題ファイル」（1989年）小川ファイル 1989
「山口県国保問題ファイル」（1989年）小川ファイル 1989
「京都の国保」（1990年）小川ファイル 1990
「東大阪市国保請求事件ファイル」（1991年）小川ファイル 1991
「東大阪市国保問題（1991年）小川ファイル 1991
「東大阪市調査（1992年）」小川ファイル 1992
「国保諸文献ファイル」（1984年）小川ファイル 1984
「国民健康保険問題ファイル」（1998年）小川ファイル 1998
「国保ファイル」（1988年）小川ファイル 1988
「国保ファイル」（1989年）小川ファイル 1989
「国保改善運動　全生連　ファイル」（1990年） 1990
「国保改正法案ファイル」（1990年）小川ファイル 1990
「国保ファイル」（1990年）小川ファイル 1990
「国保ファイル」（1992年）小川ファイル 1992
「国保ファイル」（1993年）小川ファイル 1993
「国保ファイル」（1994年）小川ファイル 1994
横須賀三浦医師会『都市国保設立の条件―横須賀市国保生みの悩み―』（1958
年）

1958

医療施設調査資料（1959～1968年） 1959-68 コピー
国民健康保険についての切り抜き（1959年） 1959
青森県板柳町国保資料（1960年） 1960
東京自動車連合『健保組合民主化闘争資料』（1962年） 1962
私鉄総連企画部『健康保険組合実態調査』（1962年） 1962
北九州市職員健康保険組合『北九健保だより』（1964年） 1964
日本都市センター『都市国保の現状と問題点―大阪府各都市の資料に基づいて
―』（1965年）

1965

春闘共闘委員会・中央社会保障推進協議会『健康保険・共済組合の大改悪を粉
砕するために』（1966年）

1966

潮流ジャーナル（1967年）　備：「健康保険に見る天国と地獄」 1967
中央社会保障推進協議会『健康保険組合のてびき―その仕組みとたたかい―』
（1967年）

1967

春闘共闘委員会・中央社会保障推進協議会　第５回社会保障討論集会資料
（1967年）

1967

新日本医師協会『医学評論』第73号（1983年）　備：「健康保険組合の健康管
理は被保険者に役立っているか」

1983

中央社会保障推進協議会『狙われる５千万人のいのち　国保・現状と運動』
（1983年）

1983

中央社会保障推進協議会『いのちが狙われている―健保改悪はゆるさない―』
（1984年）

1984

横浜市従業員労働組合社会保障部『社会保障（討議資料）』No.67　（1987年） 1987

神奈川県建設連合国民健康保険組合『第50回組合会議案書』（1994年） 1994
神奈川県建設連合国民健康保険組合『1995年度予算（案）』 1995
神奈川県建設労働組合連合会『第40回定期大会議案』（1994年） 1994
神奈川県建設労働組合連合会『第52回組合会議案書』（1995年） 1995
東京民主医療機関連合会「国民健康保険の改悪」チラシ（1994年） 1994
厚生省保険局『国民健康保険実態調査概要』（1954年） 1954
秋田県生活と健康を守る会連合会「国保税条例改正請求に関する意義申立書」
(1988.10)

1988

国保一部負担金減免に関する審査請求資料（松江市）（1989年） 1989
東京都国民健康保険団体連合会『東京都国保医療費の推移（図表）』（1961
年）

1961

東京都国民健康保険団体連合会『東京都国保医療費の推移（図表）』（1962
年）

1962

東京都国民健康保険団体連合会『昭和38年8月調査　国民健康保険所得階層別世
帯割合及び保険税（料）賦課状況調査資料』（1963年）

1963

山口県・山口県国民健康保険団体連合会『昭和62年度　国民健康保険事業状
況』（1988年）

1988

全日本民主医療機関連合会『民主診療病院について―民医連綱領の解説―』
1962年）

1962

全日本民主医療機関連合会『民医連新聞』第4号（1963年） 1963
全日本民主医療機関連合会『第13回全国民医連定期総会　経過報告及び運動方
針（案）』（1965年）

1965

全日本民主医療機関連合会『民医連について　歴史と綱領』（1967年） 1967
全日本民主医療機関連合会『第15回民医連定期総会決定　運動方針』（1967
年）

1967
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
全日本民主医療機関連合会『経営活動』（1973年） 1973

全日本未民主医療機関連合会『民医連医療』臨時増刊号（1973年） 1973
ベトナム
の医療

全日本民医連学術集談会運営委員会『第4回全日本民医連学術集談会』（1976
年）
全日本民主医療機関連合会『全日本民医連結成25周年記念祝賀会　1953→
1978』（1978年）

1978

全日本民主医療機関連合会「第4回病院管理研修会資料」（1996年） 1996
全日本民主医療機関連合会『民医連医療』号外（1997年4月） 1997
全日本民主医療機関連合会「第5回病院管理研修会資料」（1998年） 1998
石川民意連学術集談会資料（1978～1980） 1978-80
鹿児島・宮崎県民主医療機関連合会『第18回交流集会報告集』、小川政亮講演
資料、南海日日新聞記事他奄美の資料（1995年）

1995.6 封筒

鹿児島・宮崎県民主医療機関連合会『第18回交流集会資料』指定分科会資料
「共同組織」（1995年）

1995

鹿児島・宮崎県民主医療機関連合会『第18回交流集会資料』指定分科会資料
「在宅医療」（1995年）

1995

鹿児島・宮崎県民主医療機関連合会『第18回交流集会資料』指定分科会資料
「社会保障」（1995年）

1995

代々木病院 代々木病院『月報』（1959年） 1959
宮城県厚生協会坂総合病院医局『坂病院医療報告』第38号（1971年） 1971
民医連　坂総合病院『1972年度坂総合病院活動方針』（1972年） 1972
宮城県生協会坂総合病院『坂総合病院医療報告』第39号（1972年） 1972

神戸医療
生協

神戸医療生活協同組合・神戸協同病院『一患者の死を見守って―ある日雇労働
者の一生―』（1967年）

1967

全国保険医団体連合会発行『全国保険医通信』昭和52年1月号　通巻72号（1977
年）

1977

兵庫県保険医協会発行『マンガで見る医業税制の問題点』（1978年） 1978

石川県保険医協会　これからの保健医療を考えるシンポジウム資料（1983年） 1983

宮城県保険医協会発行『宮城保険医新聞』618号（1982年） 1982
宮城県保険医協会発行『宮城保険医新聞』655号（1988年） 1988
宮城県保険医協会発行『宮城保険医新聞』673号（1988年） 1988
宮城県保険医協会発行『宮城保険医新聞』693号（1989年） 1989
全国保険医団団体連合会・兵庫県保険医協会『医療の財源を考える』（1993
年）

1993

全国保険医団体連合会『1996年度　第34回定期総会議事（その２）』 1996
『第34回定期総会関連資料』 1996

新日本医師協会『新医協』（1986～1999, 2000）
1986-
2000

新日本医師協会『新しい医師』（1972.1～1974.12）
1972.1-
74.12

「医療生協ファイル」（1986年）小川ファイル 1986
日本生活協同組合『第４回組織研究会―荒川生協における組織活動の現状と問
題点―』

日本生活協同組合連合会医療部会『医療生協の活動―1968年版―』（1968年） 1968

荒川生活協同組合『荒川生活協同組合峡田診療所　組合員集団健康診断活動の
中間報告（第１回）』（1965年）

1965

荒川生活協同組合『峡田診療所業務活動報告集』（1969年） 1969
荒川生活協同組合峡田診療所『峡田診療所活動報告』（1969年） 1969

福島
医療生協

福島県生活協同組合『第14回総代会　運動のとりくみ（案）』（1969年） 1969

鹿児島
医療生協

『好きで病気になるのではありません』（1997年9月から実施された健康保険法
の改定に伴う医療費負担についてのアンケートの結果について

1998.4

日本生活協同組合連合会医療部会『全国医療生活協同組合名簿』（1972年） 1972

日本生活協同組合連合会医療部会『医療部会だより』No.91-95（1973～74年） 1973-74

日本生活協同組合連合会医療部会『1992年度医療部会総会議案書～人間らしい
豊かなくらしと平和をめざし地域で協同の輪をひろげよう～』（1992年）

1992

日本生活協同組合連合会医療部会『85年度上期単協代表者会議資料』（1985
年）

1985

日本生協連医療部会『昭和49年度医療部会総会議案書』（1974年） 1974
日本生協連医療部会『昭和48年度医療部会活動方針』（1973年） 1973
日本生協連医療部会『第10回組織研修会』（1973年） 1973
日本生活協同組合連合会医療部会『医療生協運動と医師の役割―医師の理解と
参加を勧めるために―』（1991年）灰色

1991

日本生活協同組合連合会医療部会『ひとびとの協同と消費生活協同組合法』
(1990年)

1990

日本生活協同組合連合会医療部会『健康な地域社会の実現を目指す医療生協づ
くり―21世紀の展望を切り開く５ヵ年計画―』（年代不明）灰色

論文 中田直人「確固とした法的存在「医療生協」―「大塚鑑定書」「埼玉県医師会
所見」を批判する―」（1990）　備：茨城大学政経学会雑誌第58号別冊

1990

市立富士中央病院職員組合ほか発行『いつでもどこでも誰でも安心して受けら
れる医療にするために』（1975年）

1975

京都医療労働組合協議会編　『府民からみた救急医療白書』（1979年） 1979
日本医労連編『患者・国民とともに医療・福祉を考える―日本医労連主催　第
18回医療研究集会・報告集―』（1988年）

1988

医労連　労働戦線討議資料「『連合』医療共闘」＝「全国医療」の本質と対応
（1989年）パンフ

1989

日本医療労働組合連合会　「日本医労連病院給食政策（第一次）」（1990年）
備：「医療労働」号外

1990
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
医労連　第44回定期大会資料（1994） 1994
日本医労連・精神部会　『医療費改訂と今後の精神病院の方向』（1994年）灰
色

1994

日本医療労働会館『医療労働』No.396　備：第25回医療研「全国集会」特集・
レポート（1997年）

1997

医労連　98春闘職場討議資料（1998年）パンフ 1998
医労連　第49回定期大会資料（1999） 1999
医労連　第52回定期大会資料（2002） 2002
日本医療労働組合連合会『Ｂ型肝炎ウィルス感染予防マニュアル』（年代不
明）パンフ

日本医療労働組合連合会『第19回医療研究集会参加のしおり』（1989年） 1989

日本医労連『第19回医療研究集会分科会レポート集』（1989年） 1989

日本医労連『第19回医療研究集会本部運営委員・事務局用てびき』（1989年） 1989

日本医労連『全国第22回医療研究集会プログラム』　備：テーマ「国民と広く
連帯し、患者・医療労働者の人権・生命の尊厳を守ろう」1993

1993

日本医労連『全国第22回医療研究集会レポート・講義レジュメ集』（1993年） 1993

医療研究運動推進委員会『第26回医療研究会「全国集会」　医療関係資料集』
（1998年）

1998

医労連、国民医療研究所　第26回医療研「全国集会」資料（1998） 1998
看護行政研究会『危路に立つ看護行政』（1960年） 1960
看護行政研究会『看護制度をめぐる参考資料』（1964年） 1964
看護行政研究会『地方看護係のあゆみ―看護行政研究会地区集会の記録―』
（1963年）

1963

看護行政研究会『変転する社会ご看護行政―全国看護係のリポート―』（1964
年）

1964

その他論文数点
東京都衛生局『東京都の看護婦不足対策に関する助言』（1970年） 1970
厚生省医務局『看護関係資料』（1971年） 1971
全日本看護学生自治会連合『看護学生黒書―看護教育の現状と問題点をさぐ
る』（1976年）

1976

看護労働関係切抜き（1991） 1991
看護婦の要求実現を目指す連絡会議『看護職員に関するヨーロッパ調査団報告
書』（1994年）

1994

「看護と人権プロジェクト」ファイル（1997） 1997
熊本大学教職員組合『大学病院の看護体制―現状と展望―』（1998年） 1998
日本医療労働組合連合会『准看護婦の移行教育に関するアンケート　集計結果
（速報）』（1999年）

1999

日本医療労働組合連合会『「准看護婦アンケート」中間報告』
『看護婦の移行教育に関する資料』
「保健医療福祉マンパワー対策・看護婦確保増員要求」ファイル 1991-93
国民医療研究所『国民医療研究所「第９回看護講座」　いま「看護」を問う―
現場からそして患者・国民の立場から―』（1995年）

1995

桐書房『ナースアイ』1997年5月号（1997年） 1997
「SSKO膠原病友の会ファイル」小川ファイル

全国膠原病友の会『SSKO膠原』（1997年～2005年）
1997-
2005

「難病問題・全国医療福祉協会ファイル」（1974年）小川ファイル 1974
特殊疾病対策機構研究班『難病患者の実態と医療福祉サービスの課題―昭和48
年度および昭和49年度における調査結果より―』（1975年）

1975

京都腎臓病患者協議会『京腎協1825日の記録』（1977年） 1977
難病患者福祉研究会『難病患者・家族への医療福祉援助』（1997年） 1977
山手茂他「全国パーキンソン病者実態調査報告」日本看護協会出版会『看護』
1978年4月号別刷

1978

山手茂「医療・福祉改革の突破口としての難病問題」『民主医療機関連合会医
療』No.77コピー
「患者運動ファイル」（1976～85年）小川ファイル 1976-85
「患者運動ファイル」（1985～95年）小川ファイル 1985-95
「患者運動ファイル」（1996年）小川ファイル 1996
多摩済世院患者と職員を守る会資料（1955年） 1955
上野正吉「医療と人権侵害」『日本医事新報』別刷第2246号、2255号（1967
年）

1967

小川先生論文原稿『健康を守る社会保障』、『権利保障の点から見た公費医療
制度』『健康と社会保障』（1972・73年）

1972

全国患者団体連絡協議会『かんじゃと医療　1975年版』 1975
九州弁護士会『患者の人権―インフォームド・コンセプトを中心として―』
備：1992年9.5　熊本市におけるプレシンポジウムの記録

1992

「医療生協・患者の権利章典ファイル」（1990～1993年）小川ファイル 1990-93
「患者の権利法をつくる会ファイル」（1991～1993年）小川ファイル 1991-93
「患者の権利法をつくる会・患者の権利宣言ファイル」（1994年）小川ファイ
ル

1994

「患者の権利法ファイル」（1997年）小川ファイル 1997
「患者の権利法をつくる会ファイル」（1998年）小川ファイル 1998
「患者の権利法ファイル」（1999年）小川ファイル 1999
「患者の権利法をつくる会ファイル・患者の権利オンブズマン」（2000年）小
川ファイル

2000

「患者の権利法ファイル」（2002～2003年）小川ファイル
2002-
2003

「患者の権利法ファイル」（2004年）小川ファイル 2004
「患者の権利法ファイル」（2005～2006年）小川ファイル 2005-06
患者の権利法をつくる会準備会『与えられる医療から参加する医療へ―患者の
権利法を私たちの手で―』（1991年）

1991

医療生協『「患者の権利章典」実践検討会』ポスター（1993年） 1993
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
共生園出版部『青空』（1938年） 1938
「農村の結核に就いて」『日本医事新報』第937号別刷（1940年） 1940
結核回復者全国コロニー協会『全国コロニー月報』（1943年） 1943
結核予防協会『統計面に現れた結核の現状―1953年―』 1953
日本社会事業学校専修科『結核と社会保障』（1955年） 1955
厚生省『結核行政資料』（1955年） 1955
厚生省公衆衛生局結核予防課『結核の現状と其の対策』（1958年） 1958
その他切抜き等
「結核患者と公的扶助・結核予防法他ファイル」（1954～59年） 1954-59
全国社会福祉協議会『医療社会事業従事者養成講習会講義テキスト結核行政資
料』（1957年）

1957

高座愛甲福祉事務所『医療扶助による結核入院患者の療養生活の実態―その最
低限度の需要量について―』（1958年）

1958

織本外科病院『医療雑誌』No.6-10 1959-60
日患同盟「結核予防法改正の関係資料」『療養新聞』（1961年） 1961
日患同盟「結核予防法関係法令通知集」『療養新聞』（1961年） 1961
東京コロニー協会・東京玉葉会浅川園『結核のリハビリテーションに関する調
査報告書』（1964年）

1964

結核予防課・結核予防会『命令入所制度の手びき』（1962年） 1962
命令入所制度（結核）・債権管理法等資料（1963・64年） 1963-64
織本病院『病院だより』（1964～1967年） 1964-67

東京コロニー協会『結核のリハビリテーションに関する調査資料』（1964年） 1964

結核回復者全国コロニー「結核回復者問題関係資料」（1965年） 1965
中野患者自治会『なかの―新病棟完成期年号』（1967年） 1967
日本患者同盟『健保で療養するには』（1954年） 1954

日本患者同盟『患者自治会のてびき（１）―自治会活動の進め方』（1967年） 1967

日本患者同盟『これだけはやってもらおう―医療の点検基準―』（1966年） 1966

日本患者同盟『じょうずな病気の治し方―結核の治療指針―』（1966年） 1966

日本患者同盟『結核患者の治療費と生活費―結核予防法・障害者福祉年金のと
り方―』（1964年）

1964

日本患者同盟『療養中の生活費（１）―障害者年金と障害者福祉年金のとり方
―』（1966年）

1966

日本患者同盟『療養中の生活費（２）―生活保護のとり方―』（1967年） 1967

日本患者同盟東京支部『日患東京』号外（1955年） 1955

日本患者同盟『療養新聞号外』（1956～58年、1967年11月）
1956-58,
1967

東京都患者同盟『自治会活動のてびき』（1958年） 1958
日本患者同盟　第49回全国評議員会資料（1958年） 1858
日本患者同盟　第54回全国評議員会議案・報告・資料（1962年） 1962
日本患者同盟　第58回全国評議員会資料（1965年） 1965
日本患者同盟『療養新聞号外』（1967年） 1967
日患同盟「医療実態調査資料」（1972年） 1972
日本患者同盟『第66回定期大会　決定集』（1973年） 1973
日本患者同盟『第67回定期大会　決定集』（1974年） 1974
日本患者同盟『第二次“結核薬”の副作用追跡調査報告書（1972年） 1972
日本患者同盟『ひどい差額徴収全国に広がる　診療報酬制度の矛盾の解決は急
務』（1973年）

1973

日本患者同盟『25周年をむかえた日本患者同盟』
日本患者同盟『第60回定期大会　決定集』（1977年） 1977

「日本患者同盟　療養新聞号外　ファイル」（1973～75年）小川ファイル 1973-75

東京都杉並保健所「結核についての申請書等資料」
日本患者同盟福岡県支部・第二松寿園患者自治会・自治労北九州市職員労働組
合『いのち守る―北九州市立結核療養所　第二松寿園裁判闘争の記録―』
（1972年）備：写真集あり

1972

日本患者同盟『健康新聞』(No.1862～1978）（1998.1～2006.12）
1998-
2006

赤十字『家庭新聞』（1950年11月2日づけ）（1950年） 1950

水野祥太郎「イギリスの国営医療」『日本医事新報』第1478号（1952年） 1952

浅賀ふさ「放射能と人類福祉（英文）」『日本福祉大学研究紀要』第2号抜刷
（1958年）

1958

吉田秀夫監修、谷みゆき編『戦後医療運動史年表Ⅰ　1945～1961』 1945-61
統計研究会『サービス財産業としての医業の研究』（1962年） 1962
北里大学医療制度研究会『病院実態調査報告　昭和39年7月』（1962年） 1962
久保全雄「健康破壊の階級性―健康破壊・災害の変遷と人民のたたかい、新医
協運動に触れて」『医学評論』（第33号）別刷（1968年）

1968

新道直行「ソ連邦および連邦共和国保健基本法」(1974年)　健康保険組合連合
会『国際社会保障研究』14号抜刷

1974

医学史研究会関東地方局『医学史通信』（1980～83年） 1980-83
眼内レンズ友の会『眼内レンズ友の会しおり』（1985年） 1985
全日本病院協会他『入退院マニュアル作成指針』（1987年） 1987
北陸医事法研究会『北陸医事法研究会史』第6号（1989年） 1989

野村研だより『マクロ』（1989～2001年）
1989-
2001

北陸医事法研究会『北陸医事法研究会史』第７号（1992年） 1992
片桐由喜「イギリス国民保険制度の形成過程―国民保健サービス法（1946年）
を中心として―」『北海道大学大学院環境科学研究科邦文紀要』No.6（1993
年）抜刷

1993
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備考 コンテナ
医療経済研究会『医療経済研究会会報』No.44～50（1991～1995） 1991-95
日本古医学資料センター「古医学月報」No.4, 7（1974) 1974
第6回全国医学生ゼミナール実行委員会『第６回医学生ゼミナール報告書』
（1961年）

1961

第30回全国医学生ゼミナール資料 1987.8
第41回全国医学生ゼミナール資料 1998.8
儀我壮一郎「アジアの中の日本と中国」久保医療文化研究所第83回講演会
（1995年）

1995

『1995年度　久保医療文化研究所講演録』（1996年） 1996
『1996年度　久保医療文化研究所講演録』（1997年） 1997
『1997年度　久保医療文化研究所講演録』（1998年） 1988
久保医療文化研究所ニュース（1997年）等 1997
小川先生講演依頼
小川先生論文原稿
佐藤久夫「未発見要療養じん肺患者に関する保険社会学的考察」労働科学54巻
７号

1978

松倉豊治「医歯薬法談」抜刷 2冊
松倉豊治「医事判例拾い読み」『大塚薬報』No.186-207別刷
森本外科・脳神経外科医院資料 1991
松平隆光「実地医家における外来診療」『小児科』35-7別冊 1994.6
松平隆光「小児保健法を考える―保健医療の立場から」『別冊東京小児科医会
報特集号』

1994.9

東京小児科医会社会保険委員会「社会保険委員会調査報告書　新しい小児科診
療報酬制度を考える」『別冊東京小児科医会報』13-4

1995.3

高木武「市村光江『医師ノ権利義務』論」『医事法規雑誌』創刊号 1998.12
高木武「ジェラル・メムト教授の労作とくに『医事法』」『医事法規雑誌』創
刊号

1998.12

国京則幸「医療保障における医師の位置付けと医療の責任について（二）」
『法学雑誌』44-3

1998.3

国京則幸「医療保障における医師の位置付けと医療の責任について（三）」
『法学雑誌』44-4

1998.8

国京則幸「医療保障における医師の位置付けと医療の責任について（四・
完）」『法学雑誌』45-1
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