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同志のみなさん！ 

われわれは今回の最高人民会議で人民保健医療法を採択しました。 

最高人民会議で人民保健医療法を採択したのは、わが国におい

て史上はじめてのことです。わが国は5000年の長い歴史をもって

いますが、人民保健医療法というものは存在しませんでした。 

最高人民会議で人民保健医療法を採択したのは、世界的にもま

れなことです。 

最高人民会議での人民保健医療法の採択は、わが労働党の時代

を輝かすいま一つの歴史的な出来事です。これはきわめてめでた

く光栄あることであり、世界に広く誇ってしかるべきことです。

朝鮮人民は史上はじめて、世界的にもまれな人民保健医療法をも

ったことにたいし、大きな民族的誇りと自負をいだくことができ

ます。 

われわれが人民保健医療法をもつことができたのは、わが党の

人民へのかぎりない愛情の結果です。わが党は、人民が幸せに長

生きし、健康な体でより長く働けるようにするため、あらゆる恩

恵と配慮を払ってきました。人民保健医療法をもつことができた

のはまた、全人民がわが党と共和国政府を積極的に支持し、党の

路線と政策を貫くためにねばり強くたたかってきた結果です。い

いかえれば、人民にたいする党と政府の愛、党と政府にたいする

人民の愛、この二つの愛が合わさって人民保健医療法が生まれた

のです。 
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われわれが人民保健医療法を採択できたのは、けっしてお金が

ありあまっているからではなく、わが国の医療技術が発達してい

るからでもありません。われわれはもっぱら、人民により大きな

幸せを与えるために人民保健医療法を採択したのです。 

お金の多い国だからといって人民的な保健医療法を採択できる

のではなく、医療技術が発達した国だからといって人民的な保健

医療法を採択できるのでもありません。人民を大事にしない国で

は、いくら資金があっても人民的な保健医療法を採択することは

できません。また医療技術が発達した国であっても、お金しか知

らず、人間を大事にしないなら、人民的な保健医療法を採択する

ことはできません。 

人民が権力を握っている人民の国、人民のためにすべてをつく

す党と政権がある国でのみ、人民的な保健医療法を採択すること

ができるのです。 

わが国で実施されている無料治療制は長い歴史をもっています。 

われわれはつとに抗日革命闘争の時期、遊撃区で人民に無料治

療をほどこす人民的な保健医療施策を実施しました。もちろん、

当時の無料治療制は広い範囲にわたるものではなく、十分なもの

とはいえませんでした。 

解放後、われわれは祖国解放戦争の時期から全般的無料治療制

を実施しました。戦時、アメリカ帝国主義者はわが国の都市と農

村を無差別に爆撃しました。かれらの野蛮な爆撃によって、農村

の富農や都市の小市民はいずれも破産しました。当時、人民はだ

れをとわず家と家財道具を失い、困難な状態におかれていました。
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無一物となった人民は、薬代を払う金さえもありませんでした。 

戦争の困難な時期、人民は党を信頼し、党は人民を信じ、党と

人民が一丸となってあらゆる困難をのりこえました。戦時、人民

が薬代さえ払えない困難な状態におかれていたので、わが党と共

和国政府は人民の病気を無料で治療する措置を講じました。こう

して、戦争の困難な時期に、一銭の金も取らずに人びとの病気を

治療する、もっとも人民的な保健医療制度である全般的無料治療

制が実施されました。これは、わが党と共和国政府が人民にほど

こしたいま一つの大きな恩恵でした。 

停戦後、国の経済がある程度復旧し、人民の生活水準が多少向

上したとき、国の経済管理の改善のため人民から治療費をすこし

ずつ取ろうという意見が一部の活動家から提起されました。しか

し党中央委員会は、困苦欠乏にたえて困難をのりこえることにし、

すでに実施していた全般的無料治療制を存続させることにしまし

た。こうしてわが国では、戦時からこんにちにいたるほぼ30年間、

もっとも人民的で先進的な全般的無料治療制が実施されています。 

報告にも指摘されたように、現在、朝鮮人民の平均寿命は73歳

という高い水準に達しています。このように人民の平均寿命がの

びたのは、他の国の人びとにくらべて食生活条件に恵まれている

からでもなく、他国の人には手のとどかない補薬や長生不老薬を

たくさん使っているからでもありません。これは全的に、わが国

の社会主義制度がすぐれており、このような社会主義制度のもと

で全人民がなんの心配事もなく幸せに暮らしているからです。医

療従事者が「まごころ運動」をくりひろげて患者の病気を誠意を
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つくして治療したことも人民の平均寿命の延長にある程度の作用

をしましたが、それが人民の平均寿命をのばした基本的要因とは

いえません。その基本的要因は、わが国社会主義制度の優位性に

あります。 

現在、わが国の人民はなんの心配事もなく、幸せな生活を送っ

ています。だれもが衣食住の心配をせず、子どもの教育や病気の

治療、税金の心配を全然していません。わが国には人民を抑圧し

搾取する者もいなければ、人民を殴打したり束縛する者もいませ

ん。人民は借金に悩まされるのでなく、かえって多くの金額を銀

行に預金しています。ですから、わが国の人民になんの心配事が

あるでしょうか。人民の生活にはただ喜びがあるのみです。 

わが国の新しい世代は、わらじがどんなものであるのかも知ら

ず、搾取がどういうもので、小作料がなんであるのかも解してい

ません。また、子どもたちは粥という言葉さえ知らず、若い女性

は粥の作り方も知りません。 

わが国には昔から「朝飯夕粥」という言葉がありますが、これ

は朝鮮人民の苦しい生活を表現した言葉です。朝飯夕粥というの

は、朝はご飯を食べ、夕は粥をすするという意味です。これはか

つての朝鮮人民の一般的な生活水準でした。それで昔の小説には

「朝飯夕粥」という言葉がよく出てきます。しかしこんにち、人

民は「朝飯夕粥」ではなく、朝、昼、晩と三食ともご飯を食べて

います。いま粥という言葉は人民の言語生活から完全に消えてし

まいました。 

わが国の社会主義制度がすぐれており、人民が幸せな生活を送
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っているので、だれもが長生きするのは当然のことです。平均寿

命が73歳に達する程度に人民の健康増進がはかられるようになっ

たことは、人民保健医療事業によって得られた輝かしい勝利です。 

われわれは人民保健医療事業におけるこれまでの成果を法的に

強固にし、今後、人民保健医療事業をさらに発展させるため、今

回の最高人民会議で人民保健医療法を採択しました。人民保健医

療法の採択により、わが国のすぐれた保健医療制度と保健医療事

業で達成された成果は法的に確固と裏打ちされ、今後、人民保健

医療事業をさらに発展させうる強力な武器がもたらされました。 

こんにち、わが国には人民保健医療事業をさらに発展させうる

あらゆる条件と可能性がそなわっています。わが国の社会主義制

度はさらに強化され、その優位性が日ましに大いに発揮されてお

り、社会主義の自立的民族経済の威力はかつてなく強化されました。 

今後、われわれがさらに奮闘して人民の生活をより向上させ、

かれらにより大きな喜びを与えるならば人民はますます長生きで

きるようになるでしょう。われわれは人民保健医療法を貫徹して

人民保健医療事業に新たな転換をもたらし、勤労者の健康をさら

に増進させ、全人民がいっそう長生きできるようにすべきです。 

わたしは、人民保健医療法の貫徹で提起される若干の問題につ

いて述べようと思います。 

なによりもまず、わが党の予防医学方針を貫徹すべきです。 

社会主義医学における基本は予防医学です。人が病気にかかっ

てから治療するのではなく、病気にかからないように予防対策を

講じるのが社会主義医学の基本です。 
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資本主義社会では、人びとが病気にかからなければ薬が売れな

いので、予防医学を奨励しません。社会主義医学は予防医学とい

う点からしても、資本主義医学とは根本的な違いがあります。 

われわれは、予防医学方針を貫徹して、すべての勤労者が病気

にかからないようにすべきです。 

予防医学方針の貫徹で提起される重要な問題は、公害を徹底的

に防止することです。 

現在、わが国には公害がありません。世界の人びとが 平
ピョン

壌
ヤン

を住

みよい都市だといってうらやましがっているのも、主には公害が

ないからです。公害がなければ人間が住みよいだけでなく、鳥獣

も繁殖します。平壌市は公害がないので、多くの山鳥が飛んでき

ます。以前わが国を訪問したある国のジャーナリストは東平壌に

あるホテルの庭園でキジを見て、非常に不思議がったものです。 

わが国に公害がないからといって、公害の防止をおろそかにし

ては絶対になりません。わが国でも工業がさらに発展すれば、公

害が生じるおそれがあります。したがって、工業が発展すればす

るほど、公害の防止に国家的な関心を払わなければなりません。 

現在、一部の幹部は、公害の防止に相応の関心を払っていませ

ん。日本帝国主義から受けついだ古い習慣をすてきっていないた

め、まだ一部の鉱山では尾鉱をそのまま川に流しており、一部の

工場では労働者に衛生的で文化的な労働条件を十分に保障してい

ません。 

すべての工場、企業所と人民政権機関、各級党組織は公害防止

運動を力強くくりひろげ、公害を徹底的に防止しなければなりま
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せん。 

予防医学方針の貫徹で提起される重要な問題の一つは、勤労者

の衛生知識を高め、体力を鍛え、休息の条件を十分に保障するこ

とです。 

社会主義労働法の要求どおり、勤労者に休息条件を十分に保障

することが大切です。一部の幹部は、労働時間を1、2時間延長す

るくらいはなんでもないと思っていますが、そうではありません。

労働者に十分な休息をとらせて8時間みっちり働かせるほうが、労

働時間を延長するよりも労働生産性を高め、労働者の健康を守る

うえで有益です。労働時間を延長すると生産能率が低下し、不合

格品が出るおそれがあり、労働者の健康にも悪い影響を与えます。

したがって幹部は、社会主義労働法に明示されているとおり、勤

労者の労働生活組織において、8時間労働、8時間休息、8時間学習

の原則を厳守し、労働生産性を高めるばかりでなく、勤労者の健

康を守らなければなりません。 

今後、人民の生活水準はさらに向上するでしょう。わが国で公

害を徹底的に防止し、スポーツの大衆化をはかって勤労者の体力

を鍛え、休息条件を十分に保障するならば、病気にかからず長生

きしたいという人民の願いは、いっそうりっぱに実現するでしょう。 

各級の党委員会と人民政権機関、経済機関は、わが党の予防医

学方針を貫く活動をしっかりととらえて力強くおし進めるべきです。 

つぎに、東医学をさらに発展させるべきです。 

現在、医療従事者のなかには東医学を軽視する傾向が見られま

す。外国で医学を修めたため東医学をよく知らない人びとのあい
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だに、それを信じようとせず、東医学を軽視する傾向がとくに多

いようです。東医学をないがしろにするのは誤っています。 

東医治療は非常にすぐれた治療方法です。東医治療が効果的で

あるということは朝鮮人ばかりでなく、外国の人びとも認めてい

るところです。わたしが他の国の有名な医学者に会ってみても、

東洋の民間療法、東医治療が非常に効果的であるといっていました。 

現代医学は主に手術や殺菌の方法で病気の治療をしますが、東

医学は人の健康を保って病気にかからないようにし、病気の治療

も人の気を回復させて病気を克服する方法でおこないます。 

東医薬には人の健康を保つ補薬がたくさんあります。洋医薬品

は人の健康を保つ薬としてビタミン剤が基本ですが、東医薬には

ビタミン剤だけでなく、必須アミノ酸をはじめ健康保持に必要な

各種成分の薬がたくさんあります。したがって、東医学を発展さ

せれば未然に疾病を防ぎ、人びとの健康をさらにしっかりと保つ

ことができます。 

東医学を発展させれば、現代医学で治せない病気も治せます。

現代医学で治せない病気を東医治療で治した例はたくさんありま

す。ある植物学者は脳溢血を起こしたとき洋医薬品を使わず、東

医薬で治しました。また、ある女性幹部は洋医薬品では治しにく

いといわれた眼病を東医薬で治しました。昨日、咸
ハム

興
フン

医科大学病

院の医学博士が発言しましたが、この病院では火傷した重患を東

医治療で治しました。 

今後、東医学をさらに発展させ、東医治療を積極的に奨励すべ

きです。 
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東医学を発展させるためには、東医治療法と現代医学的治療法

を適切に組み合わさなければなりません。 

東医治療法と現代医学的治療法を組み合わせれば、病気の治療

をより効果的におこない、病気の予防もさらにりっぱにおこなう

ことができます。 

東医学の欠点は、診察法が単純であることです。東医学では患

者の脈をとって病気の診断を下しますが、これは満足な診断法と

はみなせません。 

診察法は、東医学の方法より現代医学の方法がはるかに科学的

です。現代医学では近代的な医療機器を利用して患者の血液や尿

を検査し、心臓も検査するので、科学的な診断を下すことができ

ます。したがって、東医治療に現代医学の診察法を導入すれば、

病気の治療をより効果的におこなうことができます。 

各級党委員会と人民政権機関では、郡病院の東医科を強化し、

東医学を科学化し、民間療法を積極的に奨励すべきです。 

東医治療を発展させるためには、薬草を広く栽培しなければな

りません。薬草資源をよく保護、増殖し、計画的に採取して東医

薬を量産し、人民の健康保護に利用すべきです。 

東医学を発展させるからといって、現代医学を軽視してはいけ

ません。現代医学にたいする研究活動をひきつづき強化し、現代

医科学技術をいちだんと発展させなければなりません。 

つぎに、医療従事者養成事業に力をそそぐべきです。 

医療従事者養成事業に力を入れてこそ、人民保健医療法を円滑

に実行することができます。 
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わが国には医療従事者養成基地がしっかりと設けられており、

現在、医療従事者養成事業は順調にいっています。 

われわれは久しい前に、地方に総合的な幹部養成基地をきずく

方針をうちだし、各道に必要な幹部を自力で養成できる大学を設

ける措置を講じました。こうしていま、各道に医科大学が設けら

れ、そこで道に必要な医療従事者を自力で養成しています。 

各道に医科大学、農業大学といった部門別の大学を設け、地方

に必要な幹部を自力で養成するのは非常によいことです。平壌の

人を平壌医科大学で勉強させて 両
リャン

江
ガン

道に配置すればいやがるでし

ょうが、両江道の人を恵
ヘ

山
サン

医科大学で勉強させ故郷に配置すれば、

いやだとはいわないでしょう。地方に総合的な幹部養成基地をき

ずき、各道に必要な幹部を自力で養成して採用するという党の方

針は全的に正しいものです。 

これまで、各道に医科大学を設けて医療従事者を養成したので、

医療従事者の隊伍が大幅に増大しました。こんにちわが国は、人

口1万名当たりの医師数において、発達した国ぐにの水準に達して

います。 

こんにち、医療従事者養成事業で提起される重要な課題は、医

学教育の質を高めて有能な医療従事者を養成することです。 

医学教育の質を高めるためには、医科大学に実習の条件と設備

を十分にととのえなければなりません。各医科大学に実習病院を

斡旋し、最新医療設備や機器もそなえなければなりません。当該

部門では平壌医科大学にのみ力を入れようとせず、地方にある医

科大学にもりっぱな設備をそなえ、学生が十分に実習できるよう
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にすべきです。 

医学教育の質を高めるためには、医科大学の学制をすこし長く

する必要があります。現在、医科大学の学制は6年だそうですが、

そのくらいならまあまあでしょう。6年間なら、学生をりっぱに教

育することができるでしょう。 

医療従事者養成部門では、医学教育の質を高めるために努力す

る一方、女性医療従事者の養成にも深い関心を払うべきです。そ

うして女性医療従事者を多数養成すべきです。 

わたしは、各級党組織と人民政権機関、そして全人民が心を一

つにし、人民あげての運動で人民保健医療法を貫徹し、人民の健

康と長寿のために大いに寄与することを期待します。 

終わりに、今年の国家予算を正しく執行することについて簡単

にふれておきます。 

われわれはこのたびの最高人民会議で、1979年度国家予算執行

の決算と1980年度国家予算について審議しました。 

わが国の国家予算は非常に強固です。われわれは毎年、国家予

算の執行において黒字を出して多額の財政予備を得ています。こ

れは非常に好ましいことであり、わが国の経済が毎年長足の発展

をとげていることを意味します。 

いま他の国では、世界的な燃料危機のため生産に大きな支障を

うけており、物価をひきつづきつりあげています。しかしわが国

では、国内資源にもとづく主体的な工業を建設したので、世界中

が燃料危機に見舞われているこんにちの状況のもとでも、生産を

ひきつづき増大させており、したがって物価を引き上げなくても
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国家歳入を円滑に保障しています。 

かつてわが国でも、一部の学者が、原油発電所を建設するほう

が早いといってそれを提起しました。もちろん、原油発電所を建

設するほうが、水力発電所や石炭をたく火力発電所を建設するよ

り多少は早いでしょう。しかし、原油が産出されていないわが国

の状況のもとで、原油発電所を建設して外国から原油が正常に入

手できない場合は、発電所の操業が不可能になります。それでわ

れわれはかれらの意見を受け入れませんでした。 

化学繊維工場を建設するときにも、一部の人はビナロンでは細

い糸を紡ぐのがむずかしいから、石油化学工場を建設しようと提

起しました。しかしわれわれは、かれらの意見も受け入れません

でした。もし石油化学工場を建設して、外国から原油を正常に輸

入できなければ、工場の操業は不可能になります。われわれは石

油化学工場を建設したのではなく、わが国に豊富な無煙炭と石灰

石を原料とするビナロン工場の能力を2万トンから5万トンに拡張

しました。こうして、われわれは国内原料にもとづいて人民の衣

料問題を成功裏に解決しました。 

わが国の現実は、国内資源にもとづく主体的な工業を建設する

というわが党の方針がきわめて正しかったことを証明しています。

かつて外国の原料にもとづく工業の建設を提起した人びとも、そ

の意見が誤っていたことを認めています。もしも、われわれが当

時、かれらの意見どおり外国の原料にもとづく工業を建設したと

すれば、こんにち世界的な燃料危機で原油価格がひきつづき上昇

している状況のもとで、わが国でも物価を引き上げなければなら
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なかったはずであり、生産のすみやかな発展と国家予算の強固さ

も保障できなくなったことでしょう。われわれはこれまでと同じ

く、今後も国内資源にもとづく主体的な工業をひきつづき発展さ

せなければなりません。 

軽工業部門では、わが国に豊富な原料によって、人民の生活必

需品を多様で丈夫でスマートにつくる運動をくりひろげるべきです。 

元
ウォン

山
サン

ニット工場で、丈夫でスマートなビナロン製のニットを大

量に生産しているそうですが、それは非常によいことです。ビナ

ロンは丈夫で染色にも難がなく、糸も細く紡げる上等な繊維です。

けん切紡績法でビナロンで糸をとればさらに丈夫なものになりま

すが、それはタイヤコードやべルトの心体材料にも十分利用でき

ます。現在わが国では、ナイロン糸のかわりにビナロン糸をタイ

ヤコードやべルトの心体材料に使っていますが、丈夫で申し分あ

りません。 

軽工業部門の活動家の奮闘しだいでは、わが国の原料でも人民

に良質で多様な生活必需品を十分に生産供給することができます。

軽工業部門のすべての活動家は高度の党性、労働者階級性、人民

性を発揮して、わが国の原料で人民に良質で多様な生活必需品を

生産供給するため、大いに努力しなければなりません。これと同

時に、全人民がわが国の原料で生産した製品をいっそう愛好し、

広く利用するようにすべきです。 

こんにち軽工業部門には、生活必需品の質を高める問題が重要

な課題として提起されています。 

現在、人民の服装を見ても、色が多様でなく、仕立ても上等と
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はいえません。生活を質素にするからといって、黒地の服ばかり

着たり、良質の布地で不格好な服をつくって着てはなりません。

いろいろな色の布地で見栄えのする服をつくって着るのは、けっ

してぜいたくというものではありません。軽工業部門ではいろい

ろな色の質のよい布地を生産し、服も見栄えがするようにつくる

べきです。そうして、全人民が良質で見栄えのするいろいろな色

の服を着られるようにすべきです。 

靴も格好よく、いろいろな型の丈夫なものをつくるべきです。

靴を丈夫につくれば長持ちするので、靴を節約することにもなり

ます。 

軽工業部門では服や靴ばかりでなく、各種の生活必需品をすべ

て丈夫で多様につくるべきです。 

人民経済各部門で節約運動を強化すべきです。 

われわれは国の経済管理を几帳面におこない、節約し、また節

約してこそよい暮らしをすることができます。いくら生産しても、

他方で浪費してはよい暮らしができません。食べる心配、着る心

配がなく、生活になんの心配もないからといって、むやみに浪費

してはなりません。われわれはよい暮らしをするほど、1グラムの

鉄、1条の糸、1滴の油でもさらに節約すべきです。 

なによりも電気と石炭を極力節約すべきです。 

現在、電気の浪費が少なくありません。電気は火力発電所が石

炭でもって生産するので、電気の浪費はとりもなおさず石炭の浪

費を意味します。すべての部門、すべての単位で電気節約、石炭

節約運動を強力にくりひろげるべきです。 
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用水も節約すべきです。 

昨年の秋から雨が降らず、冬にも雪が降らなかったため、いま

用水事情が非常にひっ迫しています。すでに一部の地域では水不

足を訴えており、川の水も減っています。したがって1滴の水でも

大事に使い、汚水も1か所に溜めて浄化して再利用する対策を講じ

る必要があります。用水の節約運動は農村にかぎらず、都市でも

工業部門でもおこなうべきです。 

布地も節約すべきです。 

現在、布地の浪費が少なくありません。椅子などは木材で上手

につくればカバーをかける必要がないのに、やたらに椅子のカバ

ーをつくって布を浪費しています。国家経済機関からまずこのよ

うなことをなくし、布地の節約運動を強化すべきです。 

人民経済各部門で電気、石炭、用水、鋼材、布地などの節約問

題を強くうちだし、徹底的にたたかうべきです。すべての部門、

すべての単位で、より多く、いっそう質のよいものを生産し、節

約につとめて今年度の国家予算を成功裏に執行すべきです。 

 




