
平成 13 年第 21 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 21  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 9 月 26  日(水) 14:32～15:50 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

議長代理 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

議員 片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 川口 順子 環境大臣 

同     坂口 力 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)構造改革特別要求について 

(2)医療制度改革について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第 19 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 福田議員提出資料 

資料 3 坂口臨時議員提出資料 

資料 4 「改革工程表」・「改革先行プログラム（中間とりまとめ）」の医療分野について 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議長代理） ただいまから第21回の経済財政諮問会議を開催いたします。本日
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はお忙しい中ありがとうございます。 

本日は議長である総理が米国から未だ戻られておりませんので、内閣府設置法

に基づきまして、私が議長の職務を代理することになっております。 

本日の議事でありますけれども、２点あります。まず構造改革特別要求の議論。

続いて医療制度改革の議論であります。 

構造改革特別要求に関しましては、川口環境大臣に、また、医療制度改革に関

しては、坂口厚生労働大臣にそれぞれ臨時議員として御参加をいただきます。 

また、９月11日の第19回の試問会議の議事録につきましては、従来どおりとさ

せていただきます。 

○構造改革特別要求について

（竹中議長代理） それでは、第１の、構造改革特別要求についての審議でございま

す。資料２に基づきまして、福田議員から御報告をお願い申し上げます。 

（福田議員） それでは、私から構造改革特別要求の調整案について御説明いたしま

す。お手元の資料２でございます。 

構造改革特別要求につきましては、先日の諮問会議におきまして、御報告いた

しましたとおり、内閣官房が中心となり、内閣府を始め、内閣の諸会議の事務局

等の協力を得て、各省からヒアリングを行い、調整案の作成に当たっておりまし

たが、ＩＴ戦略本部、産業構造改革・雇用対策本部、都市再生本部、総合科学技

術会議における検討を踏まえまして、最終的な調整案を策定いたしました。調整

案の具体的な内容につきましては、竹島官房副長官補から説明をしてもらいます。

（竹島内閣官房副長官補） まず資料２でございますが、１ページですが、14年度の

概算要求基準のポンチ絵でございます。左から公共投資、社会保障関係、義務的

経費とございまして、一番右に一般政策経費というのがございます。８兆4,000億

円の規模でございますが、これにつきましては、１割カットということになって

おります。 

同時に、要望としては２割増まで要望してよろしいということになっておりま

す。 

それから、科学技術振興費につきましては、更に５％余計に要求してよろしい

ということになっております。ただし、例外はＯＤＡについては、10％カットの

ままということになっているわけでございまして、この２割増の要望について、

今、官房長官のお話にございましたような調整を経て、９月末までに１割増し、

すなわち前年同の姿になるように、調整をして、各省が要求をするということに

なったわけでございます。 

そこで、次のページでございますけれども、８月31日に各省庁から７分野につ

いて構造改革特別要求が出てまいりました。それを所管別並びに７分野別にマト

リックスにしたものでございまして、総合計、右の下の隅に約1兆8,000億円とい

うのが出ております。これは重複しておりますので、科学技術とＩＴが重複した

り、環境と重複したりということがあるわけで、それは重複ベースでございます。 
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分野別には、「環境」でご覧いただきますと2,330億円。 

「少子・高齢化」は277億円。これは本体が社会保障関係費に入っておりますの

で、特別要求としては小さな金額になっております。 

  「地方の個性ある活性化・街づくり」、これは2,009億円。これも大きな部分が

公共事業に入っておる。 

  「都市再生」も同じように2,002億円出ておりますけれども、これも公共事業で

別途ある。 

「科学技術振興費」が一番大きくて、5,495億円出ている。 

「人材育成・教育」で2,310億円。 

最後の「ＩＴ」で3,569億円となってきているわけでございまして、各省ごとに

ご覧いただきますような数字になっているわけです。 

これの重複を除きましたところ、欄外の※印の１に書いてありますとおり、金

額は総額で１兆3,870億円でございます。これを１割のところにとどめるというこ

とでございますが、※２にございますように、その金額は8,030億円の枠内で調整

するという作業でございます。 

そこで、各省とのヒアリング、各本部なり環境省を含めました関係省庁との調

整を経まして、私どもで整理させていただいたのが次のページの調整方法。各省

から出てまいりました要望につきまして、◎○△×ということで評価をさせてい

ただきました。◎は積極的にやるべきである。これは例えば「e-Japan2002」の中

で掲げられているというもの。それから、経済活性化効果が大きいということで

ございますが、それは◎です。 

○は、そこまでいかないけれども、着実に実施すべきもの。 

△は、それほどお勧めとは申し上げられないけれども、重点的、効率的にやれ

るならばいいのではないかということでございます。 

  ×は、よくないということでございまして、こういう評価をまずいたしました。 

それぞれに各省ごとに要求枠はセットしなければいけないものですから、「２．

各府省の要求限度額の設定」につきましては、これにそれぞれ掛け目を掛けまし

た。◎については55％、○は40％、△は30％、×は０％ということで、それぞれ

掛け目を掛けまして、足し上げますと、それぞれの役所ごとの要求額が出てくる

という作業をいたしました。 

例外がございまして、ただし書きにございますように、国会及び裁判所につき

ましては、重点７分野というだけでは律し切れない。三権分立の建て前もござい

ますので、それぞれ個別事情も斟酌いたしまして、国会及び裁判所については別

にさせていただきました。また、大きな話として防衛庁がございます。防衛庁は

構造改革とは無縁ではございませんけれども、一方、国の安全保障の観点からと

いう判断も必要でございます。かつ加えて、正面装備等の歳出化経費ということ

で、年度払いになっているわけでございまして、通常の政策経費のような裁量性

という意味では非常に限られているという防衛予算の特質もございますので、こ

れにつきましては、端的に申し上げまして、10％カットされたものについては、
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同額をまず戻す。あくまでも要求でございますから、査定の段階でどうなるかと

いう問題もありますけれども、９月末の段階では、10％相当額を戻すことにさせ

ていただいております。 

そういうことで、この後数字をご覧いただきますけれども、各省に私どもがお

願いしようと思っていますのは、各省ごとの要求枠が９月末のものは決まります。

各省はそれにもう一回精査をして、要求をし直すわけでございますが、その場合

にはこちらが、◎を付けたものについては、８月31日に持ってきた金額の半分以

上をちゃんと要求してほしい。 

それから、○につきましては、特に制限を設けません。何％でも結構です。 

△の場合には、ＡＢＣで言えばＣでございますので、要求しても結構だけれど

も、要望の50％以下に抑えて欲しいという注文を付けたい。 

×の評価のものについては要求してはいけないということでお願いをしたいと

思っております。 

そういう調整の結果、まず分野別でございますけれども、４ページにございま

すように、環境の場合に2,333億円の要求額があったわけでございますが、この調

整で944億円にしていただきたい。 

  少子・高齢化は117億円、以下、ご覧いただきますようなことで、一番大きいの

は科学技術が2,627億円、ＩＴは1,825億円で、合計が8,228億円となりますが、こ

れを8,030億円にしなければなりませんものですから、若干の調整はいたします。

それをいたしましたのが５ページでございまして、これは所管別でございます

けれども、ここにありますとおりの数字。要求額が８月末に出てきたものが書か

れておりまして、調整額はこういうことでございます。皇室費の595億円から始ま

りまして、ご覧いただきますようなことで、全体で8,030億円に合わせてございま

す。 

これにつきまして、去年までと違いまして、総理枠という純増分が今回はない

わけでありまして、各省が全部１割出したものをもう一回配分し直そうというこ

とで、そういう意味では去年以上に厳しい予算調整ということになるわけですが、

それぞれの役所が10％で出したものに対して、幾ら戻ってくるかという点から見

ますと、ここに数字が書いてなくて恐縮でございますが、１割強のメリハリが付

いておる。金額にすると約140億円という、役所によって違いますが、大きいとこ

ろではそのくらいのメリハリが付いているということでございます。 

この紙が一番のポイントでございますけれども、あとは何枚か付けてございま

すのは、各省から出てまいりました特別要求の中で◎を付けさせていただきまし

た主なものを、循環型から始まりまして、分野ごとに記載してあるというもので

ございます。 

  以上でございまして、これを御議論していただきまして、御了承いただければ、

各省に提示をさせていただいて、９月末に財務省の方に要求をさせていただきた

いと思います。 

以上でございます。 
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（竹中議長代理） ありがとうございます。続きまして、川口臨時議員より御発言を

お願いいたします。 

（川口臨時議員）  環境保全の観点から構造改革特別要求について一言申し上げます。

今般の構造改革特別要求の調整に当たりましては、先ほどお話がございました

ように、環境省では、政府全体の環境保全経費のとりまとめを行う立場から、各

省から環境関連の要求についてヒアリングを行いまして、先般内閣に対して意見

を申し上げました。 

その際には、今回の各府省からの要求の中には、先駆性があるものや、対応に

急を要するものなど、環境保全の観点から見て高い効果を期待できるものが数多

く含まれておりますので、これらに対して各段の御配慮をお願い申し上げたとこ

ろでございます。 

環境省といたしまして、本日議論をされます構造改革特別要求の調整内容は、

本年７月の総理主催の「環の国」づくり会議でも提言されましたように、現在の

社会経済構造を環境の視点から変革をするということと同時に、経済発展の原動

力ともなり、小泉内閣が目指す構造改革につながるということを期待をいたして

おります。 

以上でございます。 

（竹中議長代理） それでは、ただいまの構造改革特別要求について自由に御議論を

いただきたいと思います。 

（塩川議員） 上手いこと8,000億円に収めたな。 

（竹中議長代理） それでは、片山大臣お願いします。 

（片山議員） 竹島さんどういうことなの。一般政策経費を１割カットした額の２倍

までは要求できる。要求したものを更に１割に戻すわけでしょう。これはもう査

定になっているのではないですか。今度１割にした要求で、◎はそのまま出せる

と。 

（竹島内閣官房副長官補） そのままというより、50％以上です。 

（片山議員） 皆さんが、55％にしたわけでしょう。 

（竹島内閣官房副長官補） ◎は55の掛け目で、要求枠を計算しました。その要求枠

を使って各省はもう一回よく考えて、要求し直すわけですが、そのときには、◎

のものについては、55の掛け目で財源は付与しましたけれども、要求するときに

は少なくとも50％以上。要するに、いろんな事情があるでしょうから、各省の裁

量の余地を残すために、少なくとも50％以上は要求してくれと。 

（片山議員） 55％にしたのでしょう。 

（竹島内閣官房副長官補） 要求の計算上は55にしました。 

（片山議員） 55％にしたけれども、それは枠だと。 

（竹島内閣官房副長官補） それはあくまでも枠で、例えばそれで2,000億円。 

（片山議員） 一種のシーリングで、もともとの要求の50％以上を要求してくれと。 

（竹島内閣官房副長官補） そうです。◎を付けたものについては。 

（片山議員） それから○は自由にやらせると。 
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（竹島内閣官房副長官補） △は50％以下にしてくれと。 

（片山議員） 誰がどういう基準で、◎○△にしたかというのはある。それが55％で

あり40％、30％というのも、説明がなかなかできない。 

（竹島内閣官房副長官補） ある意味ではおっしゃることはよく分かるんですが、そ

うでなかったら客観性が無いわけです。従来のシェアだとか、何をもってメリハ

リを付けるかという問題もありますので、我々は閣議決定でお墨付きを与えられ

ているものとか、確かにこれは新規性があるなとかいうことで、人間がやってい

ることですから、客観的ではないと言われればそれまでですけれども、そうじゃ

なしにやると、単なるシェア調整とかになりますので。確かに仰っているように、

100％をやってしまうと、それで足りなくなるわけです。◎100％というのは、そ

の全体をとにかく１割に。 

（片山議員）  この枠の中で、場合によっては100％出せと、それは結構ですと。◎は

100％でも結構なんでしょう。 

（竹島内閣官房副長官補） そういうことです。 

（片山議員）  ○も100％でも結構だと。△だけは５割以下だと。そういうメリハリな

んでしょうね。そうすると、このまま出してもいいわけだな。 

（竹島内閣官房副長官補） それは結構でございます。 

（片山議員） 入れ繰りはその中でやれと。良い悪いは別として事柄は分かりました。 

（塩川議員） この◎は件数で何件ですか。 

（竹島内閣官房副長官補） 数えておりません。 

（竹中議長代理） これは主なものですね。 

（本間議員） 全体的に説明するときに、１つは、「５兆を切って２兆増やす」こと

との関連をより明確に説明する必要があるというのが第一点です。 

もう１つは、このやり方の１つの特徴は、官房長官を先頭にして、官邸でやっ

ていただいて、内閣府が協力したわけですけれども、総合科学技術会議であると

か、都市再生本部であるとか、そういう部分のところが今の数字の55というとこ

ろとの関係辺りで、どのようにかんでいるかというプロセスの関係性というもの

も、やはり説明するときに付けておくべきです。第二査定みたいな話になってく

ると、若干これを入れ込んだことに伴う説明責任的なものがぼやけてしまうとこ

ろがありますので、そこをどういう具合に考えるかということだろうと思います。

 それから、第三点目、これは今後のやり方にも関係するわけですけれど、例え

ば防衛費などというものは、特別枠に本当に馴染むのかどうか。後年度負担の問

題がございますから、そういう意味では、この特別枠というものの性格付けが若

干今の段階では不透明で、分かりづらい。そこら辺りを今後１つの整理のポイン

トにしていただければと思います。 

以上、３点です。 

（竹島内閣官房副長官補） まず５兆、２兆のお話でございますが、今回のこの特別

要求もその一部を成しますけれども、これは金額から言うと8,000億ですから、や

はり社会保障であるとか公共事業とか地方財政とかを含めて、財務大臣の方で５
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兆、２兆のお答えは出されるものであろうと思っております。 

それから、総合科学技術会議とか都市再生本部とか、いろいろ環境大臣からも

御意見をいただいているわけですが、そちらは当然調整しております。特に総合

科学技術会議は、ああいうふうに１月６日から機能強化もされています。事実上

この評価は総合科学技術会議にやっていただいております。 

ただ、55％とか40％という掛け目は私どもの方でお願いをしておりますが、評

価はあちらでやっていただいております。 

総合科学技術会議はもっときめ細かいこともやっておられまして、これから予

算編成作業でそれを活かしていくことになっておりますので、そこは官房長官の

方からもお話がありましたように、連携してやっておりまして、私どもの独断で

はございません。 

最後の防衛費は、シーリングのときの立て方の問題でございますが、ポンチ絵

でご覧いただきますように、防衛費を全部義務的経費ということで割り切れるか

というと、義務的経費というのは人件費とか補充費途でございます。歳出化経費

といえども、補充費途とは言えないで、そうすると、一番右のグループに入って

しまうんです。入った中で、防衛費だけ特別扱いが、他との関係でできるかとい

う問題があって、今回はこうなった。ところが、それが8,000億の中で2,600億も

あるものですから、ちょっとこれは大きいね、という違和感があることは私ども

あるんですが、そういう経緯だろうというふうに思います。 

（本間議員） ２兆円やるときに、20％増しの20％に達していないという要求の段階

で、そこが設定したところとちょっと姿形が違うなという印象を与えますから、

もし、来年継続するのであれば、そこら辺の工夫は必要になるのではないかとい

うように思います。 

（竹中議長代理）  第一の質問のマイナスとプラス２の関係からと言うと、この0.8は

２兆の主要部分を構成するという解釈は、それはよろしいわけですね。 

（本間議員） 勿論そうです。その関係をもう少し整理して御説明いただければとい

うふうに思います。 

（竹中議長代理） はい、分かりました。よろしゅうございますでしょうか。 

失礼いたしました牛尾議員。 

（牛尾議員） これは、初めてこういう制度をつくって、内閣官房及び内閣府は大変

な作業だったと思う。事実上査定しているものですから。しかし、果たして15年

度もこの仕組みをやるかどうかということについては、いろんな反省点があると

思います。特に、私が割と興味があるＩＴ関係とか、科学技術とか、人材教育分

野の場合でも、例えば、科学技術の振興費を例に取ると、総額３兆円ぐらいの科

学技術費があって、その中の5,500億円だけが抽出されて議論されている。だけど、

全体としては、原子力分野、宇宙分野を含めて全体で３兆円を超えているわけで、

本当はそこで重要なポリシーを決めないといけないと思います。上澄みのところ

だけで決めるという作業は、それなりに私は非常に意味があると思いますがＩＴ

の場合でも、全体できっと一応採用の方があり、その上澄みの3,500億円というと
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ころだけが、各省が重要と考えるものを上に上げたのか、絶対投資したいものは

かえって根に隠して、良いものだけを前に出すということだって、私が官房長な

ら考えます。 

だから、上だけをつまみ出すという作業は、同じように内閣は大変な作業をさ

れたと思います。ですから、来年からの重点項目に関しては全額に考え方を付け

て、主計局にやらせるとか、そういう考え方を一回工夫してみないと、二重手間

になっている部分が非常にあるのではないでしょうか。 

私は、非常に今問題になっている原子力分野、宇宙分野に総額３兆円の中で、

どれだけ出すかということが本当に大事な議論であると思います。そこのところ

は、逆に議論できなくなっています。残りはまた別途に行うというと、何か本来

重ねてやればもっと意義があるのに、分けたために手間は倍になる。しかし、全

体としての映像が見えなくなるということが出てきているので、今年初めてこう

いうことで構造改革特別要求として8,000億円を決めたことは１つの方法だと思

いますが、やはり次考えるときは、何か全体の見えるような形というものにする

にはどういう制度にする必要があるかというように真剣に考えるべきところだと

私は思います。 

（竹中議長代理） 分かりました。変化分だけではなく、根っこの部分まで含めてみ

ていくということを引き続き課題にしたいと思います。 

それでは、よろしいでしょうか。 

（片山議員）  ちょっと待ってください。今、本間先生が言われた、8,000億円の中で

防衛庁がトップです。2,600億円は目立ちますよね。それで、防衛庁の2,630億円

は、７項目ではどこに入っているのですか。 

（竹島内閣官房副長官補） 防衛庁も科学技術とか、ＩＴとか、都市再生なんかもあ

りますけれども。 

（片山議員） いやいや、そうですが、その中身が、防衛庁がトップとなるのか、構

造改革要求で。 

（竹島内閣官房副長官補） ですから、防衛庁のことは、もうストレートに説明した

方が良いだろうと思っております。 

それから、牛尾議員がおっしゃったことですが、科学技術に関しましては、施

設費は公共事業と一緒です。人件費は人件費です。しかし、それ以外は、ここに

全部入っているわけでございます。１割以外の９割がございますから、そこに潜

っているものもあります。各省がどっちでいった方が有利かという計算もします

けれども。 

（本間議員） 先ほどの牛尾議員の発言にフォローさせていただきたいんですが、こ

れは本当に本体のところで要求しているのか、特別枠で要求しているのか、非常

に各省庁御苦労されているんだろうと思うんですが、来年これをやるとすれば、

調整額のところで、言わば採択率みたいなものを明示的に入れて、きちんと特別

枠で努力をして、良いタマを出してくる部分のところについては、インセンティ

ブを与えるような形にしていきませんと、ここが逆にごみため場みたいな話にな
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ってくると、非常に問題があると思いますので、ここの活用の仕方も工夫する必

要があるんだろうと思います。 

（塩川議員） もし、こういう方式でやるとするならば、７分野というのをもっと絞

っておかないと内閣としての重点が出てこないんです。先生のおっしゃる５兆、

２兆というのが紛れ込んで全然分からないんです。だから、みんな分散されてし

まっているような格好になっている。 

そうすると、あっちにもこっちにも、分野に散っているというならば、７分野

を４分野ぐらいに絞ってくると、こういうことを重点にやっているんだなという

ことが分かってくるんだけれども、ちょっとこれは分かりにくいな。しかし、こ

れは一回の経験として、やり方を非常に精密に機械的にやっています。これは、

やはり私は官僚だなと思います。政治家では、こんなことをやりませんよ。もう

ちょっと杜撰なことしか言わない。それがちょっと見えにくいんです。何が重点

なのか。一回やってみて、これでやはり本予算を組むときに、もう一回ここで、

こんな問題点があるということをほじくり出して、財務省で査定をする段階で出

てくると思うんです。こんなのは頭割りでぽっと終わっているようなことだから、

これは重点が出ていないんだ。さっきの５兆、２兆が、どこに出るかということ

が起こってくると思うんです。 

（竹中議長代理） それでは、以上の議論を踏まえまして、提出されました構造改革

特別要求について経済財政諮問会議として了承したいと思いますが、それでよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議長代理） 御異議がないようですので、本件については原案のとおり諮問会

議として了承することといたします。 

なお、今後は内閣官房から最終的な調整結果を各省に提示いたしまして、各省

はこれに基づき、今月末日までに財務省に要求を提出するという運びになります。

 ありがとうございました。これをもちまして川口臨時議員は御退席されます。 

（川口臨時議員退室） 

○医療制度改革について

（竹中議長代理） 続きまして、医療制度改革についての審議に移りたいと存じます。 

「資料３」に基づきまして、坂口臨時議員から御報告をお願いいたします。 

（坂口臨時議員） 医療制度改革につきまして、御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

今日は、各紙にも出ておりますので、ご覧をいただいたというふうに思います

が、少しまとめてお話を申し上げたいと存じます。後ほど大塚局長の方から、少

し具体的にお話をさせていただきますが、中心になっておるところだけ私から御

報告を申し上げたいと思います。 

今回の医療制度改革案につきましては、この経済財政諮問会議の基本方針等も

踏まえさせていただきまして、大きく分けまして「保健医療システム」、「診療
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報酬体系」、「医療保険制度」、この３つを中心にして改革を進めるものでござ

います。 

一番初めの「保健医療システム」につきましては、これは健康増進法の制定な

ど、健康づくり、いわゆる疾病予防の推進を図りますとともに、情報開示、患者

の選択の拡大、医療供給体制における機能分化・集約化等を進める。こうしたこ

とを中心にしまして、いわゆる質の高い医療サービスが効率的に提供される仕組

みを見直す。 

とりわけ、ここでは、やはりさまざまな疾病に対する情報開示をもっと進める

ようにすると。言われますところのＥＢＭ、この分野をもう少しシステム的に明

確にいたしまして、そして国民の皆さん、あるいは患者の皆さん方に、その情報

をもう少しはっきりとして、最近アメリカ辺りでも、e-ペイシェント、あるいは

e-ヘルスというような形で、非常に分析が進んでいるようでございますから、そ

うしたことがもっともっとできるようにしていく。そして、患者さんにも自分の

治療について、もう少し発言権を持っていただく。自分は、やはりこうして欲し

いと、こういう治療方法でいって欲しいといったようなことも、やはりできるよ

うな形にしていくといったことが中心でございます。 

この中では、３番目の丸でございますが「医療サービス効率化プログラム」の

指摘事項につきまして、今申しました根拠に基づきます医療（ＥＢＭ）の推進で

ありますとか、もう１つは、レセプトの電算化の推進によりまして、ここをもっ

とガラス張りにし、そして今のように１枚118円も掛かっておりますのを、これを

もっと掛からないようにしていく。できれば、ここをもう少し人員も削減できる

ぐらいにしていかないといけないというふうに思っています。役所自身が少しこ

こは血を出さないといけないというふうに思っている次第でございます。 

２番目の「診療報酬体系」でございますが、ここは診療報酬体系につきまして

は、患者の立場に立ったあるべき医療の姿を踏まえまして、基本に立ち返り、医

療技術や医療機関の運営コストが適切に反映されるように体系的な見直しを進め

る。 

ちょっと分かりにくいですけれども、診療報酬体系につきましては、今、医療

機関と、そして保険者との間の議論の場というふうになっておりまして、ややも

いたしますと、患者が横に置かれてしまうという可能性がございますので、患者

の立場から見て本当に役立つ診療報酬体系とは何か、少し基本に戻りまして、そ

して最も基本的な問題、例えば、栄養状態をどうしますとか、いわゆる生活指導

といったようなところに、もう少し重点を置いて、直ぐにそれを飛び超えて重装

備の医療にいってしまうようなことは、少し避けるような、体制の基本に立ち返

っての診療報酬の見直しというものが必要になるのではないかというふうに思っ

ております。 

次期改定におきましては、最近の経済の動向でありますとか、保険財政の状況

をお伺いしまして、当面する課題への対応を含めて見直しを行うということでご

ざいます。 
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  それから「医療保険制度」でございますが、この医療保険制度につきましては、

中長期的に持続可能な安定的な制度としなければなりませんし、各制度を通じた

給付と負担の公平化、高齢者医療制度の改革を行うとともに、老人医療費の伸び

率を管理する仕組みを導入する等により、医療費の増大を抑制する。 

これにつきましても、現在の国保などは、小さな町村が、ひとつひとつ保険者

になっておるわけでありますから、これは行き詰まることが目に見えております

ので、一元化と言うと、いささか言い過ぎになりますけれども、この統合化はど

うしても進めていかざるを得ないだろうというふうに思っております。そして、

ここでも事務費の削減に努めなければならないというふうに思います。 

政管健保は、一番事務費が掛かっていないわけでございますが、これは幾つか

に分離されていないために、事務費が非常に少なくなっておりますが、国保や、

あるいは組合健保のところは、非常に保険者の数が多いものですから、非常に事

務費が高くついておるというようなことも含めまして、これらの点を見直してい

きたいというふうに思っております。 

制度改正によりまして、現行制度のまま推移した場合と比較をしまして、平成

19年度には約２兆円の医療費の縮減の見込みになっております。19年度は、この

ままでいきますと36兆円になりますが、それを34兆円に抑えるということでござ

います。 

この平成14年予算編成との関連でございますが、14年度予算の概算要求基準に

おける、医療費国庫負担額は、2,700億円増とされておりまして、来年度の予算編

成に当たりましては、現行のまま推移した場合と比べて大幅な縮減が必要になり

ます。要縮減額は2,800億円でございまして、これは医療費に直しますと約１兆円

になるわけでございまして、かなりな切り込みをやらないといけないということ

でございます。 

改革試案では、給付と負担の両面において大変厳しい内容を盛り込んでおりま

すが、今回の制度改革項目のすべてを実施したといたしましても、14年度は改正

初年度でありますから、年度半ばからしかこれはできないわけでございますので、

国庫負担の縮減効果も限定的なものにとどまらざるを得ないというふうに思いま

す。しかし、明後年からはこれに匹敵するだけの削減はでき得るというふうに思

っております。 

最後に、保険財政安定の観点でございますが、14年度予算における医療費国庫

負担の問題とは別に、深刻化しております医療保険財政の破局を防ぐ必要があり

まして、例えば政管健保におきましては、現行制度のまま推移をしました場合に

は、来年度には積立金が枯渇をいたしますし、19年度には累積赤字が約６兆円に

達する見込みになります。今回の制度改正項目のすべてを実施した場合でも、保

険財政の収支を均衡させるためには、保険料の引き上げも避けられないという状

況にございます。 

改革の実現には、相当程度痛みを伴いますが、今回の改革案は将来の国民負担

の増加を抑制をしまして、国民皆保険を守り、その持続可能性を確保していくた
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めに、厚生省労働省の試案としてまとめたものでございます。 

今後、政府・与党始め幅広い場で御議論をいただきまして、本年末の予算編成

までに成案を得て、次期通常国会に所要の法律改正案を提出したいと考えている

ところでございます。 

少子・高齢社会に対応した医療制度の実現に向けて、御協力をお願いしたいと

いうことでございます。 

（竹中議長代理） 保険局長、どうぞ。 

（大塚厚生労働省保険局長） 保険局長でございます。ただいまの厚生労働大臣の御

説明に、若干の補足を事務的にさせていただきたいと存じます。 

お手元に、厚生労働省試案の概要と本文と参考資料というような資料がお届け

してございます。私からは、参考資料、横長の資料でございますけれども、参考

資料を使いまして、補足的に御説明を申し上げたいと存じます。 

参考資料の１ページでございますが、ただいま坂口厚生労働大臣からお話があ

ったことと重なりますけれども、医療制度改革の実を上げるためには、医療制度

を構成するすべてのシステムの大きな転換と、構造的な改革が必要だということ

でございまして、保険医療システムの改革、診療報酬体系の改革、医療保険制度

の改革、こうした柱に沿った改革が必要であると考えております。 

それぞれの柱の下に、各項目のポイントをお示ししてございますけれども、健

康づくり、疾病予防につきましては、ただいま厚生労働大臣が御説明あったとお

りでございまして、健康増進法、仮称でございますが、そうした法基盤の整備と

いうことも含めて進めてまいりたい。 

医療提供の改革につきましては、これも情報開示を中心に、あるいは患者の選

択の拡大を中心にということを申し上げたわけでございますが、本文におきまし

ては、この医療提供体制の将来の姿、ビジョンを別添の形で取りまとめて、少し

長い文章でございますけれども、お示しをいたしております。今後、国民各層の

幅広い合意形成をしながら、医療提供体制の改革を進めるということにいたして

おります。 

また、当面する課題としてさまざまな課題がございます。これらにつきまして

も、後ほど改めて触れますけれども、そうした当面する課題にも勿論取り組んで

まいるということにいたしておるわけでございます。 

２つ目の診療報酬体系でございますが、これはただいま大臣からお話があった

とおりでございます。 

医療保険制度の改革、後ほど申し上げますけれども、将来にわたり持続可能で

安定的な制度を構築するために、世代間を通じた給付と負担の公平化などに取り

組むことといたしておりますが、仮にこうした今回御提案申し上げております制

度改革が実現をいたしますと、当面の医療保険の財政運営の安定化が図られると

見込んでおりますけれども、いずれ高齢化のピークを迎えます西暦2025年辺りを

にらみますと、更に保険者の統合など医療保険制度の在り方につきましても、検

討を進めて結論を急ぐ必要があると考えております。 
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２ページをご覧いただきたいと存じますが、ただいま申し上げましたような基

本方向に沿って、改革を進めるわけでございますが、平成14年度におきましては、

これもただいまお触れになったところでございますけれども、幾つかの念頭に置

かなければならない、あるいは解決をしなければならない課題がございます。い

ずれも相互に関連をいたす事項でございますが、１つには当面する医療保険財政

の危機を克服するという点と、平成14年度の予算編成、シーリングに定められま

した金額で予算を組むという作業がございます。更に高齢者医療制度の見直しを

中心にいたしまして、言わば残された課題もございます。加えて診療報酬改革。

こうした４つの課題に、14年度改革において答えを出さなければならないという

ことでございます。 

繰り返しになりますが、それぞれ相互に関連をいたしますけれども、改革全般

といたしまして、こうした課題に答える必要があるという考え方でございます。 

３ページでございますけれども、そのうち医療保険制度改革でございます。そ

の骨格と考え方を図示してございます。少子・高齢化の進展、あるいは長引く経

済の低迷といったことを背景に、医療保険財政が極めて深刻化しておりまして、

これに対応いたしまして、持続可能で安定的かつ公平で効率的な医療保険制度の

構築をするために、ちょうど中央の箱に書いてございますが、幾つかの柱に沿っ

た改革が必要だろうというふうに考えておりまして、これまたそれぞれに相互に

関連する事項でございますけれども、まず１つには医療費全体の抑制を図らなけ

ればならないという点でございます。 

今日の医療保険財政の危機の、かなりのウェートを占めておりますので、老人

保健制度におきます拠出金の増大でございます。拠出金の見直しを中心に、高齢

者医療制度の改革、具体的には拠出金の圧縮・縮減という形での取組みが必要で

あると考えております。 

更に制度全体を通じました給付の見直し、また収支の均衡を図るための保険料

の見直し、加えて規制改革あるいは事務の効率化等ということとなるわけでござ

いますが、主要な具体的な内容が、その右の方に列記してございます。 

まず、医療費の抑制に関連をする事項でございますが、今回の案では老人医療

費の伸びを抑制する枠組みを導入するということで、一定の目標数値を定めまし

て、それに向けてさまざまな施策を講じ、なおかつ結果的にそれを超えるような

状況でございますれば、次の、実際には次々年度ということになりますけれども、

そこで支払い額の調整をするという形で、長期的に見れば一定の伸びに収まって

いくというようなことを、老人医療費を対象にそういう制度を導入しようと考え

ております。資料も付いておりますが、後ほどご覧を賜りたいと存じます。 

２つ目に、拠出金の見直し関連、高齢者医療の見直し関連でございますが、今

後の高齢化の進展を考えますと、後期高齢者、75歳以上でございますが、後期高

齢者へ施策を重点化するというように、制度設計を変えまして、それには支え手

の拡大という考え方も入りますけれども、そういう制度に変えていくということ

を考えております。具体的に申し上げますと、対象年齢、現在の老人保険制度は
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70歳以上が対象でございますが、これを５年程度掛けまして75歳に引き上げます。

併せて、現在３割の公費負担を行っておりますけれども、後期高齢者に対しては

５割、そこに重点化をする。これによりまして拠出金の金額は、現在のままより

も約半分、半減をするというふうに見込んでおります。こうした形で、各保険者

に対する拠出金の重圧というものを大きく軽減をしたいと考えております。 

一方、高齢者と言いましても、さまざまな生活状態がございますので、高齢者

の経済的能力に応じた負担をお願いいたしたい。75歳以上の方につきましては、

原則１割負担、原則と申しますのは、１つは１割負担を徹底するという面が１つ。

と同時に低所得者につきましては、その対応の範囲を拡充する、あるいは負担を

据え置くという形にしながら、一方若い世代と同等の所得、収入のおありになる

方につきましては、２割の負担をお願いするというように、高齢者の経済的能力

に応じた負担をお願いをしたいと考えております。 

各制度を通じまして、現行の制度では、被用者保険と国民健康保険で給付率の

差がございます。今後の将来を考えますと、各制度を通じまして給付率を一元化

し、制度横断的に公平なものにしていこうという考え方で、原則７割の給付とい

うのを基本に置きたいと考えております。ただし、70歳から74歳の前期高齢者は

８割。また乳幼児、３歳未満の方につきましては８割。先ほど申し上げましたよ

うに、75歳以上の後期高齢者については１割というふうに整理をしたいと考えて

おります。 

定率負担の場合には、重病に掛かりますと非常に負担が大きくなります。した

がいまして、現行制度でも自己負担限度額、巨額になりました場合には一定の頭

打ちをする制度がございます。高額療養費制度と申し上げておりますが、この限

度額の見直しも基本的には少し引上げを図りたいと思っておりますけれども、そ

の際にも低所得者には十分な配慮をいたしたいと考えております。 

保険財政収支を均衡させるためには、こうした改革をいたしましても、保険料

の引き上げが避けられないわけでございまして、ただしこの点につきましても、

公平化を図る観点からボーナスも保険料算定の基礎にいたします総報酬制を平成

15年度から導入をいたしたいと思っております。厚生年金におきましても、同様

の措置が講じられることになっております。と同時に、政管健保につきましては、

15年度から財政収支の均衡をできるような保険料率を設定する。実質的には、引

上げになります。月々の保険料の率は、若干軽減をできるかもしれませんが、実

質的に年ベースで申しますと引上げをせざるを得ない。 

また、国民健康保険につきましては、財政基盤の強化のための措置を別途講じ

なければならないと考えております。 

最後に制度運営の効率化でございますけれども、保険者に関するさまざまな規

制緩和措置を講じるとともに、先ほどお話しに出ましたレセプト電算化、あるい

は年金、医療、労働保険、特に厚生労働省が一体となりましたので、そうした横

断的な徴収事務の一元化に取り組みたいと考えております。 

もとより、繰り返しになりすけれども、こうした制度のベースと申しましょう
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か、背景に保健医療システムの改革、あるいは診療報酬体系の見直しが必要なこ

とは当然でございます。 

ちなみに４ページは、ただいま申し上げました各制度の実施スケジュールを一

覧表にしたものでございます。原則的には、給付率の見直し等につきましては、

平成14年度の半ば程度からスタートすることを念頭に置いております。勿論、法

改正を伴わない各種の改革につきましては、今年から手を付けるという前提でご

ざいます。一覧表でございます。 

若干事務的でございますけれども、５ページをお開きいただきますと、ただい

ま申し上げましたような整理をいたしますと、先ほどもお話に出ましたけれども、

現行制度のまま推移した場合に比べまして、医療費の縮減効果が約２兆円という

ふうに見込んでおります。伸び率管理、あるいはコスト意識の喚起という形で、

２兆円を制度改革改正効果として見込み、ご覧のような負担関係になるというふ

うに考えておるところでございます。 

更に、６ページでございますが、政管健保を例に取った財政試算。これも粗い

試算でございますけれども、今回の制度改正によりまして、この斜線になった部

分が軽減をし、それでも収支均衡を図るためには、一定の保険料の見直しが必要

だろうという試算を付けてございます。 

こうした内容が、今回の試案の骨格でございます。その他要約、あるいは本文

におきましては、これらの考え方に沿いまして、当面取るべき施策についても具

体的に触れておりますけれども、もう一点だけ、お手元に「『医療サービス効率

化プログラム（仮称）』関連主要事項」という資料を別途お届けしてございます。

これにつきましては、当会議の基本方針に触れられました比較的個別の事項をピ

ックアップしたものでございますが、これらの事項につきましても、今回の改革

書に盛り込んでございます。ＥＢＭの推進以下、さまざまな事項を御指摘いただ

いております事項について取り組むということで、今回の改革案に盛り込んでい

るところでございます。 

以上でございます。 

（竹中議長代理） ありがとうございました。それでは、ただいま御報告のありまし

た医療制度改革の案について自由に御議論をお願いいたします。 

（塩川議員） ２つのことをお聞きしたいと思っておるんですが、１つは、大臣、こ

れは何ですか。14年度の部分は、抜本改正とか、そういうもの無しに当面の14年

度対策というだけで予算をやっていこうということなんですけれども、来年をめ

どにして抜本改正するとおっしゃいますね。それはまた、14年度の予算の後に、

平成15年度に適用してくるということになるんですね。 

そうしますと、度々こうして医療制度が変わってきますと、患者が信用しなく

なっちゃうんですね。どんなになっていくのか、これは非常に私は患者の心理状

態にも悪い影響を与えると思いますので、14年度は暫定的にこうだと、しかし、

15年度にはこういうことをするということをきちっと出してもらって、14年度の

説明をしないと、行き詰まってしまうと思うんですよ。ここらの説明の仕方をひ
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とつ出して欲しいと思うんです。 

それからもう１つは、これは今までどうしても医療の問題であるけれども、国

庫負担の問題を中心にして、いわゆる保険財政ばかりやってきたものですから、

いわゆる給付と負担という関係が中心だったんですけれども、そうであるとする

ならば、その関係をもう一回明確に長持ちのする制度に変えてもらう、そのため

には、保険の在り方そのものを変えなきゃだめなんだろうと思うんです。そこの

点をひとつお聞きしたいといことが１つなんです。 

もう１つお聞きしたいのは、14年度の予算に際して、今日新聞に出ていました

ね。ちょっと聞いてはおったんですけれども、今日新聞にああいう形で出ますと、

もう早速私らのところに言ってきたんですね。今度の医療費はもの凄く高くなる

んですねと。そうしたら、改正体制というのは、痛みを感じろという小泉さんが

言っているのはこれですかと言ってきたんですね。 

だから、これはちょっと患者負担に寄り過ぎているのではないかと、三者一両

損というので、14年度、私は話があったときに、7,000億円ですか、それじゃ負担

しましょうと、三者一両損でも負担しましょうと言ったんですが、三者一両損に

なっているのかどうかですね。余りにも患者負担に寄り過ぎてしまっているので

はないかと思うんですが、この点いかがでしょうか。 

そういうことを含めて今お聞きしたら、高邁な論文は聞いたんだけれども、こ

れは具体的にどうなるのか、ちょっと説明してほしいと思うんですが。 

（坂口臨時議員） いずれにいたしましても、これは総理に御説明したときも、総理

からもひとつ診療報酬の根っこのところの在り方については、年末までにこうい

うふうにしたいという厚生労働省の案を示してほしいと。そして、何年からは大

体こういうふうにします、これでいくとこういうふうにしますという案を年末ま

でに示してもらいたい、それが１つ。 

（塩川議員） それはこっちに関係あるんですか。 

（坂口臨時議員） 関係あります。診療報酬の話ですから。診療報酬の中身のことを

今御指摘になりましたけれども、だから、その診療報酬の基本的な考え方をこう

いうふうなところを中心にしてもう一遍やりますと、これは大変なことだと思う

んですけれども、そこに手を付けないと、本格的な財源は出てこない、私はそう

思います。 

だから、その方針をちょっと示すと、そこが患者にとってプラスになるのかマ

イナスになるのか、これは私はその基本的なことに対してもう少し点数を付ける

ということになれば、若干そこは上がるかもしれないと。しかし、余りにも薬だ

とか、機械・器具だとか、検査だとかということに偏り過ぎているところは、そ

れを直すということになれば、その辺は安くなるかもしれない。だから、そこの

ところも私はあるだろうと思います。その出し方と今回示しました案とは、ある

程度整合性が取れるようにしていかないといけないだろうと思います。 

今出しました事務局レベルのこの案というのは、現在の制度の大筋を今のまま

にして改革すればこういうふうにする以外はないと、今の制度の大枠はこのまま
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にして、そして、言われたとおりの2,800億なりの国費をカットしていこうという

ことにすれば、こういう方法しかない。これはいわゆる保険で2,800億ではなくて、

国費で2,800ですから、これは大体保険にしたら４倍になりますから、約１兆円で

ございます。１兆円を削り込もうと思えば、これは今、御指摘のありましたよう

に、勿論、国民の皆さん方にも痛みを分かち合っていただかなければなりません

し、それは当然、こういうことになれば、これは若干診療の抑制が起こると思い

ますから、それはやはり医療を行う側にも影響をすることになりますし、それか

ら、医療を行う側には、キャップ制みたいなことをやるわけですから、高齢者の

増加率掛けるその年の成長率、それ以上に伸びたところは、翌々年はその分減ら

しますという意味ですから、これはかなりきつい案でございます。 

  それらの点が、これは診療側にも課せられる、そして、保険者に対しましても、

保険料もそれでも足りませんと言って上げてもらわざるを得ない。 

だから、国の側も血を流さなければなりませんから、これはレセプトのところ

などを、今、6,500人ぐらい掛かってやっておりますけれども、ＩＴ化によりまし

て、ここにきてどれだけ人員削減できるかという問題になってくる、これはやは

りやらなければいけないんでしょうね。だから、総理は三方一両損と言われた四

方一両損かどうか知りませんけれども、とにかく全体で切り込まないとこれだけ

のものは出てこない。 

だから、全体の額として、それで試算をしたら一体どこが一番損なのかという

ことは、これはなかなか出ないと思うんですが、そこのところはこれから年末ま

で掛けて。 

（塩川議員） 年末まで間に合いますか。 

（坂口臨時議員） それは間に合わせてもらわないと。 

（塩川議員） これが問題なんですよ。そうすると、この暫定のこれで局長に行くこ

とになるんでしょう、14年度は。 

（坂口臨時議員） そういうことになります。 

（塩川議員） そうすると、これで行くとすると、これは大変な患者負担になってき

ますよ。これは私は大変だろうと思いますね。 

ですから、現に、今日あのようにして新聞に出ただけで、わっと言ってくるだ

けのことはあるので、これはやはり医療費全体をどう抑えるかということの、こ

の問題を示さない限り、何か要るだけ要るんだからしようがないんだと、だから、

患者負担を増やせという思想に直結されてしまいますよ。 

（坂口臨時議員） だから、基本のところを改革することもこの中に入れさせていた

だきます。 

（塩川議員） それが間に合って…。 

（坂口臨時議員） それは今年言って、来年からというわけにいきません。だから、

この２、３年の間に順次こういうふうにしていきますということを示す以外に私

はないだろうと思うんです。来年度予算から大改革の根っこのところまで、例え

ば、医療保険の一元化の話でも、来年からここまでやりますと言っても、それは
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急にできる話ではありません。 

それから、徴収の一元化の話にしましても、これも順次やっていかないと、来

年からというわけにはなかなか行かないと思います。 

（塩川議員） 分かりました。私らの説明では、14年度は、とりあえず暫定的なもの

なんだと、こういう説明をせざるを得ないけど、どうですか。 

（坂口臨時議員） だから、今のところは暫定的で、この年末には、もう少ししっか

りしたものを出さなければいけない。 

（竹中議長代理） 今のことに関連するということで、奥田議員、どうぞ。 

（奥田議員）  私も、今日の朝の新聞を拝見して、私などが関係している日経連とか、

経団連とか、連合とか、そういう関連の連中は、一斉にあれを見て、抜本的な改

革がなされず負担がもの凄く増えるんで問題があると、そういうような意向を言

っておるわけです。急にこれは出されたんだけれども、聞いてみると、例年より

も非常に早い時期にこういう立派なものができてきたということは大いに評価で

きるんだけれども、一体どういうところに落ち着くのか、あるいはどうやって落

ち着かせるのか、それから今、塩川大臣が言われた、一体タイミングが間に合う

のかとか、そういうことは、やはりこれを土台にして、あるいはたたき台にして

関係者がやはり意見を出し合って、検討をしないと、それは今、おっしゃられた

と同じことが私もあると思うんですけれども。 

（塩川議員） ３人から電話が入った、きついんですよ、それが。 

（奥田議員） 私は３人どころではなくて、めちゃくちゃ電話があって、どうなって

おるんだという話です。 

（吉川議員） 私は前回の会議でも発言させていただきましたが、今、財務大臣がお

っしゃったことに同感です。つまり、14年度の予算のところで、いろいろ手を付

けなければいけないところがあるわけですけれども、どれぐらい長期的な視点で

考えるのか、後者の方が非常に大切だと思うんです。 

坂口大臣のリーダーシップの下で、例年よりずっと早くこういう厚労省案が出

てきたことは大変素晴らしいことだと私も思います。 

ただ、ロングターム、長期のことは、すぐ手が付けられないということでは必

ずしもないと思います。長期を見つめて論点を整理して、考え方を整理する、問

題点を洗い出すということは幾らでもできるのではないかと私は思います。 

例えば、今、問題になっている自己負担の問題でも、いわゆる２割から３割に

するということについて、風邪を引いて行ったときに、比較的少額のものが２割

から３割になるというような問題と、長期の入院したときに、よりシリアスな病

気になったときに一体幾ら掛かるのかというので違う。これは勿論、月額の上限

の問題であるわけですが、更に、保険に頼らない場合に幾らになるのか、そうす

ると、混合診療も含めて、一体幾ら掛かるのか。軽い風邪のときの負担の問題、

それから重い病気のとき、入院が長期化したときに保険を適用しないと一体幾ら

掛かるのか。そういうようなことも含めて、医療費をどういうふうに共助で支え

るのかということの考え方を整理する必要がある。自己負担と一言で言っても、

 18




平成 13 年第 21 回 議事録 

論点を整理するというようなことは、幾らもできるのではないかと思います。 

それともう一点。いろいろサプライサイドで改革を進めるという案が出ていま

すが、例えば電子化ということについて、改革工程表の資料４を拝見すると、例

えば、レセプトに関しても提出を限定している省令の廃止ということが書いてあ

ります。これは大変大きなことだと理解していますが、電子化を限定している省

令を廃止するというのは、確かに第一歩であるかもしれませんが、更に、踏み込

んで進めていくこと、あるいは、それへの道筋を示すということも可能なのでは

ないか。いろいろ長期的なことを現在議論したり、論点を整理して世の中に説明

するということは可能なのではないかと私は思います。 

（竹中議長代理） 大変申し訳ありません。今日40分までということで、皆さんの予

定がございます。それで、非常に重要な議論ですので尽きないと思いますが、一

応坂口大臣に一言言っていただいて、引き続き議論するということにさせていた

だきたいと思うのですが。 

（塩川議員） これは、小泉改革の問題ともの凄く関係してくるんですよ、実際。 

（牛尾議員） 来年度の予算に間に合わせるために、来年度の予算にも少しは間に合

うような改革案というものをどこかでやはり結論を出さないといけない。それは

やはり患者負担ばかりが増えているという印象は、このままでは拙いなという気

がするので、民間議員の方でも、場合によっては次回までに問題を提起したいと

考えております。 

（平沼議員） ただ、患者負担が増えるということが新聞などに出ていますけれども、

大臣が言われたように、いろいろなことをやることによって、下がるという面も

強調する、そういうことはやはりきちっと国民の目に見える形できちっと具体的

に出すということは、私はできると思うんですね。 

（竹中議長代理） 坂口大臣、ちょっと一言だけお答えいただいて、それで済みませ

んが今日は締めくくります。 

（坂口臨時議員） 財源カットを財務大臣から申し付けられたんですが、これは高過

ぎると言われると私も言葉を失うんですが、仰せに従ってやったつもりでござい

ますけれども、しかし、確かに少し厳しいなとは率直に言って私もそう思ってい

るわけです。ここら辺のところを、これは１つのたたき台でございますから、与

党の間でも、急いでこの12月までに御議論いただくことになっております。です

から、10月、11月と２か月間で、精力的におやりいただくことになっております

から、それと、今、御指摘になりました中長期的な問題をどういうスケジュール

でやるかという話と、それから、当面の話と、その中で、当面の問題を、いわゆ

る国民の側が受ける痛みと、それから診療側が受ける痛みとその辺のところをも

う少し明確になってくると思いますから、その辺を少し分かり易く我々も努力を

したいというふうに思います。しかし、これはある程度痛みを持ってもらわない

ことには。 

（塩川議員） それはそうです。 

（坂口臨時議員） 言われたとおりの額は出てこない。 
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（塩川議員） いや、今、これを率直に言いましたら、いろいろ医療水準ももっとど

んどん上がっていくんだったら我々も負担するけれども、そうでない、現状の医

療水準であるとするならば、患者だけの負担に終わってしまうよという意見が非

常に強いです。それで、言ったんですが、１つは、私はまず自治体の責任者から

電話が掛かってきたんです。もう１つは、組合の健保やっている大阪の専務理事

から掛かってきた、それからもう１人は、組合健保なんです。そういうところか

ら見ますと、やはりちょっときついんだなという感じがするんです。 

だから、私は先生に前に言ったと思うんですが、例えば、高齢者医療の初期は

高くて、ずっとこうなると、ああいう制度とか、薬の単価とか、ああいうのはも

う一回考え直してもらえないかと思うんです。 

（坂口臨時議員） それも見直すことになっています。それは診療報酬の中身をどう

いうふうにするかという問題と関わってくるわけです。 

（片山議員） 坂口大臣、もう時間がないから言いませんけれども、１つは大きく国

保の問題ですね。これはこれからいろいろ発言させていただきます。それから、

健康増進法だとか、健康づくりや疾病予防は、これは大いにやってくださいよ。

具体的な実効あることを、国と地方が一緒になってやるべきです。やはり医療費

の総額を抑えるということでなければならない。無理なく抑える。それから少し

無理して抑えるという両面、その上で、今の三方一両損か何かの負担問題を併せ

て考えないと、国民の負担だけ増やすと言ったらもちませんよ。だから、それら

の総合的なことを提案すべきです。 

（本間議員） 出していただいた案は、今後どういう扱いになるかということなんで

すけれども、勿論、厚生労働省が正式な案として出されているわけで、十分配慮

すべきだと思いますけれども、今の御議論がございますとおり、例えば、塩川大

臣、財務省で、これにカウンターパート的なお考えを出すとか、あるいは先ほど

牛尾議員がおっしゃったとおり、諮問会議の民間議員が案を出して議論を深める

というようなことをやってはいかがでしょうか。 

新聞等によりますと、これが政府与党協議会でもう丸投げして、あとはバナナ

のたたき売りみたいに、負担のところ、あるいは診療報酬のところの値切りみた

いな話になってくると、これは全くプロセスの透明性、説明責任から言っても、

非常に大きな問題があると思いますし、負担増だけが、14年度の施策という形で

前面に出てまいりますと、私は、橋本内閣のときの失敗を繰り返すことになるの

ではないかという感じを持っておりまして、周到なプロセスづくり、説明責任を

果たしていく必要があるのではないかと思いますので、是非、今後の段取りをも

う少し明確にしていただきたいと思います。 

（竹中議長代理） ちょっと整理をさせていただきます。 

今日は総理もいらっしゃらないということでありますので、今日は厚生労働省

の素案を御説明いただいた、フリートーキングをしたということにさせていただ

きまして、一方では、政府与党のワーキング・プロジェクトではこれは進んでい

ます。しかし、これは大変重要な、この諮問会議で決定します予算の基本方針の
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重要なパーツを構成するものでありますので、諮問会議としても、先ほど民間議

員からペーパーを出してくださるとおっしゃいましたけれども、引き続き、この

議論を総理の御意向も踏まえて、この場でさせていただくというふうにさせてい

ただきます。 

（牛尾議員） 期限を設けないといけませんね。間に合わないから。 

（竹中議長代理） スケジュールづくりも含めまして、比較的近い時期に、次回も経

済財政諮問会議を開かせていただきまして、とにかく政府与党との懇談会との関

係とか、もう少しすっきりさせなければいけない点もあろうかと思いますので、

次回までに、民間議員側ではペーパーを用意していただいて、事務局では、今後

のスケジュール等々を議論させていただいて、勿論、厚生労働省の方にも引き続

き議論を深めていただいて、次回もう一度持ち寄るというふうにさせていただき

たいと思います。よろしいでしょうか。 

それでは、１件だけ大変申し訳ありませんが、今日の厚生労働省の素案にあり

ますところについてちょっと資料４をご覧いただきたいのでありますけれども、

この御報告の部分で、改革工程表に関連する部分及び、今後とりまとめられる先

行プログラムの中に織り込む部分があります。この部分に関しては、規制緩和等

が中心でありまして、この点については、御承認いただきたいと思うのですが、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、そのようにさせていただきます。 

ありがとうございました。それでは、以上をもちまして今日の会議は終了いた

します。 

（速水議員） 今月もあと２営業日で終わりますが、何とか期末越えを無事いたしま

す。相当流動性の需要は強くなっており、日銀は資金を潤沢に供給しています。

供給額は、恐らく明日も10兆円を超えるでしょう。 

（竹中議長代理） それは聞いております。 

（速水議員） 月を越えれば、流動性需要は少し緩んでくると思います。どうもいろ

いろありがとうございました。 

（竹中議長代理） 議事録、記者会見等々はいつものようにさせていただきます。あ

りがとうございました。 

（以 上） 
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