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第 21 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から議長である小泉内閣総理大臣が米国から帰国
されていないことから、内閣府設置法第21条第４項に基づき、竹中経済財政政
策担当大臣が議長の職務代理を行う旨説明がなされた後、本日の議事及び臨時
議員として川口環境大臣、坂口厚生労働大臣の紹介が行われ、第19回諮問会議
議事録が諮られた。 
 
○構造改革特別要求について 
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（福田議員） 構造改革特別要求については、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、最終的な調整案を策定し
た。具体的内容については、事務局から説明させる。 

（竹島内閣官房副長官補）  （資料２に沿って説明）１ページは、平成14年度
一般歳出の概算要求基準の考え方で、一番右の一般政策経費は８兆4,000 
億円だが、１割カットで、他方、重点分野は、要望として２割増まで、科
学技術振興費は、更に５％余分に要求してよいことになっている。ＯＤＡ
は１割カットのまま。この２割増の要望について、９月末までに１割増、
すなわち前年同になるように調整をし、各省が要求をする。 

    ２ページは、各省庁の７分野の構造改革特別要求を所管別、分野別にま
とめたもの。総合計欄の約１兆8,000億円は重複がある。重複を除くと、総
額で１兆3,870億円。これを１割にするため、8,030億円まで調整する。 

    各省とのヒアリング、各本部や環境省を含めた関係省庁との調整を経て、
整理したのが３ページである。要望を◎○△×で評価した。◎は積極的に
やるべきもので、例えば「ｅ－ＪＡＰＡＮ2002」で掲げられているものや
経済活性化効果が大きいもの。○は、着実に実施すべきもの。△は、重点
的、効率的にやれるならばいいのではないかというもの。×はよくないも
の。まず、こういう評価をした。その上で、◎は55％、○は40％、△は30％、
×はゼロと、それぞれ掛け目を掛け、足し上げると、各省の要求額が出て
くる。例外は、国会及び裁判所で、三権分立もあり、重点７分野では律し
切れない個別事情も斟酌した。また、防衛庁は、国の安全保障の観点もあ
り、加えて、正面装備等の歳出化経費が過半を占め、通常の政策経費のよ
うな単年度の裁量性が非常に限られているという防衛予算の特質もあるた
め、１割カットされた同額を戻すようにした。査定でどうなるかという問
題はあるが、９月末段階では、１割相当額を戻した。 

    こうして各省ごとの要求枠が決まり、各省は再度精査して、財務省に要
求する。◎は、８月31日の要求金額の半分以上を要求すること。○は、特
に制限を設けない。△は、要求してもよいが、要望の50％以下に抑えるこ
と。×は要求不可ということでお願いする。 

    調整の結果、４ページの分野別では、環境が944億円、少子・高齢化が117 
億円、科学技術が2,627億円となる。これには重複分が含まれるので若干の
調整を行い、５ページの所管別では皇室費の595億円から始まり、全体で
8,030億円となる。 

    去年までの総理枠という純増分がないため、各省が全部１割出したもの
をもう１回配分し直すことで、去年以上に厳しい予算調整となるが、各省
が１割出したものに対して幾ら戻ってくるかという点から見ると、１割強
のメリハリが付いている。金額にすると140億円。６ページ以降は、各省の
特別要求の中で◎を付けたものを、分野ごとに整理したもの。 

（川口臨時議員）  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、各省からヒアリングを行い、先般内閣に意見を申し上げた。環
境省としては、本日議論をされる構造改革特別要求の調整内容は、本年７
月の『環の国』づくり会議でも提言されたように、現在の社会経済構造を
環境の視点から変革すると同時に、経済発展の原動力ともなり、小泉内閣
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が目指す構造改革につながると期待している。 
（塩川議員） うまいこと8,000億円に収めた。 
（片山議員） 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、要求し

たものを更に１割に戻す。すでに査定になっているのではないか。今度１
割にした要求で、◎はそのまま出せるということか。 

（竹島内閣官房副長官補）  そのまま出すというより、50％以上要求してもら
う。◎は55の掛け目で、要求枠を計算したもので、各省は、要求枠を使っ
て再度精査し、財務省に要求する。◎は55の掛け目で財源を付与したが、
少なくとも50％以上要求してもらう。各省の裁量の余地を残すことになる。 

（片山議員）  55％にしたけれども、それは枠で、もともとの要求の50％以上
を要求してくれということか。 

（竹島内閣官房副長官補）  そのとおり。 
（片山議員）  それから○は自由にやらせる。 
（竹島内閣官房副長官補）  △は、50％以下にする。 
（片山議員）  誰がどういう基準で◎○△にしたのか。 
（竹島内閣官房副長官補）  何でメリハリを付けるかという問題もあるが、閣

議決定でお墨付きのあるもの、確かに新規性のあるものなどを評価した。 
（片山議員）  枠の中で、場合によっては100％出すのも結構ですということか。

◎は100％でも構わないのだな。 
（竹島内閣官房副長官補）  そのとおり。 
（片山議員）  ○も100％でも結構で、△だけは５割以下というメリハリで、そ

うすると、このまま出してもいいと。 
（竹島内閣官房副長官補）  構いません。 
（本間議員）  全体的に説明するときに、第１に、「５兆円を切って２兆円増

やす」こととの関連をより明確に説明することが必要である。第２に、こ
のやり方の特徴は、官房長官を先頭に官邸でやり、内閣府も協力したが、
総合科学技術会議や都市再生本部との関わりを説明しないと説明責任がぼ
やけてしまうのではないか。第３に、防衛費などは、特別枠に本当に馴染
むのか。特別枠の性格付けが不透明で分かりにくい。この辺りを今後１つ
の整理のポイントにしていただければと思う。 

（竹島内閣官房副長官補）  「５兆円、２兆円」では、この特別要求もその一
部となるが、金額から言うと8,000億円であり、相対的には小さい。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
「５兆円、２兆円」の答えを出されるものと思う。 

    調整の過程においては、総合科学技術会議、都市再生本部その他の諸会
議、また環境大臣からも御意見をいただき、調整している。特に総合科学
技術会議は、１月６日から機能強化もされており、この評価は総合科学技
術会議にやっていただいた。55％とか40％という掛け目は私どもからお願
いしたが、評価はあちらでやっていただいた。総合科学技術会議はもっと
きめ細かい施策の精査もやっており、今後の予算編成作業でそれを活かし
ていくことになっている。 
防衛費については、防衛費を全部義務的経費には分類できないためであ

る。義務的経費は、人件費とか補充費途であるため、残りは一般政策経費
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に分類されてしまう。防衛費だけ特別扱いできず、一般政策経費に分類さ
れたことから、今回はこうなった。8,000億円の中で2,600億円となったの
で、やや違和感はあるが、これが経緯である。 

（本間議員）  20％の枠一杯に要求が達しなかったのは想定外であり、このや
り方を来年も継続するのであれば、何らかの工夫が必要ではないか。 

（牛尾議員）  初めてこういう制度を作って、内閣官房及び内閣府では大変な
作業だったと思う。しかし、15年度に向けて、いろんな反省点がある。例
えば科学技術の振興費を例に取ると総額３兆円ぐらいと言われる。その中
の上澄み5,500億円だけが構造改革特別要求として抽出されて論議されて
いる。しかし、全体としては、原子力分野や宇宙分野を含めて全体で３兆
円を超えている。上澄みのところだけ討議する作業は、それなりに意味が
あると思うが、来年からは重点項目に関して全額の考え方を付け、全体が
見えるように考える必要がある。 

（竹中議長代理） 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
いうことで引き続き課題にしたい。 

（片山議員）  8,000億円の中で防衛庁がトップの額。防衛庁の2,630億円は、
７項目のどこに入っているのか。 

（竹島内閣官房副長官補）  防衛庁でも科学技術とか、ＩＴとか、都市再生が
ある。 

（片山議員） 防衛庁がトップというのは違和感がある。 
（竹島内閣官房副長官補）  防衛庁の分は事情をそのまま説明したい。また、

牛尾議員が指摘された科学技術に関しては、施設費は公共事業に、人件費
は人件費となっていて、それ以外の費目は全部入っているが、１割以外の
根っこの９割に入っているものもある。 

（本間議員）  来年もこの方法をやるなら、調整額に採択率などを明示的に入
れ、きちんと特別枠で努力をして、良いタマを出してくるところにインセ
ンティブを与えないといけない。 

（塩川議員）  もし、こういう方式でやるとするならば、７分野をもっと絞ら
ないと内閣としての重点が出てこない。４分野ぐらいに絞ると重点分野が
分かる。今回は、非常に精密に機械的にやっている。官僚だからできる。
政治家にはできない。頭割りで終わっているので重点が出てこない。 

（竹中議長代理） 以上の議論を踏まえて、提出され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が、よろしいか。 

    （「異議なし」と声あり） 
（竹中議長代理）  本件は原案のとおり了承する。今後は内閣官房から最終的

な調整結果を各省に提示し、各省はこれに基づき、今月末日までに財務省
に要求を提出することになる。 

  

○医療制度改革について 
（坂口臨時議員） 今回の医療制度改革案は、基本方針等も踏まえ、「保健医

療システム」「診療報酬体系」「医療保険制度」の３つを中心にして改革
を進めている。 

    「保健医療システム」では、健康増進法の制定など、健康づくり、疾病
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予防の推進を図り、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、質の高い医療サービスが効率的に提供される
仕組みに見直す。とりわけ、ＥＢＭの分野をシステム的に明確にし、疾病
に対する情報開示をより進め、患者側も自分の治療についてもう少し発言
権を持っていただけるようにしたい。「医療サービス効率化プログラム」
では、ＥＢＭを推進することがあげられておりますし、またレセプト電算
化の推進により、ガラス張りにし、今は１枚118円もかかっているが削減し
ていく。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思う。
役所自身も血を流すべきである。 

    ２番目の「診療報酬体系」では、患者の立場に立って、あるべき医療の
姿を踏まえ、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
反映されるよう体系的な見直しを進める。患者の立場からみて、本当に役
立つ診療報酬とは何か。そして最も基本的な生活指導などにもう少し重点
を置いて、すぐに重装備の医療にいってしまうようなことは少し避けられ
るように、基本に立ち返って診療報酬の見直しが必要になると思う。次期
改定では、最近の経済動向、保険財政の状況を踏まえ、当面する課題への
対応を含めた見直しを行う。 

    ３番目の「医療保険制度」では、中長期的に持続可能な安定的な制度と
するため、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管理を導入するなど、医療費増大を抑制する。 

    現在の国保では、小さな町村が保険者となるため、行き詰まることが目
に見えており、統合化は進めざるを得ない。事務費削減にも努めるべき。 

    政管健保では分離されておらず、事務費が少ないが、国保、組合健保は、
非常に保険者数が多いため、事務費が高くつく。そういったことも含め、
見直していく。現行制度を維持すると平成19年度には医療費は36兆円とな
るが、改革によって、約２兆円を縮減できる見込み。 

    平成14年予算編成関連では、概算要求基準での医療費国庫負担額は、
2,700億円増とされており、現行のまま推移した場合と比べ、大幅な縮減が
必要となる。要縮減額は2,800億円で、医療費に直すと約１兆円になり、か
なりの切り込みが必要である。 

    改革案では、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い
るが、今回の制度改革項目の全てを実施しても、14年度は改正初年度で年
度半ばからしかできず、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。しかし、明後年からはこれに匹敵する削減はでき得ると思う。 

    最後に保険財政安定だが、14年度予算の医療費国庫負担問題とは別に、
医療保険財政の破局を防ぐ必要がある。政管健保では、現行制度のまま推
移した場合には、来年度には積立金が枯渇し、19年度には累積赤字が約６
兆円に達する見込みとなっている。今回の制度改正項目の全てを実施して
も、保険財政収支の均衡のためには、保険料引上げが避けられない。 

    改革の実現には、相当痛みを伴うが、今回の改革案は、将来の国民負担
の増加を抑制し、国民皆保険を守り、持続可能性を確保していくため、厚
生労働省試案としてまとめたものである。今後、政府・与党を始め幅広い
場でご議論いただき、本年末の予算編成までに成案を得て、次期通常国会
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に所要の法律改正案を提出したい。御協力をお願いしたい。 
（大塚保険局長から補足説明） 参考資料の１ページで、医療制度改革の実を

上げるため、医療制度を構成する全てのシステムの大きな転換と、構造的
な改革が必要であり、保健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。 

    １つ目の保健医療システムの改革では、健康づくり、疾病予防について
は、厚生労働大臣の説明のとおりである。医療提供体制の改革について、
医療提供体制の将来の姿、ビジョンを本文では別添として取りまとめてい
る。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。 

    ２つ目の診療報酬体系では、大臣からの説明のとおりである。 
    ３つ目の医療保険制度の改革では、将来にわたり持続可能で安定的な制

度を構築するため、世代間を通じた給付と負担の公平化などに取り組むこ
ととしており、仮に今回提案した制度改革が実現すると、当面、医療保険
の財政運営の安定化を図れると見込んでいる。高齢化のピークを迎える西
暦2025年辺りをにらむと、保険者の統合など医療保険制度の在り方につい
ても、検討を進め結論を急ぐ必要がある。２ページだが、平成14年度にお
いては、幾つか課題がある。いずれも相互に関連する事項だが、①当面す
る医療保険財政の危機、②平成14年度予算編成、シーリングに定められた
金額で予算を組むという作業、③高齢者医療制度の見直しを中心に残され
た課題、④診療報酬改定、こうした４つの課題に、14年度改革において答
えを出すことが必要である。 

    ３ページでは、医療保険制度改革について、その骨格と考え方を示して
いる。少子・高齢化の進展、長引く経済の低迷を背景に、医療保険財政が
極めて深刻化している。持続可能で安定的かつ公平で効率的な医療保険制
度を構築するため、幾つかの改革が必要となる。これも相互に関連する事
項だが、まずは医療費全体の抑制を図ることが必要である。 

    医療保険財政危機のかなりウェートを占めているのが老人保健制度にお
ける拠出金の増大である。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・縮減という取組みが必要。さらに、制度全
体を通じた給付の見直し、収支均衡を図るための保険料の見直し、規制改
革、事務効率化等があり、具体的内容は右に列記した。 

    まず、医療費の抑制については、老人医療費の伸びを抑制する枠組みを
導入するため、老人医療費を対象に、一定の目標数値を定め、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になれば、実際に
は次々年度だが、支払額の調整をする形で、長期的に見れば一定の伸びに
収斂するような制度を導入すべきである。 

    ２つ目に、拠出金、高齢者医療の見直しの関連だが、今後の高齢化の進
展を考えると、75歳以上の後期高齢者へ施策を重点化するよう、制度設計
を変えていく。それには支え手の拡大という考え方も入る。具体的には、
現在の老人保健制度は70歳以上が対象だが、５年程度かけ75歳に引き上げ
る。併せて、現在３割の公費負担を、後期高齢者に対しては５割とし、重
点化する。これにより拠出金額は、現在のままよりも半減すると見込まれ
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る。こうした形で、拠出金の重圧を大きく軽減したい。 
    一方、高齢者の経済的能力に応じて、負担をお願いする。75歳以上につ

いては、原則１割負担。原則とは、１割負担を徹底すると同時に、低所得
者については、その範囲を拡充する、あるいは負担を据え置くという形に
し、若い世代と同等の所得、収入のある方については、２割の負担をお願
いするなど高齢者の経済的能力に応じた負担をお願いしたい。各制度を通
じ、現行では被用者保険と国民健康保険で給付率の差がある。将来を考え
ると、各制度を通じ給付率を一元化し、制度横断的に公平なものにする考
え方で、原則７割の給付というのを基本に置きたい。ただし、70歳から74
歳の前期高齢者は８割。また乳幼児、３歳未満の方については８割とする。 

    定率負担は、重病に掛かると非常に負担が大きい。従って、現行制度で
も自己負担限度額の頭打ちをする制度がある。高額療養費制度の限度額も
引上げを図りたいと思っているが、その際にも低所得者には十分な配慮を
する。 

    保険財政収支の均衡には、こうした改革をしても、保険料引上げが避け
られない。公平化を図る観点からボーナスも保険料算定の基礎にする総報
酬制を平成15年度から導入をしたい。厚生年金も、同様の措置が講じられ
ることとなる。政管健保は、15年度から財政収支の均衡ができるよう保険
料率を設定する。実質引上げとなる。月々の保険料率は、若干軽減できる
かもしれないが、実質的に年ベースでは引上げをせざるを得ない。国民健
康保険は、財政基盤強化のための措置を別途講じるべきである。 

    最後に制度運営の効率化。保険者に関する様々な規制緩和措置を講じる
とともに、レセプト電算化、年金、医療、労働保険の横断的な徴収事務の
一元化に取り組む。 

    ４ページは、各制度の実施スケジュールの一覧表である。原則的には、
給付率の見直し等は、平成14年度の半ば程度からスタートすることを念頭
に置いている。勿論、法改正を伴わない各種の改革は、今年から手を付け
る前提となっている。 

    ５ページで、現行制度のまま推移した場合に比べ、医療費の縮減効果は
約２兆円と見込まれる。伸び率管理、コスト意識喚起という形で、２兆円
を制度改革効果として見込み、図のような負担関係になる。 

    ６ページで、政管健保を例に財政試算した。粗い試算だが、今回の制度
改正により、斜線になった部分が軽減するが、それでも収支均衡には、一
定の保険料の見直しが必要という試算となっている。 

    こうした内容が、今回の試案の骨格である。なお、「『医療サービス効
率化プログラム（仮称）』関連主要事項」という資料があるが、これは、
基本方針に触れられた個別の事項をピックアップしたものであり、今回の
案にも盛り込んでいる。 

（塩川議員）  ３点伺う。１つは、14年度は抜本改正なしに、当面の予算を組
み、来年をめどに抜本改正するとのことだが、14年度予算の後に15年度か
ら適用になる。このように度々医療制度が変わると、患者が信用しなくな
る。14年度は暫定的で、15年度にはこうするときちんと出して、14年度の
説明をすることが必要ではないか。 
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    ２つ目は、保険財政の給付と負担の関係を明確に長持ちする制度に変え
るべき。保険の在り方そのものを変えるべき。 

    最後に、報道では医療費がもの凄く高くなる印象。「痛み」とは、これ
ですかと聞きに来る。患者負担に寄り過ぎていないか。三者一両損という
ので、14年度に7,000億円を負担すると言ったが、三者一両損になっている
のか。 

（坂口臨時議員）  診療報酬の根っこのあり方は、年末までに厚生労働省案を
示せと総理から言われている。診療報酬については、基本的な考え方から
手を付けないと、本格的な財源は出てこない。基本的なことにもう少し点
数を付けるならば、若干上がるかもしれないが、薬、機械・器具、検査な
どに偏り過ぎているところを直すならば、安くなるかもしれない。その出
し方と今回示した案とは、整合性が取れるようにしたい。 

    今回の案は、現在の制度の大枠のまま2,800億円なりの国費をカットする
ならばこういう方法しかないというものである。国費で2,800億円なので、
保険では４倍で約１兆円。１兆円を削り込むのなら、国民にも痛みを分か
ち合ってもらわなければいけないし、若干診療の抑制も起こり、医療を行
う側にも影響する。さらにキャップ制みたいなことをやるから、高齢者の
増加率にその年の成長率を掛け、それ以上に伸びたところは、翌々年はそ
の分減らすという意味だから、きつい案である。 これは診療側にも課せら
れる。保険者に対しても、保険料を上げてもらわざるを得ない。国も血を
流さなければならない。レセプトなど6,500人かかっているのをＩＴ化でど
れだけ人員削減できるか。これはやらなければならない。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。全体の額としてどこが一
番損なのかというのはなかなか出ないが、そこのところは年末までかけて。 

（塩川議員）  年末まで間に合うか。14年度は暫定で行うのだろう。 
（坂口臨時議員）  間に合わせないと。 
（塩川議員）  これでは大変な患者負担になる。医療費全体をどう抑えるか示

さない限り、要るだけ要るから患者負担を増やせという思想に直結されて
しまう。 

（坂口臨時議員）  基本的な改革もこの中に入れている。今年言って、来年か
らというわけにいかない。２、３年の間に順次このようにしていくという
ことを示す以外にない。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、それは急にできる話ではない。それから、徴
収の一元化も、順次やっていくが、来年からという訳にはいかない。 

（塩川議員）  14年度は暫定的なものだと説明をせざるを得ないが、どうか。 
（坂口臨時議員）  今のところは暫定的で、年末にはもう少ししっかりしたも

のを出さなければならない。 
（奥田議員）  今朝の新聞を見て、日経連、経団連などは抜本改革がなされず

問題があると言っている。例年より早い時期にこのようなものが出てきた
ことは大いに評価できるが、私も塩川大臣と同じ懸念を持っている。今回
の改革がどこに落ち着くのか、あるいはどのように落ち着かせるのか、こ
れをたたき台にして関係者が意見を出し合い、検討していくことが重要で
ある。 
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（吉川議員）  14年度予算でいろいろ手を付けなければならないところはある
が、長期的な視点に立って考えることが重要。厚労省案が例年より早く出
たことは評価できるが、長期を見つめて論点を整理し、医療システムのも
つ問題点をさらに洗い出すことはできるのではないか。 

    例えば自己負担の問題についても、２割から３割にすると混合診療も含
めて、病気になったとき一体幾ら掛かるのか。軽い風邪のときの負担と重
い病気のとき、入院が長期化する場合で違う。それをどのように共助で支
えるのかという考え方を整理して論点を整理することはできるのではない
か。 

    もう１点、サプライサイドで改革を進めるという案が出ているが、例え
ば、レセプトに関して、電子化を限定している省令の廃止は第一歩である
が、更に踏み込んで道筋を示すことも可能ではないか。長期的なことを議
論し、論点を整理して世の中に説明することは可能だろう。 

（竹中議長代理）  非常に重要な議論なので尽きないが、坂口大臣に一言いた
だき、引き続き議論することにしたい。 

（塩川議員）  これは、小泉改革の問題と非常に関係してくる。 
（牛尾議員）  来年度の予算に間に合わすために、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すべき。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まずいだろう。民間議員
でも、場合によっては次回までに問題を提起したい。 

（平沼議員）  患者負担が増えると新聞などに出ているが、いろいろな方策で
下がる面も強調する必要がある。国民の目に見える形で具体的に出すこと
が必要だ。 

（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のに、これは高
すぎると言われると言葉を失う。少し厳しいとは思うが、これは１つのた
たき台であり、与党の間でも、12月までに議論してもらう。それから、指
摘のあっ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、
当面の話と、その中で、国民の側が受ける痛みと、診療側が受ける痛みが
もう少し明確になるので、分かり易くしたい。しかし、ある程度痛みを持
ってもらわなければいけない。 

（塩川議員）  それはそうだ。 
（坂口臨時議員）  言われたとおりの額は出てこない。 
（塩川議員）  現状の医療水準ならば、患者だけの負担に終わってしまうとい

う意見が非常に強い。だから、もう一回考え直してもらいたい。 
（坂口臨時議員）  見直す。それは診療報酬の中身の問題と関わる。 
（片山議員）  坂口大臣、１つは大きく、国保の問題ですね。健康増進法など

健康づくりや疾病予防はして欲しい。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。医療費の総額を無理なく抑えるべき。それから
少し無理して抑える必要もある。その上で、負担問題を併せて考えるべき
で、総合的なことを提案すべき。 

（本間議員）  提出された案が、今後どのような扱いになるのか。対案を出す
などで議論を深めてはどうか。新聞等では、これが政府与党協議会で丸投
げして、負担のところ、あるいは診療報酬のところの値ぎりみたいな話に
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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う。負担増だけが、14年度の施策という形で前
面に出ると、橋本内閣のときの失敗を繰り返すことになるだろう。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。是非、今後の段取
りをもう少し明確にすべきである。 

（竹中議長代理）  整理する。 
    今日は厚生労働省の素案の説明を受け、フリートーキングにした。一方、

政府・与党のワーキング・プロジェクトで議論は進んでいる。諮問会議と
しても、引き続き、総理のご意向も踏まえて、議論する。 

（牛尾議員）  期限を設けるべき。 
（竹中議長代理）  スケジュールづくりも含め、比較的近い時期に、次の会議

を開く。もう少しすっきりさせなければいけない点もあるだろう。次回ま
でに、民間議員側ではペーパーを用意してもらい、厚生労働省の方にも引
き続き議論を深めてもらい、次回もう一度持ち寄ることにしたい。 

    なお、資料４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る。この部分に関しては、規制
緩和等が中心であり、承認して欲しい。 

（「異議なし」と声あり） 
（竹中議長代理）  ありがとうございます。それでは、以上をもって今日の会

議は終了する。 
（速水議員）  今月もあと２営業日で終わるが、無事期末越えをすると思う。

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る。
供給額は、恐らく明日も10兆円を超える。 

（竹中議長代理） それは聞いている。 
（速水議員） 月を越えれば流動性需要は少し緩んでくるだろう。 
（竹中議長代理）  ありがとうございました。 
 

（以 上） 


