
平成 13 年第 22 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 22  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 10 月 9 日(火) 17:35～18:39 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同    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 坂口 力 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)医療制度改革について 

(2)今後の進め方について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 医療制度の抜本改革に向けて（有識者議員提出資料） 

資料 2 坂口臨時議員提出資料 

資料 3 今後の進め方について（案） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	 総理が少し遅れられるということでありますので、ただ今から第22回

経済財政諮問会議を開催いたします。本日はありがとうございます。 
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（プレス退場） 


（竹中議員） それでは、本日の議事について御説明いたします。本日は、前回に続

きまして、「医療制度改革」について御議論をいただきますが、その後、「今後

の進め方」についてのご議論も若干いただきます。「医療制度改革」に関しては、

前回に引き続きまして、坂口厚生労働大臣に臨時議員として御参加をいただいて

おります。 

議事録等々につきましては、従来の扱いとさせていただきます。 

○医療制度改革について

（竹中議員） それでは、「医療制度改革」についての審議に移りたいと思います。

まず資料１につきまして、有識者議員より御説明をお願いしたいと思います。 

（奥田議員） それでは、最初に私からお話し申し上げまして、あと本間先生にフォ

ローアップをしていただきます。 

医療制度の抜本的改革は、小泉内閣にとって喫緊かつ重要な課題であります。

民間議員としては、国民に良質で効率的な医療サービスが持続して提供され、ま

た、負担の公平化がなされるようにするためにはどうすべきか。また、厚生労働

省の「改革試案」の内容を含めて、今回の改革を包括的かつ抜本的な改革にする

ためにはどうすべきかと、こういうことを議論いたしました。 

基本哲学や方向性につきましては、既に「骨太の方針」に示されておりますが、

問題の重要性にかんがみまして、「改革試案」の改善点も含めまして、本間議員

を中心に改めてペーパーに取りまとめたものが、この資料でございます。私から

は、重要と思われる点を４点ほど申し上げまして、その後で本間議員からポイン

トについて補足をしていただきます。 

最初に私が最も重要と考えますのが、国民に対する説明責任の徹底及び政策決

定過程の透明化、オープン化ということであります。既に御存じのように、厚生

労働省の「改革試案」につきましては、政府与党協議会、それから総合規制改革

会議、各党の関係する部会、中医協あるいは社会保障審議会、ここには経団連、

日経連、連合、健保連、また財務省案、こういうもので、あちらこちらで検討さ

れまして、現在、意見がそれぞれ外に向かって表明されている状況でございます。

したがいまして、国民がこういう状況の中で、今回の抜本改革に納得し、合意で

きるためには、従来の政策決定過程を変えて、十分な説明とオープンな議論、そ

して最終的な結論に至る過程につきまして、説明責任が果たされるかどうか、こ

れが非常に重要であると思います。経済財政諮問会議は、この点でこれを実現す

るための非常に重要な場の１つであると、こういうふうに考えております。 

２点目は、今回の改革をきちんと実現する担保が必要であるという点でありま

す。「改革試案」では、医療サービス効率化プログラムについて、メニューとし

ては、「骨太方針」の内容をおおよそ取り上げておりますが、これだけでは不十

分であると思います。実効性を担保するために、例えば、標準化や、あるいは疾

病別の定額払いを何時までに、あるいは何割までを進めるかといった最終的な、
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また量的な達成目標、時期、手順、こういうものを明確に示していただくという

ことが是非とも必要だと思います。 

３点目は、公的な医療保険制度が価値ある医療を持続して提供し続けるために、

医療費と経済が整合性を持つようにすることが重要であります。改革の試案では、

総額管理の対象が老人医療のみとなっておりますが、「骨太方針」に沿って、医

療費全体について現下の厳しい経済状況を踏まえて、経済の動向と大きく乖離し

ない目標額を設定して、確実に管理をしていくということが必要であると考えま

す。医療費の総額目標が決まらなければ負担の程度は分からない。負担の公平化

の議論にも支障が出ますから、至急、「骨太方針」に沿った目標値の案を出して

いただきたいと、このように思います。 

最後に４点目でございますが、老人保健制度について、高齢者医療を一層効率

化して、世代間及び世代内の負担の公平化を図るため、新しい高齢者医療制度の

創設を含めて抜本改革を行うということが必要であると思います。改革の試案で

は、こうした提案がなされておりません。早急にこの点についても改革案を提示

願いたいところでございます。 

厚生労働省には、本日の議論や様々な場での議論を踏まえて、国民が合意、納

得できる抜本改革になるため、更なる具体化や必要な修正は今後行っていただき

たい、このように思います。年末までに残された時間は僅かですから、早急な対

応を是非お願いしたいと思います。その進捗状況につきましては、今後も経済財

政諮問会議の場で御説明をいただきまして、議論させていただきたいと思います。

私からは以上でございます。 

（竹中議員） 本間先生、お願いいたします。 

（本間議員） ただ今、奥田議員から御説明いただきましたが、その趣旨は尽きてお

るわけでありますが、もう少し具体的に私の方から補足説明させていただきたい

と思います。 

今回、厚生労働省案、非常に時期的にも例年よりも早く、また内容におきまし

ても、従来とは違って踏み込んだ御提案をされておりまして、その意味では、大

臣を始めとして労を多といたしたいと思います。しかし、今後の議論の詰め方、

プロセスに関して不透明な部分がございます。この点をまず明らかにした上で、

今後、具体的な案について固めていく必要があるのではないかという気がいたし

ます。 

具体的に申し上げますと、諮問会議の場をこのままで過ごし、かつ政府与党連

絡協議会等で具体的な中身を詰めるような段取りであると聞いておりますけれど

も、それでは、先ほどの奥田議員のお話にもございましたけれども、透明性、説

明責任という点では、私は少し不十分ではないかと。何よりも厚生労働省案の内

容が少し精粗があり過ぎ、オープンなままで仮に政府与党連絡協議会に対して投

げるということになりますと、従来のように予算編成の終末の時点で、ぼやぼや

っと決められるような危険性もないわけではないのではないか。その意味で、ま

ず厚生労働省が政府案を完備性をもった形で御提案いただくということが作業の
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第１段階として必要ではないかという気がいたします。 

「完備性」ということを申し上げましたけれども、このコンプリートネスは、

３点がそろっていなければならないのではないかという気がいたします。１つは、

医療の提供体制にかかわる効率的な医療サービスの生産に関する部門、もう１つ

は、医療サービスの費用の調達、これは医療保険の中身の問題、３番目は、両者

をつなぐ医療サービスの価格付けの問題。これは連立方程式のように複雑に絡ん

でおるわけでありますが、厚生労働省案は、医療保険の費用調達の部分には具体

性が非常に強く、その他の部分のところについては、抽象的な段階にとどまって

いるわけでありまして、この医療提供体制がどうなるか、あるいは医療サービス

の価格付けがどうなるかによって、国民に対して求める患者負担の部分のところ

も、それによって影響を受けるわけでありまして、国民にお願いするところだけ

を最初にパターンを練って、後はクローズドな議論の場の中で落とし込むという

のは必ずしも適切ではないのではないかという気がいたします。そのプロセスを

是非この段階を踏まえた上で早急に提示していただければと思います。これが第

１点であります。 

第２番目の部分は、先ほど申し上げましたけれども、医療サービスの問題と診

療報酬の問題は極めて密接に関係をしているわけでありまして、診療報酬の部分

のところの価格付けがまさに医療サービスの中身を規定すると言っても過言では

ないわけであります。我が国の診療報酬の価格付けの問題、これは中医協で御議

論いただいておりますけれども、この場で議論されるものが、いわば報酬30兆円

の分配の議論に偏り過ぎていて、サービス提供における資源配分上の効果という

点において、極めて精査に欠けるものになっている。その理由は、中医協の構成

メンバーは利害者が中心になり、中立的な方々、国民の立場の入込みというもの

が非常に欠けた体制になっている。これを直さない限りには、国民が質的な部分

において十分に満足し、負担に値する医療というものがなかなかできないのでは

ないかという気がいたします。 

例えば、診療報酬の決め方如何によっては、診療所と病院との間の関係、これ

は分配の部分のところで調整されておりますが、国民全体の医療サービスの向上

にとって、それがいったい如何なる意味を持っているのか。さらには診療報酬と

薬価の問題が、この数年の動きを見ておりましても、診療報酬のプラスを医療の

薬価の差益の減少という形で調整をするというような、必ずしも合理的な基準に

欠けるような側面がございます。さらには、デフレという様相の中では、この御

提案の中には、どちらに見直すのかがはっきり分からないような形で提案をされ

ております。 

こういうものを考えてまいりますと、効率的な医療サービスの生産という医療

提供体制の問題と診療報酬、価格付けの問題をセットにして、やはり科学的な分

析を伴ってどのような効果が、先ほど、例としては診療所と病院というような形

で申し上げましたけれども、組合間の負担の関係でありますとか、国と地方の関

係でありますとか、あるいは診療体制の中の小児の部分のところはどうであると
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かいうようなことの解析的な部分のところを是非早急に、おまとめていただいて、

国民にこのような医療の向上というものを狙った改革案であるということを是非

お示しいただいた上で、最終的には与党と政府との関係の調整の中で、透明なプ

ロセスを周到に踏んでいただきたいというのが、私どものお願いでございます。 

小泉構造改革のプロセスと内容づくりにおいて、１つの非常に大きな試金石に

なると思いますので、そのモデルづくりとしても、是非そういうことについても

御配慮いただければと思います。以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、坂口臨時議員、資料２につきま

して、御説明をお願いできますでしょうか。 

（坂口臨時議員） 資料２の方は先日もお話を申し上げましたから、改めて今日申し

上げるつもりはございませんが、いただきました資料１、私、まだ全部詳しく読

ませていただいていない訳でございますが、このアウトラインを書いたのを頂戴

したものですから、それは最後まで読ませていただきました。 

それを拝見しましたところ、大変傾聴に値するところも非常に多いというふう

に思っております。ただ、総論として、ざっと拝見しました関係では、我々の案

よりも、どちらかと言えば、患者負担というのは、少し抑え目にされているのか

なという気がいたします。厚生労働省が出しました案よりも、経済財政諮問会議

の方でお出しいただいたものの方が国民負担割合は少し抑制されているのかなと

いう気がいたします。が、これはちょっと分かりません。きちんと精査したわけ

ではございませんけれども、しかし、それではその部分を一体どこで賄うのかと

いうことが１つあるだろうというふうに思っています。 

それで、いわゆる厚生労働省の事務方の方で作った案は、現在の医療制度の大

枠は今のままにした形で、財政的な意味も含めて改革をしていったらどうなるか

ということで、まとめられたものだというふうに私は理解をしております。そう

いたしますと、先日ご覧いただきましたような状況にならざるを得ないというこ

とでございます。2,700、2,800億円カットをしていこうというと、先日お示しを

したようなものにならなければならない。 

医療側の方、病院や医院や提供側の方が明確でないというお話がよくある訳で

ございますが、これは確かに明確にしていない面も実はある訳でございます。こ

れは初めから言いますと、ハチの巣を突いたようなことになるものですから、少

しオブラートで包んでございますが、全体としましては、国民の皆さん方に「痛

み」を感じていただく部分の３倍ぐらいはあるだろうと思います。この医療側で

「痛み」として受け取っていただかなきゃならないものは３倍ぐらいある。それ

で平成19年で大体36兆になるのが２兆円抑えて34兆と、こういう大まかなアウト

ラインでございます。 

ただし、先ほどもお話がございましたように、改革の小泉内閣として、今まで

の制度の大枠をそのままにした中での改革だけでは、これは許されないだろうと

思っておりまして、その制度の大枠のところにもやはり手をつけなければならな

いと思っています。それは私の案として示したのは４つございまして、１つは、
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これはいわゆる健保、国保等を含めました医療保険制度の在り方、これは今のま

までは行き詰まることは目に見えている。とりわけ国保につきましては、町村な

どにおきましては、もう数年で行き詰まることが目に見えていると思っておりま

して、この「一元化」という言葉がきつければ「統合化」を進めていかざるを得

ないというふうに思っております。組合健保等につきましても、非常に反対がご

ざいますけれども、しかし、小さなところは非常に苦しいわけでございますので、

この辺につきましても、何らかの手当が必要ではないかというふうに思っており

ます。 

２番目には、今お話が出ました保険制度、診療報酬制度でございます。これは、

今、御指摘のとおり、私も今の中医協で議論をしていただいているのでは改革は

できないと思っております。その根っこのところの物の考え方を少し整理する必

要がある。いわゆるホスピタル・フィーとか、ドクター・フィーをどうするかと

いうような問題も論理的にひとつ詰めなければならない。それから今の制度のよ

うに、大きな機械器具を買って、大変大きなビルを作らなければ医療がやってい

けないような体制をこのままにしておいたら、これはいつまで経ちましても、医

療費はだんだんとかかるのみだと思います。もっと基本的なところ、簡単に言え

ば聴診器１本でも、そこで開業ができるような体制、それはそうしようと思えば、

もっと基本となるところ、医者と患者との対話のところに、そこに力を入れて、

そこに保険点数をつけるという形にして、大きな機械器具を使うから、たくさん

の薬を使うから、あるいは、たくさんの検査をするからそれでもつ、という体制

を変えないといけないと思っておりまして、その根っこのところをどうするかと

いう議論が必要だと思っています。それが２番目です。 

３番目は、ここにも御指摘をいただきましたが、根拠ある医療、すなわちＥＢ

Ｍと言われておりますが、根拠ある医療というものを明確にして、そしてガイド

ラインをきちんとする。患者さんにも医療に参加をしてもらえるように、あるい

はまた十分な医療の内容が行き渡るように、いわゆる説明責任という言葉もござ

いましたが、そうしたことをきちんとしていかなければならないだろう。 

それで４番目は、ＩＴと関係がございますけれども、電子カルテあるいはレセ

プトの整理でございまして、ここをもう一度明確にやり直すという、この４点に

加えまして、保険の年金、医療、介護、雇用という徴収の一元化も加えまして、

ここは役所の方が「痛み」を出すところでございますけれども、これもやらなけ

ればならない。 

４点を強調しまして、その部分も中に埋め合わせて、入れて提案をさせていた

だいたわけでございますが、マスコミは、２割を３割にするとか、そういうこと

だけしか書いてくれませんで、こちらの意図するところはなかなか書いてくれな

いという面もあることも事実でございます。 

そういう立場で奥田議員からのお話もお伺いをしました。その４点、私も異論

はないというふうに思っておりますが、国民への説明責任というのがどういうふ

うにするのかということは、今のお言葉だけで、奥田議員はどういうふうにお考
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えになっているのかということがちょっと分かりにくかった面がございますが、

経済財政諮問会議の中を通していくということが説明責任を果たすことになると

いう御趣旨ならば、それはそれで理解はできるというふうに思っています。現在

のところ、各党の中でも議論が進んでおりますし、このままでいきますと、政府

与党との話し合いの中でどうしていくかということが10月、11月と進んでいくの

ではないかという気がいたしております。ですから、そうしますと、今、御指摘

のお話はそこへ行くまでに、この経済財政諮問会議の中で厚生労働省の案、それ

から皆さん方から御提示をいただいた案等を含めて、ここを通過したものをどう

するかという筋道を立てるべきだというお話だというふうにお聞きをしたわけで

すけれども、そういう理解でよろしゅうございますか。 

（奥田議員） はい、結構でございます。ここを通過するということは、結局、議長

が総理大臣ですから、総理大臣が決定されたという、そういうことになるわけで

すから、それを通せば、結局、総理の御説明の仕方次第という、そういうことに

なるわけです。 

（竹中議員） 通過という言葉が良いかどうかはともかくとして、ここでオープンに

議論していただくというのは重要かという意味かと思います。 

よろしゅうございますか、大臣。 

（坂口臨時議員） はい。 

（竹中議員） この問題について時間が余りないのですが、もしございましたら、ほ

かの議員の方々どうぞ。牛尾議員、吉川議員。 

（牛尾議員） 分かり易く言えば、この問題は登場する公的組織から非公式の組織ま

で一杯あり過ぎて、今、図らずも大臣がおっしゃったように、特に医療費の方を

触ろうとするとハチの巣を突付いたようになるというので、分かっているけれど

も言わないと。しかし、その額が保険料で上げている負担の３倍ぐらい医療費の

方で痛まないといけないという雰囲気は私も賛成なんですが、しかし、実は民主

主義の政治というのは、そういうものをきちんと分かり易く解決する仕組みがな

いと、これは行政、政治と言えないので、やはりはっきりしないといかんですね。

何か漠然と厚生労働省が案を出して、みんなが議論する成り行きを見て、どこか

落ちるところで、ぼつぼつ決めるかという感じのことを繰り返していると、筋が

通らなくなってしまう。それは皆、分かりながら、医療問題というのは、国民の

関心が大変強いものですから、遠巻きにして明確に黒白をつけにくいところがあ

るので、やはり今回の改正というのは、そういう意味では非常に大事な作業だと

思うので、財務省からも論点が出るという異例なこともあった訳ですから、皆そ

ういう勇気ある発言をして、今回は分かり易く説明をして、国民負担の方も医療

費の方も中長期的にきちんと先が見えるようにするという努力はしなければなら

ないだろう。その中に公的医療のものよりも、自由医療のような政府が面倒をみ

ない部分ができるだけ増えていく方が、それは求めるレベルは上がるけれども、

出す金は減っていくわけですから、公的医療の分野が少なくなって、自由診療の

部分が増えてくる方向も明確にする必要がある。 
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それから、経済はデフレ、デフレと言っている割には、医療の人件費やその他

諸経費が減っていないのではないかという議論にもどう応えるかということも非

常に大事でありますし、総医療費30兆円のうち、19兆円と11兆円に若い人とお年

寄りが分かれているという資料も拝見しましたが、それが過去10年間の平均では、

全体が若い人でさえ３％ずつ毎年増えている。この21世紀は増えるのをゼロにし

て、質をどうやって落ちないようにするかというぐらいのレベルまで考えなけれ

ば非常に難しいのではないかという、企業経営から言うとそう考えています。 

（坂口臨時議員） ちょっと言い忘れましたが、いわゆる高齢者のところだけキャッ

プを被せているのではないかという御意見がございましたが、これは確かにそう

なんですけれども、全体で約１兆円上がりますだけで、9,000億円は高齢者医療な

んです。だから、ほとんど高齢者医療というふうに思っても間違いがないような

内容でございますので、若い層のところは、それ相応に収めていただいておると

ころでございますから、そこは９割の高齢者医療のところにキャップをかければ、

それで目的は十分達するのではないかというのが我々の考え方でございます。 

（牛尾議員） 押しなべて30兆円が最低３％上がって、高齢者のところはそれプラス

４、５％と上がるわけですけれども、30兆円の３％をゼロにするだけでも9,000億

円になりますかね。 

（坂口臨時議員） ３％も上がっていない。今、若いところは上がっていないでしょ

う。 

（大塚厚生労働省保険局長） 過去10年で、医療費全体で４％ぐらいの増でございま

す。そのうち約半分が高齢人口の増若しくは高齢化に伴う影響、こういうのが全

体の状況でございます。高齢者医療を仮に今回の案のように、このとおり私ども

の御提示している案で申しますと、４％の増が３％、そのうち２％が高齢化増で

すから、経済との関係は１％程度というのが、大雑把に言えば今回の試案の枠組

みでございます。 

（竹中議員） 吉川議員、財務大臣の順番でお願いします。 

（吉川議員） 坂口大臣がおっしゃった国民への説明責任ということなんですが、私、

何処の機関で議論するにしても、要は、国民に理屈を分かり易く説明していただ

く必要があるということを指摘したいと思います。例えば、患者の負担に関して

も、そもそも何のための保険かということからすると、いわゆる２割、３割とい

う自己負担よりも、場合によっては上限の方が大切かもしれないですね。月額上

限、そちらの方が保険ということの本来の意味からすれば大切かもしれない。そ

ういうところを自己負担比率と上限とを組み合わせながら、どういう理屈でこう

いう組合せが合理的なのか。保険として皆納得できるのかということをきちんと

説明していただきたいというのが、まず最初の指摘であります。 

それからもう１つ発言したいんですが、本間先生のお話の中にもありましたが、

要するに、日本の病院は、診療所・開業医に比べて疲弊しているという声を、先

生方から非常に良く聞きます。これは診療報酬の点数の付け方というところに問

題があるというふうに聞いておりますので、是非とも大臣のリーダーシップで今
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回の改革の中で、やはり病院が疲弊するというのはおかしい。物的、人的に日本

の医療システムというのが崩れていってしまうのではないか。余談ですが、慶応

病院で１日5,000人患者さんを見て、収益ということからすれば、ほとんどゼロだ

というのはどう見てもおかしい。誰が考えてもおかしいということだと思います

ので、その点は是非とも考えていただければと思います。 

（竹中議員） 塩川大臣。 

（塩川議員） 私は当面の問題と理論的な問題と２つに分けて、この場合考えていた

だきたいと思うんですが、１つは、14年度予算を編成するに際して、これからそ

ういう抜本改正的な議論、抜本改正になるのかどうか。大幅な改正ということを

仕上げていくということはとても難しいだろうと思うんです。そこで、とはいえ、

この方針を明確にしないと14年度予算に対して賛成が得られないと思うんです。

そこで、14年度予算は、当面の措置として、厚生労働省が苦労して出してこられ

た分、この分に対して多少の議論はあったとしても、これを中心に14年度認めて

いくということはするけれども、その代わりに、15年度以降において、こういう

改正をするんですという問題点をきちんと出しておいてもらって、その上でない

と、私ども財務省としては認められませんよ、ということをこの前も申し上げた

んですね。 

それは何ですかと言ったら、あまりにも患者負担に重点が置かれておるという

ことで、その患者負担は当然阻止しなければならん。私は立場からいって、患者

負担も大事だと思うんですけれども、しかし一方において、患者負担はするけれ

ども、保険はこのように変わっていきますよということを明示してもらいたい。

そこで私が是非お願いしたいと思いますことは、一体医療費はどうなっておるの

かということの中身を、先ほど奥田議員がおっしゃった医療費の中身を１回総ざ

らいして出して欲しい。国民はさっぱり分からないんですね。30兆円、何でそん

なに要るんや、と言うんですね。しかし、ちょっと風邪を引いても薬を貰いに行

くじゃないかと、こう言って説明をするんだけれども、しかし、そういう中身が

一体どうなのか。そうしますと、例えばターミナル医療というような、４兆円も

５兆円もかかっているんだと言ったら、これは大変だなということが分かってく

ることもあるし、それから高額医療も１人で千何百万円も使うような医療も含ま

れているということが分かってくるだろうし、そういう中身を１回教えてもらえ

ないだろうかと。国民は皆非常に関心を持っていると思いますよ。そうすると、

それに伴って医療費全体を抑制しようというときに何が必要かという中で、その

中でいみじくもおっしゃった医療の守備範囲は何処までなんだということ。これ

は説明責任の中で出してもらいたいということ。それに基づいて診療報酬はこう

なっておるんですよということ等が、ある程度国民にもこの際はっきりと出して

もらった方が納得しやすいのではないかと思うんです。国民を納得させない限り、

私は付いていけないだろうと思うんです。 

もう１つ、大臣が保険の制度も変えなければならんとおっしゃった。制度改正

も今すぐにできる訳ではございませんけれども、方向はこうなんだと、それは何
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時までやるんだということを、その理念についても出して、それから、これから

も保険料も上がるかも分からんし、あるいは自主保険のもの、二重保険みたいに

なるかも分からんと思いますよ。思いますけれども、そうした場合に、それでは

弱者はどうしてくれるんだという心配が非常に強いんですね。自己負担に付いて

いけないような患者さんがたくさん出てくると思うならば、昔あった医療保護と

いう生活保護がありますね。あれの中の医療保護ということ、全部吸収されてき

ていますね。ああいうような制度をもう一度はっきりして、いわゆる弱者に対す

る負担というものはこのような方法で検討しておりますと、救済されますという

ようなものを出していくべきではないか。そして高額所得者は、ある程度保険の

負担を増やしていく方法をとらざるを得ない。 

ですから考えとしては、保険の守備範囲というものはきちんと１回決めていた

だいて、それよりも高額医療でもっと十分なサービスを受けるという人は、それ

だけの自己負担をしなさい。その自己負担については、別途民間の保険があるか

らこれを利用しなさいと、この掛金については税法上処理しようじゃないかと、

あるいは、もっと下の一般の保険の負担に耐えられない人に対しては医療保障と

いうものでカバーするというような、そういう構図を示してもらえないだろうか

と、こう思うんです。 

それからもう１つ、最後に申し上げたいと思うんですが、今回の厚生労働省案

の中で一番問題が出ていますのは、高齢者医療が中心になって計算されておると

いうことなんですね。ですから、４％、５％あるいは３％出ると。概算要求のと

きに、大臣がわざわざ私の大臣室に来ていただいてお話を聞いたときには、高齢

者の当然増があって、医療増の当然のやつがある。これをかませていって1兆7000

～8000億円ぐらいになるんだけれども、もっと抑えて１兆4,000億円ぐらいに抑え

たいと。こういうぐあいにおっしゃって、三者一両損で行きましょうかと言った

らときに、私のところで7,000億円出せとおっしゃった。そのときには私は文句な

しに、それじゃ、それでいきましょうと。その代わりに抜本改正に対する説明を

きちんとして下さいということが１つと、それからもう１つそのときに申し上げ

たと思うのは、診療報酬の公平化をやってもらいたいと、こう申し上げたんです。

是非ひとつその趣旨は貫いていただきたいと思うので、だから、今度見ましたら

患者負担が３割負担と患者の方は騒いでおりますから、それに対しては、こうい

うことになるんだから、しばらく辛抱しろということを言えるような状況をつく

って欲しいと、こういうことです。 

（竹中議員） じゃ、総務大臣、申し訳ありませんが、ちょっと手短に。 

（片山議員） 坂口大臣から４つ言われましたけれども、私は前から言っているよう

に、もう１つ息長く医療費を抑制するために、国民全部を基本的に健康にする、

これを大々的に打ち出すべきじゃないかと思うんです。何度も言っていますけれ

ども、健康づくり、スポーツ振興、予防医学、それは今まで掛け声だけなんです

よ。あるいはプログラムやお経だけなので、もっときちっと実施計画を都道府県・

市町村の末端まで作らせて、現に沢内村だとか長野県なんか一番医療費が少ない
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んだから。色々なことをやっているから現実にあれが出ている。迂遠ですけれど

も、一番の近道じゃないかと思うので、今度、健康増進法なんかをお考えなので、

それを大きく打ち出して国民運動にして皆やるように、それが一番、迂遠なよう

で、ある意味では近道じゃないかということが１つ。 

それから２つ目は、私もこの総額抑制というのは必要だと思うけれども、医療

費全部をやるのはちょっと無理なんじゃないでしょうか。当面の問題は高齢者医

療なので、高齢者医療で実験をやってみる。事実上伸びているのは圧倒的に高齢

者医療なんだから。これでキャップをかませて上手くやるということでないと、

全部をやると国民の今までの感覚から言うとびっくりするんじゃないかと私は思

っているので、実現性からいって、まず高齢者医療を取り上げたらどうかという

ことが１つ。 

それから、私どもの方でいうと国民健康保険です。被保険者4,400万人ですから。

これがにっちもさっちもいかんようになっているので、結局、統合化か一元化か

考えていただかないといけません。ただ、これは一遍にできませんので、長期で

結構ですから、方向付けを是非お願いいたしたい。 

以上３点です。 

（平沼議員） 簡単に申し上げますけれども、構造改革というのは、如何に効率化し、

それと同時に新たな産業を創出して、そして雇用を吸収して国民負担を如何に軽

減するかということ、これは医療改革もまさにそういうことだと思います。した

がって、そういう発想で医療構造改革というのもやるべきだと思っていますし、

現に、こういう新しい医療の分野でも、新規に介護なんかも大きく雇用を吸収し

ていますし、そういう発想を医療改革、構造改革の中心に据えてやるべきだと思

っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

基本的には古くて新しくて重要な問題だと思います。ここでも出されましたよ

うに、今後、各方面で議論を深めていただいた上で、経済財政諮問会議としては、

中期経済財政計画を議論していきますので、再びこの場で議論していただいて、

その中期経済財政計画に反映させていただけるようなスケジュールを考えていた

だければありがたいというふうに思います。 

（坂口臨時議員） それでは、今後のスケジュールでございますが、これは12月まで

にちゃんとやらなきゃいけないので、ここならここで一応御議論をいただき、大

体何時ごろという少し粗々の日程だけ決めておいていただいて、そしてこちらも

作業をしなきゃいけないと思いますし、与党の方への話も少ししなきゃいけない

と思いますので、ここでおまとめいただく時期を大体何時ごろにするかというこ

とを、それだけちょっとお決めいただければありがたいと思いますが。 

（塩川議員） 私もそういうふうに思うんです。そうでないと予算を組めませんよね。 

（竹中議員） 正確な日程は、もうちょっと詰めなきゃいけないんですけれども、11

月の末に政府与党で大枠を決めるということであります。中期経済財政計画の概

要の方の審議も11月の中頃かなというふうに思っておりますので、11月の中頃と
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いうようなことをひとつの目処に、正確にはまた色々御相談をさせていただきた

いと思います。 

○今後の進め方について

（竹中議員） 今、資料３がありますけれども、これは後でご覧いただきまして、ま

た御意見がありましたら、こちらの方にお寄せいただきたいと思います。 

本日は、どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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