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第 22 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事、臨時議員として坂口厚生労働大
臣の紹介が行われた後、第20回及び第21回諮問会議議事録が諮られた。 
 
○医療制度改革について 
（奥田議員） 医療制度の抜本的改革は、小泉内閣の喫緊かつ重要な課題。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、厚生労働省「改革試案」の内容を含
め、包括的かつ抜本的な改革にするための議論を行った。私からは重要と
思われる４点を申し上げたい。 
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   １点目は、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。「改革試案」は、政府・与党協議会や総合規制改革会議、さら
には各党の関係部会などでも検討され、それぞれが対外的に意見表明され
ているが、国民が、今回の抜本改革に納得、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
論に至る過程について、説明責任が果たされるかどうかが重要である。経
済財政諮問会議は、この点で重要な場の１つであると考える。 

   ２点目は、改革を実現する担保が必要である。「改革試案」は、「骨太方
針」の内容をおおよそ取り上げているが、これだけでは不十分である。実
効性を担保するため、例えば、標準化や疾病別の定額払いをいつまでに、
何割まで進めるかといった最終的なものなど、量的な達成目標、時期、手
順などを明確に示すことが必要である。 

   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、医療費と経済が整合性を持つようにすること。「改革試案」では、
総額管理の対象が老人医療のみとなっている。「骨太方針」に沿って、医
療費全体について、経済の動向と大きく乖離しない目標額を設定して確実
に管理することが必要である。医療費の総額目標が決まらなければ負担の
程度が分からない。負担の公平化の議論にも支障が出るため、至急、目標
値の案を出していただきたい。 

   ４点目では、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
を含めた抜本改革を行うことが必要である。「改革試案」では、こうした
提案がなされてない。 

   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へ向け、更なる具体化や必要な修正を今後行って
いただきたい。その進捗状況については、今後も経済財政諮問会議の場で
議論させていただきたい。 

（本間議員） 奥田議員の説明を補足する。今回の厚生労働省案は、例年より
早く、内容も従来以上に踏み込んだ提案であり評価したい。しかし、今後
の議論の詰め方、プロセスには不透明な部分がある。具体的には、政府・
与党連絡協議会等で具体的な中身を詰める段取りと聞いているが、それで
は、透明性、説明責任の点では、不十分ではないか。政府・与党連絡協議
会に諮るにしても、まず厚生労働省が政府案として完備性をもって提案す
ることが作業の第１段階として必要ではないか。完備性とは、1点目に医
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、２点
目に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点目に
両者をつなぐ医療サービスの価格付けの問題、この３点を揃えることであ
る。これは連立方程式のように複雑に絡んでいるが、厚生労働省案は、医
療保険の費用調達部分には具体性が強く、その他の部分は抽象的な段階に
とどまっている。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、国民に求める患者負担の部分のところも影
響を受ける。そのプロセスを踏まえた上で早急に提示していただければと
思う。 
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   第２点目は、診療報酬の問題。診療報酬の価格付けが医療サービスの中
身を規定すると言っても過言ではない。価格付けに関する中医協での議
論は、報酬 30 兆円の分配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で極めて精査に欠ける。その理由は、構成メン
バーが利害関係者中心で、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、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。例えば、診療報酬の決め方如何では、診療所と
病院との関係は分配のところで調整されているが、国民全体の医療サー
ビスの向上にとって、如何なる意味を持つのか。さらに、診療報酬と薬
価の問題では、この数年、診療報酬のプラスを薬価の差益の減少で調整
をするなど合理的な基準に欠ける側面がある。デフレの様相の中で、ど
ちらに見直すのかはっきり分からない形で提案されている。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、組合間の負担の関係や国と地方の関係、診療体制の
中での小児の部分はどうかといったことについて、どのような効果があ
るか、科学的な分析を早急にまとめ、国民にこうした医療の向上を狙っ
た改革案であると示し、最終的には与党と政府で、透明なプロセスを周
到に踏んでいただきたい。 

   この改革は、小泉構造改革のプロセスと内容づくりの大きな試金石にな
る。そのモデルづくりでもある。 

（坂口臨時議員） 有識者議員提出資料は、傾聴に値するところも非常に多い。
ただ、総論として、厚生労働省案より、患者負担が少し抑え目にされてい
る気がする。厚生労働省案は、現在の医療制度の大枠を現状のままとし、
財政的な意味も含めて改革を行うとしてまとめられたもの。2800 億円カ
ットするのであれば、先日示したものにならざるを得ない。 

   確かに、「痛み」については、医療側の方、病院や医院や提供側の方が
明確でないという面はあるが、全体として、国民に「痛み」を感じていた
だく部分の３倍ぐらいの「痛み」を医療側で受け取っていただくことにな
ると考えている。平成 19 年度に大体 36 兆円となる医療費が、２兆円抑え
て 34 兆円となるというのが、その大まかなアウトライン。 

   ただし、小泉内閣としては現状の制度の大枠にも手をつけなければ許さ
れないと思う。そのため厚生労働省案も４つ示してある。１番目は、健保、
国保等を含めた医療保険制度の在り方。現状では行き詰まることは目に見
えている。「一元化」若しくは「統合化」を進めていかざるを得ない。２
番目は、診療報酬制度。ホスピタルフィーとか、ドクターフィーのような
根っこの考え方も整理する必要がある。また、大きな機械器具や大きなビ
ルがなければやっていけない体制ではおかしい。聴診器１本でも開業でき
る体制、医者と患者との対話といったところに力を入れて、保険点数をつ
ける形にして、大きな機械器具を使うから、たくさんの薬を使うから、た
くさんの検査をするからという体制を変えないといけない。３番目は、根
拠に基づく医療、すなわちＥＢＭを明確にしてガイドラインをきちんとす
る。患者さんも医療に参加をしてもらえるよう、十分な医療の内容が行き
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渡るようにしなければならない。４番目は、ＩＴ化。電子カルテ、レセプ
トの整理。これをもう一度明確にやり直す。この４点に加え、保険の年金、
医療、介護、雇用という徴収の一元化をやらなければならない。 
４点を強調して入れて提案したが、マスコミは、患者自己負担を２割か

ら３割にするといったことだけしか書かず、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。 

   奥田議員が話された４点についても異論はないが、国民への説明責任で
は、この経済財政諮問会議の中で議論し、政府・与党との話合いを行う筋
道を立てるべきだという理解で良いのか。 

（奥田議員） 良い。諮問会議は議長が総理大臣なので、総理大臣が決定され
たことになるだろう。 

（竹中大臣） ここでオープンに議論するのは重要である。 
（牛尾議員） 医療側の方、病院や医院や提供側の方の負担を明確にしなけれ

ばならない。この問題は公的組織から非公式の組織まで影響があるが、国
民の「痛み」の３倍ぐらいを医療側の方で負わないといけないという雰囲
気は賛成。民主主義の政治は、きちんと分かり易く解決する仕組みがない
といけない。漠然と厚生労働省が案を出して、議論の成行きを見て、どこ
か妥協点で決まるという感じのことを繰り返していると筋が通らなくな
る。医療問題は、国民の関心が大変強い。明確に白黒をつけにくいところ
があるが、財務省からも論点が出るという異例なこともあったのだから、
皆、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努力はしなけれ
ばならない。その中で公的医療よりも自由診療の部分が増えてくる方向も
明確にすることが必要。 

   経済はデフレなのに、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。総医療費 30 兆円のうち、19 兆円
が若い人であるが、過去 10 年間の平均では、若い人でさえ３％ずつ毎年
増えている。この部分の増加をゼロにして、質が落ちないようにするとい
うレベルまで考えなければ非常に難しいのではないか。 

（坂口臨時議員） 医療費は全体で約１兆円上がるが、9,000 億円は高齢者医
療。ほとんど高齢者医療と思っても間違いがない。若い層については、そ
れ相応におさめており、９割の高齢者医療のところにキャップをかければ
目的は十分達するというのが我々の考え方。 

（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％と上がるが、30 兆円の３％をゼロにするだけでも 9,00
0 億円になる。 

（坂口臨時議員） ３％も上がっていない。今、若い世代は上がっていない。 
（厚生労働省大塚保険局長） 過去 10 年で、医療費全体で４％ぐらいの増で

ある。そのうち約半分が高齢人口の増もしくは高齢化に伴う影響である。
高齢者医療を私どもの試案で言うと、４％の増が３％、そのうち２％が高
齢化の増であり、経済との関係は１％程度というのが、今回の試案の枠組
み。 

（吉川議員） 国民への説明責任だが、何処の機関で議論するにしても、国民
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に理屈を分かり易く説明する必要がある。例えば、患者の負担に関して
も、２割、３割という自己負担よりも、場合によっては月額上限の方が、
保険ということの本来の意味からすれば大切かも知れない。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わせが合
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
する必要がある。 

   それから、日本の病院は、診療所・開業医に比べて疲弊しているとい
う声を先生方から良く聞く。これは診療報酬の点数の付け方に問題があ
ると聞いている。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が崩れてしまうのではないか。ある大学病院で
１日 5,000 人患者さんを診て、収益がほとんどゼロだというのはどう見
てもおかしい。ぜひとも大臣のリーダーシップで、今回の改革の中で、
その点は考えていただきたい。 

（塩川議員） 当面の問題と理論的な問題と２つに分けて、考えていただき
たいと思う。１つは、14 年度予算編成に際して、大幅な改正を仕上げて
いくのはとても難しいと思う。とはいえ、この方針を明確にしないと 14
年度予算に賛成が得られない。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を中心に 14 年度は認めるとし
ても、15 年度以降において、こういう改正をするという点をきちんと出
してもらわないと、財務省としては認められない。 

   その理由は、あまりにも患者負担に重点が置かれていること。そうい
う患者負担は当然措置しなければならない。自分の立場上は患者負担も
大事だが、保険の将来像を明示してもらいたい。そこで、是非、医療費
の中身を一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。
何で 30 兆円も要るのかと言う。国民は皆非常に関心を持っている。医療
費全体を抑制するときに何が必要かという中で、医療の守備範囲を説明
責任の中で出してもらいたい。それに基づいて診療報酬はこうなってい
るということ等を国民にもこの際はっきりと出した方が納得しやすいの
ではないか。国民を納得させない限り、国民はついていけないと思う。 

   もう一つ、保険の制度については、改正も今すぐにできるわけではな
いが、方向性、時期、理念を打ち出す必要がある。これからも保険料も
上がるかも知れないし、自主保険を含め、二重保険みたいになるかもし
れない。そうした場合に弱者、貧乏人はどうなるという心配が非常に強
い。自己負担に付いていけない患者が増えると思うならば、昔あった医
療保護という生活保護など制度をもう一度はっきりして、貧困者に対す
る負担はこのような方法で検討しており、救済されるというものを出し
ていくべき。高額所得者に対しては、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。 

   保険の守備範囲をきちんと一回決めて、それよりも高額医療でもっと
十分なサービスを受ける人には、それだけの自己負担を求める。その自
己負担については、別途民間の保険を利用し、この掛金については税法
上処理する。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
には医療保護でカバーするというような構図を示してもらいたい。 

   最後に、今回の厚生労働省案の中で一番問題なのは、高齢者医療が中
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心になって計算されていること。概算要求時に、大臣のお話を聞いたと
きには、高齢者の当然増や医療の当然増がある。これで１兆円ぐらいに
なるということだった。「三者一両損でいきましょうか」と言ったら、私
のところで 7,000 億円出せと仰った。私は文句なしに同意したが、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、診療報酬の公平
化をやって下さいと申し上げた。是非その趣旨は貫いていただきたい。
３割負担というので患者の方は騒いでいるので、方向性を示し、しばら
く辛抱して欲しいと言えるような状況を作って欲しい。 

（片山議員） 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
することを大々的に打ち出すべき。健康づくり、スポーツ振興、予防医
学、は今まで掛け声だけであり、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るべき。現に沢内村や長野県は一番医療費が少
ない。迂遠だが、一番の近道だと思う。今回の健康増進法のお考えは良
いことであり、大きく打ち出して国民運動にすればよい。 

   ２つ目は、総額抑制は必要だと思うが、医療費全部を行うのは無理で
はないか。当面の問題は高齢者医療なので、高齢者医療で実験してみる。
実際伸びているのは圧倒的に高齢者医療。これにキャップをかませて上
手く抑制することが必要。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。 

   ３つ目は、国民健康保険。被保険者 4,400 万人。これがにっちもさっ
ちもいかなくなっているので、結局、統合化か一元化か考えていかない
といけない。ただ、これは一遍にできない。長期で結構なので、方向付
けを是非お願いしたい。 

（平沼議員） 構造改革は、如何に効率化し、同時に新たな産業を創出し、
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。医療改革もま
さにそうであり、こうした発想で医療構造改革をやるべき。現に、新し
い医療の分野でも、新規に介護等も大きく雇用を吸収している。そうい
う発想を医療改革、構造改革の中心に据えるべき。 

（竹中議員） 基本的には古くて新しい重要な問題。今後、各方面で議論を
深めていただき、経済財政諮問会議では、中期経済財政計画を議論して
いくので、再びこの場で議論していただき、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。 

（坂口臨時議員） 今後のスケジュールは、12 月までにやらなくてはいけな
い。諮問会議で一応御議論をいただき、粗々の日程だけ決めていただき
たい。こちらも作業をしなければいけないし、与党の方へ話もしなくて
はいけない。 

（塩川議員） 私もそう思う。そうでないと予算を組めない。 
（竹中議員） 正確な日程はもう少し詰める必要があるが、11 月末に政府・

与党で大枠を決めるということである。中期経済財政計画の概要の審議
も 11 月の中頃と思う。11 月の中頃を目処に、正確にはまた色々御相談
させていただきたい。資料３は後で御覧いただき、御意見があれば、こ
ちらの方にお寄せいただきたい。本日は、ありがとうございました。 

 （以 上） 


