
 

平成 16 年第 28 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 11 月 15 日(月) 17:31～19:09 

2．場  所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員    細田 博之  内閣官房長官 

同     竹中 平蔵  内閣府特命担当大臣(経済財政政策)  

同     麻生 太郎  総務大臣 

同     谷垣 禎一  財務大臣 

同     中川 昭一  経済産業大臣 

同     福井 俊彦  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  尾辻 秀久  厚生労働大臣 

同     村上 誠一郎 内閣府特命担当大臣（規制改革） 

 

      宮内 義彦  規制改革・民間開放推進会議議長 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１） 三位一体の改革について 
（２） 予算編成の基本方針（事項案）について 
（３） 規制改革（混合診療）について 
（４） その他 

３．閉 会 

 

(説明資料)  
○ 地方財政計画・地方交付税改革に向けて（竹中議員提出資料） 
○ 三位一体の改革を推進するための地方税財政制度（麻生議員提出資料） 
○ 総務大臣提出資料に関する留意点（谷垣議員提出資料） 
○ 「平成 17 年度予算編成の基本方針」の事項案 
○ 「患者本位の医療」の実現のための「混合診療の解禁」（宮内規制改革・民間

開放推進会議議長提出資料） 
○ いわゆる「混合診療」の解禁について（尾辻臨時議員提出資料） 
○ “混合診療”解禁について（有識者議員提出資料） 
 

(配付資料) 
○ 「国と地方の協議の場」関連資料等 
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(概要) 

○三位一体の改革について 

（細田議員） 三位一体の改革については、10 月 22 日の経済財政諮問会議の場でご報

告させていただいた。その後、国と地方の協議の場については、10 月 26 日の第４

回では、公共事業関係及び総論的な事項等の議論、11 月９日の第５回では、４大臣

と地方六団体とで意見交換を行った。第５回の議事要旨と資料は席上に配付してい

る。 

これまでの国と地方の協議の場等における議論を経て、10 月 28 日に関係各大臣

から地方からの改革案についての検討結果を提出していただいた。これまで 10 月

26 日以降、10 回にわたり総論について、官房長官、総務大臣、財務大臣、経済財政

政策担当大臣の４大臣で会合を開催して、また関係大臣に入っていただいて各論に

ついて議論を進めている。４大臣会合で三位一体の改革の全体像とりまとめに向け

て、積極的に政府内の調整を進めている。 

また、総理からの与党をはじめ関係者とも協議しながらとりまとめていくように

との指示を踏まえ、11 月５日に三位一体の改革に関する政府与党協議会を開催し、

また先週の 12 日に４大臣と与謝野政調会長、公明党の井上政調会長、そして柳澤代

理、桝屋副会長で会議を開催するなど、与党とも協議を進めているところである。 

これまでの総理指示に従い、内閣一体で取り組み、地方との協議も踏まえ、与党

の協力を得ながら三位一体の改革の全体像をとりまとめていきたい。当面 11 月 18

日を目指して精力的に努力していきたい。 

（竹中議員） 今のご発言も踏まえて、地方交付税の改革についての議論をさせていた

だきたい。私の方から提出してある資料については、全体像のとりまとめに向けて、

このような枠組みでさらに議論を深めていってはどうかという趣旨である。 

まず問題を２つに分ける。１つは、重点強化期間（平成 17 年度と平成 18 年度）

の地方財政計画のあり方について、地方の不安も相当あるようなので、次の点を明

確にしながら進めていってはどうか。 

第１は、補助金削減後においても、国は責任をもって地域において必要な行政課

題に対しては適切に財源措置を行う。これは基本方針 2004 に書いていることである

が、改めて確認をする。第２に、2010 年代初頭に基礎的財政収支を黒字化すること

を目指して、国・地方の双方が納得できる形で歳出削減に努める。結果として、交

付税の額そのものも変化をするわけであるが、当面の目標は、歳出削減をどうする

かという点に絞ってはどうか。第３に、税源移譲に伴う自治体間の財政力格差是正

について、総務省が当面の対応について早急に検討する。この点については後ほど

麻生議員からご意見があると承知をしている。 

その上で第２の問題として、重点強化期間後の地方交付税のあり方、構造的な問

題については、国と地方の双方が削減努力を続けながら、平成 18 年度までに①～④

の取組みを行い、平成 19 年～21 年度の３年間を対象とする地方財政ビジョンを作

成することにしてはどうか。これはこれまでの民間議員の議論等を踏まえた方向で

あると思う。そのための基本的な作業工程を諮問会議において、今年中に明確化し

ていってはどうか。 

項目としては、①地方財政計画の内訳と積算根拠を明示し、そのあり方を再検討

する。つまり、どこまで範囲に含めるべきかということである。②地方財政計画の

計画と実績の乖離があるのは事実なので、適正にしていく。③三位一体改革や税制

改革を踏まえ、地方交付税の配分ルールを再検討し、財政力格差是正のための新た
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な仕組みを構築する。④不交付団体の割合をどのように拡大していくのか、どのよ

うな時期に拡大するのかという工程を明確にしていく。こういう枠組みで議論をし

てはどうかと思っている。この点も踏まえて、ご意見をいただきたい。 

（麻生議員） 竹中議員の資料について、重点強化期間内の３つについては、後ほどご

説明する。交付税改革の方向は、基本的には私の提案に沿ったものにしていただけ

ればと思っており、竹中議員の資料は、平成 18 年度まではこの方向で結構だと思う。 

重点強化期間後の交付税のあり方については、平成 18 年度までに三位一体の改革

の成果がどのような形で出てくるかまだ不透明であることと、地方六団体もこの問

題についてはきちんとしたものを出すと言っているので、それを今年中に明確化と

いうのは、あと約１カ月しかないので、難しいと思っている。 

①について、「積算根拠を明示し」というのは、いつもこれを言われるが、私から

は「枠」でということを何回か説明している。積算根拠を明示して、今度は財務省

が査定するつもりなのか、地方の話を財務省が査定するために積算根拠というイメ

ージなのかなという感じがする。その意味では、地方交付税がどう使われているか

に関しては、今年度も決算を積極的に開示するということで例年より早く年内に決

算を開示したりしているので、そういうところで示したいと思っている。②の地財

計画の適正計上を行うということについては、異存はない。③については、平成 19

年度以降の税源移譲の規模とも密接に関係する話だと思うので、新たな仕組みを必

要とするような税源移譲の規模になるのかどうかというのがわからないので、この

ところは新たな仕組みを必要とするかどうかの是非を含めて検討する必要があると

思う。④については、資料で「人口割合」の「人口」が脱落したのか、「人口」では

なくて、新たにまた不交付団体の割合にするのかというところがよくわからない。

人口割合を３分の１とすることで話が終わったと思っている。以上が竹中議員資料

に対する私の意見である。 

それでは、お手元に配付してある「三位一体の改革の推進のための地方税財政制

度」について説明する。この資料について、最初にぜひ確認をしておいていただき

たい。私が出した交付税改革の資料が 11 月 13 日の土曜日に一部の新聞に掲載され

ている。金曜日にマスコミにリークされ、財務省の反論を含め、土曜日に掲載され

たのだろう。こういった重要なタイミングでこの種のことがおこるのはルール違反

である。このようなことが度々あると、情報は出せないということになる。そうい

った意味では以後慎重にしてもらいたい。ぜひお願いを最初に申し上げておく。 

それでは、資料の２ページ目、「財政力格差の拡大への確実な対応」について、基

本的には、書いてあるとおり、個人住民税の所得割を 10％の比例税率にしたいと思

っている。また、法人事業税の分割基準の見直しについては、５ページの下、「義務

教育国庫負担金（中学校分の）一般財源措置のイメージ」を見ていただくとわかり

やすいと思う。その上部は、補助金が削減されても税で賄える財政力のある団体と

いうことになる。下が賄えない交付団体というように分けている。現行の個人住民

税のシェアで税源を移譲した場合には、財政力のある団体は約 1,600 億円増収、そ

のうち、東京に約 800 億円を持っていかれることになる。そこで 10％の比例税率

化をすると、税率13％層の多い豊かな団体の増収額が、総額で1,600 億円から1,000 

億円に減るということである。東京は 800 億円増収が 300 億円増収に減るという

形になる。さらに法人事業税の分割見直しをすると、簡単に申し上げると、東京の

増収額が０ということになる。地方はその分だけ増えるという形になるので、今回

の３兆円に限り基準財政収入額に算入すると、確実に調整ができる１つのやり方と

して、こういった方法が考えられる。 
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３ページ「地方交付税による適切な財源調整」について、税源移譲に伴う約 30％、

9,600 億円程度の交付税原資の減少を何らかの形で補てんしないといけない。先ほ

ど５ページで申し上げたような方法は、うまくいくと補てん分はきちんとおさまる

ということを意味している。交付税原資の法定率分の減少について、確実な補てん

の措置を講じるというのが今申し上げたようなことである。ただ平成 16 年度のよう

に交付税が大幅減になったということになると、今申し上げたようなことは全然意

味をなさなくなるので、重ねて申し上げるが、平成 18 年度までの三位一体改革の間

は、国と地方との信頼関係を特に配慮し、早期に中期の地方財政ビジョンの議論を

行い、基本的には 2010 年初頭のプライマリーバランスの黒字化に向けて頑張らせて

いただきたい。 

４ページの「東京（不交付団体）への税収集中問題」については、現行シェアで

移譲した場合は、東京は 4,800 億円の移譲額になる。個人住民税の 10％比例税率

化による移譲を行った場合は 4,800 億円が 3,000 億円になる。国庫補助負担金の

廃止をすると、東京への国からの補助金が 2,400 億円であるので、３兆円の対比で

いうと、3,000 億円から 2,400 億円を差引いた残りの 600 億円ということになる。

ここで法人事業税の分割基準見直し等による調整を行う。そうすると、残りは先ほ

ど５ページについて申し上げような 800 億円の数字のように、交付団体間における

財政力格差の拡大に対しては交付税の算定を通じて適切に対応するということにな

ることを意味している。 

５ページについては、先ほど申し上げたとおりで、交付団体の間もこういった措

置によりならすことができるということである。 

６ページの「中期地方財政ビジョンの策定」については、数年間のタームで地方

財政の姿に関するガイドラインを明示する。歳出の見直しと税の増収が出てくると

思うが、それにより地方財源不足を早期に解消する。そういったものを積み重ねて

きて、将来的には法定率分の再セット、これは国税五税の話を含めていろいろあろ

うかと思うが、中長期的に地方財源の安定化を図る、といったことだと思っている。 

ただ、こうしたときの条件整備として、国の公共事業とか、社会保障というもの

の姿がしっかり出てこないと、また投資経費と経常的経費の決算かい離の同時一体

的な是正などというのも含めてやらないと、中期的なビジョンというものはなかな

か出てこない。これは竹中議員がよく言われるとおりである。 

７ページの「中期地方財政ビジョンのイメージ」について、歳出のところで投資

的経費が減ってきて一財ベースだが 2.6 兆円かい離しているではないかと本間議員

からもご指摘をいただいた。一方一般行政経費の逆かい離が約 2.5 兆円となってい

るのでトータルで話をさせていただくと、かい離是正後の歳出のところで見ていた

だくとわかるように、一般行政経費が増えてその分だけ投資的経費が減った形で歳

出はきちんと是正される。差が 1,000 億円の話であるから、トータルで是正して、

スタートラインをきちんと作ることだと思っている。 

平成 17 年度以降中期ビジョンのイメージについては、歳出の更なる合理化が必要

であり、給与に関しては、今、地財計画計上人員を、警察官等々を大幅に増強しな

がら、かつ１万人純減をずっと行ってきているところであるが、国家公務員の定員

削減計画の考え方に準拠して一定人数ずつ純減し、そのほかに、社会保障も含まれ

る一般行政経費（補助）、投資的経費は公共事業等々と横並びに、一定率ずつ抑制し

ていき、歳出の更なる合理化を行っていくということだと思っている。 

８ページの「地方財政計画の策定方法のルール化」について、「地方財政計画策定

に対する４原則」の①については、仮試算の策定などで、少なくとも地方財政予見
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可能性を向上させることは非常に大事な話である。 

②の透明化については、決算のかい離等、早くきちんと情報を開示する形にする

としても、地方とも話をしていかなければいけないと思っている。 

③のルール化については、同時一体的に投資的経費と経常的経費のかい離を是正

しなければならないということで、これはルールをきちんと見直すということだと

思う。この決算かい離への対応を行った上で、中期地方財政ビジョンを策定して、

国の歳出と合わせて、地方歳出を見直すということになると思っているので、８ペ

ージの点線枠内に記しているとおり、一般行政経費を一定率ずつで抑制し、地財計

画計上人員を一定人数ずつ純減していく。事実そのようなことを今、やっている。

そして、当然のこととして、国の関与が廃止・縮減ということになっていくと思う

ので、地方歳出の抑制も、それに合わせて不可欠だと思っている。 

④のマクロ経済運営との整合については、確かに基本方針 2004 に載っていたと思

うので、名目ＧＤＰ伸び率以下に抑制するということを書いている。 

９ページの「交付税の算定方法の簡素・透明化」については、以前にもご指摘を

いただいたところであり、少なくとも算定方法は、簡素化に着手するように命じて

いる。人口だけというのではいかがなものかと思うし、また、努力していろいろ頑

張ったら途端にその分だけ交付税で返せといって取り返すという仕組みでは、努力

する意欲もあまり湧いてこないので、そういったものを含めていろいろなところを

変えないといけないと思っている。「算定プロセスへの六団体の参画」については、

地方六団体も、一方的に決められるのではなくて、我々もぜひ参画したいという良

い意欲が出ているので、大きな進歩だと思うし、私どもいいことだと思って、ぜひ

参画をと思っている。「行革努力が報われる算定」については、先ほど申し上げたと

おり、市町村の経営努力をやって、大いにコストを下げた努力した経営者が、その

分だけ交付税を減らされたというのでは、やる気も起きないので、そういったとこ

ろは見直さないといけないのではないかと思っている。 

10 ページの「偏在性の少ない地方税体系の構築」について、現状では、税収全体

が約 75 兆円だと思うが、地方税の歳入構成比等々見ていただくと、今、国税、地方

税の比率は 57 対 43 になっている。今回仮に３兆円の税源移譲がされ、10％の個人

住民税の比例税率化ができると、この 57 対 43 が 54 対 46 になる。中期的には、私

どもは地方税歳入構成比を５割にすることを目指している。そのためには、偏在度

の少ない税目などのウエートを高める必要がある。下の「（参考）地方税（主要税目）

の偏在性」を見ていただいたらわかるが、地方消費税というのは 2.5 兆円、それが

東京都と沖縄県を比べていただくと、1.8 倍しか地方消費税には差がない。法人２

税と言われる事業税等々だと、5.4 倍である。地方税制を改革するに当たってはこ

うした偏在性をぜひご理解をいただければと思っている。 

11 ページの「不交付団体の（市町村）の人口割合の増加」については、この前の

人口割合の話で申し上げたが、平成 16 年度現在で見ていただくとおわかりのように、

今市町村数で不交付団体、交付団体の割合は資料のような比率になる。３割を仮に

達成したとしても、市町村数からいったら 8.0 ％しかならないというのが実態でも

ある。東京とか巨大なところがあるのに対して、市町村数の割合からいくと、こう

いうことになる。人口でいくと、大体日本中で今 70％以上の方が５万人以上の市に

住んでおり、残り 25％から 30％程度の方が５万人以下の町村に住んでいるが、市町

村数の数からいくと、これは逆に 75 対 25 ぐらいの比率であり、小さな市町村と大

きな東京都の差が非常に大きなことになる。今市町村合併を進めているが、3,100 

あった市町村は、2,600 を切ることが確実となっている。人口割合というのも勘案
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していただかないと、町村数だけでやると、こうしたことが続くのだと思っている。 

最後に、先ほどご指摘のあったかい離状態の話については、12 ページに参考資料

で平成 14 年度の決算を出させていただいている。今、ご要望もあることだから概数

でいいから出せということを私が指示して、従来は年明けの提示であったが、今年

度はこうした形で年内に出した。これは提示の１つの例であって、先ほど申し上げ

た一般行政経費 6.9 兆円、投資単独 5.0 兆円の一般財源のかい離の差がこうした

形で出ているということをご理解いただければと思う。 

（谷垣議員） 私からは「総務大臣提出資料に関する留意点」という資料を出している

ので、資料の下線部を参照いただきたい。 

まず三位一体改革の補助金改革、それから税源移譲に伴う財政力格差の拡大の問

題については、交付税の算定等により、しっかりした対応が必要である。麻生議員

のご提言は、大変工夫をしていただいており、大いに多としたい。さらに検証する

など総務省において確実な対応をお願いしたい。なお、財政力格差の拡大への対応

と地方財政計画の過大計上の適正化とは、次元が少々違う問題であり、地方財政計

画の適正化は国民へのアカウンタビリティといった観点から速やかに実施すべきで

あると考えている。 

次に、中期財政ビジョンについては、その中身が中期的に交付税総額をセットし

ようとするものであるならば、財源保障機能の温存・強化といった問題点があって

適切ではない。むしろ、今後の不交付団体数の増加とか、財源保障機能のあり方と

いったものを内容とするビジョンを作るべきではないか。ビジョンの策定には、関

係府省との協議が必要であるほか、国の財政状況等も踏まえて毎年の見直しが必要

ではないかと思っている。 

２ページの「決算乖離の同時一体的是正」について、「一体的是正」は投資単独事

業等の過大計上部分を縮減・適正化に合わせて、何らの吟味も加えずに一般行政経

費の増額を図ろうとすることになるのではないか。しかし、一般行政経費の支出が

計画を上回っているのは、投資単独事業等の過大計上により措置された財源が結果

として充てられているものであって問題がある。一般行政経費は、これまで経費の

内容が明らかにされないまま大きく増加してきているという問題があるので、まず

現在の一般行政経費の計画計上額についても精査する必要があるのではないか。投

資単独事業等の過大計上により措置された財源を充てている部分についてまで、現

に計画額以上に支出しているからという理由で支出額をベースに一般行政経費の計

画額を拡大することは地方財政のいたずらな拡大につながるのではないか。こうい

う問題について建設的な議論を行っていくためには、まずは、一般行政経費の内訳

や積算根拠を明らかにしていくことが必要であると思う。 

それから、不交付団体の増加の目標だが、人口割合で３分の１となると、団体数

では８％となる。「基本方針 2002」で「９割以上の自治体が交付団体となっている

現状を大胆に是正していく必要がある」とされているが、目標を達成しても相変わ

らず９割以上が交付団体では、目標として果たして妥当かという点は、これからも

議論が必要ではないかと思う。 

竹中議員提出資料について若干所感を申し上げると、１については、必要な行政

課題に対する財源措置とは別の問題、先ほど申し上げたとおり、地方財政計画の過

大計上を速やかに平成 17 年度、18 年度で適正化すべきと思っている。 

２点目について、小泉内閣発足以来の過去３年間、一定規模の歳出削減を行って

おり、過去３年間の地方財政計画歳出の平均削減額は、△1.5 兆円、△1.7％ とい

う実績があり、三位一体改革の本格化に伴い、改革のペースを加速する必要こそあ
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れ、ダウンするのは問題だと思う。 

次に、２の地方財政ビジョンについても、仮に、予め３年間の交付税総額をセッ

トするものであるならば適当ではないので、竹中議員ご指摘のように、地方財政計

画の内訳と積算根拠の明示や、過大計上の適正化を前提とする点は重要であると思

う。また、基本的な作業工程については、今回の地方財政対策の結果を踏まえて検

討することが適当であると思う。 

それから、過大計上の適正化に合わせて、何らの吟味も加えずに、一般行政経費

を増額することは、地方財政のいたずらな拡大につながるので適当ではないと考え

ている。 

（本間議員） 両議員から地方財政計画、地方交付税改革に向けて、これまでの内容を

超えたご提案があり高く評価するけれども、幾つかの点においてご指摘させていた

だきたい。 

１つは、今回の地方財政計画、地方交付税改革についての不信というのは、財務・

総務両方に向けられている部分があるのだろうと思う。予算編成の最終局面で、両

省がアドホックベースでこれを決定し、地方に対しての情報提供等が不十分なまま

であるという、このやり方というものが、不信感を増幅させているのだろう。 

私は、重点強化期間の問題と重点期間後の問題、これは工程表も含めて、明確に

地方に対して説明していく必要があると思う。平成 17～18 年度の問題については、

三位一体とセットになっているけれども、確実に措置するという部分と、国と地方

が協力しながらプライマリーバランスを 2010 年超で解消していくという両方を、ど

のように整合的に行っていくかということを周知徹底する必要がある。両省の議論

だけでは、この部分を最終局面の中でやってしまう、テーブルの下でやってしまう

部分があるので、今後その点について、諮問会議できちんと原理原則と手法の部分

についての議論を俎上に載せていただきながら、まとめていくことが必要になって

くると考える。 

その上で幾つか、今後考えなければならない点がある。第１はフローのプライマ

リーバランスとストックの返済の部分。これについては、必ずしも明確になってい

ないわけで、深掘りする形で議論をしていく必要がある。 

第２は、財政調整機能。これは三位一体の改革を行うと、今、麻生議員からご説

明があったとおり、より中長期的には東京問題も含めて考えなければならなくなる。

その中長期的連続性というものを意識しながらまとめていくという努力を、新しい

ルール設定の中でお考えいただきたいと思う。 

それからもう１つは、不交付団体の割合の問題。これは基本方針の中で、団体数

にするのか或いは人口数にするのか、過去議論があったところである。この問題に

ついて、人口で３分の１というのは、私は、いささかゴールとして低過ぎると考え

ており、その工程の目標においても不明確な点もある。その点で、工程表をきちん

と今後議論する。これも経済財政諮問会議において議論することが必要である。先

送りをして行くというのは、これまでのやり方であり、少なくとも考え方の部分に

ついては今年中に明確にしながら、その手法についても、きちんとした工程の中で

落とし込んでいくということをご努力いただきたい。 

（麻生議員） 「総務大臣提出資料に関する留意点」で、まず、改革のペースを加速し

ろという話があるが、少なくとも平成 16 年度では、実質的に交付税を 2.9 兆円削減

して財源保障機能の縮小、前倒しに既に実施しているという点は忘れないでいただ

きたい。そして、少なくとも私どもの知っている範囲では、財務省の一般歳出は、

平成 16 年度は増えたと思う。こちらは減っているということになっているのだが、
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平成 17 年度も地方歳出のスリム化に取組むのは当然なのだが、少なくとも平成 17

～18 年度までは安定的な財政運営ができるよう、いわゆる一般財源総額をきちんと

確保しなければならない。3.2 兆円の国庫補助負担金の改革案を地方が出してきた

中で財政力の弱いところの措置が台無しになる。加速という定義がよく分からない

が、そういう意味で疑問に思った。 

それから中期財政ビジョンの策定のところで、中期ビジョンによって予め交付税

総額をセットすることは、財源保障機能の温存・強化となるとあるが、これは国と

地方が協力して財政再建とか、基礎的な財政収支の見直しを前提としてやっていく

のだと思っている。そういった意味では、これは別に固定化することを意味するの

ではなく、計画的な見直しということをやり、平成 18 年度、次は平成 19 年度、平

成 20 年度とローリングとしていけば良いのであって、その時々に応じた議論を行う

ということを否定するつもりは全くない。そういった意味では固定するつもりはな

い。 

その次の①に、地方財政計画の歳出を縮減することが中期財政ビジョンを議論す

る前提と書いてあり、その他にも(２)の①に、投資単独の過大計上ということが書

いてあるが、過大計上という話はないというのは前回申し上げたことで、「鶏が先か、

卵が先か」という話と同じだが、少なくとも平成 16 年度国会で決められた地方一般

財源の水準を前提にして、投資的経費と経常的経費の決算のかい離を同時一体的な

形で是正をしていくということは、先ほどの資料７ページで申し上げていることで

ある。そうしないと、平成 16 年度の予算編成でも非常に苦労した地方の理解は全然

得られないということになり、改革が前に進まないということになる。したがって、

これは財源を増やすわけではないので、７ページでも説明したように、費目間の入

れ換えであり、明らかに財源保障の対象外とすべきものについては、かい離の是正

の対象外とすれば良いと思っている。その実態を明らかにしていく必要があろうし、

地方決算の早期の開示ということは、先ほど資料で申し上げたとおり必要なものだ

と思っているので、今後ともこの方向で検討させる。細目についてというと、財務

省が地方の歳出の科目について、全部自分らで査定をしたいという要望があるとは

とても思えないが、私どもは、隠しているというような印象に取られるのは甚だ納

得し難いところであり、情報としてはきちんと開示をしているという点も合わせて

強調させていただきたい。 

（谷垣議員） ２点申し上げたい。１つは、小泉内閣になり、地方財政計画歳出のペー

スは、平成 14 年が 1.7 兆円、平成 15 年が 1.4 兆円、平成 16 年が 1.5 兆円と、平均

して 1.5 兆円ずつ削減してきた。交付税が何兆円削られたという議論があるが、税

収などが上がってきて地方財政計画全体でこの程度の削減でも交付税そのものはさ

らに減らすことができたということがある。これと同じような努力を求めることは、

地方団体にとっても十分対応可能ではないかと私は思う。 

もう１つは、そんな細かなところまで査定するのかという問題は、そういうこと

ではなくて、標準的な行政サービスだとして差額を補てんするのであれば、それが

何なのかということは明らかにする必要があるのではないかということを申し上げ

ている。 

（竹中議員） 今日のご議論は新たに付け加わった部分もあり、今までの議論を再度強

調されたという面もある。時間的制約の中で、改革の全体像のとりまとめに向けて、

合意できるところを明確にして、詰めるところを詰めなければいけないので、その

趣旨で、私の資料を出させていただいた。 

全体像のとりまとめの枠組としては、大きく平成 17 年、18 年のものと中期のも
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のを分けて考える、それぞれの項目を詰めていく、そういう枠組については、ご了

承いただけるのではないかと思う。今日の資料に沿って、詰めるべきところは詰め

ていくことにさせていただきたい。 

合意が未だできていないところが大きく３点ある。１番目は、資料の１の２点目

に当たるが、どのような形でスリム化を図っていくかということに関しては、そも

そも今のものが過大計上かどうかということについて意見は分かれる。改革のペー

スについて、今までのペースを緩めるべきかどうか、平成 16 年度の削減は前倒しな

のかどうか、ということについて意見は分かれる。国と地方はそれぞれ役割を十分

担っているかについて意見は分かれる。しかしここは数値の問題であるから、引き

続き調整をしていくということだと思う。 

２番目はビジョンの性格について、ビジョンに織り込むべき項目については、ま

だ十分合意をしていないということだと思う。ただ、方向としては、これを透明化

していく、基準を明確化していくというのは１つの方向であろう。計画に計上する

対象をどうするかということを議論していくことが１つの方向であろう。それぞれ

の項目を適正化するというのは議論の方向であろう。格差を是正するために新たな

仕組みについて議論をしていくということも当然の方向である。今日、麻生議員か

らあったように、頑張ったところが報われるようなインセンティブを入れていくと

いうことも必要な方向である。そういうことをどこまで含められるかについて、引

き続き、ビジョンの中身ないしは方向について議論する。 

（麻生議員） もう１点、これは総務省の所管とは思うが、新たな仕組みのところで、

三位一体改革をやるときに、知事と市長とが良い関係なら良いが、そうではない知

事もいる。知事と揉めたところはどうにもならなくなって、地方分権だから、「総務

省に言って来い」という話は通らない。どうするかというと、今の方法としては裁

判所に訴えるしかないが、本来、裁判になるような話ではない。両方権限を持つと

難しいことになるので、そういった意味では、調整するというところは総務省なり

どこかで持たせておかないと、地方では難しいことになりかねないと思う。 

（竹中議員） 麻生議員の話は、私が申し上げた点に加えて、それぞれの制度の実効性

を担保するための何かの仕組みが必要かもしれない、そういうことも含める、とい

うことであろうかと思う。 

そして３番目の調整項目としては、不交付団体の割合は、人口３分の１というこ

とで概ねの議論は進んでいるが、今日それで十分かどうかという議論も出されたの

で、それについても引き続き議論するということだと思う。 

そうした議論を通して最後に議論があったのは、これは総務省、財務省に頑張っ

ていただく話ではあるが、諮問会議の場等々も活用してしっかりと目に見える形で、

そのプロセスを貫徹していただきたいというご提案。それと、予見可能性という観

点から、中身の工程表ではなく作業の工程表については、やはり全体像に示さない

と地方は予見可能性を持てないので、麻生議員が言われたように、難しい仕事では

あるが、今日の時点では、今年中にそういったものを作れるように努力するという

ことで合意できないかと思っている。ここまでよろしいか。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） それでは以上のような形にさせていただく。 
 

○予算編成の基本方針（事項案）について 

（竹中議員）  予算編成の基本方針の事項案について、事務局から簡単にご説明させて

いただく。 
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（浜野政策統括官） 平成 17 年度予算編成の基本方針については、概ね昨年と同様の日

程で審議を進め、今月下旬には原案をお示しし、12 月初めを目途に諮問会議として

とりまとめていただきたいと考えている。本日、お手元に事項案をお示ししてある

が、基本的に昨年と同じ項目立てで作成したいと考えている。 

Ⅰでは、平成 16 年度、平成 17 年度の経済、財政事情や構造改革の進展などにつ

いて記述をする。Ⅱでは、平成 17 年度予算の基本的考え方として、改革断行予算の

継続、予算制度改革、行政改革、税制改革などを記述する。Ⅲでは、歳出の見直し

と構造改革の推進について、１から４はいわゆる重点４分野、５以降は主要歳出改

革事項として社会資本整備、社会保障制度、地方財政などを挙げてある。 

（竹中議員）  基本的には昨年と同様の方向で、特にご異論がなければ、とりまとめの

ための努力をさせていただきたいと思う。 

 

○規制改革（混合診療）について 

（竹中議員）規制改革「混合診療」については、９月 10 日の諮問会議で総理から、「こ

の『混合診療』については、長い間議論をやっている。必要性を求める声が強いと

同時に、抵抗が一番強いところである。しかし、年内に解禁の方向で結論を出して

いただきたいと思っている。」とのご発言があったところである。それを踏まえ、ご

議論をお願いしたい。 

（村上臨時議員） 規制改革・民間開放については、９月の諮問会議において、規制改

革・民間開放推進会議の中間とりまとめについてご説明させていただき、ご議論い

ただいたところである。その際、今お話があったように、11 月ごろに議論の進捗に

ついて、諮問会議に報告するようにとのご指摘をいただいていたので、本日、まず

総理より年内に解禁の方向で結論を出すようにご指示をいただいた混合診療につい

てご説明させていただく。その他の課題については、後日改めてご説明させていた

だく。 

混合診療解禁の問題については、推進会議において、年末の答申に向け、厚生労

働省と公開討論を行うなど鋭意審議を進めているところである。その詳細について

は、後ほど宮内議長よりご説明いただく。要するに推進会議の主張は、中医協、こ

の中医協については、そのあり方自体大きな議論があるが、これが対象の病院技術

などを決定している現行の特定療養費制度による対応では、患者のニーズに合った

医療を実現する上で十分でなく、包括的に混合診療を認めるべきだというものであ

る。現時点において、なお成案を得るに至っていないが、今後推進会議の議論を踏

まえ、閣僚レベル折衝を行い、さらに総理のご裁断も仰ぎつつ、混合診療解禁の方

向で結論を得たいと考えている。 

今後とも規制改革担当大臣として、具体的な成果を上げるべく、尽力をしてまい

りたいと思うので、諮問会議議員の皆様方のご理解とご支援をよろしくお願いした

い。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長 以下「宮内議長」） 「混合診療」については、

９月の諮問会議において、総理からのご指示をいただいてから世の中の関心が極め

て大きくなっている。しかし、一部には「混合診療」という言葉に対する誤解もあ

るので、制度の現状、議論の推移、論点のポイント、国民の声といったものについ

てご説明をさせていただきたいと思う。 

お手元の資料をご覧いただきたい。２ページ目。現在医療機関で診療を受ける際

には、保険収載した診療行為、医薬品などに対し、３割の自己負担以外はいわゆる

国民健康保険などの公的保険が適用される。診療行為には、保険診療というものと、
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すべて自己負担によって診療を受ける保険外診療、この２つがある。いわゆる混合

診療とは、この保険診療と保険外診療を併用するということである。この場合、現

在の制度では、本来なら保険が適用される保険診療部分への保険適用が実は禁止さ

れているというのが問題である。保険外診療を受けると、患者は本来保険適用され

る部分もすべて自己負担しなければならない。いわゆる混合診療禁止というのが本

質的な問題である。換言すると、毎月きちんと保険料を納めている国民から、保険

を受ける権利を奪う制度であるということで、憲法の平等原則とか財産権の侵害と、

こういう疑いさえもあるという形になっている。厚生労働省では、保険外診療につ

いては、医師法、医療法、薬事法に等により国民の健康の保持、安全の確保等の観

点から必要な措置が講じられているとしており、保険外診療は保険が適用されない

だけで、医療行為自体は何ら禁止していないとの見解である。 

このように、保険診療はもちろん、保険外診療もそれぞれ独立して行うことは認

めているが、併用した途端に保険適用が外れ、混合診療を認めないという、いわば

合理性のない制度となっている。ただ、例外として、保険外診療の中の一部を取り

出し、これを特定療養費制度という中で、厚生労働省は１つ１つ個別に承認したも

のだけを限定的に認めているというのが現在の制度である。 

３ページ。混合診療の議論はかなり長い間行っている。５年以上も前の平成 11

年３月の規制緩和推進３か年計画においても、「検討」ということになった。その後

ほとんど進展がなく今日に至っている。昨年６月の「基本方針 2003」の決定を受け

ての厚生労働省側のその後の対応は、結局、特定療養費制度で既に承認済みの技術

について、そのごく一部の手続簡素化をしただけに終わっており、いわゆる自らの

裁量の範囲内で限定的にしか認めないという、特定療養費制度の基本的な姿勢は崩

れていない。前回、この席で申し上げたが、小泉政権発足後この３年余りの間に規

制改革の重要課題の多くが前進してきた。しかし、混合診療の解禁については、ほ

とんど進展がないのが現状である。 

４ページ。こうした状況に鑑み、本年度は混合診療の解禁を、当会議の最重要検

討事項に掲げ、本年８月に中間とりまとめで具体的な提言を行い、これを受けて総

理のご指示もいただいたところである。その後、推進会議では厚生労働省に対し、

個別協議、公開討論、文書申し入れなど積極的に働きかけて、２カ月以上経過した

今日現在、実は残念ながらまだ具体的な回答をいただいていないばかりか、議論が

一切進展していないというのが、正直なところの現状である。 

５ページ。厚生労働省側のご主張であるが、混合診療の代わりに、特定療養費制

度で対応できるということである。特定療養費制度のように、中医協等の審議によ

って、１つ１つの技術ごと、病院ごとに個別に承認する方法では、先進医療などを

希望する患者の多様で切実なニーズに応えられず、医療現場の創意工夫や技術向上

の競争を促すこともできない。そういう点で、特定医療費制度を拡大するというこ

とと、私どもの主張している混合診療というのは根本的に考え方が異なるというこ

とを申し上げたい。また、中医協であるが、既に内部に抱えた問題が顕在化して、

国民からの信頼も失っているという部分もある。あり方自体の解体的見直しが求め

られている組織である。このような組織に依存する特定療養費制度による対応とい

うことでは、日本の医療の進歩はないのではないかということを危惧している。 

６ページ。私どもの求めている真の混合診療とは、高度先進医療等については、

官や中医協が決めるのではなく、十分な情報開示の下で患者の選択と医師の判断で

行うことを認めるということである。２つ目は、診療ではない行為、あるいは既に

技術が確立されている診療については、すべての医療機関に解禁していただきたい
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ということである。先週あるメディアで、特定療養費制度において未承認薬、ある

いは乳房再建術を認めるという報道があった。真偽のほどは定かではないが、問題

は指摘される都度、特定療養費制度で個別に例外を認めていくという対応は、これ

まで延々と繰り返されていたことであり、これはこれで遅れたものは直す必要があ

るわけであるが、それは私どもの求めている混合診療解禁ということとはまた別個

のことだと考えている。 

７ページ。混合診療解禁に反対する意見もいろいろあり、「社会保障として必要十

分な医療は保険で行うのが原則」という考えであるが、これについては私どもも否

定していない。皆保険制度の維持は今後も重要な課題であるが、それをベースとし

て、保険外診療を組み合わせるということで患者の選択肢が拡大し、それよりも何

よりも、日本の医療が競争等により向上するということである。 

それからもっと大きな反対論として、「金持ち優遇になる」という論があるが、こ

れは全く逆だと思っている。現在は全額負担できるお金持ちだけが保険外診療とし

て様々な診療が受けられる。しかし混合診療が解禁されると、公的保険が正当に手

当されるということで、現在よりも、例えば所得の低い層にも高度医療を受ける機

会は広がるということになる。 

また、厚生労働省側は「安全性・有効性が確保できない」という主張であるが、

冒頭説明したように、今でも単独だと、保険外診療を行うことは一向に構わないと

いうことで認められている。それが保険診療と組み合わせると、急に安全性・有効

性が問題になるというこの主張は少し矛盾しているように思っている。当会議とし

ては、「一定水準以上の医療機関」に対して情報開示を徹底するなどによって包括的

に認めることで、現場の創意工夫、あるいは競争による医療技術の向上、こういう

ものが進むと考えている。現在の中医協などによる決定プロセスの方が不透明、あ

るいは恣意的なものではないかと疑いを持っている。 

「過剰診療により不当な患者負担の増大の恐れがある」という反対論もあるが、

これについては、「情報開示、患者への説明の徹底」、「患者の理解と同意」を大前提

とすることにより、むしろ、現在の保険診療ですら十分な情報開示がなされていな

いということよりも進歩になると考えている。 

このように混合診療の議論は行き着くところまで来たというか、何年も堂々巡り

を続けている。患者、国民の立場に立って真剣に考えていくということをぜひお願

いしたい。 

実は先日、推進会議の公開討論の最中に、厚生労働省側の主張に業を煮やし、傍

聴していた患者さんが突然発言され、驚いたのだが、その発言の内容を最後のペー

ジに付けさせていただいた。余命３カ月と言われた中で、混合診療で保険外の治療

をしたいと思っても、これまでの保険診療分も全額自己負担になるから治療できな

いと。死ぬことを覚悟しないといけないという訴えであった。20 年近くも保険料を

支払ってきたのに、保険外の診療を受けた途端に、なぜ保険分もすべて自己負担に

なるのかという訴えである。これは誰も疑問に思うことである。最後に、自分の命

は３カ月なので、中医協とか厚生労働省の時間をかけて個別に承認していく特定療

養費制度では間に合わないというようなお話もあった。実は本日、諮問会議の前に、

数名の患者に来ていただき再度ヒアリングを行った。あるがん患者は、家族の了解

の上で、保険外診療で海外で承認されている薬による治療を受けているが、これを

続けると、経済的に家庭が崩壊すると。保険外の薬を使った途端に保険部分につい

ても出さないといけないということで、自分としては命か家庭かということに悩ん

でいるというようなお話もあり、それと同時に日本の医療は 20 年遅れているんじゃ
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ないかという疑問も提起された。そういう意味で混合診療解禁により、私どもは何

としても患者の選択肢というものを増やすことと、それから日本の医療技術のレベ

ルを競争によって上げていくということをしないと、本当の国民の信頼を受ける医

療制度というものは完成しないのではないかと考えている。 

国民は全部患者候補であるから、是非国民の立場に立ち、総理のご指示によって、

これは早く結論を出せということであるから、前向きの結論を、是非厚生労働省に

おいても考えていただきたい。 

（尾辻臨時議員） 混合診療の解禁問題について、厚生労働省の基本的な考え方を申し

上げる。この問題は総理からのご指示をいただいているため、私も事務方に積極的

に検討していくように指示をしているところである。 

まさに基本的な考え方を述べたいと思う。まず、現状を改めて申し上げると、基

本にあるのは、医療サービスは「情報の非対称性」の典型的なケースだ、というこ

と。患者の情報は極めて限られていることは否定できない。また、患者と医師との

関係で言うと、どうしても患者の方は自分の命を任せているという立場である。こ

の２つが基本的にあって、今日、混合診療の問題が出てくる。例えば保険診療だけ

を受けるつもりで病院に行っても、医者から「これは保険診療外だけど、ぜひやっ

ておいた方がいいよ。」、極端な言い方をすると「命にかかわるよ。」とでも言われれ

ば、患者としてはどうしようもなくなる。それから、この問題は、基本的に医療保

険というお金の話で、医療保険で出すか出さないかということであるため、どうし

ても全体の保険者・被保険者の立場から考えると、しかるべきものにしかお金を出

せない、という立場になる。そのため、特定療養費制度の下でやっている。現状は、

こういうことだと思う。 

総理のご指示をいただいたため、私も事務方に「今は、特定療養費制度という言

わばポジティブリストの下でやっている。これを、原則として認めるが、こういう

ケースだけはダメだ、というネガティブリストでやれないか。」と指示をした。事務

方も必死になってこの問題を研究した結果、私に持ってきた答えは、端的に言うと

「まさに命にかかわるものである。ネガティブリストに載せるとすると、載せるま

での期間をどうするか。ネガティブリストに載っていないから行ったが、事故が起

きた場合、どう責任をとるのか、という命の問題になる。」というものであった。ど

うしてもネガティブリストという形ではやりづらい、という回答をしてきており、

私も言われてみればそうだな、と思っている。 

したがって、これはポジティブリストでやれないのかな、と思いながら、今の宮

内議長のご説明を伺っていた。議論は結局そこに収まってくる、その議論になって

くる、と思う。ご指摘いただいているのは、ポジティブリストという立場から言っ

ても、「スピードに欠けるではないか」、「その範囲が小さ過ぎるではないか」という

問題である。この点については、「大きく広げる」、そして「スピードを上げる」こ

とで、ポジティブリストという形で解決したい、というものが、厚生労働省の考え

方である。 

この問題は、最近本当に関心が高い。あえて参考資料を付けさせていただいたが、

国会の委員会でも随分ご議論をいただいている。与野党の７名の議員から質問を受

けて責められているわけだが、自民党から公明党、民主党、共産党、すべて、一言

で言うとやはり慎重論である。宮内議長から国民の声という形でご説明があったた

め、あえてこういうことも申し上げて、議論をさせていただきたい。 

（吉川議員） 民間議員提出資料「“混合診療”解禁について」についてご説明する。 

我々民間議員は混合診療解禁の方向で議論をしてきた。まず１番目に、混合診療
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は、やはり患者の立場に立ってなされるものであり、そのためにも解禁するべきで

ある。我々が申し上げたいことはかなり宮内議長が仰ったことに重なるが、混合診

療解禁は患者の選択肢を広げるものである。 

混合診療解禁に対しては、幾つかの反論がある。１つは、金持ち優遇になるので

はないか、という議論である。これに対しては、先ほど宮内議長が仰ったことに尽

きる。我々は、逆だと考えている。つまり、混合診療が解禁されていないために、

結局保険適用外になり、全部自分で負担しなければならなくなる。全額自己負担で

きるような人だけが、そうした治療を受けられるということになる。したがって、

混合診療を解禁することは金持ち優遇だ、ということは全く逆なのではないか。こ

のことに対して厚生労働省はどのように考えているのか。必ずしも正面からの反論

がないと思われる。真摯に回答をされるべきではないかと思う。 

もう１つの反論は、尾辻臨時議員が提出された資料の１ページ目にもあるが、医

療サービスには情報の非対称性がある、という議論である。つまり、診療内容は、

医者は専門家でよく分かっているが、サービスを受ける、治療を受ける患者は、医

療の専門家ではないから、どのような治療をされているのか、過剰なのか、などが

分からない。これを「情報の非対称性」という言い方をする。医療の場合には、売

り手・買い手という言葉は従来あまり使われてこなかったわけだが、あえて言えば、

売り手である医者だけが情報を持っていて、買い手は情報を持っていない。このよ

うに医療は特殊なのだ、と主張される。確かに、そのために、ある種の不透明な取

引が行われる可能性はある。しかし、我々からすれば、それはそれとして当然対処

すべきであって、混合診療の解除とは独立の問題だと思う。先ほど宮内議長も指摘

されたが、もしそういう問題があるのであれば、保険適用外で全部治療することに

ついて、厚生労働省はどのように考えているのか。この点についても正面から答え

ずに、「情報の非対称性があるから」という議論をまた出してこられていることは、

我々から見ると納得がいかない。 

繰り返すが、総じて我々は混合診療解禁の方向で進めるべきだ、と考えている。

これに対して幾つかの反論があるが、先ほど宮内議長が紹介された患者の声にもあ

ったとおり、金持ち優遇という議論はむしろ逆ではないかと考えている。 

２番目。仮に混合診療を解禁する方向で制度改革を進める場合、現在ある特定療

養費制度の拡充ではどうか、というのが厚生労働省のお考えだと思うが、我々は、

それでは不十分だと考えている。問題の所在は旧ソ連が行っていたゴスプランによ

る経済計画と同じであり、医療行為はそれぞれこういうものであるべきだというこ

とを中医協の審議を通して厚生労働省が全部定義するところに基本的な無理がある

と思う。もちろん公的なお金を使うのであるから、保険を適用する範囲については

明確な定義が必要だ。しかし、同じ病気と言っても千差万別である。昭和 30 年代に

日本の医療保険制度ができた頃は、感染症などが主であり、また医療技術も今より

は大分遅れていたこともあって、画一的な医療行為を国民全体に均等に配るという

１つの大きな目的を達成したと思う。しかし、よく言われるように、慢性病が主体

になってきており、医療技術も進んできている。したがって千差万別の医療行為が

ある中で、「それぞれの病気についての医療行為はこういうものだ」と１つ定義して、

そこに封じ込めることには、やはり無理がある。そういう意味から言っても、混合

診療を、現在の制度を拡充するということではなく、抜本的に改革する必要がある

と考えている。 

３番目。今後の取組についてであるが、我々民間議員の立場は、一言で言えば、

宮内議長の提案に近い。厚生労働省が現在考えて提案していることは不十分であり、
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宮内議長の提案の方が正しいのではないか、と考えている。したがって、厚生労働

省には、年内に解禁の方向で結論を出すという総理のご指示を真摯に受け、規制改

革・民間開放推進会議の「中間とりまとめ」に沿って、本格的な解禁の方向で制度

改革に取り組み、解禁の具体的内容と実施スケジュールを、11 月中を目途にして示

していただきたい。そして、その実施スケジュールについて、推進会議で議論し、

場合によっては経済財政諮問会議の場での議論も必要になるかもしれないが、年内

に結論を出すことが必要だと考えている。 

（奥田議員） 混合診療の解禁は、ぜひ進めるべきだと思う。現在、特定療養費制度が

あるわけだが、この承認に 18 カ月もかかっているという実態がある。18 カ月もか

かっていたら、幾らこのような制度があっても患者のニーズには応えられていない

という事実を考えるべきである。 

（牛尾議員） 宮内議長の資料の５ページにあるとおり、特定療養費制度は裁量的な性

格がある。患者は自分のルールで自由に選びたいという点で、６ページに記載され

ていることは非常に明快でこのとおりである。国民も一番分かり易いのではないか

と思われるため、ピンポイントのところで対立するのではなく、６ページに記載さ

れていることをぜひ実行して欲しい。 

（本間議員） 大学の医学部の先生に、この問題についてお話をする機会があった。そ

の際、「やはり、患者の一番身近な医師が保険の対象外のものを推奨したいときに、

その方の経済的状況を考えなければならない問題は非常に大きい。」ということを仰

っていた。この問題は、まさにテニスで言うと、ベースラインをジャッジする線審

と上に立っているレフェリー、つまり中医協がオーバールールをする、という話で

ある。このオーバールールが、一律画一的になされ、それがタイムラグもある状況

の中で、患者の選択権が非常に無視されている。ここはやはり改めていく必要があ

ると思う。 

加えて、このことが治験等にも関連してくることであり、日本の医療の学術水準

自身を国際的に大きく遅らせる原因となっている。これは、医師の間における技能

の問題にもかかわってくる。つまり、医師は全部同じだとして、技能とか、あるい

は先進的な医療ができる者かどうかというような区別をされることが不都合な方々

がいるという事実もあるわけであり、ぜひこの辺りの問題については、より現場に

即して検討をしていただきたいと思う。混合診療については、前向きな対応をお願

いしたい。 

（尾辻臨時議員） 前向きな対応ということでは、厚生労働省も本当に真摯に前向きに

取り組みたいと思っている。ご指摘いただいたことは、厚生労働省が思っているこ

とをまさに言っていただいたような面もたくさんある。 

ただ、１点だけあえて申し上げる。厚生労働省が心配するのは、例えばある特定

の団体が出てきて、これは診療行為だ、自由診療だと言って、それを始めた時に、

初診料を保険で払え、というようなケースである。こういうことを考えると、とに

かくこの問題はどうしても慎重にならざるを得ないのが、厚生労働省の立場である。

命がかかっている、ということだけを最後に申し上げておきたい。 

（村上臨時議員） 私も担当大臣として、公開討論に３回出させていただいたが、残念

ながら厚生労働省側は全く論理的ではない。宮内議長などからの質問に対して、き

ちんと理論で答えていない。私が非常に残念に思ったのは、中医協というよりは医

師会を代弁するような形になっていることである。本来の患者や国民のニーズに立

った立場で、柔軟な対応をお願いしたい。恐らく、客観的に見て、現在のアカウン

タビリティの時代においては、到底国民が理解してくれるような説明ではなかった
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と思う。 

それから、私の個人的な認識として、小泉総理は社会保障や財政に精通されてお

り、また尾辻臨時議員も財政に精通されている方であるため、このトライアングル

の中で、万が一突破口を開けないとすれば、他の誰がやっても大変である。言い換

えれば、今こそラストチャンスではないか、と感じている。 

（尾辻臨時議員） 私は、医師会などとこうした問題について率直に意見交換できると

自負している。そうだからこそ、先ほど来のことを言っているつもりだ。そのこと

は改めてご理解いただきたい。今、村上臨時議員が言われたように、もし厚生労働

省の説明がそのような印象を与えたのであれば、そんな残念な話はないため、また

よく聞いてみるが、そのぐらいの気概を持ってやりたいと思っている。 

（宮内議長） ポジティブリストということは、特定療養費制度の拡大で、その中でや

ろうとしていることは、私どもの言っている解禁というものと全く違う。しかも特

定療養費制度は現在の中医協でやろうとしている。中医協というのは完全に医師会

の支配下にある。こういうことなので、私どもの主張とは基本的なところは全く違

うことを申し上げる。 

それから、今のある特定の団体が変な療法をしたらどうなるかということだが、

私どもの主張は、全部解禁しろということでなく、一定水準以上の医療機関に対し

て包括的に解禁し、レベルを保つというものである。しかし日本で１カ所とか３カ

所ではなく、全国で相当程度の病院でなら、いわゆる保険外診療もやっていける。

そして医師の創意工夫が保たれるということをご理解いただきたいと思っている。

私も何回かヒアリング、公開討論を厚生労働省とやっているが、議論では完全に論

破したと思っている。何も残っていないと。それでも動かないということは、やは

り国民の不信を買ってしまうということを大変失礼ながら申し上げたい。 

（尾辻臨時議員） 金持ち優遇かどうかについて、先ほどのご意見を聞いていて率直に

言わせていただくと、やはり低所得者というのは損だなと思いながら聞いていたと

いうことは率直に申し上げたい。そして、人の命なので軽々しく、特に金の問題な

んかでもてあそんでほしくない。このことだけはきっちり申し上げておく。 

（村上臨時議員） おっしゃるとおりだが、そういう面については、きちっと領収書を

とるとかいろんな方法がある。ただ、親父が 53 歳で、叔父が 54 歳で亡くなった当

事者からすると、あのとき、もうちょっといろんなことができなかったかなと、率

直に遺族として思う。 

（小泉議長） 質問だが、これをやると、どうして損だという気持ちになるのか。 

（尾辻臨時議員） やはり単純に金を持っている人が自由診療をできると、どうしても

そういう理解になる。 

（小泉議長） いや、さっき言った全額自己負担となると金持ちしかできない、混合診

療が認められると保険が適用されるということに対して、どうして金持ち優遇なの

か。今だったらお金がある人しか、全額自己負担できる人しか診療を受けられない

わけだ。 

（尾辻臨時議員） 率直に言わせていただく。全部ほんとに自由診療になっていいから

全部やろうという人は、特別の金持ちで、そのケースはレアケース過ぎて、一般論

として議論する話ではないと思う。 

（宮内議長） 今日、患者さんにヒアリングしたら、自分でインターネット検索をして、

未承認薬を使えば自分に効くということがわかった患者がいた。その未承認薬が月

に 30 万円。途端に保険医療から外れ、プラス 60 万円で毎月 90 万円。もう家庭がも

たないと言っている。もし混合診療が認められれば、この 30 万円だったら何とかな
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る。今の制度ならプラス 60 万円で、いつやめようかということを考えているという

訴えがある。今だったら金持ちは平気で 90 万円出してその薬を使えるというのが現

状だ。 

（尾辻臨時議員） それをポジティブリストに載せることで、スピードの問題だと言う

ならばスピードを上げることを申し上げた。それから、そのぐらいの金持ちの話で

話が進むということになると、まさしくさっき言ったように、低所得者というのは

置いていかれるのかなという気がどうしてもする。 

（小泉議長） 「ある特定の団体」とはどういうことを心配しているのか。もっと具体

的にわかりやすく言ってもらいたい。これを認めたら変な治療が行われるというの

はどういうことか。 

（尾辻臨時議員） この前もイニシエーションなんていう言葉があった。 

（村上臨時議員） あれは、社会保険で払うものか。 

（尾辻臨時議員） それを自由診療だと言われて、それでやりますよと。必ず、「基本の

治療があります、初診料も出てきますよ、初診料は保険ですよ」と。では、その初

診料を保険で払うのかという話にどうしてもなってしまう。 

（小泉議長） 一定の基準を満たした病院ということであれば、それは防げるのではな

いか。 

（尾辻臨時議員） それであれば、さっきから言われていることが、現実にネガティブ

リストでやっていけるのかと大変疑問を持つということであり、一定のと言った途

端に、それはポジティブリストでないのかなと思う。 

（吉川議員） 尾辻臨時議員が言われている本来の医療行為でないようなもので保険請

求というのは、今の制度のもとでも起こり得るのではないか。 

（尾辻臨時議員） 混合診療を今の形で防いでいると、それをやるということと、そこ

で初診料をとるということとは結びつかない。保険で初診料を払うということとは

結びつかない。 

（村上臨時議員） 尾辻臨時議員が想定しているのは、ある特定の団体の病院で診療を

受けたときではないか。 

（尾辻臨時議員） 全部自由と言った途端に、それは起こるのではないか。 

（村上臨時議員） どうであろうか。そういう主張ではない。 

（小泉議長） 要するに一定の基準を満たした病院というのを、これをしっかりしたも

のにすればいいわけだろう。 

（尾辻臨時議員） それは先程から私が一番基本にその議論があるのではないかと申し

上げた、ポジティブリストでやるのか、ネガティブリストでやるのかという話に結

局なるんだと思う。それがネガティブリストみたいな形でやれるのか。具体的にで

きるのか、どうなのか。 

（牛尾議員） 特定療養費制度そのものと、本質的な問題は違うということを理解して

もらいたい。それは特定療養費制度の問題であって、制度、ルールとして、これを

変えるということである。 

（竹中議員） 今日の議論は、残念だけれども尾辻臨時議員のご説明はなかなか納得で

きないということだったと思う。小泉議長から年内解禁という方向でやれというご

指示が出ているので、それに向けて引き続き検討いただくとともに、再度ここの場

でもう一度議論をするという機会を、ぜひつくらせていただきたいと思う。 

それと今日、実は奥田議員と牛尾議員から海外出張の関係での話をいただくこと

になっていたが、時間の関係でそれができない。ＦＴＡは、中川議員にも大変ご苦

労いただいて進みつつある。年内に民間の立場から、ＦＴＡに関する提言を牛尾、
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奥田両議員にいただきたいと思っており、ぜひ諮問会議で議論したいと思う。その

際に、この構造改革主要問題である農業と人の移動、したがって農林水産省と法務

省と厚生労働省が入ってくると思うが、そういうところがしっかり議論なされなけ

ればいけないと思うので、関係省庁からの報告も含めて、このＦＴＡの話を進めて

いきたい。 

全体としてよろしゅうございますか。ありがとうございました。 

（以 上） 


