
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 32 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 3  2 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 12 月 8 日(水) 17:03～18:26 

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）経済情勢と定率減税について 

（２）中期的な経済財政運営に向けて 

（３）規制改革（混合診療）について 

3.閉会 

(説明資料) 

○中期的な経済財政運営に向けて（有識者議員提出資料） 

○国民の視点に立った改革の実行（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」問題についての基本的考え方（尾辻臨時議員提出資料） 

○中医協の在り方の見直しについて（尾辻臨時議員提出資料） 
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平成 16 年第 32 回 議事録 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年32回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

今日は、まず、前回に続きまして、経済情勢と定率減税についての御審議をい

ただきます。続いて、中期的な経済財政運営に向けての御審議をいただきます。

その後、尾辻大臣、村上大臣、そして宮内議長においでをいただきまして、混合

診療について御審議をいただきます。 

今日は１時間20分と大変時間が限られておりますので、効率的な御審議をいつ

もにも増してよろしくお願いします。 

○経済情勢と定率減税について

（竹中議員） それでは、経済情勢と定率減税についての御審議でありますが、今朝

７－９月期のＱＥの２次速報を発表しております。お手元に資料を配付しており

ますけれども、実質成長率は、前期比で0.1 ％増（年率0.2 ％増）となります。

名目成長率は前期比0.0 ％でございます。前回、既に御議論をいただいておりま

すので、前回の議論も踏まえまして、冒頭、問題提起としまして、私の立場から

ちょっと発言をさせていただきたいと思います。 

定率減税の廃止・縮小というのは、財政の健全化と税体系の適正化という観点

から、これは必要であるというふうに私自身も考えております。 

一方、経済状況につきましては、景気回復は基本的に続いておりますけれども、

一部に弱い動きが見られる。それと企業動向に比べて、家計動向は必ずしも強く

ない。そうしたことから、景気への影響に一層の配慮が必要であるというふうに

思っております。 

こうした中で政府としては、2006年度に名目２％成長の実現を目指そうという

ことになっておりますので、この点は重要だと思います。このため、民間部門に

対しまして、税と保険料、これは両方でありますけれども、税、保険料という形

で過度の負担増が生じないように、これは十分に配慮しなければいけないという

ことであろうかと思っております。 

これは私見でありますけれども、例えば、単年度でＧＤＰ比0.5 ％ぐらい、2.5 

兆円程度の負担増というのは、財政の健全化の観点から甘受すべきであるという

ふうに思いますが、例えば、ＧＤＰ比１％、５兆円に達するような負担増は、こ

れはやはり注意をしなければいけない。オーバーキルの可能性があるということ

ではないかと、これは私の個人の見解でございますが、考えております。 

いずれにしましても、2006年度は三位一体の改革による税源移譲がある関係で、

それに伴う税制改革も予想されます。それとの関連でもさらに十分に配慮して議

論する必要があると思います。 

以上の点を踏まえますと、定率減税の取扱いについては、実施時期、実施方法

に十分配慮して結論を導くことが必要でありまして、廃止・縮小という結論を出
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す場合は、経済状況に応じた弾力的な対応ができるような配慮、工夫を講じる必

要があるというふうに思います。 

私の見解を冒頭述べさせていただきましたが、どうぞ御自由に御議論をいただ

きたいと思います。本間議員。 

（本間議員） 前回、欠席をいたしましたので、この問題について意見を述べさせて

いただきたいと思います。 

私は基本的に、今、竹中大臣の整理、全くそのとおりだというぐあいに考えて

おります。税制学者及び財政学者という点で言えば、プライマリーバランスをど

のように回復していくか、あるいは税体系の姿として、この定率減税の有り様と

いうのは変則でございます。しかも三位一体の改革の中で一律10％の住民税とい

う形で税源移譲する際に、変則のままでこれを実施するということはあり得ない

わけでございますから、この２年あたりで、それをどういうぐあいに制度的に姿、

形として仕上げていくかという観点でも、定率減税の問題は考えていく必要性が

あろうかと思います。 

ただマクロ経済のパフォーマンス、あるいは我々がコミットメントしている部

分があるわけでありまして、それは今竹中大臣のお話の中にもございましたとお

り、名目成長率２％、平成18年度を目標にしておりますし、デフレ克服の大きな

ターゲットがある中、あるいは2010年に向けて、我々が安定的な成長のパス、恐

らく２％の水準を維持していかなければならないという経済の問題がございます。

その点で、重点強化期間においては、その問題への十分な配慮があって、その両

者の整合性をとる必要性があるのだろうと思います。 

とりわけ、平成17年度、平成18年度の動きを考えてみますと、三位一体の改革

で補助金の削減は国と地方で１兆円ぐらいございます。それから一般歳出の削減

でありますとか、社会保障、税負担の増加が定率減税を除いても1.9 兆円ぐらい

あろうかと思います。その意味で定率減税、地方税合わせて３兆3,000 億円をど

のような形で縮減・廃止をしていくかということは、注意深くマクロ経済との連

動を考えながらやっていく必要性があろうかと思いますので、ぜひその辺のとこ

ろを今後も議論の対象に諮問会議でもお願いをいたしたいと思います。以上です。

（竹中議員） ほかに発言ございますでしょうか。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 先ほど竹中大臣から２次ＱＥでいろいろな算定方法を変えていただい

たことについての御発言がございましたけれども、実質は前期比わずかですけれ

ども、0.1 ％になったということで、今後の経済を展望した場合に、定率減税は

基本的に見直すことができる環境になったのではないかと思っております。 

それで１つ申し上げたいのは、前回も申し上げたかとも思いますが、平成９年

のときの記憶というのがやはり非常に大きいわけでございますけれども、あのと

きは、７月に始まったアジア通貨金融危機の影響とか、それから秋以降の金融機

関の相次ぐ経営破綻というものが実体経済に大きく影響を及ぼしたというふうに

思います。 

当時と比べますと、現在は不良債権処理等の進展によりまして、金融システム
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は安定してきている。それから97年は９兆円の国民負担増と言われておりますが、

今回の負担増はトータルでも約3.3 兆円で、これを段階的に廃止するということ

にすれば、保険料等の負担を合わせても、当時と比べて毎年の負担増はかなり小

幅にとどまるのではないかというふうに思います。 

それから、定率減税の縮減・廃止というのが国・地方双方の財政健全化に資す

るということも改めて申し上げさせていただきたいと思います。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 今、本間先生の税制・財政のお立場からという御発言は、私が全くそ

のとおりと言うのは大変僣越なんですけれども、我々も税制・財政というものを

考えなければいけないんですが、特に私の立場からは、前回と同じ趣旨でありま

すが、経済に与える影響というものは、今、財務大臣から平成９年のお話があり

ましたが、前回、吉川先生からも定率減税廃止を決めた後の経済的ないろんな要

因等の御説明もありました。 

まさに今非常にデリケートな時期であえて２点申し上げます。１つは、原材料

高というか、原材料の需給の不安定、見通しも含めた不安定。それからもう一つ

は為替でありまして、これはドル、人民元安と言った方がいいんでしょうけれど

も、これに対してアメリカ政府が、これは財務大臣の御専門ですけれども、何も

対策をとっていないというふうにマーケットが見ている。 

それから、ドルからユーロへのシフトが世界中で起こっているという話もござ

いまして、その中でファンドが今はおとなしい動きで、年明けから動き出すとい

う声もマーケットから聞こえてくるという状況ですから、ひょっとしたら為替が、

今100 円を超えないという一つの大きな壁がとりあえずできているようですけれ

ども、これがいつ円高にまた一層振れていったときの影響というものは、私の立

場からは産業界に与える影響というものが実質、これだけでコスト負担、レガシ

ーコストみたいな形になってくるわけでございます。 

その辺もぜひ、私の立場からは視野に入れて御判断をしていただきたいという

ふうに思います。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 前回、一応私のスタンスを申し上げたんですが、竹中大臣の今の発言

の「経済状況に応じた弾力的な対応ができるような工夫を講ずる」ということに

ついて、ここで妥協と言ったら変ですけれども、こういうことをやっていけばい

いんじゃないかという感じがする。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） あえて一言言えば、2006年からの名目２％成長を実現するということ

が、小泉改革の一番大きなアクセル、そこから2010年に向かって３％を目指すよ

うな民間経済、民間活力主導型の経済にまっしぐらに走るということは非常に大

事である。いろんな議論がありますけれども、この内閣は構造改革をして経済を

活性化する。その一つのターゲットが2006年の２％から始まるということで考え

れば、今は谷垣大臣がおっしゃいましたが、そういうことをやるにしても、そこ
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に非常に重点を置いて考える、規制撤廃も加速をする、2006年の三位一体改革、

税制改革のときでも、活性化型の税制を考える。そういうところに焦点を合わす

ということであれば、この問題に関しても、それは別に構わないと考える。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。恐らく議論はたくさんあると思い

ますが、あえて、冒頭発言させていただきましたけれども、税体系の適正化とい

う観点からは、これは必要であるということは多くの方々が認める。同時に、今

の経済状況に鑑みますと、幾つかの懸念もあるということも一つの合意だと思い

ます。つきましては、2006年度名目２％成長の実現に向けて、あえて経済状況に

応じた弾力的な対応ができるような工夫を税当局及び担当部局にはぜひお願いす

るということ。それと2006年度２％の達成というのは極めて重要でありますので、

今は税の議論をしておりますけれども、全体の改革をしっかりと進めるというこ

と、そういう方向が今回の議論での合意事項であるかなというふうに思われます。

この点について、総理よろしゅうございますか。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） わかりました。ちょっと今日は時間の関係もございますので、必要に

応じて諮問会議では、この問題を引き続き議論をしていきたいと思っております。

それでは中長期の経済財政の話でございますけれども、これにつきましては民

間議員から資料が出されております。お願いします。 

○中期的な経済財政運営に向けて

（吉川議員） それでは私から、「中期的な経済財政に向けて」という民間４議員連名

の紙を御説明いたします。 

財政再建が大変重要な目標であるわけでありまして、その観点からも、経済財

政運営は、中期的な見通しをもって行われなければならないということで、３つ

大きな論点を挙げております。 

まず第１は、その中期的な経済財政運営のあり方でありますが、たった今、定

率減税の議論も行ったわけですが、各年の経済財政運営は中期的な経済財政運営

と整合的に行われなければならない。 

そのためには、これは当然のことでありますが、まず中期的な経済財政運営の

展望を明確に示す必要があるということであります。また、主要な歳出分野につ

いて複数年度にわたる指針を明確に示す。その際、その成果目標の設定と事後評

価を強化する必要がある、こういうことであります。さらに、現在三位一体の改

革が進んでいますが、国と地方の双方が納得する形で財政運営を行い、地方自治

体がそれぞれ中期展望を描きやすくすることが必要である。こういうことを言っ

ております。 

それから２番目の大きな論点として、具体的にということになりますが、歳出・

歳入の一体的改革を行う。現在までのところは、いわゆるプライマリーバランス

の改善への道筋について、2007年度以降の対応が具体的に示されていないわけで

ありますが、2007年度以降についても、具体的な展望を早急に検討する必要があ
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る。そして、できるものから「基本方針2005」に入れ込んでいく必要があるとい

うことであります。 

歳出・歳入の一体的な改革について４つ論点を挙げております。 

１番目は、どのような経路をたどってプライマリーバランスの収支改善に導く

か。歳出規模のあり方、歳入の規模のあり方、これを数字できちんと展望を示す。

これはある意味では当たり前のことであります。これをきちんとやる必要がある。

それから、２番目は、財政再建をなし遂げるためには、社会保障制度全体を一

体として見直す必要がある。我々ずっと言ってきたわけですが、給付と負担をど

のように設計するか、これを改めて財政との関係で議論しなければいけない。 

３つ目は、これは後でもう一度述べますが、三位一体改革等を踏まえて、地方

の中期的な財政運営をどのように展望するか。 

それから４番目は歳入面ですが、経済社会の活力と公正さを両立させる税制を

どのように実現するか、こういうことを言っております。 

それから次のページに行きまして、３番目、財政再建というのは、国だけ、地

方だけでできることではなくて、国も地方もともに歩調を合わせて行う必要があ

るわけでありますが、地方財政の中期的展望について述べております。2010年代

の初頭までに基礎的な財政収支、プライマリーバランスの黒字化を目指している

わけですが、今、申し上げましたとおり、これは国だけ、地方だけではできない。 

国・地方双方が納得できる形で歳出削減に努める必要があると言っております。

そのために、国の方がやることはもちろんですが、それは当然の前提とした上で

地方の歳出規模についても、先に述べましたように、中期的な経済財政運営との

整合を図りつつ、マクロ経済から見た中期的な目標を設定すべきではないか、こ

う言っております。 

国の予算から言いますと、非常に大きいものとして、公共投資、社会保障、そ

れから地方、の３つがある。 

御存じのとおり公共投資については明確な数値目標を掲げております。これが

粛々と実現されているわけで、我々としては効果を上げていると考えております。

それから社会保障については、先ほど申し上げましたように一体として見直す

必要がある。これについても全体の枠を、例えばＧＤＰ比の伸び率、枠内におさ

めるべきではないか。それから国民負担率50％というようなマクロの数値目標を

掲げているわけであります。 

このように３つある大きな歳出分野のうち、２つは明確な数値目標があるわけ

ですから、残りの１つ、地方についても、国・地方双方で納得がいく形でマクロ

の数値目標を掲げる。これは自然なことであって、ある意味では当然なことでは

ないかと私たちは考えております。 

具体的にどういうことが考えられるか。我々の紙には、１つの例として、景気

対策のための公共投資の大幅な追加を行われる以前の水準、あるいは交付税総額

を法定率分だけで賄うことができた時期の水準、このときのいわゆる地方財政計

画の歳出総額の名目ＧＤＰ比というのは15％台の前半ということであったわけで
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ありますが、それを目途に３年間で引き下げる。これはあくまでも一例であって、

私たちはこれが一番いいから、絶対こうしろということを申し上げているわけで

はない。例えば、こういうような数値目標を掲げて粛々として、歳出削減を進め

ていくべきではないかと、このようなことをいっているわけであります。 

いずれにしても、こうした地方財政計画、マクロの数値目標も含めてですが、

その策定に当たっては、三位一体の改革の全体像を踏まえることは当然でありま

すが、先ほどから繰り返し述べている中期目標に沿った透明な形で、つまりは、

この諮問会議の場を通して議論されるべきだと、このように提言しております。

以上です。 

（竹中議員） いろいろ御議論あろうかと思いますので、どうぞ自由に御発言をお願

いいたします。麻生大臣。 

（麻生議員） 今出されました紙の１ページ目、１の「③国と地方の双方が納得する

かたちで財政運営を行い」と書いてありますので、これは今回三位一体の中でも

地方との協議の場というのが引き続きできて、それなりにうまくいった。それに

対して地方も非常に評価しているというので、これは今後とも引き続き行われる

と。この間、官房長官のところで話が出て、地方六団体の前で言われております

ので、これやら何やらでやられるというのは、これはぜひその場を利用されたら

いいのだと思っております。 

その次の「歳出・歳入の一体的な改革」のところで、基礎的財政収支に関して

の改善について議論を始めることは、これはとても大切なことだと思っている。

ただ、三位一体の改革については、平成18年度までの全体像というものは、これ

は大議論の末やっとまとめ上げたばっかりですけれども、それでも税源移譲は３

兆円はいっておりませんで、２兆4,000億円。約８割しかいっていないという状態

でありますので、これで２の③のところに書いてありますように、この成果がま

だ見極めていられていない段階が今の状況だと思いますので、これを今の時期に

やられるのはどうかという感じが率直なところです。 

地方はかなり疑っていますので、ほんとにやってくれるのかどうかに関しては、

交付税等々まだまだクエスチョンマーク。これは年末にならないと結果が見えて

きておりませんので、一応紙に書いてあるとはいえ、そのとおり行っていただけ

るという保証は、予算がきちんと成立するまではなかなか信用できないというの

が、多分、地方から見た財務省に対する見方だと思っております。総務省として

も同じような考えがありますので。それが１点目のところです。 

それから３番目の地方財政の中期的展望、中期財政ビジョンを策定することは

全体像に盛り込まれておりますので、前向きにぜひ取り組まなきゃいかん問題だ

と思っておりますが、地方財政の赤字を早期に解消というのを位置づけるという

ことをやっていかなきゃいかんので、法定率の引上げ等々いろいろ考えなきゃい

かんところだと思っている。 

国と地方の協議の場を利用したりなんかしてやっていかなきゃいけませんし、

例の後手になっておりました経常経費等、投資的経費の乖離の話やら何やら、こ
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れは一体的に解決していかなきゃいかんと思っている。 

今の吉川先生が言われたように、これは国と一緒にやっていかなきゃいかんと

口頭ではおっしゃっているんですが、これは紙だけしか残らないということにな

りますと、国の公共事業とか、社会保障事業というのは、基本的には補助事業と

いうことになりまして、実施主体は地方ということになりますので、これは単独

事業だけではありません。 

これは公共事業とか、社会保障の関係の話は、基本的としては、国がきっちり

ビジョンというものを示していただかなきゃいかんところだと思いますので、こ

れは谷垣大臣にぜひお願いしておきたいところだと思っております。 

この経済財政諮問会議というのは、経済、財政の運営についていろいろ議論し

ていく場所だと思っておりますので、中期目標はしっかりしたものをつくるとい

うのは大事なところだと思っております。その中できちんと地方の財政もそれに

対応していくということだろうと思っておるんですが、何となくこの紙だけ見て

いると、地方財政だけターゲットを絞っているようなイメージに見える。 

そんなことはないんだと口頭ではお話が出ておりましたんですが、この文章か

らはなかなかそんなことは読めないんじゃないかという感じがしますので、国と

地方の双方が納得できる形で歳出削減に引き続き努めるということを、三位一体

の改革の全体像の中ではされておりますので、何となくこれだけ見ていると唐突

に地方財政についての具体例として、一つの例としてＧＤＰ比15％等と数字を入

れて提案がなされております。突如これが出てきて、15％と言えば、多分財務省

だったら、もっと下げろと言うんじゃないかと、私はそう思っているんです。 

総務省から言ったから、「これは」というところでしょうが、財務省だったら、

13％にしろ、14％にしろというセリフだろうと思いますので、こういう数字が入

ってくるというのはどうかなという感じがしております。 

それから、その上に「交付税総額を法定率分だけで賄うことができた時期の水

準等を踏まえ」ということが書いてありまして、これは平成９年度の話やら何や

ら以前の話に戻ってきての話なんだと思うんですが、平成元年から平成５年まで

がたしか法定率でおさまっていたと思います。 

そのときに比べまして、少なくとも平成12年から介護保険が地方に入ってきた。

それから老人医療給付費に対する公費負担というのも増えまして、３割から５割

に引き上げられたりとか、また今度国保に都道府県財政調整交付金というのを今

度新たに地方負担とすることになった。吉川先生、これは平成元年から５年当時

と今とでは前提条件がかなり違っておりますので、これは単純になかなか比較で

きないところだと思っております。この２枚目のところは、今申し上げた点につ

きまして、もう少しきちんと国の分とかなんとかというのを言っていただかない

と、何となく、これだけ見ていると地方だけがターゲットにされているかのごと

き印象を受ける文章だと私は思います。お気持ちは先ほど説明がありましたので。

（谷垣議員） 珍しく麻生さんと一緒のところもある意見を申し上げますと、2010年

代初頭のプライマリーバランスを回復するということで、国・地方双方の納得で
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きる形で歳出削減、これは極めて大事なことだと思いますが、ここで具体的な数

値目標みたいなものを書いていただいているのですが、やはり数値目標を議論す

る前に、さっき麻生さんもちょっとおっしゃいましたけれども、投資的経費や何

かの乖離の問題であるとか、透明化とかというようなことが前提にあって、ある

程度そういうものが出てこないとなかなか数値目標の議論というのは難しいとこ

ろがあるのではないかなと思います。 

「例えば」ということならこれでも結構ですが、これから具体的な数値目標と

いうのは、議論を積み重ねなくてはいけないのではないかと思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 両大臣からのお話は、特に２枚目のところですが、これは口頭を信じ

ていただきたいといいますか、つまり、地方だけやるというようなことは我々の

本意ではなくて、もちろん国もやらなければいけない。国と地方が手を携えて財

政再建に取り組まなければいけないというのが我々の考えである。先ほどこの２

枚目の例のところを、麻生大臣が少し問題にされましたが、私も先ほどの発言で

強調したつもりだったんですが、もう一度繰り返しますが、これはあくまでも例

であって、これが一番いいというようなことを申し上げているわけではない。「例

えば、こういうような数値目標が必要であろう」と。それに対して、大臣から今

幾つかの具体的な論点がありました。まさにそういうことも含めて、諮問会議の

場で中期展望をつくっていく必要があるのではないか。そういうことであります。

（竹中議員） それでは本間議員。 

（本間議員） 国会の審議の場で総務大臣と財務大臣がいささか違う御答弁をされて

いるということを我々は意識しておりまして、１兆円、１兆5,000 億円のはざま

の中で、交付税の部分のところ、地方財政計画の部分のところ、お答えになって

おられましたですね。 

（谷垣議員） 毎年1.5 兆円ぐらいやってきたということは言いましたね。 

（本間議員） １兆円限りだという、そういうものを踏まえた上での御提案でござい

まして、そのレンジの中でどういうぐあいに説明をしていくかと、こういうよう

なことが伏線でございますので、ぜひ趣旨は理解していただきたい。 

（吉川議員） 我々としては、数字は次の段階の話であって、基本的に財政再建に向

けて、国と地方が中期展望を持つということは、地方にとっても財政運営をして

いく上で明確になるのではないか。先ほども申し上げましたように公共投資、社

会保障については大きな展望があるわけですから、そういう意味で、地方につい

ても大きな展望を描いて、それをこの諮問会議の場でも議論するということが自

然だし、当然なのではないかと、そういうことであります。 

（麻生議員） 議事録抹消なしで、しっかり書いておいて。 

（本間議員） このペーパーをつくるときに、麻生大臣のような雰囲気で読まれるな

ということは十分我々も意識しておりまして、そういう点で御意見については、

私ども承っております。 

（奥田議員） 私から申し上げたいんですけれども、大幅な歳出カットということは
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いつも言われるんですが、その中で地財に関係があると思うんですが、地方公務

員の給料が非常に高いということが、この前新聞にも出ていましたし、いろんな

資料を見ても高いというような数字が出ておるんですが、そういうものについて、

あえて書けないとか、あるいは手をつけられないという、そういう事情というの

はあるのかないのかですね。 

（麻生議員） これは１つは、法律で国家公務員に準じることになっております。も

う１つは、その地域にあります企業と比較することになっている。例えば、私ど

もの飯塚市でいきますと、人口８万の町なんですが、そこに「麻生セメント」が

ありますものですから、これと比較はできるんですが、隣に同じような人口六万

何千の町があるんですが、これはそういう企業がないものですから、結論、どこ

と比較するかというと、隣の飯塚市と比較する。その町にはそんな大きな企業が

ありませんから、その町の企業と比べたら、こんなに違っちゃうということにな

るんだと思っております。法律的にはそういうことになっております。 

それからラスパイレス指数で、今、全国で100.1 になったと思いますけれども、

例えば筑豊あたりで町長10期40年という昀もできる添田町の山本町長のところの

ラスパイレス指数は85を切って84.9なんです。 

ここは、多分、日本で一番低いんです。あの人は勇ましいおじさんを相手に全

部やり切っているわけですから、大したものなんですよ。 

やっている人はやっているんだと思うんですけれども、そういった意味では地

方の中で、これは奥田議員がおっしゃるように、地方の首長さんの能力差という

のは、これから多分、地域に振れば振るだけ地域の首長の能力差というのはもの

すごくついてくるだろうと思います。それをよしと思って、自分のところが悪け

れば、次の４年後に市長をかえろという以外手がないんですという話をみんない

る中では申し上げた。長いこと、いよいよ困ったら国が何とかしてくれるという

前提でやってきたお国柄なものですから、これはちょっと、今回以降すごい勢い

でいろんな地域から変わってくる。 

この三位一体の話というのは後世の評価の方が高いと私は思う。今は評判のい

い話は全然ありませんけれども、後世の評価は、今日、総理がどこかで言われた

そうですけれども、何せペリーの来航のとき、時の老中筆頭、福山藩藩主、阿部

伊勢守正弘が地方の御意見を求めた以来、実に151 年ぶりに初めて地方に意見を

求めたという大英断がなされておりますので、こちらの評価の方が後世高くなる

かなと思っております。奥田議員、地方は今からものすごい地方間競争が起きる

ことは確かで、その分だけ給与を下げる、逆に下げなくて、ドーンと人を切って

おいてコンピュータで補うとか、いろんな手法で人件費を補ってくるというのは

かなり出てくると思っております。それの資料にアクセスしてくる人たちは今す

ごく地方に増えてきて、そういった若い市長さんが多いように思いますけれども、

そんな感じがしております。 

（牛尾議員） 後世というのは10年ぐらいですかね。 

（麻生議員） はい。そうでしょうね。10年はかかると思います。10年一昔だから、
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10年はかかると思っていただかんと。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

それでは、簡単にとりまとめますけれども、幾つか細かい議論も含めまして、

国と地方の協議の場の活用というようなお話が出ておりますが、これにつきまし

ては、これは内閣官房で官房長官の御意見もあろうかと思いますので、引き続き

御検討いただくということかと思います。それと基礎的財政収支の改善に向けて、

歳出・歳入一体となったプロセスの議論をということに関しては、そういうこと

は必要だという御意見がありましたので、「改革と展望」の中等々でしっかりと議

論をしていくということだと思います。 

今回の議論で昀も重要なことの１つは、地方の歳出規模に関して、中期目標の

ようなものがわかる形で議論する必要があるのではないかということ。総論とし

ては、そういうことは認められるという御意見だったと思います。ただ中身につ

いて何がよいかについては、今後さらに議論をしていくということだと思います。

その際に、民間議員のペーパーにもありますように、予見可能性、透明性、そう

いうことがぜひわかるような形で、総務大臣、財務大臣には御努力、御尽力を賜

りたいと思います。この点についてよろしいですか。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） それでは、引き続き、これは議論をさせていただきたいと思います。 

ここで官房長官から、「社会保障の在り方に関する懇談会」の議論の整理につい

て御発言をいただきたいと思います。 

（細田議員） 「社会保障の在り方に関する懇談会」について御報告をいたします。 

この懇談会は、本年７月に第１回会合を開催して以来、本日５回目をやりまし

た。そして社会保障の一体見直しに関する視点の議論から始めまして、年金一元

化、介護保険制度改革、それに関する医療制度改革、生活保護、少子化対策等に

ついて議論を行い、本日「議論の整理」を行ったわけでございます。 

本日の「議論の整理」は、「骨太方針2004」で「平成16年中に論点整理を行う」

とされていることを踏まえ、国民にわかりやすく整理、記述するという観点に立

って、これまでに行われた議論を現時点で整理したものであります。 

内容としては４つございますが、１の社会保障の一体的見直しの考え方。一体

的見直しの必要性と潜在的国民負担率。２が公的年金一元化。一元化の意義・課

題や、基礎年金の税方式と社会保険方式。３として介護保険。給付の重点化・効

率化と被保険者・受給者の範囲。４として介護保険制度に関連する医療制度、生

活保護、少子化対策。これらについて、それぞれに意見を整理しているわけでご

ざいます。 

今後は、国会における議論の動向を見据えつつ、医療保険制度改革や雇用問題

も含めて更なる議論を行い、社会保障給付全体の規模や税・保険料を含めた負担

の議論に進むことを予定しております。 

今日は昀後の段階で、委員からはそれぞれ、例えば石先生は税調会長であられ

るわけですし、笹森さんは連合の会長で、西室さんは経済界、杉田さんはマスメ
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ディアで、潮谷さんは地方の代表であり、宮島先生が座長でありまして、それぞ

れ自分の後ろにある立場を代表しているのかどうかの議論もありまして、そこは

そうではないと、それぞれ個人の卓越した御議論をいただいて、それでまとめて

いくものである。それぞれの場に反映していただくことは当然お考えいただきた

いという議論もありましたけれども、そういうとりあえずの議論の整理を行った。

そして来年にまた議論をさらに深めていくと、こういうことでございますので御

紹介申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございます。社会保障のあり方につきましては、次回の諮

問会議で御審議をいただくことになっております。今の時点で、今の御報告につ

いての御質問とか特によろしゅうございますでしょうか。 

それでは、次回しっかりと議論をしたいと思います。 

それでは、尾辻大臣、村上大臣、宮内議長にお入りをいただきますので、しば

らくお待ちください。 

（尾辻臨時議員、村上臨時議員、宮内規制改革・民間開放推進会議議長入室） 

○規制改革（混合診療）について

（竹中議員） それでは、混合診療についての御審議をいただきたいと思います。ま

ず村上大臣にお願いいたします。 

（村上臨時議員） 規制改革・民間開放につきましては、11月の当会議におきまして、

混合診療の解禁、中医協（中央社会保険医療協議会）の改革、市場化テストとい

った特に重点的な課題について御報告し、御審議いただいたところであります。

その後も規制改革・民間開放推進会議においては、年末の答申に向け審議、調整

を鋭意進めてきたところであります。 

また昨日は、規制改革・民間開放推進会議の主な委員と御一緒させていただき、

尾辻大臣と私の間で閣僚折衝を行ったところであります。調整の進捗状況等につ

きましては、後ほど宮内議長より御説明いただきたいと思いますが、社会保険庁、

ハローワーク関連事業を市場化テストのモデル事業の対象とすることに関しては

進展があった一方で、混合診療の解禁、中医協の改革については、なお双方の主

張に大きな隔たりがあります。年末まで時間も限られてまいりましたが、成案を

得るべく引き続き努力いたしますので、諮問会議議員の皆様方のなお一層の御理

解と御支援をよろしくお願いいたします。以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。宮内議長お願いいたします。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長 以下、「宮内議長」） 宮内でございます。

ただいま大臣のお話にございましたように、ただいまから混合診療の解禁につき

まして、進捗状況を報告させていただきます。また、前回のこの会議の場で御議

論のございました中医協のあり方の見直しにつきましても触れさせていただきた

いと思います。 

混合診療の解禁につきましては、11月15日のこの会議の場で御審議いただきま

した。その際、議員の皆様方からは、厚生労働省の説明では納得できないという
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ような御意見が強かったと思います。また、一定の基準を満たした病院というの

をしっかりしたものにすればいいという総理の御発言もいただき、年内に解禁の

方向で結論を出すようにという総理の御指示に従いまして、引き続き検討をする

ようにと、そして再度この会議の場で議論すると、このような過程で本日ここに

出席させていただきました。 

ただいま村上大臣のお話にございましたように、厚生労働省の事務次官ら幹部

との協議、さらには昨日、尾辻大臣との閣僚折衝をさせていただきました。現在

までのところ、厚生労働省からは具体的な回答をいただいていない状況でござい

ます。厚生労働省のお考えといたしましては、特定療養費制度の拡充で対応する

という、これまでの主張と変わりがないと理解しております。私どもの主張いた

します混合診療の解禁については反対であり、譲る気配はないと感じられます。 

総理の御指示もございましたのに、今申し上げたような状況であるということ

につきまして、問題ではないかという考えもあるかと思います。本日は、ぜひ前

向きな御回答をいただき、解禁の結論をいただきたいと思って参りましたところ

でございます。 

私どもの会議の提出いたしました資料の１ページ目をご覧いただきたいと思い

ます。当会議の考え方につきましては、繰り返し議論させていただきましたが、

一部誤解が生まれておるということで改めて申し上げたいと思います。 

まず、混合診療を解禁した場合でも、国民皆保険の維持ということを私どもは

大前提であると考えております。このスタンスは当初から変わっておりません。

当会議が主張しておりますのは、国民に必要な基礎的な医療は、これまでと同様、

皆保険制度で対応する。こういう前提にいたしまして、先進医療など現在の公的

保険でカバーしていない医療を付加的に行う。患者がそれを選択することを認め

る。そういう意味での混合診療の解禁を訴えているわけでございます。 

当会議は、安全性等の確保の重要性につきましても認識しておりまして、これ

まで一貫して先進医療等については、一定水準以上の医療機関、これを対象とす

ることを繰り返して申し上げております。総理からも同様の御認識を前回の会議

では頂戴しております。私どもは、高い医療技術を持った医療機関が責任を持っ

て行うことで安全性等の担保はできると考えております。現在でも大学病院など

では、倫理委員会などの内部チェックの仕組みが設けられております。また、仮

に不適切な医療行為があった場合には、免許の取消しなど、厚生労働省が厳正な

対処を行うべきであろうかと思います。これは混合診療か否かにかかわらず、今

の保険診療であっても同様でございます。 

したがいまして、繰り返しでございますが、特定療養費制度での対応ではなく

て、少なくとも一定水準以上の質の高い医療機関に限定いたしまして、混合診療

を包括的に認めるべきであるというふうに考えております。医療技術の世界は日

進月歩でございます。 

日々急速に高度化していく医療技術を官が一つ一つ承認する特定療養費制度で

は医療技術の発展は常に後追いとなります。これでは多様化し、緊急を要する患
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者の切実なニーズに応えることはできないと思います。医療現場の創意工夫も起

こらず、日本の医療は世界からますます遅れていくことになる。国民の命、健康

の重要性の観点から、これは由々しき問題であろうと思っております。 

２ページ目に御参考に出させていただきましたが、実際の患者や病院等から、

ここに書かれておりますような声も寄せられております。以前にも一部御紹介い

ただきまして、繰り返しませんが、その後、東京大学、京都大学、大阪大学の３

病院、日本外科学会、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会からと、先進医

療を担う現場から続々と混合診療解禁の要望が出されております。こうした問題

に現実に直面している人々の声に対して真摯に耳を傾けて、私どもの主張してお

ります点に御理解を頂戴したいと、このように思っております。 

次に、中医協の問題に触れさせていただきたいと思います。次のページでござ

います。 

中医協は、診療報酬、あるいは医薬品等の価格、点数付けを行うことが本来の

機能でございましたが、保険の適用範囲の決定、あるいは医療政策の立案などに

幅広く関与し、30兆円と言われる国民医療費の配分を実質的に決定するという極

めて大きな権限を持ってしまっております。それにもかかわらず、意識決定の根

拠、プロセスが不透明でございます。また、委員構成につきましても、医師会な

どの一部の利害関係者が強い影響力を持って審議を支配するという構造となって

います。委員の任命に当たっては、開業医が中心になり意志決定を行っている医

師会が５名もの推薦枠を持っておりまして、高度な技術を有する病院、あるいは

勤務医の声が反映されない。こういう構造となっております。 

こうした問題を背景にいたしまして、犯罪行為の舞台になったということでご

ざいます。その見直しを中医協自らが行うこと自体問題であると思いますが、そ

の改革案の内容も本質的な問題には触れず、小幅の手直しにとどまっております。

そういう意味では自浄作用に期待することはできず、この過大な権能を持ちます

中医協を厚生労働省外へ解体的再設置することを含めて、機能、組織の抜本的な

見直しを行うべきではなかろうかと思います。その検討につきましても、厚生労

働省外の第三者機関においてこれを行い、早急に結論を得るべきであると私ども

は考えている次第でございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、尾辻大臣お願いします。 

（尾辻臨時議員） まず、混合診療の問題でございますが、総理から年内に解禁の方

向で結論を出すようという御指示も受けまして、各方面からの御意見も伺いなが

ら、保険診療と保険外診療との併用に関する具体的な要望に対応できるよう、検

討を進めてきたところであります。 

12月３日には、これまでも医療関係者の間で様々な御意見がございました特定

療養費制度のあり方について、医療現場の声も踏まえ、ようやく一定の基本的方

向性がとりまとめられたところであります。 

具体的には、高度先進医療の承認の更なる簡素化、選定療養の再整理、それか
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ら、ここのところが特に新しく加わったところでありますが、必ずしも高度でな

い先進技術への対象拡大、これらについて検討すべきとの提言が行われたところ

であります。 

厚生労働省といたしましては、これも踏まえながら、なぜ、いわゆる混合診療

の解禁が主張されるのかという原点に立ち返りまして、患者の立場から個別に見

たときに、保険外の負担の過大な事例があり、現行制度では、患者の切実な要望

に的確に対応し切れていない実態について、改善を図るべく具体的な方策につい

て検討を進めてきたものでございます。 

お手元に差し上げてございます資料でございますが、具体的には、特定療養費

制度につきましては、将来的な保険導入のための評価を行うものであるかどうか

との観点から見直しを行う。現行制度のほかに、新たに保険診療と保険外診療と

の併用が認められる領域を拡大する。新たな領域については、技術ごとに有効性・

安全性の確認のための一定の水準の要件を設定し、迅速に対応する。 

さらに、できるものから順次実施した上で、平成18年に提出予定の医療保険制

度全般にわたる改革法案の中で、名称も含め、法制度上の整備を行うなどの措置

を講ずることとしておるところでございます。 

昀後に申し上げますが、私といたしましては、具体的な方策を検討するにあた

っては、衆参両院において、「混合診療の導入は、患者の負担を大幅に増やし、国

民医療の不平等を引き起し、国民皆保険制度を破壊する。誰もが安心してよい医

療を平等に受けられる国民皆保険制度を今後とも堅持すべきである」との請願が、

全会一致で採択されておりまして、これは極めて重いことであります。 

一議会人として申し上げますが、これを破ることは自殺行為になりますので、

私はここから一歩も出るわけにもいきませんし、出ませんということをまず申し

上げておきたいと思います。これが混合診療のことについての私の説明でありま

す。 

そして、このことについては、昨日、規制改革の委員から大変気になる、衆参

の決議をどう見るかということについての御意見がございましたので、今日改め

て議事録に残る形で明確に御意見述べておいていただきたい。これは後ほどお願

いをいたします。 

それから次に、中医協の見直しについての問題であります。中医協におきまし

ては、10月末に自らの再出発を図るため、審議過程の一層の透明化、診療報酬改

定の結果の検証、委員の在任期間の上限の設定、国民の意見を聞く機会の設定等

の当面の改善策がとりまとめられたところであります。厚生労働省としても、こ

れを踏まえ、当面できる改善策については、平成17年にも速やかに実施していく

ことといたしております。 

一方で、中医協のあり方の見直しの問題については、審議過程において、いか

に多様な者の意見を反映させるかなど、委員構成のあり方の問題も含めて検討す

ることが必要であると考えております。これにつきましては、法律改正が必要と

なる可能性もある事項もありますことから、平成18年に予定いたしております医
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療保険制度全般にわたる改革に向けて診療報酬体系のあり方の見直しを進める一

環として検討を進めていくことが適当であると考えております。 

中医協の委員構成のあり方につきましては、三者構成の問題、病院代表、看護

代表の参加の問題など歴史的経緯もあり、また意見も多岐にわたっております問

題であることから、結論に至るまでには紆余曲折が予想されるところであります。

しかしながら、中医協は、診療報酬を決定する権限を有する厚生労働大臣の諮問

機関でありますので、日本の医療に責任を持つ厚生労働省のトップとして、私の

責任において検討を行い、国民が納得できるような見直しを行いたいと考えてお

ります。 

具体的には、検討に当たって、中医協以外の第三者による検討評価の場を省内

にも設けて検討を行ってまいりたいと考えております。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、どうぞ御審議をいただきたいと

思います。 

（尾辻臨時議員） まず私のことから答えてください。昨日の御発言。 

（宮内議長） 昨日、大臣折衝がございまして、請願についてお話がございました。

この請願の内容は、国民皆保険制度を堅持するという意味で、私どもの考えてお

ります国民皆保険制度の上に、混合診療というものをつくっていくという意味で

は、請願の趣旨と私どもの考え方には齟齬がないというふうに考えております。

以上です。 

（尾辻臨時議員） あんまりひっかかるつもりはないけれども、昨日、国会請願は無

視していいんだといわんばかりの御発言があった。これにひっかかっている。 

（村上臨時議員） それはしておりません。 

（尾辻臨時議員） おっしゃった。水掛け論ならいい。国会請願はちゃんと尊重なさ

る、これだけは確認しておいていただきたいと思います。 

（宮内議長） 混合診療の解禁は国民皆保険を維持した上でということを申し上げ

ているわけです。 

（村上臨時議員） これを見ておわかりのように、請願の内容は、「保険診療と保険外

自費医療を併用する混合診療の導入は、患者の負担を大幅に増やし、国民医療の

不平等を引き起こし、国民皆保険制度を破壊する」というもの。これは論理が飛

躍し過ぎているんですよ。 

（尾辻臨時議員） 事実誤認である。 

（村上臨時議員） 「国民皆保険制度を今後とも堅持されたい」ここだけ見たら、み

んなサインしますよ。それからもう一つ尾辻先生言わせていただきますけれども、

請願というのは、私も大蔵委員長をやったけど、受けるか受けないかについて一

応全会一致が前提の話であって、ほかの委員会のメンバーが、この請願に拘束さ

れるなんてどこにもないですよ。ただ、私が言いたいのは、こういうようなやり

方でやれば、当然みんなサインしますよ。しかし、このことが国民皆保険制度を

破壊するという論理は飛躍し過ぎて、こんなことにサインしたからといって、何

で私ども拘束されなければいけないんですか。 
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（尾辻臨時議員） 国会決議は国会決議でしょう。 

（村上臨時議員） それは違いますよ。請願を受けるかどうかの話じゃないですか。 

（尾辻臨時議員） 請願であったって、これは国会で決めたことですよ。 

（竹中議員） ちょっと先に民間議員の御意見も賜りまして、後で整理をさせていた

だきます。吉川議員。 

（吉川議員） 混合診療の問題について、今、尾辻大臣から御説明があったが、我々

としては、それでは十分でないと考えております。混合診療というのは、まず第

１に患者の選択肢を広げることだ。それからもう１つ、日本の医療が将来健全に

発展していくために必要な制度でもある。この２番目については、そのポイント

は、医療の内容を医療の現場が決めるのか、それとも中央計画当局が決めるのか

という所にある。中央から、こういうものが医療であるというのを決めることに

は限界がある。 

（尾辻臨時議員） 中央からのというのはどこが決める……。 

（本間議員） 中医協が決定をする、ということ。 

（尾辻臨時議員） そういう意味ですか。 

（本間議員） そういうことです。 

（尾辻臨時議員） そこのところをはっきりしてほしい。 

（吉川議員） 具体的には、ある一定以上の水準の病院、これはどういう病院かとい

うことはいろいろ議論があるかもしれませんが、一定水準以上の病院に限って言

えば、これは混合診療を全面的に解禁すべきだ。もちろん事後的な評価を今以上

に厳しくやるということは、これは当然のことだと思いますが、そういう条件の

もとで一定水準以上の病院であれば、これを認めるということだと思います。 

こういうことについては大臣も御承知のとおり、日本外科学会等から具体的な

提案がなされているわけですが、それに対して厚生労働大臣としてどのようにお

考えなのか、その点の御説明を伺っていません。 

それから、先ほどから問題になっている請願。これは村上大臣も言われました

が、国民皆保険制度を維持しようということは全員そう思っているわけです。当

然、我々も医療保険制度というのは大変尊いものであって、これを守ろうという

立場に立っているわけで、それと今問題になっている混合診療の解禁というのは

別のことだ。それを村上大臣は「論理の飛躍がある」という表現で言われたのだ

と思う。この請願は２つの文章からなっていますが、１番目の文章については私

も論理の飛躍があると思う。大臣は先程から請願がとおっしゃるが、請願は確か

に我々としても尊重いたしますが、問題になっているのは、この前半部分が明ら

かに決めつけと言っていいようなことであるわけです。 

その点について、例えば、３大学病院あるいは日本外科学会等からは医師会と

は反対の意見が出ている。明らかに反対の意見があり、しかも全員皆保険を尊重

する、これを維持したいという点ではどこも変わりがないと言っているわけです。

にもかかわらず、こういう決めつけ的な文章が書かれるのは、なぜなのか。この

前半部分の論理の飛躍というのは、私たちの頭の中では「１＋１＝３」というほ
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どの飛躍があるわけです。これが「１＋１が３」というのは、あなた方の理解が

不足しているというのであれば、冷静にわれわれの蒙を啓いていただかなければ

いけない。私はそれこそが厚生労働大臣としてのお仕事だと思います。 

（本間議員） 前回おこしいただいたときに、今回の厚生労働大臣も非常にバランス

がとれてよく理解される、私、そういうような印象も持ったわけですが、今日は

全く正反対の印象を受けております。請願の内容につきまして、我々はこれは全

くの誤解、論理の飛躍、これが極めてある。もしそういうことが横行するのであ

れば、厚生労働省のお立場として、この誤解を解くということが、私は厚生労働

大臣の役割だと思います。 

それは、我々の混合診療は、追加的に特定の部分のところに診療の対象を広げ

たときに、ベースとなる部分についても公的な保険を適用しろと言っているわけ

でありまして、外せと言っている今の現行の混合体制の解禁の阻害をしているわ

けでありまして、我々はそれを維持しろと言っておるわけです。 

そういう意味で、もし仮に混合診療制度の解禁が皆保険を破壊するというので

あれば、どのような理屈でそれが破壊されるのか、本当に混合診療の制度の解禁

が破壊するのか、そうではない別個の利害関係者等の利益の問題があるのか、こ

こはきちんと精査して議論を私はするべきだろうと思います。ここは論理的な問

題であり、決して感情的になるべきテーマではないのだろうと思いますので、ぜ

ひ、その辺のところをよろしくお願いいたします。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 経済財政諮問会議は、いわゆる構造改革を通じて経済の活性化を果た

し、国民の幸せをつくるために存在する会議でありまして、若干、今日の会議の

運行は、真っ正面から議論をして、何かつぶし合いをするような会合は、この会

としてはなじまないと思うんです。ぜひ、今後の議事進行について、冷静に多く

の意見を聞いて、昀も優れた方向でものを決めるという態度でここに臨む必要が

あるということを申し上げておきます。 

（小泉議長） 請願も見たけどさ、混合診療を認めると国民皆保険制度を破壊すると

いう気持ちで我々やっているんじゃないんで、そこをちょっとわかりやすく説明

してくれよ。なぜ混合診療を導入すると国民皆保険制度が破壊されるのか、ちょ

っとそれをわかりやすく説明してください。 

（尾辻臨時議員） これは私が提案者じゃありませんから、提案者に聞いていただく

ことがいいと思いますので。余り私から申し上げて、私の理解が間違っていたら

失礼になりますので、今日私が申し上げるのは控えさせていただきたいと思いま

す。 

（村上臨時議員） 今、大臣が言われたのは、これが破壊するということに対して説

明しないで、これが通ったからこそ、あなたたちちゃんと請願を認めて、それを

尊重しろと、そうおっしゃっているなら、ちゃんとそこを、今、総理の御質問に

答えるべきじゃないですか。 

（尾辻臨時議員） いや、違う。 
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（村上臨時議員） どう違うんですか。 

（小泉議長） 冷静にやってください。 

（尾辻臨時議員） 私が言ったのは、請願の中身の議論をしているわけじゃないんで

すよ。 

（竹中議員） ちょっとよろしいですか。今の議論で私の理解している範囲では、請

願は請願として受けとめる、そのことは皆さんおっしゃっていると思います。国

民皆保険を堅持する、それも皆さんおっしゃっていると思います。しかし、それ

と混合診療が矛盾するということではないのではないだろうかと。それについて

厚生労働大臣としてどのようにお考えか大臣としてのお考えを聞かせていただき

たい。そのような今、議事進行であろうかと思います。 

（尾辻臨時議員） その点で言うと、混合診療が導入される、今日、私どもが提案し

ていることもいろいろありますから、そことの絡みもありますけれども、今まで

言われた混合診療の導入があれば、どうしても患者というのはわらをもすがるよ

うな心境のときが多い。で病院へ行くと、医者が「あなたは保険はきかないんだ

けれども、これをやった方がいいんじゃありませんか。」と言ったときに、患者が

断れるか断れないかといったら、私はこれは普通の患者だったら断れなくなる。

結局、それが自由診療として行われる。 

まさに「患者の負担を大幅に増やし」というのは、そこのことを指しておるん

だろうと、こういうふうに思います。そして、その自由診療のところを、やれる

人はやってもらえる。国民医療の不平等を引き起こす。そして結局、それがひい

ては昀後に国民皆保険制度を破壊するものにつながるんじゃないかという心配が

ある。私はこれを言っておられる皆さんは、こういうふうに述べておられるんだ

ろう、こういうふうに理解をしております。 

（吉川議員） 尾辻大臣の説明されたような事例等については、私たちの理解は180 度

逆である。現行制度では、保険外のと一緒にやると全部本人が負担しなくてはい

けなくなるから、金持ちしかできなくなる。そういうことで、おっしゃっている

こととは逆だ。 

（牛尾議員） 理解が違うということで、次の議論に進められた方がいいと思います。 

（竹中議員） 後でまた整理させていただきますけれども、今について、本間先生あ

りますか。 

（本間議員） 今の大臣のお答えは、「医師供給側にモラルハザードが起こるから、こ

れはやるべきでない」ということをおっしゃっているわけでしょうか。そして、「そ

れを抗する判断能力は患者にはない」ということをおっしゃっておられるのでし

ょうか。それが、混合診療解禁が保険制度を解体、崩壊させる原因になっている

と。我々の提案は、特定の機能病院に対して認めるべきだ、ということを言って

いるわけでありまして、これは東京大学、大阪大学等の大学、あるいは、がんセ

ンターであるとか、そういうところの人々も信用できないということをおっしゃ

っておられるんでしょうか。 

（尾辻臨時議員） まず、昀後のお話ですが、東京大学、京都大学、それから阪大で
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したか、この皆さんは自民党の部会に出てきて全然違うことを言っておられる。

自民党の部会で何と言われたかお聞きになっているでしょうか。このことは御確

認をいただきたい。これを確認してから今の件はお述べをいただきたい。こうい

うふうに思います。 

（本間議員） 私が質問を申し上げているのは、そういう有無という問題よりも、む

しろ特定の機能病院が信用できないから診療報酬、自由診療の枠組みを拡大する

ということが、国民皆保険の部分のところを崩壊させるということをおっしゃっ

ておられるわけですか、ということである。 

（尾辻臨時議員） 信用する、しないは言いません。しかし、少なくとも事実として、

そういう病院の医療費が極めて高い。また、ごく少ないレセプトの枚数で極めて

大きな医療費が支払われている、これは事実であります。そしてその辺のレセプ

トを出してくるところがどういう病院であるかということは、そういったような

病院が出してきている。まずこれは事実としてあります。私は信用する、しない

とは言いませんけれども、そこについては言いませんけれども、そういう事実が

あることだけは申し上げておきます。 

（竹中議員） 時間がちょっと限られておりますので、改めてメインテーマについて、

ぜひもう一度明確にお願い申し上げますけれども、今日の問題の一つのポイント

は、「少なくとも一定水準以上の質の高い医療機関に混合診療を原則、包括的に認

めてはどうか」という御提案でございますので、それに対してもう一度お考えを

お聞かせいただけますでしょうか。 

（小泉議長） それに関連して、混合診療問題の対応において、尾辻臨時議員提出資

料に記述されている「新たな領域については、技術ごとに有効性・安全性等の確

認のための一定の水準の要件を設定し、迅速に対応」ということと、「一定の基準

を満たした病院に混合診療を認める」ということと、これはどういう違いがある

のか説明して欲しい。 

（尾辻臨時議員） 「一定の水準の要件」ということと「一定基準」という、この規

制改革会議が言っておられる「一定基準」ということとの違いだと思うんですが、

これも「一定水準以上」ですね。それで我々も「一定水準」という言い方をいた

しております。ここは、このことについての水準の決め方というのはそれぞれだ

と思いますけれども、私ども言っているのは、「技術ごとに」というところでござ

いまして、この技術ごとにどういう水準がいいのかということをそれぞれ判断し

たいということであります。 

（小泉議長） 「一定の基準を満たした病院」と「技術ごとに有効性・安全性等」の

表現がどう違うの。表現と実際はどう違うの。素人が見るとちょっとわかりにく

いんだけど。 

（本間議員） これは、判断をする基準が特定病院として認知された病院の医師たち、

あるいは研究者等が自分で判断できるかという問題が前者です。特定の病院の診

療は中医協がやりますから、判断する側が厚生労働省、中医協の側で、ここの部

分のところは、いい悪いということを官が決定、公が決定する、そこの差が非常
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に大きい。現実に医療を進歩させる側からすると、認定等が遅れてきますから、

非常に医学の進歩が遅れる、というような議論につながっているおるわけでして。

（吉川議員） 厚生労働省が提案しているような制度だと、一回一回病院がこれはい

いですか、と聞かなければいけない。それに対して、一定以上の病院ならばいい

という方は、一定以上の病院だったら、医療保険をベースにしてから医療を自由

にやってくださいと、なる。 

（小泉議長） それはわかるんだけれども、一定の病院、基準を満たすのが、設定す

るのが難しいんだろ。個別の技術ごとに有効性・安全性を確認する方がやさしく

て、一定の基準を満たした病院を設定するのは難しい、ということを言っている

のか。 

（竹中議員） そういうことじゃないですね。 

（尾辻臨時議員） そういうことじゃないです。今、総理の聞いておられることがわ

かりましたので、もっと具体的にお答えした方がおわかりいただけるだろうと思

いますけれども、例えばこういうことです。私どもが考えていることをずばっと

言います。体外衝撃波というのがあります。私もやったことがありますが……。 

（小泉議長） 超音波で結石を破砕する医療技術で、出血がない。 

（尾辻臨時議員） 衝撃波を与えて腎臓なんかの石を崩すというやつがあります。こ

のごろ、これの実はすい臓のやつもあるんです。すい臓のやつというのは、すい

臓に対する相当の知識がないと難しいと言われております。ですから、こういう

ことも、例えば個別ごとの技術ということの中に考えております。そのときに「一

定水準」とは何を考えているかというと、「５年以上の経験を有する専門知識を持

った専門医が２名以上いる」とか、ここで私ども言っている一定水準というのは

そういう意味であります。そしてその技術というのは、膵石治療という個別の技

術のことであり、それに対して、それ独特の一定の水準をつくる、こういうこと

をイメージしているという意味であります。 

（竹中議員） 宮内議長。 

（宮内議長） 今おっしゃっているのは、結局マトリックスなんです。例えば特定機

能病院というのは、85か所ずっと並べられておりまして、こっちに72ですか、い

ろんな診療の仕方がありまして、何々病院はマル、というのを中医協で決めてい

るわけです。そして、この病院ならこの療法をやってもよろしいというのが特定

療養費制度で、それを拡充なさるというのが厚生労働省の考え方です。私どもは、

マトリックスのうちの一定水準以上のものを決めまして、そこで医者が患者との

間で情報を十分交換した上で、新しい療法をやってみようか、というものである。 

「外国で新しい薬が出た。これを組み合わせてやってみよう」という選択を、

自由に行わせる。これによって、日本の医療は初めて進歩する。今の特定療養費

制度は後追いなんですね。外国できっちりでき上がった療法というのに、日本の

医療機関が追いついてきた段階で、ようやく「よろしい」ということで、中医協

や厚生労働省はマルを打っているわけです。これだと日本からは新しいものは絶

対生まれないという制度になるわけです。そして緊急性の、これは命が明日まで
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しかないという人に、「ひょっとしたらこの療法が」というようなことが、保険診

療との混合では、どこにも許されない。ですから、そこは似ているようで全く違

うということを申し上げたいと思います。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 私はメーカーですから、まるっきり違った観点から物を言いたいんで

すけれども、ここに書いてあります「医療現場の創意工夫を生かせず、我が国は

益々遅れをとる」と書いてありますけれども、日本というのは、今や科学技術創

造立国というのを標榜している。つまり、先端技術をとにかく開発して、他の国

に負けないように立国をしていくことを目的にして今生きているし、これからも

生きていかなければいかんと思うんですけれども、そういう観点からこの問題を

考えるということも非常に必要なんじゃないかと。 

混合診療云々という話も、私に言わせれば、逆に技術の話を言っている話であ

ってテクニカルな話で、一番大事な話は日本の医療が、ある医療技術が本当に先

端的に各国に遅れることなしに走っていけるかという、あるいは前に走っていけ

るかということが一番大事な話である。これは私どもメーカーとしては、それを

絶えず意識していろんなことを、問題があれば、それを乗り越えてやっているわ

けです。だから、医療の分野でも、同じことが言えるんじゃないかと思います。 

（竹中議員） 時間の制約がございますので、昀後に村上大臣、尾辻大臣、一言ずつ

お願いいたします。 

（村上臨時議員） まず、厚生労働省の混合診療の問題に対する基本的考え方なんで

すが、残念ながら、本当に明確に何を言っているかよくわからない。それから迅

速というけど、「迅速に対応」と書いて、どうやって担保するのかということです。 

それから、この中医協の問題なんですが、正直言って、尾辻大臣の責任じゃな

いんです。ほんとに責任じゃなくてお気の毒なんですが、この中医協の汚職や社

会保険庁の不祥事、私は残念ながら外から見ていて、自己改革や自浄能力がない

と見ています。やはり、こういう問題を審議するためには、官邸かどこかできち

っとした人選をして、この問題についてきちっと議論しなければいけないという

のが１つであります。 

それからもう一点は、先ほど宮内議長が申し上げたように、本来は診療報酬と

か医薬品の価格でそこに限定されたのが、いつの間にか権限が膨大になってしま

っているわけですね。これについて、やっぱり偏った委員構成や不透明な運営に

ついて、私はきちっと正すべきだと思います。そのために、医療政策に今までの

ようなめちゃくちゃな影響力を持たせないようにするということが私は非常に重

要なことじゃないかなと、そういうふうに考えています。以上であります。 

（尾辻臨時議員） いきなり、ちょっと私が感情的になったことはお詫びをいたしま

す。ただ、言い訳するつもりはありませんが、私は請願の中身の議論をしようと

したものではありません。昨日のご発言に関し、「国会を侮辱された」と私が理解

し、そのことについて率直な表現をすると激怒をいたしておりましたので、その

件の続きだったということでございます。その点について、私がやや感情的な言
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い方をしましたことについてはお詫びを申し上げておきたいと思います。 

昀後に基本的なことだけ１点言わせていただきたいと思います。医療の検証の

事前・事後の話がありますけれども、少なくとも診療に係る部分は、これは事後

ではやはりまずい。事後では手遅れになるんです。ですから、事前にきっちり審

査をして、いいものはいい、悪いものは悪いという私どもの責任を明確にせざる

を得ない。基本的にそう思いますということだけを申し上げておきたいと思いま

す。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

まず、もう一度確認させていただきますが、請願は請願としてみんな受けとめ

ておりますので、国会を云々というようなことは、これは全くないと、そのこと

は今日のことでもはっきりしていると思います。国民皆保険も堅持するというこ

とははっきりとしております。 

その点からいきますと、混合診療に関しては、今日、総理からも御指摘をいた

だきましたけれども、「混合診療はどうして皆保険制度を破壊するのか」「一定水

準以上の医療機関に混合診療を認めるのは、それはなぜ悪いのか、なぜできない

のか」というその２点につきましては、これは大変申し訳ありませんが、やっぱ

り今日の議論でもなかなかわからないというのが結論であろうかと思いますので、

ここは引き続き、ぜひ尾辻大臣には御努力をいただきたいと思います。 

それから中医協の改革につきましては、村上大臣から自浄能力が疑われている

んだという厳しい御指摘もございましたので、尾辻大臣は、大臣自らの責任にお

いて、きちんと改革していくという御方針であろうかと思いますので、こうした

厳しい点も踏まえまして、ぜひ年末までまだ時間がございますので、総理の御方

針を実現すべく御努力をいただきたいというふうに思います。総理から。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） それでは、どうも今日はありがとうございました。 

（以 上） 
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