
 

平成 16 年第 32 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
 
(配付資料) 

○平成 16 年 7-9 月期ＧＤＰ（二次速報値）及び平成 15 年度確報について（内閣府） 
 

(概要) 

○経済情勢と定率減税について 

（竹中議員） 今朝７－９月期のＱＥの２次速報を発表した。配付資料の「平成 16 年

７－９期ＧＤＰ（二次速報値）及び平成 15 年度確報」にもある通り、実質成長率は、

前期比で 0.1 ％増（年率 0.2 ％増）となる。名目成長率は前期比 0.0 ％である。
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経済情勢と定率減税については、前回、既に御議論をいただいているので、その議

論も踏まえて、冒頭、問題提起として、私の立場から発言をさせていただく。 

定率減税の廃止・縮小は、財政の健全化と税体系の適正化という観点から、これ

は必要であると私自身も考えている。 

一方、経済状況については、基本的に景気回復は続いているが、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思っている。 

こうした中で政府としては、2006 年度に名目２％成長の実現を目指すことになっ

ているので、この点は重要だと思う。このため、民間部門に対して、税と保険料の

両方で過度の負担増が生じないように、十分に配慮しなければいけないということ

であろうかと思う。 

これは私見であるが、例えば、単年度でＧＤＰ比 0.5 ％程度、2.5 兆円程度、こ

の程度の負担増は、財政の健全化の観点から甘受すべきであると思うが、例えば、

ＧＤＰ比１％、５兆円に達するような負担増は、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考えている。 

いずれにしても、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る。それとの関連でもさらに十分に配慮して議論する必

要があると思う。 

以上の点を踏まえると、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、廃止・縮小という結論を出す場合は、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思う。 

（本間議員） 私は基本的に、今、竹中議員の整理は全くそのとおりだと考えている。

税制学者及び財政学者という立場で言えば、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は変則である。

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を移譲する際に、変

則のままでこれを実施することはあり得ないわけなので、この２年あたりで、それ

をどう制度的に姿、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ると思う。 

ただマクロ経済のパフォーマンスについて、我々がコミットメントしている部分

があるわけで、それは竹中議員のお話の中にもあったとおり、平成 18 年度にはデ

フレ克服という大きなターゲットがある中、名目成長率２％を目標にしていること

と、あるいは 2010 年に向けて、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ことがある。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

と思う。とりわけ、平成 17 年度、平成 18 年度の動きを考えてみると、三位一体の

改革で補助金の削減は国と地方で１兆円ぐらいある。それから一般歳出の削減とか、

社会保障、税負担の増加が定率減税を除いても 1.9 兆円程度あるかと思う。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

があると思うので、ぜひ今後も諮問会議でも議論の対象にお願いをいたしたい。 

（谷垣議員） 実質成長率は前期比わずかだが、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

はないかと思っている。 

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うが、平成９年の時の

記憶というのが非常に大きいわけである。あの時は、７月に始まったアジア通貨金
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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が実体経済に大き

く影響を及ぼしたと思う。当時と比べると、現在は不良債権処理等の進展により、

金融システム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

ているが、今回の負担増はトータルでも約 3.3 兆円で、定率減税を段階的に廃止す

ると、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思う。 

それから、定率減税の縮減・廃止が国・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う。 

（中川議員） 今の、本間議員の税制・財政のお立場からの御発言は、全くそのとおり

で、我々も税制・財政というものを考えなければならないが、特に私の立場からは、

前回と同じ趣旨で、経済に与える影響について申し上げる。今、谷垣議員から平成

９年のお話があり、前回、吉川議員からも定率減税廃止を決めた後の経済的な色々

なリスク要因等の御説明があった。まさに現在は非常にデリケートな時期であり、

あえて２点申し上げる。１つは、原材料高、原材料の需給、見通しも含めた不安定。

それからもう１つは為替。これはドル、人民元安と言った方がいいかもしれないが、

これに対してアメリカ政府が、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

もあり、その中でファンドが今はおとなしい動きだが、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。今 100 円を超えないという１つの大

きな壁ができているようだが、また円高に一層振れていったとき、産業界に与える

影響というものは、コスト負担、レガシーコストみたいな形になってくる。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思う。 

（奥田議員） 前回、一応私のスタンスを申し上げたが、竹中議員の今の発言の「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だけれども、こういうことをやっていけばいいのではないか

という感じがする。 

（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

ろんな議論があるけれども、この内閣は構造改革をして経済を活性化する。その１

つのターゲットが 2006 年の２％から始まると考えれば、今は谷垣議員がおっしゃっ

たことをやるにしても、そこに非常に重点を置いて考える、規制撤廃も加速する、

2006 年の三位一体の改革、税制改革の時でも、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） 恐らく議論はたくさんあると思うが、あえて、冒頭発言させていただい

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ると、幾つかの懸念もあるという

ことも１つの合意だと思う。ついては、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％の達成は極めて重要であるので、

今は税の議論をしているが、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う。 

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い

る。 
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○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、「中期的な経済財政運営に向けて」という民間４議員

連名の資料を説明する。 

財政再建が大変重要な目標である。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つの大きな論点を挙げてい

る。 

まず第１は、たった今、定率減税の議論を行ったが、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る。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、成果目標の設定と事

後評価を強化する必要があるということである。さらに、現在三位一体の改革が進

んでいるが、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。 

それから２番目の大きな論点として、歳出・歳入の一体的改革を行う。現在のと

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。歳出・歳入の一体的な改革ということで４つ論点を挙げている。 

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、これをきちんと数字で展望を示す。これ

はある意味では当たり前のことである。これをきちんとやる必要がある。 

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だが、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番目は、三位一体の改革等を踏まえて、地方の中期的な財政運営をどのように

展望するか。 

４番目は、歳入面について、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、ということである。 

それから次のページ、「３．地方財政の中期展望」について、2010 年台の初頭ま

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が、財政再

建というのは、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。そのために、国の方がやることはもちろんで、

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、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。 

国の予算から見てみると、非常に大きい歳出分野として、公共投資、社会保障、

それから地方、の３つがある。 

公共投資については明確な数値目標を掲げている。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いる。 

社会保障については、先ほど申し上げ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。 

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

だから、残りの１つである地方についても、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
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いかと私たちは考えている。 

具体的にどういうことが考えられるかというと、資料には、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％台の前半であったが、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、私たちは今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、この歳出削減を進めていくべきではないかといって

いる。 

いずれにしても、マクロの数値目標も含め、こうした地方財政計画の策定に当た

っては、三位一体の改革の全体像を踏まえることは当然だが、中期目標に沿った透

明な形で、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い

る。 

（麻生議員） 今出された紙の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」と書いてあるが、これは今回三位一体の中でも地方との協議の

場というのが出来て、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、細田議員のとこ

ろで話が出て、地方六団体の前で言われているので、これはぜひその場を利用され

たらいいと思っている。 

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 年度までの全体像が、大議論の末やっとまと

め上げたばかりであり、それでも税源移譲は３兆円ではなく、２兆 4,000 億円。約

８割しかいっていないという状態。これで２の③のところに書いてあるように、こ

の成果がまだ見極められていない段階が今の状況だと思うので、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。地方はかなり疑っている。本当に

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こないので、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。多分、地方から見た財務省に対する見方だと思っている。総務省と

しても同じような考えがある。 

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いるので、前向きにぜひ取り組まなければいけない問題だと思

っているが、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

ていかなければいけないから、法定率の引上げ等々いろいろ考えなければいけない

ところだと思っている。国と地方の協議の場を利用してやっていかなければいけな

いし、例の後手になっていた経常経費等、投資的経費の乖離の話やら何やら、これ

は一体的に解決していかなければいけないと思っている。吉川議員が言われたよう

に、これは国と一緒にやっていかなければいけないと口頭ではおっしゃっているが、

これは紙だけしか残らないということになると、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。実施主体は地方ということになるので、これは

単独事業だけではない。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けないところだと思

うので、これは谷垣議員にぜひお願いしておきたいと思っている。 

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
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いく場所だと思っているので、中期目標はしっかりしたものをつくるというのは大

事なところだと思う。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

とだろうと思っているが、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。そんなことはないと口頭ではお話が出て

いるが、この文章からはなかなかそんなことは読めないのではないかという感じが

する。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いるのに、唐突に地方財政についての具体

例として、ＧＤＰ比 15％等と数字を入れて提案がなされている。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のではないかと、私

はそう思っている。総務省から言ったら、「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うので、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いる。 

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、これは平成９年度の話やら何やら以前の話

に戻ってきての話だと思うが、平成元年から平成５年までが確か法定率でおさまっ

ていたと思う。その時に比べ、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も、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創設し、新たに地方

負担とすることになった。吉川議員、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いる。これは単純になかなか比較できないところだと思ってい

る。この２枚目のところは、今申し上げた点について、もう少しきちんと国の分と

かを言っていただかないと、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う。 

（谷垣議員） 珍しく麻生議員と一緒のところもある意見を申し上げると、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・地方双方の納得できる形

で歳出削減、これは極めて大事なことだと思うが、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が、やはり数値目標を議論する前に、さっき麻生議

員もちょっとおっしゃったが、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。「例えば」ということならこれ

でも結構だが、これから具体的な数値目標というのは、議論を積み重ねなきゃいけ

ないと思う。 

（吉川議員） 両議員からのお話は、特に２枚目のところだが、これは口頭を信じてい

ただきたいというか、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、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、麻生議員が少し問題にされたが、私も先ほどの発言で強調したつもりだったが、

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、谷垣議員から今幾つかの具体的な論点があった。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。 

（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、１兆円、１兆 5,000 億円の狭間の中で、交付

税の部分のところ、地方財政計画の部分のところ、お答えになっている。 

（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った。 
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（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あり、そ

のレンジの中でどういう具合に説明をしていくかと、こういうようなことが伏線で

あるので、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だから、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は、自然だし、当然な

のではないか。 

（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、麻生議員のような雰囲気で読まれるとい

うことは十分我々も意識しており、そういう点で御意見については、私ども承って

いる。 

（奥田議員） 私から申し上げたいが、大幅な歳出カットということはいつも言われる

が、その中で地財に関係があると思うが、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

出ている。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。 

（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いる。もう１つ

は、その地域にある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

いくと、人口８万の町だが、そこに「麻生セメント」という企業があるから、これ

と比較はできるが、隣に同じような人口六万何千の町があるが、ここにはそういう

企業がない。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ないから、その町の企業と比べたら、こんなに違っちゃうと

いうことになると思っている。法律的にはそういうことになっている。 

それからラスパイレス指数について、今、全国で 100.1 になったと思うが、筑豊

あたりで町長10期 40年という最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 である。ここは、多分、日本で一番低い方だ。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大物。やっている人はやっていると

思うが、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

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

と思う。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という話をみんないる中で申し上げた。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あるが、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ないが、後世の評価は、

総理がどこかで言われたそうだけど、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いるので、こちらの評価の方が後世高

くなるかなと思っている。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いる。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うが、そんな感じがしている。 

（牛尾議員） 後世というのは 10 年ぐらいか。 
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（麻生議員） その通り。10 年はかかると思う。10 年一昔だから、10 年はかかると思

っていただかないと。 

（竹中議員） それでは、簡単にとりまとめる。幾つか細かい議論も含め、国と地方の

協議の場の活用というようなお話が出ているが、これについては、これは内閣官房

で官房長官の御意見もあろうかと思うので、引き続き御検討いただくということか

と思う。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ったので、

「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う。 

   今回の議論で最も重要なことの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う。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う。その際に、民間議

員のペーパーにもあるように、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、麻生議員、谷垣議員には御努力、御尽力を賜りたいと思う。引き続き、

これは議論をさせていただきたい。 

 

ここで細田議員から、「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。 

（細田議員） 「社会保障の在り方に関する懇談会」について報告する。 

この懇談会は、本年７月に第１回会合を開催し、本日５回目をおこなった。社会

保障の一体見直しに関する視点の議論から始めて、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。 

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る。 

内容としては４つあるが、１が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。 

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いる。 

今日の議論では、例えば、石氏は税調会長、笹森氏は連合会長、西室氏は経済界、

杉田氏はマスメディア、潮谷氏は地方の代表であり、宮島氏は座長であるが、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、そこはそうで

はないと、それぞれ個人の立場で卓越した御議論をいただき、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

う議論もあったが、そういうことで、本日、現時点で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こととなった。 

（竹中議員） 社会保障のあり方については、次回の諮問会議で御審議をいただく予定

である。 

 

（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） 
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○規制改革（混合診療）について 

（村上臨時議員） 規制改革・民間開放については、11 月の当会議において、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報告し、御審議いただいたところである。その後も、規制改革・

民間開放推進会議において、年末の答申に向け、審議、調整を鋭意進めてきたとこ

ろである。 

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、

尾辻臨時議員と私の間で閣僚折衝を行ったところである。調整の進捗状況等につい

ては、後ほど宮内議長より御説明いただきたいと思っているが、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、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

な隔たりがある。年末まで時間も限られてきたが、成案を得るべく引き続き努力し

ていくので、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

する。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長 以下、「宮内議長」） ただいま村上臨時議員

の話にあったように、混合診療の解禁について進捗状況を報告させていただく。ま

た、前回の当会議で御議論のあった中医協のあり方の見直しについても触れさせて

いただきたいと思う。 

混合診療の解禁については、11 月 15 日の当会議で御審議いただいた。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ような意見が強か

ったと思う。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、引き続き検討し、再度当会議で議論する。このような過程

で今日ここに出席させていただいた。 

ただいま村上臨時議員の話にあったように、厚生労働省の事務次官等の幹部との

協議、さらには昨日、尾辻臨時議員との閣僚折衝をさせていただいた。現在までの

ところ、厚生労働省からは具体的な回答を得ていない状況であり、厚生労働省の考

えとしては、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

ないと理解している。私どもの主張する混合診療の解禁については反対であり、譲

る気配はないと考えられる。 

総理の御指示があり、このような状況であるということについては、やはり問題

ではないかという考えもあるかと思う。今日は、ぜひ前向き御回答をいただき、解

禁の結論をいただきたいと思っている。 

私どもの会議の提出した資料の１ページ目を見ていただきたい。当会議の考え方

については、繰り返し議論しているが、一部誤解が生まれているので改めて申し上

げたい。 

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いる。このスタンスは当初から変わっていない。当会議が主張

しているのは、広く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。このような前提で、先進医療など保険カバーでき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。 

当会議は、安全性等の確保の重要性についても認識しており、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
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して申し上げている。総理も同様の認識を前回の会議でされている。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い

る。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

れている。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ると思う。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ある。 

したがって、繰り返しになるが、特定療養費制度での対応ではなく、少なくとも

一定水準以上の質の高い医療機関に限定し、混合診療を包括的に認めるべきである

と考えている。医療技術の世界は日進月歩である。日々急速に高度化していく医療

技術を官が１つ１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

なる。これでは多様化し、緊急を要する患者の切実なニーズに応えることはできな

い。医療現場の創意工夫も起こらず、日本の医療はますます世界から遅れていく。

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る。 

２ページ目に参考として出しているが、実際の患者や病院等から、ここに書かれ

ているような声も寄せられている。以前にも一部紹介しているので、繰り返さない

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と、先進医療を担う現場から続々と解禁の要望が出

されている。こうした現実の問題に直面している人々の声に対して真摯に耳を傾け

て、私どもの主張している点に御理解いただきたいと思う。 

次に、中医協の問題に触れさせていただく。次のページをご覧いただきたい。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ある

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

しまっている。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ある。ま

た、委員構成についても、医師会などの一部の偏った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る。委員の任命に当たっては、開業医が中心

の医師会が５名もの推薦枠を持っており、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いる。 

こうした問題を背景にして、犯罪行為の舞台になったと思う。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うが、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いる。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つ中医協を厚生労働省外へ解体的再設置すること

を含め、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う。その検討

についても、厚生労働省外の第三者機関において行い、早急に結論を得るべきであ

る。 

（尾辻臨時議員） 混合診療の問題だが、総理から年内に解禁の方向で結論を出すよう

にとの指示を受け、各方面からの意見も伺いながら、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。 

12 月３日には、医療関係者の間で様々な意見があっ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、一定の基本的方向性がとりまとめられた。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、それから特に新し

く加わった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。 

厚生労働省としては、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、患者の立場から個別に見たときに、保険外の

 10



 

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

ある。 

資料にあるが、具体的には、特定療養費制度につい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。現行制度の他に、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

講ずることとしている。 

最後に申し上げるが、私としては、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、良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、これは極めて重いことである。一議会人として申し上げるが、これを

破ることは自殺行為になるので、私はここから一歩も出るわけにもいかないし、出

ませんということを申し上げておきたいと思う。これが混合診療のことについての

私の説明である。 

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あったので、今日改めて、議事録

に残る形で明確に御意見を述べておいていただきたい。 

次に、中医協の見直しについての問題である。中医協においては、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る。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している。 

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た検討が必要

と考えている。これについては、法律改正が必要となる可能性がある事項もあるこ

とから、平成 18 年に予定している医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と考

えている。 

中医協の委員構成のあり方については、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いる問題であること

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る。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るので、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いる。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

りたいと考えている。 

（宮内議長） 昨日、大臣折衝で請願についての話があった。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、私どもの考えている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

は齟齬がないと考えている。 
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（尾辻臨時議員） 昨日、国会請願は無視して良いのだといわんばかりの御発言があっ

た。 

（村上臨時議員） そういったことは言っていない。 

（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

のですね。これだけは確認しておいていただきたい。 

（宮内議長） 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。 

（村上臨時議員） 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ふやし、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」といいうもの。これは論理が、飛躍し過ぎている。 

（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

なサインする。しかし、混合診療の導入が国民皆保険制度を破壊するという論理は

飛躍し過ぎではないのか。 

（尾辻臨時議員） 国会決議は国会決議である。 

（村上臨時議員） 決議したことは、請願を受けるかどうかについてである。 

（尾辻臨時議員） 請願であっても、これは国会で決めたことである。 

（吉川議員） 混合診療の問題について、尾辻臨時議員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る。混合診療というのは、まず第１に患者の選

択肢を広げることである。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、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ことを決めるには限界がある。 

（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） そういう意味か。 

（本間議員） そういうことである。 

（尾辻臨時議員） そこのところをはっきりして欲しい。 

（吉川議員） 具体的には、ある一定以上の水準の病院、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ないが、一定水準以上の病院に限って、混合診療を全

面的に解禁するべき。もちろん事後的な評価を今以上に厳しくやるのは当然のこと

だが、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

とだと思う。 

こういうことについては、日本外科学会等から具体的な提案がなされているわけ

だが、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

を伺っていない。 

それから、先ほどから問題になっている請願。村上臨時議員も言われたが、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。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

上臨時議員は「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つの文章から成っているが、１番目の文章には私も論理の飛躍があると思う。請

願は我々としても尊重するが、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にあるわけである。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
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は、どこも変わりがないと言っている。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」というほどの飛躍である。これが「１＋１が３」となっ

ているのは、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。それこそが厚生労働大臣としての仕事だと

思う。 

（本間議員） 前回お来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、という印象を持ったのだが、今日は全く正反対の印象を受

けている。請願の内容について、これは全くの誤解、極めて論理の飛躍がある。も

しそういうことが横行するのであれば、厚生労働省の立場として、この誤解を解く

ということが、厚生労働大臣の役割だと思う。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、我々は皆保険を維持しろと言って

いるわけである。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、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するべき

だろうと思う。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

いと思うので、ぜひ、よろしくお願いしたい。 

（牛尾議員） 経済財政諮問会議は、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るが、今日の議論の進み方は、若干、その趣

旨に馴染まないものになっている。冷静に多くの意見を聞き、最も優れた方向で物

事を決めるという態度で臨む必要がある。 
（小泉議長） 請願を見たが、我々は、混合診療を認めると国民皆保険制度が破壊され

るという認識でやっているわけではない。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、分かり易く説明して欲しい。 
（尾辻臨時議員） 私はこの請願の提案者ではなく、理解が間違っていたら失礼になる

ため、今日私がご説明するのは控えさせていただきたい。 
（村上臨時議員） 尾辻臨時議員が「請願を尊重せよ」と仰るのであれば、総理のご質

問に答えるべきではないか。 
（尾辻臨時議員） 私は、請願の中身の議論をしているわけではない。 
（竹中議員） 議論を整理する。請願は請願として受けとめることは皆が表明しており、

国民皆保険制度を堅持することについても皆が表明している。しかし、そのことと

混合診療の解禁は矛盾しないのではないか、という点について、厚生労働大臣とし

てのお考えを聞かせていただきたい。 
（尾辻臨時議員） その点で言うと、どうしても患者はわらをもすがるような心境の時

が多い。混合診療が導入されれば、病院へ行って、医者が「保険はきかないが、こ

れをやった方がいいのではありませんか。」と言えば、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、このことを指していると思う。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。そのことが、結局は

最後に国民皆保険制度を破壊することにつながる恐れがある。私は、このことを言

っている方々は、こういうことを述べているのだろうと理解している。 
（吉川議員） 尾辻臨時議員が説明されたような事例については、私たちの理解は 180

度逆である。つまり、現行制度では、保険外の診療を一緒に行うと、全て自己負担

になるため、金持ちしかできないことになる。 
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（本間議員） 尾辻臨時議員は「供給側の医師にモラルハザードが起こり、それに対抗

できる判断能力が患者にはない。このことが、混合診療解禁が国民皆保険制度を解

体・崩壊させる原因になるため、やるべきではない。」と仰っているのか。我々は、

特定の機能病院に対して認めるべきだ、と言っているわけだが、このように高度な

機能を有する機関も信用できないということだろうか。 
（尾辻臨時議員） そのような機関の方々が自民党の部会に出てきて全く違うことを言

っている。このことはご確認いただきたい。その上で、今の件をお話いただきたい

と思う。 
（本間議員） 私が質問しているのは、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ことが国民皆保険制度を崩壊させるという

ことを仰っているのか、ということである。 
（尾辻臨時議員） 信用する、しない、は申し上げない。しかし、少なくとも、そのよ

うな病院の医療費は極めて高い、という事実がある。また、わずかなレセプトの枚

数で、極めて大きな医療費が支払われている。 
（竹中議員） 「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）認めるべき」という御提案に対し、もう一度お考えをお聞かせいただきた

い。 
（小泉議長） 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、どのような違いがあるのか説明して欲し

い。 
（尾辻臨時議員） 私が述べているのは、技術ごとにどういう水準が良いかをそれぞれ

判断したい、ということである。 
（小泉議長） 「一定の基準を満たした病院」と、どう違うのか。 
（本間議員） これは、判断をする基準の問題、つまり、特定病院として認知された病

院の医師や研究者等が自ら判断できるかどうかという問題である。厚生労働省、中

医協が判断、官が決定する場合との差が非常に大きい。現実に医療を進歩させる側

からすると、認定等が遅れるため、非常に医学の進歩が遅れる、という議論につな

がってくる。 
（吉川議員） 厚生労働省が提案しているような制度では、病院が「これはいいですか」

とその都度聞かなければならない。それに対して、「一定の基準を満たした病院に

混合診療を認める」ということは、一定以上の病院であれば医療保険をベースにし

ながら医療を自由に行える、ということである。 
（小泉議長） それはわかるが、つまり、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。 
（尾辻臨時議員） 総理のご質問の趣旨が理解できたので、より具体的にお答えしたい。

例えば、体外衝撃波というものがある。 
（小泉議長） 超音波で結石を破壊する医療技術で、出血がない。 
（尾辻臨時議員） 衝撃波を与えて腎臓などの石を崩すというものだが、最近は、すい

臓に対応できるものもある。すい臓に対応するには、すい臓に対する相当の知識が

ないと難しいと言われている。したがって、個別に技術ごとに確認する対象の中に

考えている。そのときの「一定水準」とは何かと言えば、「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」など、そういう意味である。つまり、
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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、ということをイメージしている。 
（宮内議長） 今のご説明は、結局、マトリックスだということ。つまり、特定機能病

院が表に並べられており、いろいろな診療の方法について、何々病院はマル、と中

医協で決めているということである。 
今回の厚生労働省の提案は、この病院ならこの療法をやってもよいというものを

拡充する、というもの。私たちの提案は、マトリックスのうち一定水準以上の病院

を決めて、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

ていただく、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」という自由を選ば

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

である。外国できちんと出来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」とマルが打っていけるものなので、日本から

は新しいものは絶対生まれない制度になる。そして、緊急性の、命が明日までしか

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。したがって、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。 
（奥田議員） メーカーとして、違った観点から申し上げる。宮内議長が提出された資

料に「医療現場の創意工夫が生かせず、我が国は益々遅れをとる」と書かれている

が、日本という国は、科学技術創造立国を標榜している。つまり、先端技術を開発

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、今生きているし、こ

れからも生きていかなければいけないと思うが、そういう観点からこの問題を考え

ることも非常に必要ではないか。混合診療という問題も、技術の話に限れば、日本

の医療技術が先端的に各国に遅れることなく、あるいは前に走っていけるか、とい

うことが一番大事である。私どもメーカーとしては、それを絶えず意識して、いろ

いろな問題を乗り越えてやっている。医療の分野でも、同じことが言えるのではな

いかと思う。 
（村上臨時議員） 厚生労働省の混合診療の問題に対する基本的考え方については、残

念ながら主張が明確に理解できない。また、「迅速に対応」とあるが、書くだけで

はなく、どのように担保するかが問題である。 
 中医協の汚職や社会保険庁の不祥事の問題については、私は、残念ながら、自己

改革や自浄能力がないと見ている。やはり、こういう問題を審議するためには、官

邸などできちんとした人選をして、きちんと議論しなければいけない。また、宮内

議長が指摘されたように、中医協について、本来は診療報酬とか医薬品の価格、点

数づけに限定されていた権限が、いつの間にか膨大になってしまっている。やはり、

偏った委員構成や不透明な運営について、きちんと正すべき。そのために、医療政

策に今までのような大きな影響力を持たせないようにすることが非常に重要だと

考えている。 
（尾辻臨時議員） 議論の冒頭に少し感情的な言い方をしたことについてはお詫びする。

私は、請願の中身の議論をしようとしたわけではない。昨日のご発言に関し、私は

「国会を侮辱された」と理解し、怒りを覚えていたため、やや感情的な言い方にな

ってしまった。 
最後に基本的なことだけ１点言わせていただく。医療の検証について事前・事後

の話があったが、少なくとも診療に係る部分は、事後ではやはり問題がある。事後

では手遅れになる。したがって、事前にきちんと審査をして、良いものは良い、悪
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いものは悪い、という形で、厚生労働省の責任を明確にせざるを得ない。このこと

だけは、申し上げておく。 
（竹中議員） まず、再度確認させていただくが、請願については皆尊重して受けとめ

ており、国民皆保険制度を堅持することも、はっきりしている。ただ、総理からも

御指摘をいただいたが、「混合診療はどうして国民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ことはなぜ悪いのか、なぜできないの

か」という２点については、今日の議論でもなかなかわからないというのが結論で

あろうと思う。ここは引き続き、ぜひ尾辻臨時議員に御努力をいただきたい。 
中医協の改革については、村上臨時議員から自浄能力が疑われるという厳しい御

指摘もなされた。尾辻臨時議員は、厚生労働大臣の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と思われることから、年末までにまだ時間がある

ため、こうした厳しいご指摘も踏まえ、ぜひ総理の御方針を実現すべく御努力をい

ただきたい。 
 

（以 上） 


