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――巻　頭　言――

本書は平成21年３月13日に日本医師会が主催した「平成20年度 医療政策シンポジウム」

の内容をまとめたものです。

わが国が現在、抱えている重要な課題に、急速な人口の高齢化と、本格的な人口減少社会

の到来があります。われわれが生きている時代に人類が経験したことのない「超高齢化社会」

が出現するのです。しかしながら、このような社会構造の変化にどのような理念あるいは具

体的な政策を持って対応していくのか、残念ながら、わが国は充分な答えを持っていません。

一方、「超高齢化社会」を支える医療現場は、これまでの医療費抑制政策によって著しく

疲弊しております。厳しい状況にあっても地域医療の第一線では、国民の医療を守るために

懸命に努力が重ねられています。そして、国民と医療関係者の悲痛な叫びを受けて、国はよ

うやく今、医療、介護等の社会保障の拡充に向けて舵を切りつつあります。

医療担当者である日本医師会は本年２月、「グランドデザイン2009」を作成して、医療の

あるべき姿を指し示す新たなガイドラインとして公表したところです。

今般の米国が震源地となった金融危機は、先進諸国のみならず全世界の実体経済に波及し、

特に貿易立国である日本経済は甚大な影響を受けております。そういう状況の下で、わが国

の未来を支える社会保障の財源をどのように確保していくかは喫緊の課題です。

今回のシンポジウムでは、わが国の社会保障政策、財政政策に造詣の深い大学教授の皆様

と財務省主計局主計官を講師に迎え、それぞれの立場から社会保障財源のあり方等について

率直なご意見をいただきました。また後半のパネルディスカッションでは、社会保障と医療

財源のあり方等を巡って熱のこもった討論が行われました。

本小冊子に取りまとめました講師の皆様方による真摯な討論、そして日本医師会からの提

言が、わが国の医療が直面している諸問題の解決の一助となれば幸いです。

最後に、本シンポジウムの趣旨にご理解をいただき、ご出席を賜わりました講師の皆様方

に心より感謝申し上げます。

平成21年５月

日本医師会 副会長　竹 嶋 康 弘
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皆様、こんにちは。平成20年度医療政策シ

ンポジウムの開催にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。

寒いと申しましても、さすがに３月の半ば

近くなりますと少し穏やかになりました。今

年は暖冬のため桜の開花も早いとの予報で

す。

さて、米国のサブプライムローン問題に端

を発したこのたびの世界経済危機は、日本経

済に大きな打撃を与えています。不安定な政

治情勢も相まって、国民の間に生活不安が広

がっている状況にあります。

一方、長期にわたる医療費抑制政策によっ

て、医療現場は著しく疲弊しています。地域

医療、なかでも小児医療、産科医療、救急医

療などの建て直しは喫緊の課題であり、早急

に具体策を講じて医療崩壊の拡大を防ぎ、地

域医療提供体制を強化して、国民の安心を確

保することが重要です。

将来への安心・安全が見通せない状態で

は、国民は安心して働くことができず、決し

て経済発展も望めないでしょう。このような

時こそ、国は、国民の生命と生活を守る社会

保障に対して、明確な理念を示し、国民の安

心を保障する責務があると考えています。日

本医師会では本年２月、「グランドデザイン

2009」を公表し、医療のあるべき姿の実現に

向け、提言を行ったところです。

本日、「わが国の未来を支える社会保障－

社会保障財源のあり方」をテーマに、シンポ

ジウムが実現いたしましたことはまことに意

義深いと思います。実りある成果を収めるこ

とを祈念するとともに、本日ご講演いただく

講師の先生方の多大なるご協力に厚く御礼申

し上げます。また、本日ご来会の皆様方の一

層のご活躍、ご健勝を祈念いたしましてご挨

拶といたします。

挨　拶

日本医師会 会長

唐澤　隹人
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一番手を務めさせていただきます慶應義塾

大学の田中でございます。

住民の受療を保障するため、そして医療提

供体制を維持・発展させるために社会保障財

源を増やす方策を考えるには、医療を囲むさ

まざまな環境、マクロ経済や財政、そして時

の政治を動かす考え方をしっかり捉えて議論

を組み立てなくてはなりません。

最近20年間だけを見ても、日本の経済・社

会はいろいろと変貌を遂げてきました。変わ

ってきた時代環境の下、政治の根幹にある思

想も動きますし、どの分野にお金を使うかも

変わってきます。近年の歴史をふりかえると、

1990年代の日本は公共事業が華やかなりし頃

でした（図表1）。いまだに医師会の先生方

の一部には、「公共事業を削れば医療に回す

財源をえられる」とおっしゃる方がなきにし

もあらずですが、まさに90年代はそのとおり

でした。

一転して2001年からの小泉内閣および安倍

内閣の時代には、日本型新自由主義と市場経

済原理主義の組み合わせが6年間政権中枢に

あって、世の中もその方向に動きました。社

会保障給付の伸びは抑制され、公共事業支出

は激減させられました。

他方、2008年の社会保障国民会議報告は、

政治潮流の方向変化を表していると思いま

す。報告の中にはまだ旧来の流れを示す文章

も散見されるとはいえ、全体としては社会保

障を重視する方向に舵が取られています。

2009年はまた全然様子が違って平時ではな

くなり、不況対策のためなら使えるものは何

でも使おうと話が変わってきました。

講演Ⅰ

社会保障財源と
制度設計の思想

慶應義塾大学大学院
経営管理研究科教授

田中　　滋

医療単独では考えられない
財源政策

蘆図表1
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こうした時代環境ごとに、そのときのある

べき医療政策を考えなくてはいけません。も

ちろん良き医療の理念は変わらないし、安易

に変わってはならない。医療システムの存在

意義は患者さんのためであり、この国に暮ら

す人たちの安心感のためです。しかし医療の

財源政策は、医療単独では論ずることができ

ません。

医療提供体制については、患者を第一に、

医師をはじめ医療を支える人々、および医療

機関を囲むさまざまな産業などが守り、築い

ていけばよい。この姿勢は崩してはいけませ

んが、財源は一般の経済から来るわけです。

企業や働く人々の所得税、すべての生活者が

払う消費税、被用者保険と国民健康保険被保

険者が納める社会保険料などから成り立って

います。これらは、経済状態の影響および時

代の思想の影響を受けてしまいます。その状

況を正しく捉えることが、財源政策を考察す

るためには不可欠のステップです。それを以

下にお話ししていきます。

わが国のバブル経済は1991年に崩壊してい

ます（図表2）。バブル経済のピークは、株

価ベースで言えば平均株価が38,915円まで上

がった1989年の12月29日で、まもなく20年た

ちます。その後強烈なブレーキがかかった結

果、1991年2月以降、バブル経済はあっとい

う間に崩壊します。

この後に続く「失われた10年ないし12年」

の間、何回か日本経済は本当に危なかった時

期がありました。1997～98年の不況の時もそ

うでした。アジア経済危機と、日本の代表的

金融機関の行き詰まりが起きたころです。バ

ブル経済崩壊に対応するために経済に対して

取られた手立ては、橋本内閣と小渕内閣が代

表ですが、金融面の建て直し以前に、ともか

くGDPギャップを埋める需要を作る、とり

わけ政府の公共事業を通じて需要を喚起する

政策が中心になっていました。

公共事業なども含む、政府が行う橋や道路、

学校や一部のソフトウェアなどに対する投資

支出のことを、経済用語、マクロの政策用語

では「公的資本形成」と言います。単年度で

使い切ってしまわないものに対する支出のこ

とですが、バブル経済崩壊後は毎年35兆円以

上の金が８年間にわたってつぎ込まれまし

た。この時の大蔵省は大変だったろうと思い

ます。中央政府の一般会計税収は、1990年に

は60兆円ありましたが、途中で行われた減税

もあって1999年には47兆円まで下がっていく

なかで、公的資本形成については大きな額の

支出を続けていかなければならなかったから

です。

当時の国民医療費は、1992年には23.5兆円、

1999年には30.7兆円と増えてはいるのです

が、公的資本形成の金額に比べると小さい。

この時期ですと、「国民生活の安心の基は医

療と公共事業のどちらが重要か」という問い

バブル経済崩壊後に大きくなった
｢公的資本形成｣

蘆図表2
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かけは、たしかにかなり意味を持ちました。

90年代には、公共事業に回すよりは、たとえ

ば「あまり車の通らない地方道や農道を造る

よりは、医療に使ったほうがよいのではない

か」と主張することの意義は大いに認められ

たでしょう。

特に1993年から96年の間は、公的資本形成

支出が毎年40兆円を超えていました。とても

税収から義務的経費を引いた額では足りない

規模です。同時期の４年間の国民医療費は

24.4兆円から28.5兆円と報告されています。

その倍とは言いませんが５割増しとか、３割

増しとか、そのぐらいの額が公共事業等に使

われていた、こういう時代がありました。こ

の頃の記憶が頭のなかにあるものだから、い

まだに公共土木事業費が医療費をはるかに上

回ると思っていらっしゃる方が時々おられま

すが、それはまったく間違った認識です。

2001年以降は様変わりします。先ほど言い

ました日本型新自由主義が政権中枢をおさえ

たからです。きわめて単純化した言い方をす

ると、政府が責任をもつべき支出を切り詰め

る、削減する、これをもって構造改革と呼ぶ

に等しいような政策が取られたと思います。

構造改革とは、本来の意味、つまり世の中

のさまざまな経済や社会構造を良い方向に改

めていく政策であるとの理解に基づけば、国

民の望む構造改革の結果、政府支出が増える

現象だってありうるはずです。しかし現実に

は、政府を小さくすることをもって構造改革

と呼んできました。民営化、独立行政法人化、

国家公務員数の減少、われわれの分野で言え

ば診療報酬や介護報酬の抑制があたかも構造

改革とイコールであるような理解を世の中に

与えてしまいました。政府が責任をもつ支出

縮小の結果は、言うまでもなく医療提供体制

の疲弊や介護分野の閉塞感です（図表3）。

もう１つの大きな問題は、国民・生活者の

間で経済格差が拡大したことです。格差が拡

大すると言っても、下の生活水準が保たれつ

つ上に広がっていく格差拡大と、下が底抜け

して貧しい層がさらに貧しくなる格差拡大と

は影響が異なります。もちろん上にも下にも

広がる格差拡大が起きる事態もありうるでし

ょうけれども。

現実の値ではなくイメージ的な表現で表せ

ば、年収500万円の人は500万円のままで、

2,000万円の人が3,000万円になっていくタイ

プの格差拡大は、それも格差拡大とはいえ、

社会生活に与える不安感はずっと少ないはず

です。ところが上が2,000万円のままで、500

万円層が300万円や200万円の年収に落ちてい

く事態の下では、健康保険料や年金保険料が

払いづらくなるかもしれないし、さらには受

療も介護サービス利用も手控えざるをえなく

なるといった、単なる所得格差の広がりを超

えた悪い格差拡大が起きてしまいます。

日本では、所得が相対的に高い人がますま

「医療提供体制の疲弊」と
「経済格差の拡大」

蘆図表3
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す高所得に変わっていく方向の格差拡大はあ

まり起きませんでした。アメリカの一部の経

営者のように年収100億円台の報酬はわが国

ではありえないとしても、日本の中の上ある

いは上の所得の人たちの多くが特段に豊かに

なったわけではありません。せいぜいのとこ

ろ所得が維持されたと見ればよい。

問題は、雇用の安定が失われると共に、所

得階層が下に広がる、下の底が抜けてしまっ

た格差拡大が起きた点です。

加えて、市場経済原理主義に立つ人々から

は、「市場経済でない分野は遅れている」と

攻撃されました。医療はそのメイン・ターゲ

ットの一つだったと言えます。医療は財の性

質上、完全な市場経済によってでは公正な配

分ができないどころか、効率的配分もできな

い財なのに、「市場経済導入がブロックされ

ている遅れた分野だ」「市場経済導入に反対

するものは守旧派だ」とのレッテル貼りが行

われ、株式会社の医療参入自由化論や混合診

療全面解禁論が声高に語られました。

市場経済原理主義による医療改悪に対抗す

るために、医師会も、厚労省も、病院界もか

なりの努力を行いました。幸いなことにわが

国社会の良識をもって株式会社の医療参入自

由化論や混合診療全面解禁論などは防ぐこと

ができましたが、攻防に無駄な時間を使わさ

れた点は否めません。

その影響の例は、高齢者の医療費を若年世

代がいかに支援するかにかかわる制度作りで

す。評判の悪かった後期高齢者医療制度です

が、高齢者のための医療制度の骨格は、実は

1990年代末に大体でき上がっていました。今

回2008年に始まった形の骨格の考え方は、ほ

とんどその時と同じです。よく「日本経済失

われた10年間」なる言葉を聞きますが、同じ

ように「前向きの医療政策の展開にとって失

われた３年間か４年間」と言えるでしょう。

社会保障費の自然な伸びを抑制しようとし

た政策に反対する議論を展開することは簡単

で、また医療関係者は皆そのように努力して

きたのですが、問題は、「なぜそうした議論

が医療費抑制策に対峙するポリティカル・パ

ワー、政治力を獲得できなかったのか」とい

う点ではないでしょうか。ここは冷静に分析

しておく必要があります（図表4）。

「医療費が足りない。その結果、多くの医

療機関の経営が危なくなっているのみなら

ず、特に急性期医療提供体制が全体として崩

壊しかかっている。だから、抑制はやめるべ

し」と、医療関係者は訴え続けてきました。

この医政シンポジウムでもそのようなテーマ

の会が開かれました。医療人、病院や診療所

の側にとってみれば医療費不足は現状そのも

のに他ならず、問題は実態の訴え方の不足で

はありません。将来に向かっての戦略を構築

するためには、なぜそうした訴えがなかなか

世間全体の同感を得られず、そのため構造改

医療費抑制策に対抗できなかった
3つの理由

蘆図表4
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革路線に対峙する力として結実できなかった

のかを改めて分析しなくてはなりません。

できなかった背景には、できなかった理由

があるはずです。医療費不足については、国

際比較等からみても事実認識として間違いな

い。しかし、政策は事実認識だけでは動きま

せん。

私は理由を３つに絞って説明したいと思い

ます（図表5）。

第一は、医療側の中では共通の認識があっ

たかもしれないけれども、患者・住民との連

帯が乏しかった点です。典型的には、このご

ろは減ってきましたが、かつては新聞などで

も「日本の医療費は高騰を続けている」と記

述され、国民はそう思わされてきました。住

民対象のアンケートや、インタビューによる

と、「日本の医療費をどう思いますか」とい

った問いに対しては「毎年著しく高くなり続

けている」と答える例が珍しくなかった。た

とえ実際には医療を使っていない世代の回答

でさえそうでした。いわばそう思い込んでし

まっている。ここに１つ、実態とのギャップ

が見られます。

第二に、医療側がどういう自己改革を提示

してきたか、そして実行してきたか。社会の

納得を得るには十分でなかったのではないか

と指摘できます。

第三に、急性期医療における医師不足や医

療費不足を訴え、医療費増を目指す運動を行

ってきた方々の唱える財源論の一部が、デー

タが古かったり、出所のエビデンスが乏しか

ったりする点です。これら３つを、われわれ

は反省しておく必要があると考えます。

1997年から2006年の10年間に、医療費の国

民所得に対する比率は1.3ポイント上がって

います（図表6）。この数値は確かに上がっ

たように見えますが、年あたりでみると、医

療費は年平均1.5％しか増えていません。高

齢化のスピードと医療技術の進歩を考える

と、年平均1.5％の増とは、世界の経済的先

進国の医療費の伸び方の水準からすると少な

い。多くの国ではこの10年間にはもっと高い

率で増えています。

日本で医療費対国民所得比が上がった理由

は、分母の国民所得が減ったからです。10年

かかって10兆円減っているのです。年平均

0.3％減でした。医療費対国民所得比は分数

なので、分母が小さくなれば分数の値は大き

蘆図表5

医療費対マクロ経済比高騰のトリック

蘆図表6
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くなったように見えて当然ですね。7.57%か

ら8.88%なので、２割がた上がったように見

えます。つまり、医療費が増えたせいではな

くて、わが国マクロ経済の長い不況が原因で

あり、医療費はあまり増えていないにもかか

わらず、医療費高騰ととられてしまった。こ

ういう正しい説明の国民に対する普及が弱か

ったことが挙げられます。

また医療費を年齢階層別に見ると、同じ

1997年から2006年の間に、１人あたり一般診

療医療費はすべての年齢階層で低下していま

す（図表7）。75歳以上は１人当たり74.6万円

から64.9万円まで大きく減りました。ただし

人口の比率が、１人当たり医療費が高い高年

齢層に移るので、加重合計値は増えて、図表

6に示したように、年平均1.5％増えたわけで

す。

ただし、決して、それぞれの年齢層が昔よ

りも医療費を多く消費するようになった、あ

るいはもっと悪い表現をすれば、無駄が増え

たなどとは言えません。医療は効率化してき

ました。入院日数は短縮化してきたし、高度

な医療技術が広まり、そして年齢階層別１人

あたり医療費は下がっているのです。

こういう分析をわれわれは持っていたし、

医師会も持っていたのかもしれませんが、国

民の多くはこのようなことは気がつかなかっ

た。伝わらなかったと言えるでしょう。

もう１つ、医療費のうち、比喩的にいえば

「患者が医療機関の窓口で払う」、具体的手段

は現金でもクレジットカードでも小切手でも

請求書に対する事後的振り込みでも何でもよ

いですが、受療した患者家計が直接に負担す

る、英語で言う“out of pocket”支出の割合

が日本は高い。

仏・独・英が大体同じぐらいの水準です。

マクロで見た医療費のうちの10％ちょっと、

これはWHOの統計からの引用ですが、図表

8のような値になっています。

公的医療保障制度が限られているアメリカ

でも、雇用主が多くを負担する私的医療保険

は発達していますから、患者が直接に負担す

る割合は15.5％にとどまります。なおアメリ

カでは、公的保障の対象にもならず貧しくて

医療を受けられない人がいるので、分母すな

わち医療費からも、分子すなわち自己負担分

に現れない不幸が存在します。医療を受けな

い以上、医療費はゼロで、当然ながら窓口負

蘆図表7

患者の｢窓口負担の医療費｣が
高い日本

蘆図表8
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担もゼロとなります。そういった人たちが

2,000万人や3,000万人いる可能性があります

が、実際に受療し、かつ家計から払っている

額で言うと15％と、カナダ、スウェーデンな

どと同じぐらいです。

それに対して日本の値は高いですね。マク

ロ経済に占める医療費の割合が少ないにもか

かわらず、患者は支払いを多く受け持たされ

ています。多く受け持たされている患者はど

う考えるでしょうか。医療費を抑制すると、

自分の自己負担金額が少なくて済むと思って

しまうわけです。高い負担割合のせいで、医

療費の伸びは、すなわち自分が払う金額が高

くなって大変だと感じてもやむをえない。

本当は、医療費をきちんと増やすことと、

社会保障制度がきちんと機能し患者自己負担

を過大にしないようにすることは両立可能な

はずなのに、そうした連携をとれた話し方が

できなかったのではないでしょうか。

数年前は「医師による立ち去り型サボター

ジュ」が指摘されていましたが、現在、日本

各地で「患者による立ち去り型サボタージ

ュ」、つまり患者が受療を延期する、ないし

は受療頻度を減らすなどの現象が報告されて

います。

国保の保険料を払えない家計は400万世帯

に近く、うち保険証を取り上げられてしまっ

た数が33万世帯と最近厚労省から報告されま

した。こうした事態の根源は社会保障の制度

設計にかかわる問題と捉えなくてはなりませ

ん。中流層の厚さを前提とする社会保険制度

の綻びなのです。

しかし、そのような綻びが見えている時に、

社会保障をどうするかを論ずるより、個別の

病院や病院団体は対応策として未収金防止策

と未収金回収策に走ってしまったように思い

ます。確かに個別の経営体としては必要な手

段ですから、それ自体は当然の努力ですが、

この問題は社会保障制度論まで踏み込まない

ままでは、患者との連携にいたらなくても不

思議はない。払えるのに払わない患者は論外

として、払いたくとも払えない家計の増加が

原因で病院と患者の対決になってしまうよう

では間違った方向です。

次に医療側の自己改革力不足に移ります。

まず、急性期入院を担う病院、２次・３次救

急医療を担う病院が、先の社会保険制度の綻

びと同じく、やむをえないこととはいえ、全

体の改善論に優先して医師の獲得競争、看護

師の獲得競争に力を注いでしまった（図表9）。

第二に、開業医と病院機能との連携はうま

くいっているところが、まだ新聞や雑誌に載

る段階にとどまっています。つまり、地域の

急性期病院と開業医師は多くの場所であまり

増える「患者による立ち去り型
サボタージュ」

依然弱い、医療側の自己改革力

蘆図表9
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つながっていない証拠です。患者紹介と逆紹

介だけでは地域連携充実とは言いがたい。急

性期病院が地域社会に果たす機能を、開業医

が院内に入り込んで助ける形態は、まだエピ

ソードベースで、美しい、進んだ事例として

の紹介が載っているにとどまります。急性期

病院とは大切な「箱」、社会資本であって、

箱の機能をいろいろな形で地域が支えなけれ

ばいけないのに、ミクロの医師獲得競争に走

ったりしています。

第三に、公立病院改革の主眼が費用削減に

なってしまっている悲しい実態から明らかな

ように、公立病院の危機が進行しています。

公立病院を地域としてどう活かすかという視

点ではなく、公立病院の赤字をどうするかが

首長の関心事のようです。公立病院が果たし

ている役割は地域ごとに違います。明らかに

すでに不要な公立病院もあるし、高い機能を

果たしている公立病院も存在します。そうし

た区別なしに、赤字対策だけが取り上げられ

ている状態に対する改革案の提示があまりな

されてこなかった。

第四に医師の養成については、分野を超え

た普遍的な専門医制度を日本はまだ作れてい

ない（図表10）。日本学術会議が総理に提出

した要望に記しましたが、わが国の専門医制

度は学会ベースの個別の制度の色彩が強く、

分野別や地域別の数の専門医育成のコントロ

ール策が作られていません。また医局機能が

弱まったにもかかわらず、それに代わる医師

の品質保証の仕組みが新たに築かれていない

ために、後期研修医制度の人たちの品質にば

らつきが著しく起きるようになったと、現場

の40歳代医師からの声を聞きます。

次に財源論に移ります（図表11）。先ほど

公共事業が中心であった日本経済の時代があ

ったと説明しました。ところが小泉政権時代

における一番の削減対象は、公共事業関連だ

ったのです。中央の全省庁と地方自治体を合

わせた公的資本形成の金額は1995年、年間42

兆円に及んでいましたが、2007年にはちょう

ど半分、21.1兆円まで減らされています。う

ち、国家財源による土木建築費、いわゆる公

共事業費に至ってはもっと減っていて、26.7

兆円だった額が11.8兆円と半減以下に締めつ

けられたところです。

つまり、上記の定義ではなく日常語でいう

「公共事業」に対する支出を減らせば医療費

蘆図表10 蘆図表11

他分野の支出削減を求める
時代ではなくなった
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が増えるといったタイプの議論は、実は今は

あまり効果がなくなってきていると理解しな

くてはなりません。しかも現在の公共事業費

の過半以上はメンテナンス費用になってきて

いるので、新規の支出は多くありません。

加えて、「国民生活のためにもっと法人税

を取れ」という声も一部では唱えられていま

すが、法人税は2003年度から2007年度にかけ

ての経済の好況もあって、対GDP比で毎年

0.4％ずつ増えてきました。また各国が国際

競争上の配慮から法人税の減税を行ってきた

結果、わが国の法人税対GDP比は経済的先

進国中もっとも高いグループに属している事

実も考慮しなくてはならないでしょう。

貧弱な財源論ではいけないことのまとめと

して、「ほかの費目の支出を削って医療費を

増やす提案」が空論である点を明らかにして

おきます（図表12）。2002年から2008年を見

ると、社会保障に対する国庫負担は18.3兆円

から21.8兆円に増えているのです。

それに比べると、公共事業費は同じ６年間

で8.42兆円が6.73兆円に縮んでいます。防衛

費も4.96兆円から4.78兆円に減りました。ま

た国の、ある意味で将来を決める大事な支出

である文教科学費も、地方に財源を移譲した

せいもありますが、国庫負担は6.7兆円から

5.31兆円まで減っています。

こうした状況下では、「防衛費を削れば」

「教育費を削れば」「公共事業費を削れば医療

費は増やせる」と主張すると、それらの側の

専門家たちと喧嘩になるだけではないでしょ

うか。論争になれば先方は「医療費には無駄

があるように思える。費用効果の低い医療費

を削ってでも国防に回せ」とか、「国の未来

を担う教育費、科学研究に回せ」とおっしゃ

るはずです。そのような論争で時間が費やさ

れると、喜ぶのはきっと財務省主計官かもし

れません。「財務省は新たな財源確保に努力

してほしい」との要求が弱まるだろうからで

す。

次は中期的な見通しについて話しましょ

う。大きな方向転換の兆しは、昨年の社会保

障国民会議の第2分科会によるシミュレーシ

ョンに見られます（図表13）。その中身につ

いて、日本医師会として必ずしも全面的な賛

成ではない向きは承知していますが、少なく

ともマクロ的に見れば、「構造改革を行うと

医療費が増える」と発表してくれたわけです。

蘆図表12 蘆図表13

短期・中期的医療提供体制の
方向性とは



16

実に10年ぶりに近い、「医療や介護の構造改

革により支出が増える」と論じた。この転換

で私はよいと思います。

さらに2009年になってまた経済財政状況は

様変わりし、不況からの脱却のため、少なく

とも景気底割れを防ぐため、ともかく手段を

幅広くとって需要を喚起しなければいけない

との政策が重視されています（図表14）。

年初の短期重点プロジェクト、「経済成長

戦略」の3本柱の１つは健康長寿でした。医

療・介護を合わせた市場規模現状41兆円を

2025年には90兆円にする、雇用も385万人か

ら670万人まで増やし、医療･介護の基盤強化

のためにも予算をつけるとの内容が示されま

した。さらに経済危機対策でもっと大きな額

が、各種基金作りなどを通じて医療・介護分

野に投入する方策が練られているようです。

短期はまさに不況対策一色ですが、中期で

は、医療提供体制に対する問題意識に応えな

くてはなりません（図表15）。短期では変動

支出に影響しない資本コストの部分は出すこ

とはできるが、毎年毎年の医療費を増やし続

けるためには、大きな改革が必要だからです。

以下にそのほんの一部を示します。

まず地域完結型医療に向かう裏方の努力と

しては、細かく分かれた医療機関が法人レベ

ルで統合したり、機能を補完したりする際の

法整備が求められます。M＆Aを含め、異な

る法人格同士の合併や統合、公立病院と社会

医療法人の統合などに対する手立ては今のと

ころ存在しません。医療サービスの側だけで

はなく、法人サイドの未来志向統合のための

方策づくりにも注力すべきです。

第二に、わが国の救急医療機能が疲弊して

います。現在機能しているところも、これか

ら先10年を見通すと２次、３次救急を担当で

きる医師養成が不足していると専門家は心配

しておられる。特に先に触れた公立病院が弱

体化することの影響も勘案しなくてはなりま

せん。

第三に、急性期医療の後方機能はまだ弱い。

在宅医療と回復期リハビリテーション病院

は、一昔前よりかなり整備されてきましたが、

亜急性期については、全日本病院協会などで

は随分と体制づくりにがんばってこられまし

たが、一層の整備が欠かせません。

最後に社会保障と財源について申し上げま

す。日本は、低い社会保障給付が続いてきま

蘆図表14 蘆図表15

低負担、低福祉は｢健康格差｣
｢階層格差｣を生み出す
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した（図表16）。この原因は、他の分野が多

く取ってしまっているからではなく、わが国

の税金や社会保険料負担が低いからです。

税・社会保障負担が低い状態はよいことと

思いがちですが、必ずしもそうとは限りませ

ん。税・社会保障負担が低ければ手元に残る

金が多いとの誤解はもっともとはいえ、低い

税・社会保障負担とは、社会的に必須のサー

ビスを使う際の高い利用者負担と同義である

ことを忘れてはなりません。

医療を必要とする時、介護が不可欠になっ

た時、教育を受ける時、保育サービスが欠か

せない時に、利用者、つまりは病人や要介護

者を抱える家族、子供をもつ若い夫婦が高い

利用金額を払わされる。加えて、保育や施設

介護では、待ち行列という形で、高い時間的

な負担をさせられてしまうのです。保険料か

患者自己負担か、税か授業料かが典型ですが、

税金と社会保障負担で皆が広く薄く負担する

か、一部の人に負担を集中させるかの違いと

言えるでしょう。

格差社会においては、支払い能力の差から

利用にも格差が生じます。そしてそれは健康

格差になってきています。日本福祉大学近藤

克則教授の書物などによれば、健康と所得は

はっきりと逆相関を示している。つまり、低

社会負担は結果として低給付、低福祉になる

ので、決して低い税・社会保障負担がよい社

会指標だとは思えません。教育格差を生じる

階層再生産も問題です。

医療・介護分野に関しては、階層格差が存

在し、かつ高齢者という必ずしも社会保険制

度に向いていない人たちが増えているなか

で、社会保険制度だけでよいか、社会保険制

度財源に対して消費税をどのぐらい繰り入れ

るべきかを議論しなくてはならない時代で

す。

私は、第一義的には社会保険制度を表に出

し続けるべきであり、負担できる人および雇

用主は社会が必要とする保険料を負担能力に

応じて納付すべきだと思っています。ただし、

社会保険制度とは、基本的に中流層、中所得

層が助け合う仕組みの色彩が強い。階層格差

と高齢化で社会保険に全面的には向いていな

い人が増えているときに、社会保険制度機能

から外れる人ができる限りでないよう、保険

財政を支える財源の一部として、消費税財源

を有効に活用する議論をもっとしなくてはな

りません。

図表17は、医療・高齢者ケア・保育・生

活保護・貧困者向け住宅などにあてられる社

会支出の国際比較を示しています。日本の数

値が少ない様子がよく分かりますね。2005年

のOECDデータによると、アメリカはさすが

に少ないですが、ヨーロッパ諸国に比べて10

ポイント程度低い。先ほど言いましたように、

税・社会保障負担も低い代わりに、社会サー

ビスのための公的支出も少ない。ゆえに利用

者自己負担が高いわけです。

蘆図表16
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図表18をご覧ください。フランス、イタ

リアは別ですが、イギリス、アメリカ、ドイ

ツ、北欧、オーストラリア、カナダ、ニュー

ジーランドなどではいわゆる２大政党制にな

っています。極右政党とか、宗教政党の小さ

い政党は存在していますが、メジャーな政党

は２つになってきている。この２つの政党が、

片方は市場経済政党で、片方はそれ以外を唱

えるような国はありません。どの国の２大政

党とも市場経済支持です。

片方が財界寄りの自由党といった名前で、

イギリスでは保守党、アメリカでは共和党で

すね。こちらの側は、相対的に小さな政府論

に立脚しています。

もう一方、労働党とか社民党、アメリカで

は民主党に相当する側は、相対的に大きな政

府を主張します。あくまでも相対的にであり、

両方とも市場経済をベースにしたうえで、政

府機能の大小を論じ合うわけですが、そのと

きの中身の違いは、基本的に広義の社会保障、

別の言い方をすれば再分配の大小にかかわる

意見です。

それぞれの国にもいろいろな時代がありま

したが、さまざまな政権の変化を経て、成熟

した社会になってみると、経済の生産部門は

自立してくる。公共財である警察や消防、国

防は別とすると、政府の機能としてどこまで

役割を果たすべきかの意見の違いは、再分配

のあり方に尽きるのです。再分配を国家とし

てしっかりと保障するのか、それとも再分配

が相対的に小さい自助社会でいくのかに関す

る選択です。

相対的に大きな政府、といっても再分配面

に絞り込んで大きな機能を政府および住民の

代表が果たすほうが、より社会が安定し、経

済活力も増すと唱える側は社会保障機能を重

視します。再分配に関して相対的に小さな政

府を信ずる反対側は、医療や介護について、

民間経済を通ずる自助努力を強くしたほう

が、経済社会がより効率的になると唱える。

ただし、後者が軍事面では大きな政府を求め

た例はブッシュ政権が代表ですが。

こうした再分配、社会保障制度を対決軸と

する選挙に日本はなっていないのではないで

しょうか。こういう切り分けが、10年以内に

起きたら素晴らしいと思っています。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

蘆図表17

｢中福祉・中負担国家｣を
目指すべき日本の社会保障

蘆図表18
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ご紹介いただきました財務省主計局の太田

と申します。よろしくお願いいたします。

お手元に「社会保障給付と税負担及び保険

料負担」という題で資料をお配りしています

ので、それに基づいてお話をいたします。話

のなかで意見となる部分は、私の個人的な見

解だということでお許しいただきたいと思い

ます。

お手元の資料は、たぶん会場の先生方から

すると「こんなことは知っている」という話

が多いのだろうとは思っています。それでも

なお、この類の資料を説明させていただくの

は、今、私は昨年の夏から厚生労働の担当の

主計官になりましたが、その前に地方財政の

担当の主計官を３年やっておりましたので、

そのころを含めて、こういう趣旨のお話は、

お集まりの医療の関係の先生方だけではな

く、国会や地方議会の先生方、私どもの審議

会の先生方、あるいは介護の関係の先生方な

どに、いろいろな場所でこういうことを話し

ているのだとご理解いただければと思いま

す。

それではまず、図表1と図表2をご覧くだ

さい。この部分は、先ほど田中先生のほうか

ら時代環境なり、そういうものをよく把握し

て物事は考えなければいけないというご指導

をいただきましたが、社会保障の場合は、基

本的に重要なことは、短期ではなくて、中長

期的にその制度をどう仕組むかということだ

と思います。そういう意味で少し長いターム

でご覧いただこうとしている資料です。

政府、特に厚生労働省からは、「先々この

ようになります」という資料はよく出ますが、

その先々と同じぐらい昔に遡る資料をあまり

並べて出すことがないので、それをあえて並

べて示したものです。

社会保障の仕組みというものを基本的に支

えるのは、その一国の経済であり、その一国

の国民の人口構成ということだろうと思って

います。

図表1の一番直近の2007年をご覧いただく

と、名目GDP成長率は1.3％、それから人口

のうち65歳以上の方が21.5％、約２割という

講演Ⅱ

社会保障給付と
税負担及び保険料負担

財務省主計局主計官
厚生労働係担当

太田　　充

社会保障を支えている
経済と人口構成
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蘆図表1

蘆図表2
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状況にあります。

よく使われるのが、2025年、2050年ですが、

そのときの成長率がいくらになっているかと

いうのは残念ながら分からないのですが、人

口の推計をすれば、65歳以上の方は、2025年

には約３割になり、2050年には約４割になる

と見込まれています。

2007年から2025年、2050年と先を見るのと

同じように、逆に過去に遡って大体同じぐら

いのタイムスパンを取ると1990年、1965年と

いう５年刻みの年次になります。

1965年というのは、ある意味でわが国の社

会保障の制度ができて、あるいは拡充された、

ちょうどそのころと思います。左の上に書い

ていますが、1961年（昭和36年）に国民皆年

金、皆保険という仕組みができ上がり、1973

年（昭和48年）には福祉元年ということで大

幅に社会保障制度が拡充されたという時代で

す。

そういう、制度ができた時代には、名目

GDP成長率は、1965年の単年で見れば11.3％

という数字ですが、10％を超える名目GDP

成長の時代であり、総人口に占める65歳以上

人口の割合は6.3％ということで１桁台のパ

ーセントの割合でした。

それが2007年時点においては相当変わって

います。当然その経済なり人口構成の推移に

応じて、制度というのは変えていかなければ

ならないし、変えていく努力はしていますが、

はっきり言えば、これだけ変わっているほど

には制度をなかなか変えきれていません。制

度を変えるのにはいろいろな意味での軋轢が

あるので、そこまでなかなか変えきれないと

いうのが正直なところです。

そういうなかで、さらにこれから先をどう

睨んでどうするかということが、われわれに

突きつけられている課題だと思っています。

小泉内閣の最後の年になりますが、「骨太

2006」というのが決まっていて、現時点にお

いても、それが一番中心となっている政策と

いうか方針であり、そのなかにおいて社会保

障関係費については、伸びは認めつつも

2,200億円を削減するという目標になってい

ます。先ほど田中先生から「大変評判が悪く

て」というようなお話がありました。この仕

事をしていると大変批判を受けることが多い

2,200億円の目標なのですが、それを決めた

ときに何をやっていたかというと、2011年に

はプライマリーバランスを黒字にする、少な

くとも赤字ではなくするという話があっての

ことでした。その2011年、あるいはその先を

どう考えるかということで、図表2の人口ピ

ラミッドがこのような形になるからという部

分が非常に大きいポイントだろうと思いま

す。

人口ピラミッドをご覧いただきますと、

2007年時点においては、75歳以上の方が約

10％、約１割、それから65歳以上の方も12％、

約１割ということです。医療費は75歳以上の

方で全体の約３割、65～74歳のまでのところ

の約１割の人口に対して約２割というのは、

先生方、よくご存じのとおりですが、そうい

う年代の方の状況です。

この2007年時点においては、いわゆる団塊

経済や人口構成の変化に対する
社会保障制度の課題

なぜ、2011年を目標とするのか
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の世代と言われる昭和22年～24年までに生ま

れた方々が、まだ65歳までは達していないと

いう状況になります。ずっとわが国を支えて、

あるいは引っ張ってきていただいたのがこの

方々で、現時点、2007年においては60歳前後

で、まだすべての年代よりも一番多く、わが

国の中枢でいらっしゃるわけです。

2011年というのは、その方々、団塊の世代

の方がぎりぎり65歳にならないという年で

す。要すれば、団塊の世代の方々が基礎年金

の受給の対象や介護保険の第１号被保険者の

対象になる前に、プライマリーバランスを赤

字ではなくするということをやっておかなけ

ればいけないということだった訳です。

逆に言いますと、団塊の世代の方は、2015

年になればすべて65歳を超えられる時代にな

り、その先の2025年になれば、すべて、今人

口１割で医療費３割である75歳以上の年代に

達します。そうなると、社会保障全体のお金

がどれだけかかるかというのは、ある意味で

推測できますから、その時までにやれること

はやっておかなければいけないということな

のです。

それでは、何ができるかというと図表3を

ご覧ください。これは、国際比較をした社会

保障に係る給付と負担についての図表です。

欧米諸国と比較すると
日本は「中福祉」？

蘆図表3
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負担については保険料は社会保障の負担なの

ですが、税金は社会保障以外に、公共事業や

教育等にも係るので、そのすべての税金およ

び保険料の負担を国際比較して、国民所得を

国際比較したものです。

先ほど中福祉中負担というお話がありまし

たが、それがそうであるかどうかという議論

の数字としては社会保障に係る給付、上の欄

に書かれていますのがその給付の部分です

が、一番下が年金、その上が医療、さらにそ

の上が介護、それからその他になります。

アメリカから日本、イギリス、ドイツ、フ

ランス、スウェーデンと低いほうから高いほ

うに並べてありますが、ご覧いただければ分

かりますように、年金については、アメリカ、

イギリスよりは上回りますが、それ以外の欧

州諸国よりは少し下回るというぐらいかと思

います。医療は、アメリカ、イギリスとほと

んど同じぐらいで、他の欧州諸国よりは、こ

れも少し下回るぐらいです。介護とその他を

合わせた部分というのは、アメリカは上回り

ますが、その他の欧州諸国よりはだいぶ下回

る水準だろうと思います。国民所得に対する

比率にすると、日本は26.2％という数字にな

ります。

ただ一般的に言えば、高齢化が進めば進む

ほど、社会保障の給付というのは増えざるを

えない状況になります。高齢化率を比較しま

すと、高齢化率は下に書いてあるように、そ

こに並べてある国のなかでは日本が一番高く

21.5％です。その高齢化率と比較してみれば

どうかということであり、「中福祉だ」「医療

費はイギリスよりは少し下ぐらいなのだから

中福祉だ」という方もいれば、「高齢化率か

らすればそこまでいっていないのではない

か」、あるいは「水準の問題だけではなくて

若干綻びがあるのではないか」といった議論

も当然あるのだろうと思います。

一方、負担のほうですが、下の部分が国の

税金および地方の税金として負担をいただい

ている部分、上の部分が社会保険料として負

担をいただいている部分です。これは日本は

アメリカよりは少し高くなっていますが、イ

ギリスを含めてヨーロッパ諸国よりは相当低

いという格好だろうと思います。

代表的な税目の１つである消費税率で見る

と、下に書いてあるとおりで、イギリス、ド

イツ、フランス、スウェーデン、すべて10％

台後半から20％台というなかで、わが国の消

費税率はご存じのとおり５％ということで

す。

ちなみに、日本より少し上というイギリス

と比較すると、国民負担率、国民所得に対す

る比率では、わが国は38.9％、イギリスは

49.2％ということで、差の分は９％ほどとい

うことになります。

下の注意書きをご覧ください。その（注１）

のところには、分母になっている国民所得の

額を書いてあります。わが国の国民所得は、

（注１）の２行目に出てきますが、367.7兆円

と書いてあります。イギリスと比較すれば、

その負担が９％ぐらい低くて済むということ

は、367.7兆円に９％ぐらい掛けると34兆円

ぐらい負担が少なくて済んでいるという数字

になります。

わが国の今の消費税は１％、2.6兆円です

から、34兆円ぐらいというのは、消費税換算

すると34兆円を2.6兆円で割ると13%ぐらいの

負担について「国が責任を持つ」とは
「国民が責任を持つ」ということ
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数字になります。

何かというと「国で責任を持て」と言われ

ます。「国で責任を持て」というのは、私ど

ものような国家公務員がもっときちんとしろ

ということでしたら、それはきちんとしなけ

ればいけないと思います。しかし、わが国の

場合の負担というのは、ご存じのとおり国民

主権国家であり、民主主義国家です。「国で

責任を持って負担をしろ」ということは、

「国民の皆さんで責任を持って負担をしろ」

とおっしゃっていることです。「国で責任を

持て」ということは、「国民の皆さんで責任

を持って負担をしてくれ」ということです。

皆さんは分かっておっしゃっていると思う

のですが、多くの場合、私がこの仕事をさせ

ていただいていると、「国で責任を持て」と

いうのは、「俺じゃなくて誰かが払え」とい

う気分でおっしゃっている方が大変多いと思

っています。しかし、「国で責任を持て」と

いうことは、「国民で責任を持て」というこ

とであり、民主主義国家であり、国民主権国

家である以上、国民の皆さんがそれを負担し

なければいけないということだけは、どうし

ても分かったうえで議論させていただかない

と、なかなか議論が進まないのだろうと思っ

ています。

次に図表4は、年金、医療、介護のそれぞ

れの仕組みです。給付の額が中ほどに書いて

あり、利用者が窓口で負担する部分、保険料

で負担する部分、それから税金で負担する部

国が8割負担している
社会保障の税金

蘆図表4
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分があります。

一番左の年金でご覧いただくと、基礎年金

の国庫負担を2分の1にするというのがずいぶ

ん話題になったので税金半分だと思われがち

なのですが、それは基礎年金の部分です。年

金全体では、厚生年金というサラリーマンの

方の分は保険料のほうが大きいので、税金で

負担している部分は、図表4のように約18％

ということになります。

医療については、税金で負担している部分

は37％程度、介護については51％程度という

ことになります。

もう１点だけ、私は地方財政を担当してい

たことが長かったのですが、税金の負担とい

っても、国の税金の負担と地方の税金の負担

ということがあります。これは国対地方とい

う議論をすると、大体地方のほうがかわいそ

うだとすぐなるのですが、それぞれどういう

負担になっているかを分かっておいていただ

いたうえで、議論していただかなければいけ

ません。社会保障の税負担のうち、国と地方

の負担を考えると、一番大きい年金で言えば、

この税負担というのはほとんど国の負担で

す。

それから医療は37％の税負担のうち、大体

国が３分の２、地方が３分の１という負担に

なっています。それから介護は50％ほどの税

負担のうち、大体国が半分、地方も半分とい

う負担になっています。

後ほどお話ししますが、今の税金の負担の

うち、トータルで見て年金、医療、介護、全

部含めたところで国と地方の割合を考える

と、大体国が８割、地方が２割、社会保障の

税金負担では、国が約８割で地方が約2割負

担をするという仕組みになっています。

次に図表5、図表6は昨年11月に社会保障

国民会議で提出された資料です。図表6の左

部分をご覧いただきますと、これは平成20年

度の予算、現時点で通っている予算でご覧い

ただくと、社会保障の給付のうち年金、医療、

介護で24兆円、少子化対策で３兆円、合わせ

て27兆円というのが、国および地方の税金で

負担をいただいている社会保障です。実は税

金だけではなくて借金でやっている部分が大

きいのですが、その負担の部分がこれだけだ

ということです。年金、医療、介護の３つで

24兆円ということだけ、ご覧いただいておけ

ばと思います。

そのうえで図表7「国税及び地方税負担に

よる我が国社会保障予算（平成21年度）の姿」

をご覧ください。また後ほどにも出てきます

が、よく出てくる国の社会保障関係費という

のは、今、国会で審議いただいている平成21

年度予算で言いますと、24.8兆円、約25兆円

という姿になっています。

そのうち年金、医療、介護の給付、特に保

険給付、大雑把に言えば、年金、医療、介護

というのは保険料と税金とで賄っています。

保険料と税金で賄っているうちの国の税金で

賄っている負担というのが青い線で囲ってい

る部分です。社会保障関係費のなかで言えば

19兆6,000億円。国家公務員の基礎年金の国

庫負担分は社会保障関係費からはずされてい

ますが、国家公務員も国民であることには変

わりないので、負担しなければいけません。

それを含めると国の税金の負担の部分が19.9

兆円、約20兆円となります。それに対応する

地方の負担が5.4兆円、約５兆円です。大雑

平成21年度の予算、
社会保障関係費は約25兆円
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蘆図表5

→

蘆図表6
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把に言えば、国が20兆円、地方が５兆円とい

う姿になります。

もう１点、黒い線で囲っている部分があり

ますが、これは年金、医療、介護のうち、基

本的には医療ですが、保険料と税金で賄って

いるのではなくて、全部税金で賄っているも

のがあります。

たとえば、生活保護を受けている方の医療

扶助、医療費というのは、これを保険料では

なくてすべて税金で賄っていますので、その

医療費の部分をたすと、国が21兆円程度、地

方が６兆円程度、合わせて27兆円程度という

姿になっているというのが今年の予算であ

り、今の国および地方の財政の姿ということ

です。

図表8は平成21年度予算から、社会保障関

係費の姿の内訳のところを、今申し上げてい

る年金、医療、介護の給付というのが中心だ

という議論が非常にありましたので、その分

を分かりやすくしようと思って区分けを変え

ました。

蘆図表7

一般歳出の約50%を占めるまで
増加してきた社会保障関係費

蘆図表8
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図表9は、「一般会計予算の推移」です。

いつもこれを結構気合を入れて説明しなけれ

ばいけません。というのは、「社会保障の

2,200億円を削るのはけしからん」という議

論を私はこの仕事をしているとしょっちゅう

聞かされるのですが、「けしからん」、「国民

総意としてそれはけしからんので、この給付

はカットしてはいけない」と言うのであれば、

「国民合意として負担をしていただかないと、

それはできないのではないでしょうか」とい

う話を申し上げなくてはなりません。もう１

点あるのは、「いやいや、負担ではなくて、

ほかの予算を切ればよいではないか」という

話があるので、「それについては」というこ

とでいつも説明するものなのですが、先ほど

田中先生から「それは少し時代が違っている

のだ」というご指摘をずいぶんいただいたの

で、同じようなことを申し上げる私にとって

は大変楽な仕事状態にしていただきました

が、「一応こういう説明をしています」とい

うことでご覧いただければと思います。

今年、平成21年度（2009年度）の予算は、

右から２つ目の枠内のとおりです。国の一般

会計の予算、一般会計というのは、基本的に

は税金および、残念ながら実は今、国債で相

当賄っていますが、基本的には税金によって

賄うものを言っています。

この一般会計の予算が、今年は88兆5,480

億円で、今、国会で審議いただいています。

そのうち非常に義務的というか、機械的に決

まっているものと俗に整理されているものが

２つあります。１つは借金をすれば元本は返

さなければいけないし、利子も払わなければ

いけない国債費なのですが、20兆円ほどにな

ります。それから地方公共団体にいく地方交

付税交付金というのは、税収の一定割合と法

律で決まっています。所得税のうちの32％、

法人税のうちの34％、消費税のうちの29.5％

→

蘆図表9
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は地方交付税交付金として、国の税金なので

すが、地方に渡さなければいけないという決

まりになっています。それに従っているもの

も決まりどおりだと考えますと、それ以外、

政策的にどうするかというものを、国債費と

地方交付税交付金等を除いたものを一般歳出

という概念で整理しています。

国債費20兆円、地方交付税交付金16兆

5,000億～6,000億円を引いた残りの部分、51

兆7,000億円というのが、今年、平成21年度

の政策的な一般歳出の予算ということになり

ます。

そのうち、社会保障関係費と社会保障関係

費以外というように整理しますと、社会保障

関係費は24兆8,000億円という数字になり、

社会保障関係費以外は26兆8,000億円という

数字になります。

社会保障関係費24兆8,000億円の下に括弧

で書いてある48.0というのは政策的な一般歳

出51兆7,000億円のうち、社会保障関係費24

兆8,000億円の占める割合です。2009年度で

見ると48.0％、おおむね半分が社会保障関係

費という姿になっています。

この表は、それから機械的に10年前、20年

前、30年前、40年前と並べていますが、48.0

と書いている部分の左をたどっていくと、10

年前1999年には社会保障関係費の割合は半分

ではなくて33.2％で約3分の1です。それから

20年前1989年には、その割合は30.8％で約３

割、30年前1979年は26.7％、20％台半ばです。

40年前1969年になれば18.5％で20％を切って

10％台という数字になります。そういう意味

では、一般歳出という国の税金で賄う政策的

な歳出のうちの社会保障の占める割合は、非

常な勢いで増えてきているのは厳然たる事実

です。

一方で、それでは社会保障関係費以外のと

ころをもっと切ればよいではないかという議

論があります。その他の社会保障関係費以外

は、その欄の下に出てきますが、2009年度

（平成21年度）でいけば26兆8,966億円という

数字です。それをずっと左にたどっていただ

きますと、一番左から40年前はそれが４兆

1,000億円、30年前は20兆9,000億円、20年前

は24兆4,000億円、10年前は32兆4,000億円、

ずっと増えてはきていたのですが、この直近

10年で見れば、10年前は32兆4,000億円とい

う名目値だったものが、名目値で26兆8,000

億円ということで、社会保障関係費以外の予

算はマイナスになっています。

もちろん、われわれの仕事として無駄だと

言われるものは、常にきちんと切っていかな

ければならないし、まだ不十分だというご批

判がたくさんあるのは重々承知をしていま

す。それは努力していかなければいけないの

は事実です。ただ、社会保障関係費とそれ以

外で見ると、これだけ大きい差の状況になっ

ていて、逆に言えば、他の経費を切ればよい

ではないかという部分は、非常に小さくなっ

てきているということも、厳然たる事実だと

思っているところです。そういう意味では、

他の諸経費が削減できないのであれば、その

次のことを考えざるをえないということだろ

うと思います。

最後に図表10ですが、今年の平成21年度

の予算の歳入と歳出をご覧いただきます。

中ほどに平成21年度予算と書いてあります

が、先ほどご覧いただいたように、今年の国

の税金を中心として賄う一般会計は88兆

限界にきている社会保障関係費
以外の経費削減
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5,000億円という予算になっています。歳入

の大きい部分は当然税収ということになりま

すが、これは46兆1,000億円です。

残念ながら足りない部分が多いので、公債

金、借金で賄っているのが、今年の予算でい

けば33兆2,900億円です。税収が46兆円で借

金が33兆円ということで、今年のわが国の予

算を今、組んでいます。

歳出のほうは先ほどご覧いただいたとおり

で、国債費で20兆円、地方交付税交付金等で

16兆円、一般歳出で51兆円、そのうち約半分

の25兆円弱が社会保障へという状況になって

います。

もう１点だけ申し上げさせていただきます

と、地方からおみえの方々もいらっしゃると

思うのですが、たぶん地方で、都道府県や市

町村と、医師会として、あるいは医療関係者

としてお話をしていただくと、「地方は非常

に財政が厳しいのでこれ以上金がない」とよ

くおっしゃると思います。地方が財政が厳し

いのはそのとおりです。ただ、国と地方の両

方を比較すると、それは残念ながら国のほう

が非常に悪い状況です。国は、実は法律上、

本来認められている建設国債だけではなく、

毎年特別の国債、法律を出して特例公債とい

う赤字国債を発行しているから、こういう予

算が組めているだけです。

地方は各自治体が自主的に赤字地方債は発

行できず、建設地方債というのは基本的には

後々資産となって残るもの、道路を造るとか、

橋を造るというものについては借金をしてよ

いということです。

病院の経営も同じで、病院や診療所を造る

蘆図表10

地方より厳しい国の財政状況
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時に借金をしようと思って、それを銀行が貸

すことはあるでしょう。しかし、毎年の自分

の給料や、あるいは看護師さんの給料を払う

のも借金でするというのは、基本的にはよく

ないことだろうと思うのですが、その部分は

赤字になるので、赤字の地方債は発行しては

いけませんというのが今の地方財政の仕組み

です。

国の財政も、実は本当はそういう仕組みに

なっています。ですが、それではもたないの

で赤字の借金をしてもよいのですという法律

を毎年毎年、お願いして国会で認めていただ

いて、こういう予算を組んでいます。

国も地方並みにすればどうなるかと言いま

すと、この21年度予算で見れば、上の歳入の

欄に公債金、先ほど読ませていただいた33兆

円のうち、建設国債という後に資産になるも

のは７兆5,000億円で、赤字国債、特例公債

は25兆7,000億円という数字になっています。

ですから、国の予算も地方団体と同じよう

に借金をしてはいけないとすると、この特例

公債は発行できないことになります。25兆

7,000億円財源がない時にどうするかという

と、歳出の世界で国債費と交付税は、先ほど

言ったような義務的だという整理になるの

で、残りの一般歳出51兆7,000億円のうち、

財源がないので、25兆7,000億円の歳出を切

るということしかありません。

社会保障関係費は一般歳出51兆円のうちの

半分ですから、地方団体と同じように財政運

営をするならば、社会保障関係費も半分に切

るしかありません。ということは、医療関係

の国の負担も半分に切るということです。

「それはとんでもない」と皆さんはおっし

ゃると思いますが、要すれば、国はそういう

財政状況で、将来の国民につけを回して予算

を組んでいるだけです。地方団体の仕組みか

らすると全然できませんということをやって

いるだけなのです。会場の先生方が、自分の

病院経営で子どもや孫に山ほど借金を残し

て、とは思っていないと思うのですが、国民

的にみれば、ある意味で地方にはできるだけ

借金させないようにして、しかし、全国民の

負担である国においては膨大に借金をして、

後につけを回すということをやっているとい

うのが、地方との比較で見たときの国の財政

の状況ということになるわけです。

最後になりましたが、昨年末に社会保障の

財源と給付ということで政府として閣議決定

をして、俗に中期プログラムと言われて、マ

スコミの報道にもなったものですが、そのな

かにこのように大体書いてあります。ざっと、

読み上げます。

社会保障財源の公費負担、これは税金の負

担ということですが、現在、その３分の１程

度を将来世代のつけ回し、公債に依存してや

っています。なので、必要な給付に見合った

税負担を国民全体に広く薄く求めることを通

じて安定財源を確保することにより、堅固で

持続可能な中福祉中負担の社会保障制度を構

築する。年金・医療・介護の社会保障給付や

少子化対策について、基礎年金の最低保障機

能の強化、医療・介護の体制の充実、子育て

支援の給付・サービスの強化など機能強化と

効率化を図る。

そのため、確立・制度化に必要な費用につ

いて安定財源を確保した上で、段階的に内容

の具体化を図る。その財源については、給付

将来に借金のつけ回しを
しないためには
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に見合った負担という視点、および国民が広

く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が

広く公平に分かち合う観点から、消費税を主

要な財源として確保する。これは税制抜本改

革の一環として実現をする。

100年に一度のこういう状況なので、今す

ぐという話ではありませんが、少し長い目で

見ればそういうことを考えなければいけない

というのが、昨年末に決定した政府の中期プ

ログラムという閣議決定です。

少し長くなって恐縮でございました。あり

がとうございました。
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ご紹介に与りました東京大学の吉川でござ

います。こうしたシンポジウムにお招きいた

だきまして大変光栄に存じております。

私は昨年、福田内閣の下でできました社会

保障国民会議の座長をさせていただきまし

た。そこでの仕事を踏まえまして、こちらの

医師会では医療が一番大きなテーマだと思い

ますので、医療改革につきまして、個人的に

私が日ごろ考えていることをお話しさせてい

ただければと思っています。

社会保障というのは公的な年金、医療保険、

介護保険、雇用保険（失業保険）、それから

全部税金で賄われる生活保護、その他である

わけですが、実は社会保障に悩んでいない先

進国というのはないのです。世界中、先進国

はどこも悩んでいるのですが、日本の場合、

とりわけ大きい変化メガトレンドが少子高齢

化の波です。この少子高齢化というのが、社

会保障に大変大きなチャレンジ、課題を生み

出します（図表1）。

どういう課題を生み出すかというと、１つ

は当たり前ですが、少子高齢化が進展します

と、それに対応してどのような給付やサービ

スを整えるかという問題が当然あります。少

子化がなければ、少子化対策などということ

はもちろん問題にもなりません。

また、高齢化がそれほど進んでいなければ、

あるいは介護保険も、パブリックな保険を作

らなくてもよいかもしれません。しかし高齢

化が進めば、介護保険も共助、つまり、社会

講演Ⅲ

今後の医療改革に向けて

東京大学大学院
経済学研究科教授

吉川　　洋

社会保障に悩んでいない
先進国はない

蘆図表1

少子高齢化が生み出す
社会保障の課題とは
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的にみんなで支え合おうということで、日本

では2000年に介護保険が導入されたわけで

す。これが１つです。

それからもう１つの課題は、少子高齢化の

下では、社会保障の給付が膨らみます。雇用

保険、あるいは医療保険もそうですが、給付

対象は100％高齢者ではありませんが、しか

し何と言っても年金や医療等、やはり高齢者

の方への給付が大きくなります。生活保護で

も今は100万世帯を超えていますが、半分弱

が高齢者の方、単身でとりわけ女性の方が多

いようです。このように社会保障の給付、お

金が出ていくほうは高齢者の方が大きくなっ

ています。

負担のほうは、保険料などは特にそうです

が、税金の場合でも主として現役世代が担い

ます。出ていくお金は高齢化によって膨らみ

ます。逆に入ってくるお金のほうは少子高齢

化のなかで少なくなるので、フィナンシャル

にいかに持つような制度にするかということ

が大きな課題になります。財務省はそういう

ことに苦労する、役割なのだろうと思います。

もう一つ、日本の社会保障の場合、やはり

長い経済停滞の結果というのがのしかかって

きて、綻びが出ているところがあるのではな

いかと私は個人的には思っています。

具体的にどういうことかというとお年寄り

等でも低年金、無年金の方というのが問題に

なっているわけですが、この長期の停滞の下

でゼロ金利が続いて、零細な貯蓄あるいは預

金からの利子所得を頼りにしているようなお

年寄りが、正常な状態では数％の金利収入が

期待できたのが、ゼロ金利の下で全くそうい

う所得が絶たれてしまっています。そこに無

年金とか低年金ということもあり厳しい状態

に陥っています。

ちなみに一体どのくらい長期停滞によっ

て、マクロで見て所得が失われたのか。これ

は日本銀行が数年前に国会で報告をしまし

た。ゼロ金利による逸失利子所得、すなわち、

もし金利が正常であったとしたらこれだけの

利子所得が生まれていたはずなのに、ゼロ金

利の下で一体どのくらいの金利所得が失われ

てしまったのか。どこから測るか、正常な金

利をどのように見るか、当然幅があるわけで

すが、いわゆる「失われた10年」の下での累

積で、180兆円から300兆円ぐらい失われたと

いう報告を日本銀行がしていました。

よく「中福祉中負担」という言葉が使われ

ます。これはアメリカのスリムな社会保障、

低福祉低負担、それからスウェーデンのよう

な高福祉高負担、その間が日本型だというわ

けですが、日本の場合には｢中福祉｣にもかな

り綻びが出ているという認識を私は持ってい

ます。

もちろん中負担のほうもしていません。こ

ちらのほうは「中福祉低負担」と長く言われ

てきました。どうも日本人は負担を逃げてい

るのではないかという認識です。

その点に関しては、きょうこのあとも大き

な論点になるかもしれません。膨らんでいく

社会保障費の安定財源として、やはり税等を

国民が負担しなければいけません。社会保障

の安定財源としては、結論的には私は、消費

税を中核とする負担増を求めなければいけな

いのではないかと思っています。

それはともかく、もう少し話を先に進めま

すと、まず社会保障に対する関心は大変高い

持続的な安定財源に必要な
消費税の負担増
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蘆図表2

というわけです（図表2）。

しかし、先ほど申し上げました少子高齢化

が進んでいきます（図表3）。これは、避け

がたいトレンドということです。

それからすでにお話しした「失われた10年」

の逸失所得というような問題もあります（図

表4）。

社会保障のサイズについては、これは先ほ

どたぶん主計官から詳しいお話があったのだ

ろうと思います。私の数字は少し古いですが、

今は90兆円を超えるような社会保障給付費で

す。そのうち医療は約30兆円というのは、た

ぶんここにいらっしゃる方、皆さんご存じな

のだと思います（図表5）。

問題の負担のほうですが、全体の３分の２

は保険料、３分の１が税で約30兆円ですが、

今はもう少しこれが大きくなります（図表

6）。国、地方に分けると22兆円と８兆円で

す。この22兆円が一般会計の社会保障関係と

いうことで太田主計官が見られているのはこ

こというわけです。

国際的に見ると、やはり日本の社会保障の

負担は小さいのではないかと考えます（図表

7）。これは先ほども申しました。きょう、

また最後に申し上げるかもしれませんが、埋

蔵金があるにしても、これだけ高齢化が進ん

でいくなかで、先進国の税の中核である付加

価値税、日本でいう消費税が、日本は５％な

のです（図表8）。何でも外国の真似をすれ

ばよいというものではないと思いますが、

EUに入るための基準というのが、日本でい

う消費税率が最低15％ということです。

現在、世界中で景気が非常に悪くなってき

ています。イギリスで昨年、2008年秋、大蔵

先進国の中で
社会保障の負担が低い日本
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蘆図表3

蘆図表4
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蘆図表6
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蘆図表7

蘆図表8
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大臣の職権で、付加価値税率を今年2009年の

末まで一時的に引き下げるということをやっ

たわけですが、それは17.5％を15％に引き下

げるというものでした。そもそもEU基準と

いうのは最低が15％なのです。税率が15％以

下だと、高齢化の下で社会保障が膨らんでい

くなかで責任ある政府とは言えないというこ

となのだと思います。そのぐらいの税率を持

っていてもらわなければ、EUメンバーにな

ってもらいたくないという話です。

繰り返しですが、外国の真似をすれば全部

よいというものではないと思います。しかし、

もし違うのであれば、これほど違うことに合

理的な理由はあるのかと自省してみる必要が

あります。

小泉内閣以来、今も続いていますが、公共

投資のカットというのをしました。その結果、

一般会計ベースですともう2000年と比べて半

分近くまで下がってきていると思いますが、

こうした時も公共事業予算を切るなという理

屈はいろいろあったのです。しかし、対

GDP比で見ますと、当初は国際水準の２倍

ぐらいの水準であったわけで、私たちは諮問

会議で、「やはりどこかおかしいのではない

か。公共投資が、なぜ先進国のなかで対

GDP比２倍の水準になければいけないのか」

と主張したわけです。

こういう話をしますと、国交省の方は、

「いや、日本は山国で川も急だ。急峻な山が

5%の消費税で社会保障が
維持できるのか

蘆図表9
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たくさんあるから、川もザーッと流れてくる

から」とか、ありとあらゆる理屈を述べられ

たのですが、しかし、やはり乱暴なようです

が、先進国をぐるっと見渡して対GDP比２

倍の水準というのは本当にまともなのかとい

う、素朴ないわば原初的な問いというのは重

いのです。

同じようなことで、高齢化が進んでいく先

進国のなかでもトップレベルで、スピードで

は、イタリアやスペインと同じようにトップ

で走っている日本で、EU15％以上というと

きに５％の消費税率で本当に社会保障を維持

できるのかという素朴な疑問は、やはり私は

重い問いだと考えているわけです（図表9）。

きょうこのシンポジウムでも財源の問題と

いうことが掲げられているわけですが、やは

りもう少し日本人は負担する必要があるので

はないかというのが、私の最終的なメッセー

ジです。

小泉内閣時代の大きな社会保障の改革とし

ては2004年の年金の改革があります。これは

マクロ経済スライドを入れたことで大変大き

な改革だったと思います。

初めにお話しした２つの課題のうち２つ目

の課題、すなわち少子高齢化の下で財政的に

持続可能なものにするという意味で、このマ

クロ経済スライドというのは、それでオール

マイティですべて片付いたというのには、ま

だクエスチョンマークがありますが、しかし

相当大きな改革でした。それによって年金の

サステナビリティははるかに高まりました。

ただこれに関して私が危惧していることを

申し上げるとすれば、2004年改正の時の審議

のあり方、あるいは世の中での理解のされ方

ということに、私は率直に言いまして危惧を

持っています。

つまり、この改正の意味合いがどのくらい

多くの国民に正しく理解され、あるいは認識

されているのかということです。なぜこうい

うことを申し上げるかと言うと、どんな問題

でもそうですが、社会保障の改革を今後もい

ろいろやっていかなければいけないわけです

が、やはり私はなるべく分かりやすい形で、

すべての国民が問題の所在を理解して、そし

て改革の方向性も理解して、つまりは納得を

して、それで１回決めたら、民主主義の下で

きちんと着々とやっていくということが、あ

るべき姿だと思っているからです。その点で、

この2004年の年金改正もどれだけ本当にマク

ロ経済スライドの意味合いというのが国民に

理解されているのか。

現に危惧しなければいけないような状況が

起きた例としては、いわゆる「後期高齢者」

の医療制度があります。きょうは時間もあり

ませんので、この制度に深く立ち入りません

が、これは諮問会議でも議論しました。

私はこの制度の骨格は正しい制度だと思っ

ているのです。しかしながら、法律が通って

から２年ぐらいでしょうか。余裕があったに

もかかわらず、去年の４月、この制度がスタ

ートした途端に、やれ姥捨て山だ何だという

ところから始まって、まさに混迷を極めたと

言っても過言ではないと思います。いずれに

せよ、こうした制度改革がされた時には、パ

制度改正に対する危惧
｢国民の理解と納得を得ているか｣

後期高齢者医療制度開始時期の混迷
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蘆図表10

蘆図表11
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ブリックリレーションというのでしょうか、

国民への説明というのでしょうか、そうした

ところが大きな課題として残されています。

「後期高齢者」の医療制度は大変残念な実例

になったわけですし、年金についてもまだそ

うした危惧はあります。

ちなみに年金の制度改革があったために、

06年を足下に取り25年に向けて、これは指数

化したわけでありますが、年金の伸びという

のは、医療や介護に比べると伸び率は相当緩

やかになっています（図表10、11）。

いずれにしても、医療、介護の伸びのほう

が年金よりもはるかに高い伸びを示すという

ように見込まれていることは間違いないわけ

です。したがって、財政という点から考えて

も、医療が１つの注目点になっていることは

事実であります。

次に、医療について私が日ごろ考えている

ことを述べさせていただきたいわけですが、

医療制度の改革というのは、私は基本的に２

本の柱があると日ごろ考えています（図表

12）。

１つは当たり前ですが、いかにして効率的

で高品質な医療サービスを供給するか。これ

は病院、診療所、お医者さん、看護師さん、

薬、そうした問題です。

もう１つ、医療の場合には、どこの国でも

医療の出費というのは場合によっては非常に

大きいわけですから、保険というものが必要

になってくるわけですが、それをどのように

制度設計するのかという問題があります。

それで第一にこの１番目、今ここにいらっ

しゃる方々はほとんどが医療関係の方々、お

医者様等が中心だと思ってお話しさせていた

だきます。医師会に呼んでいただいて、こう

して話をさせていただく機会を与えていただ

きながら、医師会への苦言などというのは、

diplomaticでないかもしれませんが、建設的

な議論のために率直に述べさせていただきま

す。

医師会の方々がしばしば問題にされるの

が、医療費の総額ということであります。現

在、医療がさまざまな問題を抱えているとい

うのはご承知のとおりです。私の記憶では、

昨年、新聞に一面広告を日本医師会として出

されました。「今、医療が大変なことになっ

ているけれども、それは国が医療費の総額を

抑えてきたから、こういうことになったの

だ」、こういう一面広告だったように私は記

憶しているのですが、確かにその問題は１つ

あると思います。しかしながら、現在の医療

の問題というのは、決して医療費の総額の問

題だけではないということを、ここでは指摘

させていただきたいわけであります。

ちなみに、総額の話で言いますと、自分自

身が関わるところになりますが、2006年の歳

出・歳入一体改革のおかげというべきでしょ

うか、私ども、国立大学法人の運営費交付金

蘆図表12

医療の問題は医療費の総額と
配分にある
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というのも毎年▲で、どんどん減っていって

いるわけであります。もちろん、私たちもそ

れをニコニコしながら、それでよいのだとい

うほどgenerousではないのですが、苦笑い

しつつ、その事実を見ながらも、「国が▲を

つけているから教育崩壊なのだ」と言うつも

りはありません。

医療についても、現在大きな問題となって

いる特定の診療科のお医者さんが足りないと

いうことは、少し考えてみればわかるとおり

仮に医療費総額が潤沢にあったとしても、論

理的に起こりうる問題であります。産科のお

医者さん、あるいは小児科のお医者さん、麻

酔科、外科などでしょうか、そうした特定の

診療科のお医者さんが足りなくなるというこ

とは配分の問題です。それは食費は十分にと

って、お金を食べ物に十分に使っていても、

特定のビタミンが不足するということはあり

うるのと同じように、明らかに医療費の総額

とは概念的に違った問題だと考えます。

同じように現在問題になっている特定の地

域で若いお医者さんが足りないという問題に

ついても、数年前の研修医制度の改正が大変

大きく関わっているということは、私以上に

皆様方のほうがご存じなのではないかと思い

ます。

このように医療費全体の総額とは別に｢配

分の問題｣が大きな問題としてあるわけであ

ります。私としては、日本医師会にはぜひと

もそうした配分の問題を解決する上で、医学

の専門家として、プロフェッショナルとして

リーダーシップを発揮していただきたい、こ

のような気持ちを常日頃持っているわけであ

ります。

次に、医療費の総額の問題に移りますが、

ご承知のとおり医療保険、そこに税金が入っ

ているわけですが、それが大変膨らんできて

いるわけであります。財務省は、財政を預か

る立場として当然そこに警戒感を持ちます。

これは彼らの仕事上、私は当然のことだと思

いますが、社会保障関連で投入しなければい

けない税金が膨らみすぎている、これは大変

だ、そこを何とか抑制したいということから、

医療給付が伸びるのを抑えなければいけない

ことになります（図表11）。ところで、医療

給付は医療費本体の伸びと連動しているわけ

ですから、３段飛びのように、投入される税

金を抑えるためには結局医療費総額、いわゆ

る｢国民医療費｣を抑制しなければならない、

ということで、国民医療費を抑制せよ、と国

は長いこと言ってきました（図表10）。

私は、従来から、国民医療費そのものをや

みくもに抑制するのは正しくないという立場

を取ってきました。しかしながら、公的な医

療については当然財政論だと考えます。医療

の問題を議論するときに金の議論、とりわけ

財政の論理で議論するのは間違っているとい

う話をよく聞きます。国民医療費本体につい

ては、私はその表現はともかくとして、こう

した議論は、大きなメッセージとして正しい

と思うのですが、公的な医療費については、

これは公的であるがゆえに、定義によって財

政論だろうと考えています。

実は、問題の所在はそんなに複雑ではあり

ません。つまり、公的医療保険というのは、

あくまでも医療保険ですから、私たちが個人

で入る火災保険や車の保険とその原理は同じ

財政論から考える医療保険
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だと考えられます。私たちが火災保険あるい

は車の保険に入るとき、契約を結ぶときには、

保険のサービスと保険料の両方を見ます。自

分が入る保険は一体どういうリスクをカバー

してくれるのか、そうした保険のサービスと

同時に、私たちは保険料にも注意を払います。

保険のカバレッジが多くなれば、それだけ高

くつきます。保険料と比べながら、自分とし

ては大体こういうところで納得するというこ

とで契約を結ぶわけですが、公的医療保険の

場合も原理は全く同じで、日本人全体、日本

国民が一体どういうところで納得するのか。

税金あるいは保険料をどれだけ、どれだけの

保険サービスに対して払う用意があるのか。

公的医療保険、公的医療費の問題はそういう

ことだろうと私自身は考えています。これは

財政論です。

ところでマクロで見ますと約30兆円の医療

費、およそ半分は保険料、3分の1が税、残り

の15％が自己負担ということになっているわ

けです（図表13）。

医療費のマクロ的な負担のあり方を国際比

較をしますと、日本では自己負担の比率がか

なり低いことがわかります（図表14）。先ほ

ど言いました15％です。アメリカの場合は、

左２つが基本的には社会保険だと考えていた

だければよいわけですが、そのシェアが極端

に低い。ただし「自己負担」という言葉を、

実は狭義と広義で分けて考える必要がありま

す。通常自己負担というのは狭義の自己負担

で、窓口での負担、私たちが自己負担と呼ん

でいるものです。それからもう１つ、実は民

間の保険の保険料というのがあります。ただ

し、日本の場合にはそれはほとんどありませ

ん。無視してよいほどになっています。ここ

では広義の自己負担というのを、狭義の窓口

での自己負担と、民間の保険の保険料という

ように考えますと、やや意外なのは、社会保

障が手厚いと言われる大陸ヨーロッパ、ドイ

ツ、フランスなどでも、民間の保険の保険料

がかなり高いシェアを占めていて、狭義の窓

口での自己負担と合わせると20％、イギリス

の場合でも、イギリスはパブリックなところ

は全部税金という非常に特徴的な姿になりま

すが、いずれにしても20％ぐらいになってい

ます。アメリカはもちろん突出して広義の自

己負担のシェアが大きいわけです。パブリッ

クな保険は半分以下です。

誤解されると困りますが、私がこれを指摘

したうえで申し上げたいことは、だから自己

負担の比率をもっと高めてもよいということ

を申し上げたいわけではありません。

社会保障との関連で、小泉内閣時代の改革、

あるいは小泉政権の性格というのを私なりに

振り返ってみますと、小泉政権に限らないと

私は思うのですが、アメリカ型の社会保障の

狭義の自己負担と広義の自己負担

蘆図表13
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姿が望ましいから、それを目指そうと考えて

いた人は、責任ある立場にある人で１人もい

なかったと思います。元の総理大臣の考え方

を私があれこれ言うのは大変僭越な話です

が、私自身のperceptionとして、小泉総理は

社会保障を、今ここでわれわれが問題にして

いる医療保険も含めて、どんどん小さくする

のがよいという考えなど全く持たれていなか

ったと思っています。もとより私自身、そう

した考えは全く持っていません。

話を戻しますと公的医療保険は、先ほど申

し上げましたがカバレッジが広くなれば保険

料も高くなり、税金も高くなります。日本人

が全体でよいというのなら、私は「ああ、な

るほど、そういう考えもあるかな」と思いま

すが、医療保険だけではありません、介護保

険もあります、年金もあります、雇用保険も

あります、生活保護もあります、そういうな

かで、財政については当分渋い話が続くとい

うのが私の現状認識であります。

そうしたなかで医療保険、パブリックな

insuranceというのをどのように考えるか。

これについて国民的な議論というのがあって

よいのではないかと思います。その時に｢保

険｣ということからしますと、私は｢高額療養

費制度｣こそがコアになるものだと常日頃考

えています（図表15）。

いわゆる窓口の３割負担というのは、皆様

方ご存じのとおり、比較的小額の医療費の最

初の入り口での負担率です。１万円の医療費

であれば3,000円の自己負担になりますが、

ここの例にあるとおり、158万円１か月の医

療費がかかった場合ですと、自己負担は10万

円、148万円が保険から出ます。これが高額

蘆図表14

今後、核となる｢高額療養費制度｣と
｢社会保障番号｣
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蘆図表15

資料5－1
2015年度 

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算） 
（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理） 

※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の1への引上げ分（消費税率換算1％程度（2009年度で2.3兆円））が必要となる。 

基礎年金 

改革の方向性（新たな施策） 
2015年度 

必要額（公費ベース） 消費税率換算 
約12～28兆円 3 1/2～8 1/2％程度 

約2.6兆円 1％弱 

約4兆円 1％強 

約1.3～2.1兆円 0.4～0.6％程度 

約17～34兆円 5～10％程度 
約7.6～8.3兆円 2.3～2.5％程度 

6～11％程度 

3.3～3.5％程度 

医療・介護 

○税方式を前提とする場合 

○社会保険方式を前提とする場合 
低年金・無年金者対策の強化 
・最低保障機能の強化 
・基礎年金額の改善 
・受給権確保に係る措置の強化 
（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）　　等 

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施 
急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化 
（スタッフの充実等） 
機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現 
（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等） 
在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実 
（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等）　　等 

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援 
（3歳未満児の保育サービスの利用率　20%⇒38～44%） 
（学齢期（小1～3年生）の放課後児童クラブ利用率　19%⇒60%） 
（出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得 
 　　　　　　　　　　（第1子出産前後の継続就業率38%⇒55%）） 
すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組 
（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実）　　等 

○税方式を前提とする場合 

少子化対策 

合　　計 

社会保障の機能強
化に加え基礎年金
の国庫負担割合引
上げ分を加味 

○社会保険方式を前提とする場合 

○税方式を前提とする場合 

○社会保険方式を前提とする場合 

（注1）｢社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション｣、｢社会保障国民会議における検討に資するために行
う医療・介護費用のシミュレーション（B2シナリオ）｣等に基づく。経済前提は ｢ケースⅡ -1（医療費の伸びはケース①）｣を用いた。 

（注2）少子化対策に係る追加費用については、｢子どもと家族を応援する日本｣重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連
する制度の公費負担割合を当てはめて算出した。なお、ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。 

蘆図表16
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 2025年度 社会保障の機能強化のための追加所要額（試算） 
（社会保障国民会議及び｢子どもと家族を応援する日本｣重点戦略に基づく整理） 

※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の1への引上げ分（消費税率換算1％程度（2009年度で2.3兆円））が必要となる。 

基礎年金 

改革の方向性（新たな施策） 
2025年度 

必要額（公費ベース） 消費税率換算 
約15～31兆円 3 1/2～8 1/2％程度 

約2.9兆円 1％弱 

約14兆円 4％強 

約1.6～2.5兆円 0.4～0.6％程度 

約31～48兆円 8～12％程度 
約19～20兆円 5％程度 

9～13％程度 

6％程度 

医療・介護 

○税方式を前提とする場合 

○社会保険方式を前提とする場合 
低年金・無年金者対策の強化 
・最低保障機能の強化 
・基礎年金額の改善 
・受給権確保に係る措置の強化 
（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）　　等 

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施 
急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化 
（スタッフの充実等） 
機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現 
（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等） 
在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実 
（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等）　　等 

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援 
（3歳未満児の保育サービスの利用率　20%⇒38～44%） 
（学齢期（小1～3年生）の放課後児童クラブ利用率　19%⇒60%） 
（出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得 
　　　　　　　　　　　　　　　　　（第1子出産前後の継続就業率38%⇒55%）） 
すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組 
（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実）　　等 

○税方式を前提とする場合 

少子化対策 

合　　計 

社会保障の機能強
化に加え基礎年金
の国庫負担割合引
上げ分を加味 

○社会保険方式を前提とする場合 

○税方式を前提とする場合 

○社会保険方式を前提とする場合 

（注1）｢社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション｣、｢社会保障国民会議における検討に資するために行
う医療・介護費用のシミュレーション（B2シナリオ）｣等に基づく。経済前提は ｢ケースⅡ -1（医療費の伸びはケース①）｣を用いた。 

（注2）少子化対策に係る追加費用については、｢子どもと家族を応援する日本｣重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連
する制度の公費負担割合を当てはめて算出した。なお、ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。 

蘆図表17

療養費制度です。この制度をさらに合理的に

するというのが、私たちの取るべき道ではな

いかと考えています。

合理的にさらに運用を改善するために必要

なものは｢社会保障番号｣です。

実は小泉内閣の最後の諮問会議、2006年９

月、最後の上がりの会議ですから、かなり形

式的だったのですが、夏前に諮問会議として

各省庁に「社会保障番号のメリット、デメリ

ットについて確認してください」という宿題

を出していましたが、その結果を2006年９月

の、他には特に議題のない、最後の諮問会議

で、省庁側から「こういうことでした」とい

う報告を受けた。小泉内閣の最後の諮問会議

の議題が社会保障番号だったというように記

憶しています。その時各省庁から出た結論は、

「メリットもあるかもしれないけれども、大

騒ぎになるし、メリットはよく分からないか

ら」といった調子で、かなり引けたものだっ

たと思います。

それから２年、現在では、社会保障番号に

ついてはるかにポジティブな態度に変わりま

した。現在2011年に導入するということが政

府全体の態度というように理解しています。

時間を大変超過しましたが、最後に、どれ

ぐらいお金が必要かということについて社会

保障国民会議で出したものも付けさせていた

だきました（図表16、17）。初めにも申し上

げましたとおり、やはり社会保障の安定財源

を税、個人的には消費税が本命だと思います

が、そうしたところに求めていかなければな

らないと思います。

ご清聴、ありがとうございました。
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蘆参考資料7



常任理事の中川俊男でございます。医療政

策、広報などを担当しております。私から、

医療費財源についての日本医師会の考え方に

ついてご紹介させていただきます。

2005年の対GDP総医療費は、OECD平均

8.9％、日本は8.2％で、30か国中21位です

（図表1）。総医療費には、日本の国民医療費

に相当する費用のほか、介護サービス費、予

防公衆衛生サービス費、医療管理、医療保険

のコスト等が含まれています。

民間医療保険が中心のアメリカでは、対

GDP総医療費が15.2％と突出していますが、

G7からアメリカを除いた場合の対GDP総医

療費も9.5％で、日本より1.3ポイント高くな

っています（図表2）。

こう指摘すると、公的医療費の比率は高い

と反論する人がいます。確かに、総医療費に

占める公的医療費の割合は82.7％とイギリス

に次いで高くなっています（図表3）。

しかし、よく見ると、対GDP公的医療費

の割合は、公的医療給付が高齢者のメディケ

アと、低所得者のメディケイドのみのアメリ

カを下回っています。日本の公的医療費の割

合が高いと言っても、それは何といっても絶

対額が少ないためです（図表4）。

そこで最初に、医療崩壊の主因となった社

会保障費の機械的削減についてお話しします

（図表5）。

2001年に小泉内閣が発足して以来、2006年

度までに社会保障費の自然増に対する国庫支

出は、５年間で１兆540億円、同時期に実施

された三位一体改革の社会保障部分と合わせ

ると、約1.1兆円が削減されました（図表6）。

この削減は多い時には2002年、2006年のよ

うに3,000億円以上、少ない時には2005年の

ように600億円に留まっています。「骨太の方

針2006」には、過去５年間の改革1.1兆円削

減という実績を踏まえ、今後５年間において

も改革努力を継続すると明記され、今日に至

52

日本医師会の考え方

日本医師会常任理事

中川　俊男

経済力から見て
日本の医療費は低い

10年間で31兆円の国民医療費が
削減される
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蘆図表1

蘆図表2 蘆図表3

蘆図表4 蘆図表5

JMA Toshio Nakagawa

JMA Toshio Nakagawa JMA Toshio Nakagawa

JMA Toshio Nakagawa JMA Toshio Nakagawa



54

蘆図表6 蘆図表7

蘆図表8 蘆図表9

JMA Toshio Nakagawa

JMA Toshio Nakagawa

JMA Toshio Nakagawa JMA Toshio Nakagawa

ります。

高齢化が進み、技術革新や医療が高度化

していきますので、社会保障費に自然増が

あるということ自体に異論はないはずです。

したがって、それに伴って国庫支出も、図

表の右肩上がりの青い線のように自然増す

ることになります（図表7）。

仮に５年間1.1兆円削減を、均等に年2,200

億円ずつ削減したとしましょう。2001年度

を起点にして伸びようとする自然増は、

2002年度にまず2,200億円下方修正されます。

2003年度は、また下方修正されたところか

ら、青い線に平行に伸びようとします（図

表8）。2003年度、さらに下方修正されます。

2004年度も下方修正されていきます。そし

て、これを５年間続けた2006年度は、本来

伸びるべき国庫支出から見ると、単年度だ

けで1.1兆円の削減になり、青い面積のとこ

ろですが、５年間の累計では3.3兆円もの削

減額になるのです（図表9）。

このまま2011年度まで抑制を続けると、

10年間の累計では12.1兆円になってしまいま

す（図表10）。

これを整理してみますと、2006年までの
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蘆図表10

５年間で、削減額の累計は3.3兆円、そのう

ち医療費分は2.1兆円、10年間では累計12.1兆

円、医療費分7.8兆円になります（図表11）。

したがって、国民医療費ベースで見ると、

国民医療費のうち国庫負担は25％ですので、

10年間では何と31兆円もの国民医療費が削減

されることになります。なお2006年度１年間

の国民医療費は33兆円です。

「骨太の方針2006」には、機械的に５年間、

均等に歳出削減を行うことを想定したもので

はないと明記されているにもかかわらず、

2007年度予算編成からは、社会保障費2,200

億円削減が常態化しました（図表12）。

2008年度予算編成においては、2,200億円

削減に対して2,500億円の財源を捻出し、300

億円の原資で、医科本体＋0.42％の改定とな

りました。

しかし、2009年度は、社会保障費以外のと

ころからも手当てせざるをえませんでした。

実質的な社会保障費の削減額は230億円とな

り、この2,200億円削減は形骸化したと言わ

れます。

JMA Toshio Nakagawa

なぜ、2,200億円削減の撤回を
求め続けるのか

蘆図表11

JMA Toshio Nakagawa



それでもなお、日本医師会は、2,200億円

自体の削減撤回を求めます（図表13）。

その理由は、毎年末の予算編成のたびに、

まず2,200億円の財源探しに汲々とするため、

特に診療報酬改定の年では、2,200億円を手

当てができた段階でエネルギーを使い果たし

てしまいます。その結果、妙な安堵感や達成

感が広がり、さらなる診療報酬引き上げ財源

の確保が困難になるということが理由です。

日本医師会では先月、唐澤執行部において

３作目の「グランドデザイン2009」を発表い

たしました。

このなかで示した公的医療保険を支える財

源は、ここに示す３つの柱からなります（図

表14）。

持続可能性のある社会保障制度の構築のた

めには、恒久的な安定財源の確保が不可欠で

す。その代表例として消費税が挙げられます

が、消費税について整理してみました。
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蘆図表13 蘆図表14
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蘆図表15
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蘆図表16
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蘆図表17

JMA Toshio Nakagawa

消費税率５％は、国税４％、地方消費税

１％に分けられます（図表15）。さらに国税

４％のうち29.5％は、地方交付税として地方

に交付されますので、国分は7.1兆円で全体

の56.4％です。したがって、消費税１％引き

上げたときの国の増収は1.4兆円に留まりま

す。

社会保障国民会議の最終報告では、社会保

障の機能強化のための追加所要額として2015

年を例にすると、基礎年金を税方式にする場

合は消費税換算で５～10％程度、社会保険方

式では2.3～2.5％程度、また基礎年金の国庫

負担割合2分の1の引き上げ分は消費税率換算

１％程度で、2009年度2.3兆円としています

（図表16）。これは社会保障費の国・地方の

負担の内訳、消費税の国・地方の構成を考慮

せず、一括で考えた場合ということに注意し

なければなりません。

現在、消費税は一般会計の予算総則で、枠

で示すように、基礎年金、後期高齢者医療、

介護の国庫負担に充てることが定められてい

ます（図表17）。一般医療保険にも国庫負担

はありますが、財源は消費税以外の一般財源

です。

また、基礎年金の国庫負担は、2003年度ま

では給付費の３分の１でしたが、来年度から

給付費の２分の１になります。

図表18に示すように、消費税を充てる経

費の合計額は、消費税収国分よりも多いので

す。この不足分は「スキマ」と呼ばれ、消費

税以外の財源で賄われています。

｢スキマ｣は消費税以外の財源で
賄われる
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基礎年金国庫負担の割合が２分の１に引き

上げられる2009年度には、基礎年金国庫負担

だけで消費税収を上回ります。

基礎年金は2009年度、2010年度には、財政

投融資特別会計から、一般会計への繰り入れ

によって財源を手当てすることになっていま

すが、その後の財源確保は喫緊の課題である

と思います。

消費税の使途として基礎年金が優先されて

しまえば、後期高齢者医療、介護には、他の

一般財源の税収を充てるか、保険料や一部負

担を引き上げるしかなく、医療費、介護費の

さらなる抑制が懸念されます。

消費税の議論を行う際には、同じ社会保障

として年金、高齢者医療、介護に対する国庫

負担のあり方を、同じ土俵に上げなければな

らないと思います。

消費税に関しては、予算総則で使途が規定

されているように、現在は「社会保障目的化

されている」と言えますが、これを「社会保

障目的税化するべきでは」という意見があり

ます。「目的税化する」と、今、申し上げた

他の財源によるスキマへの手当てが困難にな

る危険性があり、社会保障費の抑制につなが

りかねません（図表19）。日本医師会は、現

在、目的税で縛ることは社会保障費の抑制に

直結しかねないと考えるので、当面は、目的

化を維持し、負担と給付については、十分に

国民の合意を得たうえで、改めて目的化か目

的税化を検討するべきだと考えます。

次に、特別会計などの見直しは今後も継続

していくべきです。社会保障費をはじめ、一

般会計の歳出は厳しく抑制されています。特

別会計については、2009年度当初予算等で、

積立金が活用されることになりましたが、ま

だまだ一般国民には分かりにくいと思いま

す。

さらに会計の透明性を高めること、決算を

重視して、剰余金が発生しづらい仕組みにす

ること、そして剰余金が発生した場合には、

原則、一般会計等へ繰り戻すといった見直し

を求めます（図表20）。

蘆図表18

消費税の目的税化＝社会保障費
抑制の危険性

JMA Toshio Nakagawa

蘆図表19

JMA Toshio Nakagawa

継続して求めていく特別会計の見直し



特別会計には、2007年度末で204.9兆円の

積立金があります（図表21）。このうち年金

積立金の136.1兆円は、将来の国民に対する

債務です。これ以外にも68.9兆円の積立金が

あり、社会保障財源としての可能性もあると

考えます。

一方で、負債を抱える特別会計もあります。

貸借対照表の資産から負債を除いた正味財産

で見ていくことも大切です。貸借対照表では、

年金積立金は、公的年金預かり金として負債

に計上されています。2007年度末で集計して

みたところ、特別会計全体で、正味財産は

100.8兆円でありました（図表22）。

独立行政法人は、事業を効率的かつ効果的

に行わせることを目的として設置されたので

すが、国からの財政支援が3.4兆円あり、う

ち運営費交付金だけで2006年度は1.7兆円で

す（図表23）。また、独立行政法人の約２割

は、収入の９割以上が国からの運営費交付金

です。国からの支援は一般会計、特別会計か

らの支出であり、社会保障費などにも大きな

影響を与えます。現在、独立行政法人整理合

理化計画が進められていますが、この徹底お

よび強化を求めます。
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最後に、公的医療保険の保険料の見直しに

ついて申し上げます。被用者保険、国民健康

保険ともに、保険料には上限があります（図

表24）。そこで、保険料は、原則として所得

または年収に比例させることを提案します。

被用者保険の保険料は、年収1,950万円ま

でしか比例せず、年収1,950万円超の人はす

べてが年収1,950万円として計算されていま

す。年収2,000万円を超える給与所得者は、

2007年には22万人で給与所得者の0.4％です

が、被用者保険で保険料を年収比例させた場

合には、約0.2兆円の保険料増収効果が得ら

れると試算されます。また、国保も所得比例

にすれば、被用者保険と合わせて0.4兆円の

増収になるのです。

被用者保険の保険料は、標準報酬月額、お

よび標準賞与に保険料率を乗じて決まりま

す。政管健保、現在は協会けんぽの2007年度

の平均標準報酬月額は、28万4,900円と最も

低いのですが、保険料率は82.00‰と最も高

くなっています（図表25）。

そこで日本医師会は、旧政管健保、現在の

協会けんぽの保険料率を都道府県別ではな

く、全国一律にすることと同時に、被用者保

険全体の保険料率を、協会けんぽと同じ

82.00‰に公平化することを提案します（図

表26）。その場合の保険料増収効果は、約１

兆円と試算されます。

以上が、日本医師会が提案する公的医療保

険を支える財源のあり方です。こういった財

源を元にどのような社会保障を実現すべき

か。日本医師会は「グランドデザイン」のな

かでも示しているとおり、高齢者の医療制度

において、医療費の９割を国庫主体の公費で

負担することを提案しています（図表27）。

一方で若年世代の保険は、公費を投入しな

い保険原理での運営を考えています。高齢者

は保険料や自己負担の不安をできるだけ少な

くして、安心して老後をすごしていただきた

い。また、若い世代では、保険者間の財政調

整を行い、全国どこでも格差なく医療を受け

ていただきたい。

小泉構造改革後、さまざまな格差が広がっ

蘆日本医師会の考え方
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保険料を年収や所得に
比例させて徴収する

蘆図表24

JMA Toshio Nakagawa
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蘆図表26
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たことは事実です。日本医師会は、今後も格差

なく医療を受けることができる制度、そして

国民の幸せを支える医療を追求し続けます。

ご清聴、ありがとうございました。
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消費税などの
新たな財源、
支出の見直し
の継続など

蘆図表27

JMA Toshio Nakagawa
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中川 これよりご講演いただきました講師の

先生方に、当会の竹嶋副会長が加わりまして、

パネルディスカッションを進めてまいりま

す。

小泉構造改革の下で始まった厳しい社会保

障費の抑制は、今に続いています。医療にお

いては、救急医療、産科医療がまさに崩壊し

つつあり、また病床が閉鎖されたり、診療科

が休止されたりすることが相次いでいます。

構造改革によって、結果として非正規社員を

増加させ、最近では失業率も増加し始めまし

た。今こそ社会保障が国民を支えなければな

りません。では、これからの社会保障はどう

あるべきか。そのためには、国民がさらに負

担をするしかないのか。国民は悲痛な思いで、

社会保障のこれからを見守っていると思いま

す。

社会保障のあり方について、田中先生から

は、患者、住民との連携不足、それからわれ

われは非常に反省しなければならないのです

が、医療側の改革提示力の弱さ、そして財源

論のエビデンスの貧弱さを指摘され、消費税

を有効に活用する議論をすべきとお話しされ

ました。

一方、財政面について、太田先生は、国と

地方の役割と負担のあり方について述べら

れ、社会保障費の削減、「2,200億円を撤回す

るなら国民の負担を」というお話でありまし

た。

吉川先生は、国民会議の座長を務めておら

れますが、安定的財源として、いわゆるEU

の15％と比べて日本の５％はどうなのかとい

う問題提起をいただき、日本医師会に苦言も

いただきました。

わが国の未来を支える社会保障
――社会保障財源のあり方――

パネリスト

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授蘆田中　　滋
財務省主計局主計官厚生労働係担当蘆太田　　充
東京大学大学院経済学研究科教授蘆吉川　　洋

日本医師会副会長蘆竹嶋　康弘

司　会

日本医師会常任理事蘆中川　俊男

今こそ、社会保障の機能強化を
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日本医師会は、地域医療は崩壊しつつある、

社会保障費、医療費の抑制政策は撤回すべき

だと主張してきたところでありますが、先生

方からも、最終的には社会保障の機能を強化

すべきだというような旨のご意見をいただ

き、少々意を強くしたところもございます。

まず最初に、竹嶋副会長、３人の先生方の

ご講演を伺ってどのように感じられたか、一

言お願いいたします。

竹嶋 恒例となりましたこの日医の政策シン

ポジウム、今回は「わが国の未来を支える社

会保障」ということで開催いたしましたが、

まさにこの世界のトップリーダーの先生方に

ご登壇のご快諾を賜りましたことを、冒頭、

厚くお礼を申し上げます。

そのうえで日本医師会の社会保障、特に財

源につきましては、中川常任理事から、今回

出しました「グランドデザイン2009」を中心

に数字も細かく出してご説明しました。先ほ

どから「国民」とか「一般市民」という言葉

が出ていますが、きょうはこの会場に報道関

係者の方も含めて市民の方々、100人ほどお

みえですので、その皆様方にも、講師の先生

方のお話を伺った感想を含めまして、メッセ

ージを送らせていただけたらと思います。

講演を拝聴いたしまして、本当ならば順番

に感想を申し上げたいのですが、冒頭、小泉

内閣時代から今の麻生内閣にかけまして、内

閣府の経済財政諮問会議の民間議員として、

また先ほどご紹介がありました国の社会保障

政策、あるいは医療政策の決定に深く関わっ

てきた社会保障国民会議の座長として、この

たび最終報告書をおまとめになられた、吉川

洋先生がご講演のなかで、今、国民の皆さん

が一番求めているのは、まさしく医療、年金

等の社会保障の構造改革ということをお示し

になられました。大変意を強くしたわけであ

ります。

新聞社の名前を出してどうかと思います

が、2006、2007、2008年の３年間にわたり読

売新聞社が、国民の皆さんに「一番今、喫緊

の課題は」というアンケートを取りましたと

ころ、2006、2007年は内閣府大臣官房の広報

室のアンケートと全く一緒でして、やはり社

会保障、年金、医療、それから介護といった

ところが第一となりました。

それから昨年８月のアンケートでは、まさ

にこの経済不況というなかで、大変な国民の

生活を反映して、景気あるいは税の問題が第

１位に上がってきましたが、やはり３番手に

この社会保障問題が出ています。こういう国

民の皆さん方の実情を、まず私どもはしっか

り捉える必要があるのではなかろうかと思っ

ています。

それから、先ほど「座長としてでなく個人

的には」とお断りされて吉川先生が、私ども

医師会の考え方に対してご示唆を賜りました

が、私どもが総医療費はもう少し上がるべき

である、「上げるべきである」という前に

湧き上がる社会保障の
機能強化を求める声

国民の関心が高い
社会保障問題
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「上がるべきである」ということの主張をし

ました。これにつきましては、先ほど中川常

任理事の出しました資料のなかで、私どもは

国際比較をしております。

そのなかで、総医療費がOECD30か国のな

かで21位とか22位、あるいは2006年のOECD

のデータでは、１人当たりの医療費は20位と

いうことから、比較しているということを申

し上げておきたいと思います。

そういうなかで国民の皆さんにも、実際に

各国のさまざまな事情が報道されています。

今の日本の医療がそのなかでどういう状況に

あるかということをお考えいただきますと、

これもWHOで早くから言われていますよう

に、健康寿命が世界１位である、あるいは医

療を受ける受療に対する公平性というのも世

界で３番目であるという状況です。しかしこ

の２、３年、地域の現場は医師不足、看護師

不足等々、救急医療から小児科、産科などを

含めて現実に医師が不足しており、地域の危

機的状況、崩壊をきたしているのが現実です。

その大きな原因は、これまで抑えに抑えられ

てきた社会保障、とりわけそのなかの医療費

であると言わざるをえないことを、吉川先生

に申し上げさせていただきたいと思います。

それから税の問題が出ましたが、当然なが

ら財務省の太田先生は、まさに中心的立場に

おられるわけですが、その太田先生もやはり

歳出削減には限界がある、どこかでやはり歳

入を求めなければいけないということから、

消費税にも触れられたように思います。

この消費税問題に関しましては、私どもの

見解も先ほど来述べました。これは流行語の

ようになりました「埋蔵金」という言葉で言

われている、いわゆる特別会計については、

その不明瞭さ、よく分からないというのがず

っと続いてきました。ここも大変大きな問題

です。

我田引水になりますが、2007年の「グラン

ドデザイン」にははっきりと、この特別会計

で毎年40兆円から50兆円の余剰金が出る、こ

ういうのを使えないのかということを訴えて

きました。また、きょう、中川常任理事が話

しました保険料率の調整、あるいは独立行政

法人にはまだ補助が続いているなど、そうい

うところを細かに見ていくべきであろうと主

張してきました。

財源を頭から押さえて、そしてそのなかで

どうこうするということはもう過ぎてきたの

ではないかと思います。ここにいらっしゃる

先生方、それから私たちも含めて医療の実際

の現場を担う者、それからまた政策を作る者、

それを実際に実施していく者などが国民の皆

さんに向かって、もう少し分かりやすいメッ

セージを送るべきであろうと考えました。

最後に、地域医療における格差、格差のな

い地域医療をどう提供していくかを私どもは

いつも考えているのですが、そのなかで田中

滋先生は、医療の制度だけではなくて提供体

制について、われわれ医療を担う者もきちん

と考えていくべきだとご提言をいただきまし

た。いつもその苦言をいただいていますので、

これはもう率直に受けさせていただきたいと

思います。

最後に、これはいつも言われることですが、

要するに社会保障というのは消費ではないの

だということです。北欧の国のように、みん

なが税を支払うだけではなくて、国に預ける

社会保障は消費ではなく投資
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のです。政府や行政を信頼できるから預ける

のです。それは必ず医療、福祉、介護、教育、

保育、雇用に必ず返ってくるのだという信頼

感を持っているのです。このように日本でも

国民の皆さんに社会保障をしっかり認識し、

投資であるという考えを持っていただくこと

が必要であると強調させていただきたいと思

います。

中川 まずは田中先生にお聞きしたいのです

が、先生は先ほど、社会保障国民会議の最終

報告を評価するというお話がございました。

日本医師会は、あの報告を賞賛するなかで、

医療関係者が社会保障の抑制から機能強化に

転じたという点は評価すると申し上げていま

す。一方で急性期の基幹病院に、財源もマン

パワーも重点的に配備するということに偏り

すぎてはいないかと考えています。さらに一

足飛びに在宅というような傾向がありますの

で、われわれは医療全体の底上げが必要だと

主張しているのですが、それについてはいか

がお考えでしょうか。

田中 社会保障国民会議第2分科会のシミュ

レーションが、医療費も介護費も、構造改革

を行うと、言い換えるとより資源を集約する

と増えることを示した点は評価しています。

そのほかの社会保障国民会議の議論では、医

療や介護の提供体制をめぐり、具体的にどの

ように患者が提供者間を動くかを示す、いま

までなかった図も大変結構だと思います。

ただ先生がおっしゃることも理解でき、急

性期医療体制以外のところに、どのぐらい費

用を投入しないと維持できないかについて

は、分析は必ずしも進んでいません。とはい

え、急性期医療体制以外を大切にしないとの

メッセージを出しているというよりは、そこ

の分析はこれから取り組むべきで、今のとこ

ろ、まずは一番危機にある急性期医療を丁寧

に扱ったととればよい。中身に反対するより

は、中身の議論をもう少し詰めると、実はも

う１兆円必要だなどと答えが出るかもしれま

せん。ですから、提示されたものに対して、

われわれが上乗せしていけばすむ話で、反対

する必要はありません。半年でよく進歩した

がまだ足りないと言えばよいのだと考えま

す。

中川 吉川先生、この点について何かありま

すでしょうか。

吉川 そうですね。先ほどの中川先生のお話、

それから今の竹嶋先生のお話を伺って、残念

ながら、見解は私と非常に違うと思います。

また、私の目から見ますと、少し理解できな

い点があります。先ほどの中川先生のご主張

社会保障国民会議の
最終報告への評価

診療報酬全体の引き上げだけ
で問題は解決するのか？
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を私なりにまとめますと、要するに診療報酬

全体を引き上げることが必要だ、あるいはそ

こが抑えられたことが、今日、医療崩壊と呼

ばれることとなった主因であるという、そう

いうお考えですね。そういうご主張というよ

うに私は思いましたが、それは私の認識とは

全く違います。

それは特定のビタミンが不足して病気にな

った患者さんが来た時に、医師が「食費を増

やせ」と言っているように私の目には映ると

いうことです。ただし、先ほど申し上げまし

たが、私は国民医療費が今後増えていくこと

はおかしいことではないと思っています。公

的な医療給付ももちろん増えていくでしょう

が、平均で診療報酬を増やす、それだけで現

在の医療の問題が解決するというのは全く理

解できないことです。

医師会にぜひともリーダーシップを発揮し

ていただきたいのは、2010年というのは、ご

承知のとおり医療の診療報酬の改定の年で

す。そのためにこの４月から議論するわけで

すが、中身を徹底的に見直すこと、そのこと

に医師会としてぜひリーダーシップを発揮し

ていただきたい。

ちなみに先ほどから出ている国民会議の最

終報告では2025年を医療介護制度改革の最終

年にしています。ご指摘がありました、急性

期医療に行きすぎではないか、偏りすぎでは

ないかというお話ですが、しかし、私は、外

来と入院の配分というのをマクロで見直す必

要があると思います。これは私たち、多くの

医療の専門家からご意見を伺いましたが、そ

れが必要だというお話であったということで

す。

中川 補足しますが、われわれは診療報酬全

体を平均して上げるべきだとは言っていない

のです。これはもちろんメリハリもあります

し、ちょうどコストに見合った点数をきちん

と上げるべきだと申し上げています。先生は

「特定のビタミン」とおっしゃいますが、医

療機関の健全経営というのは、質の高い、安

全性の高い医療を提供するためには、最低限

の前提条件です。われわれが今、不足してい

るのは特定のビタミンではなくて、主食なの

です。主食が不足している状態で一体どうな

るでしょうか、ということを申し上げたいの

です。

今の急性期に偏重したということは、もち

ろんこれから議論することになると思うので

す。引き続いて恐縮ですが、吉川先生、「こ

れだけの高齢化が進み、いろいろな問題も進

むなかで、医療費を上げること自体は賛成で

ある」とおっしゃいました。ただ、「それは

公的な医療費には限らないのだ」ということ

もおっしゃったと思います。

先ほど、私の示した資料で、公的医療費の

対GDP比、これはあのアメリカよりも低い

という現実、これは一体どうなるのかなと思

うのです。

長期債務残高が天文学的に積み上がってと

言いますが、この原因は社会保障、まして医

療が原因ではないということは、誰もが認め

るところです。しかし、「もうすでに財政赤

字はこのようになってしまったから、医療は

国民の皆さん、我慢しなさい。医療は増えて

もよいけれども、公的医療費ではなくて民間

医療保険や私的医療費でやっていかなければ

コストに見合った点数が
健全経営の前提条件
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しようがないでしょう」というお話だと、わ

れわれはちょっと納得できない。国民も納得

できないと思うのですが、いかがですか。

吉川 それは誤解です。私は民間の医療保険

や窓口での自己負担をどんどん増やせばよい

という考えは全く持っていません。まず医療

費本体、国民医療費をぎゅうぎゅう抑えつけ

るのは、これは賢くありません。これが１つ。

この点はすでに私の話の中でも申し上げまし

た。

そうであれば当然パブリックな医療保険給

付も増えていくわけです。ただその場合には、

負担もきちんと考えなければいけないという

のが、国民会議での議論でありましたし、私

自身の個人的な考えでもあります。ここから

先は個人的な意見です。私は消費税が本命だ

と考えて、応分の負担増ということを求めて

いかなければいけないと考えています。この

点は医師会と同じだと思います。

ただし、繰り返しになりますが、現在、国

民が非常に困っている、医療崩壊とまで言わ

れているような状況を直すには、平均診療報

酬を上げればそれでよいかというと、とうて

い私にはそのようには思えないということで

す。

中川 私どもも、もちろん平均の診療報酬を

上げればすべてうまくいくとは思っていない

ということの観点から「グランドデザイン

2009」を示し、いろいろな制度の見直しを提

言しているわけです。

いままでの点について、太田先生、何かあ

りましたらご意見をいただきたいのですが、

いかがでしょうか。

太田 吉川先生のご意見と、私はほとんど同

じだと思っています。少し追加的に言及させ

ていただくと、要するに診療報酬本体をどう

するかというのは、最後の予算編成過程で最

終的には財務大臣、厚労大臣を含めて交渉し

て決まるということになっています。

ですが、診療報酬のなかでどういう配分を

するかというのは、予算編成のときには総額

しか決まっていなくて、配分はそのあとで中

医協で決まるというシステムになっていま

す。

実は私は地方財政の担当を長くやっていた

のですが、地方交付税という、今年で言うと

15兆～16兆円ぐらいの金額も、総額は財務大

臣と総務大臣で年末に折衝して決まります。

けれども、47都道府県および1,800市町村に

どれだけ配分されるかというのは、法律およ

び政令に基づいて、７月末までに基本的に総

務省が決定するというシステムになっていま

す。

予算というのは、財務省は「鉛筆１本いく

らだ、それを何本買うのだ、それをきちんと

積み上げて予算を作れ」と、あるいは作って

いるものだと思われがちなのですが、相当大

きい額の交付税と医療の国庫負担というの

医療保険給付の増加に
どう対応するか

中医協が決める診療報酬の配分
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は、総額は決まるのですが、実は積み上げと

いうのはあとで決まる世界になります。そう

すると、その積み上げの配分のところをどう

決めるかというのは非常に大きい問題です

が、実は私ども財務省主計局には何の権限も

ありません。

先ほど来お話のある、中川先生もおっしゃ

っていた、たとえば産科・小児科がすごく大

変だ、診療科内で偏在があるのだという話も

あります。あるいは地域で偏在があるのだと

いう話もあります。あるいはこの場でお話し

するとご批判を浴びるのは承知で申し上げま

すが、病院の勤務医がものすごく大変だとい

うお話と、それ以外のお医者様方がどうかと

いうお話というのは、実は世の中では大変多

くあります。

そうしますと、結局、総額をどうするかと

いう話はもちろん重要です。しかし、その総

額のなかでどのように配分されるか。配分の

なかで、ややもすればかわいそうだと思われ

る方のほうにマスコミも世論も集中されるの

で、こんなにひどいではないかということに

なりますが、よく分かっておられる方は、そ

うではなくて、かわいそうではない人たちが

いるだろうと、予算編成をやっていると逆の

立場からも批判されます。

そういう意味で、実は総額も大事なのです

が、配分の話は非常に大事であり、幸不幸は

別として、医療の世界と地方交付税の世界は、

私ども財務省には何の権限もないということ

だけ申し上げさせていただきます。

中川 ありがとうございます。太田先生、わ

れわれは財務省にはものすごく権限があると

思っていまして、だいぶご謙遜もあるかなと

思います。

われわれは、産科、小児科、救急医療だけ

が大変だということは申しておりません。そ

れに代表されるように日本の医療が大変なの

です。もちろん、勤務医の疲弊や大変さはも

う身にしみるように分かっています。かとい

って、では開業医は楽かというと、そんなこ

とはないのは、ここにいる全員が思っていま

す。

そういう意味で、医療のなかで助け合うと

いうので、前回の診療報酬改定では、診療所

の財源を病院に持っていったのですが、その

ようなものではとうてい足りるものではあり

ません。

太田先生の今のお話のなかで何となく見え

るのは、公共事業から金を持って来いとか、

そういうことはわれわれは近年、言ったこと

はありません。それはいわゆる、われわれの

なかでいつも批判している財政中立、そうい

う考えに近いということに似ているなと、今、

聞いていて思ったのですが、そこで、では一

体財源をどうするかという話に移りたいと思

います。

日本医師会は、財源がないという財政当局

のお話で、診療報酬改定の改定率を決めると

きに激論を戦わせてきたと思います。その流

れのなかで、かなり前から特別会計の剰余金

のなかに、社会保障財源として有効活用でき

る部分が必ずあるはずだという指摘をしてき

ました。

しかし、一貫して財政当局からは、財務省

ですが、「そんなものはない」と言われてき

ました。すべての剰余金、たとえば予算より

も決算のほうが10兆円、20兆円増える、その

なぜ、特別会計の剰余金を社会
保障財源に活用できないのか
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ようなもののなかには、「すべて行き先が決

まっているのだ。あっても１回限りの億単位

だ」というお話を聞いてきました。

しかし、この数年、いわゆる埋蔵金がある

ということは、もう明確に認められてきたと

いうことがあるのですが、そのへんの説明を

きちんとしていただかないと、これだけ2002

年から毎年削減され、2,200億円も近年削減

が常態化したなかで、医療が崩壊していると

いうことに関して、医療関係者だけでなくて

国民が納得しないのではないかと思うのです

が、そのへんは、太田先生はどのようにお考

えですか。

太田 基本的に埋蔵金と称されるものは、あ

る意味では短期的に財源としてあると思って

います。

ただ社会保障で言えば、毎年毎年の社会保

障のお金は、毎年毎年の給料がないとやって

いけません。よくできた奥様がいらして、そ

の方がへそくりをしていらしたとしても、そ

れはやはり１回限りなのでということだろう

と思っています。

中川理事のおっしゃっていた、財務省はそ

ういうのを認めていなかったが、最近は認め

るようになってというお話なのですが、ごく

簡単に申し上げさせていただきます。埋蔵金

という言葉は何を定義しているか云々という

話を全部抜きにしますと、要すれば、基本的

に、国家国民にとって資産があるのであれば、

国家国民の負債を返すために使うべきである

ということです。あるいはそういう法律があ

ったので、それに基づけばというお話をして

いたつもりです。

ただ現時点において、これだけの100年に

一度という金融危機の状況の下で、その資産

を使わず、新たに借金をするのであれば、財

政規律の問題だけではなく、こういう金融市

場下において新たに国債を大きく増発しなけ

ればいけないのであれば、まず持っている資

産を活用することを考えるべきではないかと

いうのが、今回、いろいろ法律も出してやっ

ていることです。

１点だけ申し上げさせていただくと、先ほ

ど医師会の資料に200兆円という特別会計の

積立金があるのですが、その積立金のなかで

も一番狙われたというか、有名になったのは、

財政融資資金特別会計、それがおおむね20兆

円ぐらいです。

ただ、こういう金融情勢下で国債の増発を

できるだけ避けるべきだという観点から、平

成20年度の当初で７兆円、補正で４兆円、平

成21年度の当初で４兆円、ですから20兆円ぐ

らいあるうちの15兆円ぐらい使ってしまいま

したという状況になっているのは、残念なが

ら事実であります。

中川 いままでの件について、田中先生、吉

川先生、竹嶋先生、いかがでしょうか。財源

のところですが。よろしいでしょうか。

田中先生、いかがですか。

田中 基本的に先ほどと同じことになります

が、医療機関経営が大変だからといって、単

に財源が欲しいと叫ぶではだめだと思うので

す。医療機関経営が大変とは、住民が医療を

受けにくくなることなのだと理解していただ

社会保障制度の必要性を
いかに国民にアピールできるか

特別会計積立金は
短期的な財源
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かなくてはならない。かつて日本の病院の赤

字率が民間病院を入れれば２割と言われてい

たのが、今は５割に近づいてきています。こ

れはやはりマクロ医療費が足りない証拠です

ね。

病院経営者が夜逃げするから大変なのでは

なくて、「病院機能が社会に果たしている地

域社会の安心感の基盤が崩れるから大変なの

だ、だからみんなで必要な提供体制が保てる

ように努力しましょう。医療側は、こういう

進んだ内容を提供したいと考えています。そ

の医療提供体制の維持発展のために、皆さん、

保険料や税を負担していただけますか」を問

う話だと思うのです。

少し言葉は悪いですが、「医療システムを

社会の安心感、安全のために購入していただ

けますか」と尋ねているに等しい。それが消

費税で何％増なのか、あるいは中川先生が言

われた、被用者保険の保険料を一律8.2％に

しろと説くか。なかなかよい案だと私も思う

のですが、「今より何兆円か多く出していた

だけますか」につきる話です。

合計で見れば受診量が少ない組合健保の方

にとってみれば、負担が増えるだけのように

感じられるかもしれませんが、組合健保加入

者という相対的に所得の高い人たちが、社会

が安定していることによって受ける恩恵は、

経済の成果をもっとも得やすいグループであ

る以上、十分に強いはずなので、その分は応

分の負担をしてはいかがでしょうと説得しな

くてはならない。住民に対して、社会全体の

安定と繁栄の基盤を皆で支える気持ちをどう

持っていただくか。社会保険を整備し、保険

制度についてこられない方々のために消費税

を上げていくとの順番に考えるべきなのでは

ないかと思います。

中川 竹嶋先生、どうぞ。

竹嶋 吉川先生とは２、３回ご意見を交えた

ことがあります。先ほど吉川先生は高齢社会、

あるいは技術革新で医療費は上がってもよい

が、公的給付は抑えるとおっしゃいました。

それは経済学者ですから当然そうだと思いま

す。また、田中先生と吉川先生がご講演の資

料で示されたのですが、一部負担が21％、あ

るいは20％ということで、日本は先進国のな

かでは低いということでした。一部負担の考

え方ですが、国民の皆さんが医療を受ける格

差をなくせと言うときに、医療費はどんどん

上がってよいが、公的給付は上げないよとい

うことになると、その間は、まさに吉川先生

がおっしゃった民間保険などを使わないとで

きません。その場合、民間保険を使える国民

の層と使えない層の問題がきわめて大きくな

ります。ですから、医療費は上がってよい、

ならば公的給付をやはり上げるということ

も、考えていただきたいのです。

社会保障国民会議の座長を今後もお続けに

なるでしょうし、この政策決定の一番、要に

おられる方ですから、そのあたりのところを

もう１回お聞きしたいのですが。

吉川 繰り返しになりますが、私は国民医療

費と公的医療給付というのをまず頭の中でき

ちんと分けるべきと考えます。そのうえで、

国民医療費については先ほどからお話しして

いるとおり医学・医療技術の進歩を反映して

格差が生まれる民間保険の利用

高額療養費制度の充実で
自己負担増を抑制する



72

将来伸びていくだろうと思います。公的医療

給付についても、私はぎゅうぎゅう抑えるべ

きだとは言っていません。そこは財政論、国

民がどれだけ医療保険サービスに対して保険

料、税金を負担する用意があるかというのと

の見合いだというのが、私の考えです。

何でもそうですが、原点に戻って考える必

要があります。ひるがえって医療保険という

のは一体何なのだということを考えてみれ

ば、これは当たり前ですが、保険、insur-

anceです。insuranceの原点は、基本はビッ

グ・リスクを皆できっちり支え合うというこ

とです。スモール・リスクは、コストによっ

ては自分でみるということだと思うのです。

もちろん非常に貧しい方、所得の低い方は

別です。ご承知のとおり、現在も生活保護の

方は医療費は全部税金でみています。所得が

低い方にとっては、３割といっても自己負担

が非常に厳しいというのは、そのとおりだと

思います。

わたしがここで想定しているのは、いわゆ

る中堅サラリーマン以上の人たちです。そう

した人たちにとっては、３割自己負担よりも、

高額療養費のほうが保険として重要な役割を

果たしています。ですから、私がもし制度を

決めるのだとしたら、私は自己負担のところ

には免責制のようなものを入れて、そこで浮

いた財源を高額療養費制度をさらに充実させ

るために使うだろうということです。

高額療養費というのは、ご承知のとおり自

己負担の月額上限ですが、スタンダードのケ

ースでは８万円プラスです。仮に８万円とし

ますと、１か月だけ上限に達した人は、年間

を見ても８万円です。しかし、慢性病で、仮

に12か月上限８万円にぶつかる人は、年間を

とれば96万円の自己負担になるわけです(現

状でも減額制度がありますが、ここでは話を

簡単にします)。ですから、年間の自己負担

の医療費は相当違ってきます。

そうした時に、たとえば毎月８万円の上限

にぶつかる人については、実は現行制度でも

あるのですが、だんだん負担率を小さくして、

年間での負担も抑えるような制度にします。

そのためには、社会保障番号が必要です。単

純な比例ではなくて、非線形というのですか、

カーブのついた合理的な自己負担制度にしま

す。とにかく大きな負担は皆でしっかり支え

合うという保険の原点に立った設計のやり方

があるのではないか。そのようなことを考え

ているということです。

中川 保険ということで言いますと、私ども

は３本柱の財源を提示しました。まず保険料

率の上限をなくして突き抜けるという案、そ

れから一般医療保険ですが、保険料率を公平

化するというか同じにするということで、一

般医療保険者間の財政調整をして支え合うと

いうことと同時に、ハイリスクグループの高

齢者の医療は公費負担で、医療費の９割を公

費でやるという案です。それについては吉川

先生、どういうご見解でしょうか。

吉川 先ほど中川先生の資料を拝見してい

て、組合健保の保険料の上限が1,960万円で

したか、何かそのようなことをおっしゃって

いたと思うのですが。

中川 被用者保険です。被用者保険の上限が

1,950万円です。

吉川 所得がそこを超えると負担がフラット

になってしまっているということですね。そ

日本医師会の提示した
医療保険の財源案
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の部分を変えると、2,000億円ぐらい、0.2兆

円ぐらい財源ができるというお話でしたね。

中川 はい。

吉川 それはお話を伺っていて、考え方とし

て分かるなと思いました。いずれにしても制

度間の調整をしていくというのは、それはそ

れで１つの課題として、賛成なのです。その

点は、先ほどのお話のなかで理解できました。

中川 ありがとうございます。

次に消費税のことを太田先生にお聞きしま

すが、先ほど示した「スキマ」が予算総則に

規定されているものだけでも、一般会計であ

れだけあります。

今、持続可能な社会保障制度の構築のため

には、安定した恒久的財源として消費税を上

げるという、打ち出の小槌のような、特効薬

のような財源だという論調が多いのですが、

先ほど示したように非常に不安なのです。そ

れで３本柱同時にと申し上げているのです

が、それに対する見解を伺えませんでしょう

か。

太田 ちょっと質問が高尚すぎて理解しきれ

ていないかもしれませんが、消費税が打ち出

の小槌だというのは、そのように思っておら

れる方がどれだけいらっしゃるのか、私には

分かりません。いずれにせよ、先ほど来、私

の資料なりで説明させていただいたなかで言

えば、わが国の負担が諸外国に比べればそん

なに高くはないのではないかということで

す。高くないではないかという税負担のうち

で、一番象徴的なのが、付加価値税だという

ことは事実だろうと思います。そういうこと

でご覧いただいています。

それから、スキマがある云々の話は、だか

らこそ消費税をどのように扱うかということ

ですが、１点だけお話をさせていただくと、

先ほど医師会の中川先生が説明されたなか

で、私が話そうと思って忘れたものなのです

が、ありがたいことを説明していただきまし

た。要するに、消費税のうち国と地方の取り

分は、地方消費税が１％で、国の消費税が

４％だということであり、さらに国の消費税

のうち29.5％が交付税です。だから、それだ

け地方にいっているのだという話がありまし

た。

今、消費税、地方消費税を含めた５％を

100とすると、国が取っている分は56、地方

が取っている分は44です。

先ほど申し上げましたように、社会保障の、

仮に年金、医療、介護の給付を、国と地方で

どのように負担しているかを大雑把に言え

ば、国が８割、地方が２割という状況になっ

ています。ですから、今の消費税にかかる国

と地方の配分をそのままにして、社会保障の

給付を国民に負担してもらうのだということ

にすると、もっとたくさん上げなければいけ

ないということになります。

ですから、おそらく医療なり給付を受ける

国民の方からすれば、税金の取り分が国の分

がいくら、地方の分がいくらと、そんなに意

識をしているとは思わないので、社会保障の

給付にそういうのをあてるということであれ

ば、それを前提に消費税について、国と地方

の取り分を考えるということだと思います。

国と地方の間での消費税の配分

消費税は打ち出の小槌か
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消費税の交付税率というのは現在29.5％な

のですが、これは別に固定ではありません。

初めて消費税が入ったのは、平成元年で３％

でした。その時に地方消費税に当たる部分は

消費譲与税という仕組みになっていました。

国の消費税分にかかる地方交付税というのは

29.5％ではなくて24％でした。今は29.5％に

上がっています。

なぜかと言えば、地方のほうがかわいそう

だからということではなくて、３％、５％の

消費税は、実は増税ではなくて、その分ない

しその分以上減税をして、その減税の分を消

費税で賄うというシステムでした。したがっ

て、なぜそういう24％とか29.5％が決まった

かと言えば、国と地方のそれぞれ減税した分

がどれだけだったかで、地方の減税分に応じ

て、消費税の交付税率が決まったということ

であります。仮に消費税という税目を社会保

障の給付に使うのだということであれば、そ

れに応じた国と地方の負担の割合を考えてや

るということだろうと思っています。

こういうことを言っておかないと、国対地

方という議論をやると、国は１つしかなくて

地方は47都道府県および1,800市町村あるし、

公務員の数で言うと、国家公務員は大雑把に

言って30万人で、地方公務員は300万人いら

っしゃるので、大体腕力では絶対負けるもの

ですから申し上げています。

中川 ありがとうございます。

そろそろ時間も迫ってきました。最後に

2,200億円の削減について、パネリストの方

にご意見を伺います。日本医師会は全国の医

師会と共に連携して、社会保障費機械的削減、

2,200億円の削減を一貫して反対し、撤回を

求めてきました。

その流れのなかで、昨年、一昨年から、こ

の旗を降ろすと、日本売りにつながるのだと

言われました。昨年末、経済状況が変わった

時には、これを降ろすと、たとえば公共事業

の３％も削っているのだから、示しがつかな

い、雪崩を打ってくるという説明もありまし

た。

しかし、先ほどの資料で示したように、

2,200億円の削減がいかに地域医療を崩壊に

導いたかということは、われわれは確信して

います。

今年６月に入って財政審の建議が出され、

「骨太の方針2009」が策定され、夏のシーリ

ングがあり、そういう流れに向けて2,200億

円削減自体の撤回を強く求めていくつもりで

すが、この点についてどのようにお考えか、

まず田中先生からお願いいたします。

田中 私の考え方からすれば、2,200億円削

減への反対は議論するまでもなく当然の主張

です。医療の崩壊だけではなく、これまで2

回にわたり介護給付費も引き下げられたこと

による介護人材不足の問題も、同じく社会保

障費の伸びを抑制したことから起きていま

す。2,200億円問題に対しては、それが廃止

されるまで強く要求し続けるべきだと考えま

す。

そのうえで、先ほどから申し上げているよ

うに、抑制をなくすと住民にとって何がよく

なるかも一緒に言わないといけません。医師

や医療機関が助かるから、だけでは世間を味

方にできない。また、その2,200億円分をい

かに集めるかについても前向きで議論しなが

らとの前提です。給付はきちんと増やし、た

削減反対と同時に負担の
あり方を議論すべき
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だしその分を利用者負担に押し付けず、私た

ちの税社会保険負担のあり方を前向きに議論

する。両者をセットで論ずるべきだと思いま

す。

中川 では、太田先生、お願いします。

太田 中川理事の力強い信念で頑張られれ

ば、当然議論させていただくということだろ

うと思っています。ただ、それは先ほど中川

理事のお話のなかにもあったように、予算全

体として、まずどれだけご負担をいただくか

ということがあるし、予算全体としてどのよ

うに資源配分をするか、それは公共事業なの

か社会保障なのかということも含めて議論し

なければいけない。それはそんなに簡単なこ

とではないと思っています。

１点だけ言わせていただくと、先ほどの紹

介のなかで、保険料を協会けんぽの82.00‰

に全部そろえるというお話がありました。そ

れは１つのご提案だと思います。１つのご提

案だと思いますが、健保連とかが簡単にそう

だと言われるかというと、それは容易ではな

いのは重々お分かりだと思います。暫定的に

1,000億円というお話をやったときの分です

ら、国会で法案は通っていません。あきらめ

ざるをえませんでした。

そういうなかで、そんなに簡単ではないこ

とを「そちらでやれば」と言われても、そう

はなかなかいかないと思います。真剣に議論

させていただきたいと思っています。

中川 ありがとうございます。ハードルが高

いことは重々承知のうえで申し上げているの

です。吉川先生、お願いします。

吉川 繰り返しになりますが、私は問題の立

て方そのものにいまだに賛成できません。つ

まり、2006年の2,200億円削減が地域医療の

崩壊を招いたと、その点を確信しているとお

っしゃったのですが、証明は全く不十分だと

思います。

数学に例えれば、論理の階段を１段飛ばし

てよいのだったら、私でもフェルマーの定理

を証明できます。

鎌倉市の医師会がイニシアティブをとられ

て、最近産科の病院を作りました。鎌倉市の

診療所の医師が３名ですか、協力されて、産

科の病院が復活したというので大変歓迎され

ているというニュースを今年に入ってから見

ました。これは鎌倉市の医師会のイニシアテ

ィブだったというように私は理解していまし

て、大変素晴らしいことだと思っています。

この場合、財源は鎌倉市が出しています。

ここでも確かにお金の問題もあります。しか

し、お金だけでこの問題が解決したのではあ

りません。まずハードとして産科の病院のよ

うな施設ができて、それから地域の診療所の

先生方がそこに出向くという形で病院と診療

所の協力体制が取られたということがあって、

改善が図られたと私は理解しているのです。

ですから、2,200億円を枕詞として診療報

酬の平均的な引き上げをすれば物事が片付く

かのような話は、相当乱暴な論理の３段飛び

であると私は思います。先ほどもお話しした

とおり、私は診療報酬の中身の見直しという

ことこそが大変重要だと考えています。幸い

医師会の先生方が改革ということをこれだけ

言われているわけですから、この４月から始

診療報酬の配分の見直しが重要

簡単ではない保険者間の
保険料率の統一
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まる診療報酬の改定、中医協における診療報

酬の見直しには、それをプロフェッショナル

な立場からリードされると期待しています。

いずれにしても2,200億円削減が地域医療の

崩壊を招いたとの確信は、私にはその証明は

全くよく分かりません。狐につままれたよう

な気持ちです。

中川 補足しますが、2,200億円は主食なの

です。ビタミン剤とは、表現が少し適切では

ないとは思いますが、そういう工夫は鎌倉市

だけではなくて、苦しいなかで全国各地で行

われているのです。その工夫は全国の医療機

関、医師会も含めて、もう徹底的にやってお

り、そこで医療費を削減されると余裕がない

わけです。そのことをぜひご理解いただきた

い。イメージとしては、あれは自然増、伸び

に対する削減だから、本体は担保されるのだ

からよいでしょうとお考えなのかもしれませ

ん。ところが、たとえば医療における自然増

を削減するということは、現場の感覚として

は本体を削られると同じなのです。実際問題

として、医療費の自然増はもうすでにないの

です。

吉川 指摘させていただきたいのは、私ども

大学も、先ほどちらっと申し上げたのですが、

毎年「▲」が付いているわけですが、大学病

院は財投であるために、借金を返すというこ

とで、さらにその分「▲」が上乗せされてい

るわけです。そうした問題を是正するために

も、配分の見直し、システムの見直しという

ことが、やはり医療改革の１つの大きな柱だ

と私は確信しています。

先生方が医師会として、診療報酬の平均的

な引き上げ、それが柱であるかのような主張

をされるのは、私に言わせると、きわめてミ

スリーディングであると思われるのです。

中川 それだけが柱だなどとは一度も言って

いませんし、「グランドデザイン」もお届け

しますので、ぜひお読みいただければご理解

いただけるのだと思います。

竹嶋副会長、お願いします。

竹嶋 議論の本質は、2,200億円削減の反対

が診療報酬に関わるからだけではないので

す。やはり小泉内閣の、５年間に中身は考慮

しないで機械的に1.1兆円を削減していくと

いう政策が問題なのです。単純にわれわれは

2,200億円が、診療費だけの問題で小泉内閣

が提示したわけではないことはわかっていま

す。しかし、社会保障全体のなかに医療費が

65％入っているということです。また、おか

しなほうに議論がいっては困るのです。問題

はそういう決め方、しかも毎年2,200億円に

なっていません。900億円の時もあるし、最

後のところは三千何百億といわれています。

こういういい加減なやり方をやっているとい

う事実があって、これは本当に意味があるの

かということです。シンボリックのようにな

っているのではないか。こういう曖昧なもの

はやめて、もう１回考え直したほうがよいと、

私は意見を述べておきたいのです。

中川　そろそろ時間になりました。非常に熱

心なご発言、討論をしていただきましてあり

がとうございます。

新年度に入りますと、いよいよ来年度予算

すでにない医療費の自然増

議論の本質は政策の
曖昧な決め方にある
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編成の作業が開始されます。低医療費政策が

引き金となって、地域医療の崩壊が今や現実

のものとなっています。2,200億円、この削

減が続いては国民医療が守れません。日本医

師会はこの撤回とともに、来年４月の改定に

おいては、診療報酬の大幅な引き上げを求め

て全力で行動していくことをここに申し上げ

まして、パネルディスカッションを終了いた

します。

これをもちまして、本日の医療政策シンポ

ジウムのすべてを終了します。パネリストの

方々、ご協力ありがとうございました。会場

の皆様、最後まで熱心にご清聴いただき感謝

申し上げます。
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