




国民皆保険50周年〜その未来に向けて

日時：平成23年 2 月 2 日（水）　13：00 〜 17：00
場所：日本医師会館　大講堂

平成 22 年度医療政策シンポジウム

主 催　日本医師会



──巻　頭　言──
　本書は平成23年 2 月 2 日に日本医師会が主催した「平成22年度 医療政策シンポジウム」の
内容をまとめたものです。
　平成21年 8 月の総選挙において、自公政権から民主党を中心とする連立政権への、戦後初
めての本格的な政権交代が実現しました。従来からの『経済に医療を合わせる』政策から『国
民の生活を重視する』政策への転換する方針が示され、大いに期待が膨らんできました。し
かしながら、政治の混迷の中に、社会保障の理念である国民同士が助け合う相互扶助の政策
が後退し、市場原理主義に近い考えが内閣府を中心とした委員会から次々と出され、直近で
は『規制・制度改革に関する分科会・ライフイノベーションWG』で中間まとめがだされまし
た。昨年の本シンポジウムでご講演をいただいた宇沢弘文先生が述べられた『社会的共通資本』
の考え方から大きく逸脱する危惧を念じ得ない状況にあります。
　高齢社会到来を目前にし、各政党は一刻も早く政局を安定させ、社会保障と経済成長を両
立させる医療政策について、議論を尽くしていただきたいと願うばかりです。
　さて、今回のシンポジウムでは、全ての国民が人間らしく生きていける社会を安定的に維
持するための基盤である『国民皆保険制度』が50周年を迎えることにちなんで企画しました。
我が国の国民皆保険制度は昭和36年（1961年）市町村国民健康保険組合が全市町村で実施さ
れたことにより確立されました。財源の問題を中心として様々な綻びが出てきました。そこ
で韓国において、制度施行時の厚生大臣として国民皆保険制度を導入された、文 太俊韓国医
師会名誉会長による特別講演「韓国医療の光と影」に続いて、医療経済学がご専門の二木 立、
権丈 善一、遠藤 久夫の各先生方と読売新聞社の田中 秀一医療情報部長による一般講演、そ
して「50周年を迎えた国民皆保険」というサブテーマでパネルディスカッションを行いました。
　今後の社会保障のあり方と財源について議論を戦わされましたが、制度の存続のためには
負担増が避けられないことで概ね意見が一致し、消費税と社会保険料の負担増が不可欠であ
るとの意見が大勢を占めました。ただし、消費税増税による財源が医療費財源に充てられる
かどうかはリスクがある、また最終的には国民に選択してもらうしかないとの意見がありま
した。終わりに文 太俊先生と日医総研の特別研究員の武見 敬三先生から総括のご意見を頂戴
しました。
　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、遠路はるばるご出席を賜わりました
文 太俊先生をはじめ講師の皆様方、ご出席いただきました全国の会員の皆様に心より感謝申
し上げます。

　　平成23年 3 月

 日本医師会副会長　横倉　義武
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　皆さん、こんにちは。今日は全国各地から
この日本医師会のシンポジウムにご参加くだ
さいまして、ありがとうございました。
　このシンポジウムは、日本医師会が医師の
先生方と国民の皆様が、同じ共通の問題を一
緒に考えていくということを目標にして企画
されております。今年は日本の冠たる、世界
に誇る国民皆保険制度ができて50周年になり
ます。この皆保険制度がいかに大切なものか
ということを再認識して、私たち医師会は国
民の皆様の安心安全のため、生涯安心して生
きていくための砦である医療制度というもの
を、今後どのようにして維持するかというこ
とをテーマとさせていただきました。
　今日の特別講師にお願いいたしました文太
俊先生は、現在83歳になられます。遠路はる
ばる、韓国からいらしていただきました。先
生には日本医師会と韓国医師会の非常に強い
絆を作っていただきました。武見太郎先生時
代から日本に学び、また日本のいろいろなこ
とを韓国に制度として取り入れようと努力さ
れた先生でありまして、先生は世界医師会の

会長、また韓国政府の厚生大臣を歴任されま
した。今日は、われわれの医療制度と同じよ
うな制度を持ちながら、改革あるいはいろい
ろなことを変更せざるをえないという韓国の
事情についてお話しくださるのは、私たちの
医療制度に大変参考になることだと思ってお
ります。
　また講師の ４ 人の先生方は、わが国の医療
経済、医療制度に対して非常に高度な知識を
持って、常に私たちを指導してくださってい
る先生方にお願い申し上げました。
　皆さんご存じのとおり、この国民皆保険の
おかげで、日本は安いお金で世界一の健康長
寿国を作り上げました。だれもが望む健康で
長生きする、このことを目的として、私たち
医師は一生懸命努力してまいりました。医療
費はご存じのとおり、先進国のなかで最低の
医療費です。しかし、私たちは一生懸命、と
にかく国民のために働いてきたということを
自慢にしておりますが、どうもいろいろな内
容が国民の方々と共有していないところがあ
りまして、今後、日本医師会は、国民の皆様

挨　拶

日本医師会会長

原中　勝征
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のために、この皆保険をどのように皆さんと
考えていくかということを積極的に提言して
いきたいと思っております。
　韓国もわれわれの国と同じように少子化時
代がやってきました。出生率が大体1.3 〜
1.4、要するにご両親から生まれる人が 1 人
台であるということは、人口が減少してきま
す。特にわが国では、20４3年、最も高齢者が
多くなる時です。それからやがて25年後には、
1 人の労働者が 1 人の65歳以上の方をケアし
なければいけない時代が来ます。この 1 人の
労働者が自分の家庭をみて、家族をみて、子
供の教育のことを考えて、はたして65歳以上
の方を 1 人みられる日本になっているのだろ
うか。医療費は65歳以上の人は若い人と比べ
て 5 倍かかっています。そんななかで、もし
この国民皆保険がなかったときには、自分が

年を取ったときにどうなるのだろう。自分の
経済力がなくなったときにはどうなるのだろ
う。やはり、ここで私たちが高負担をしなけ
ればいけないのか、あるいは医療サービスの
低下を招くことがよいのか、国民の皆様と一
緒に考えていく大切な時期に来ていると思い
ます。皆さんと一緒に国民の将来を考えて、
医療の将来を考えて、あるいは医療の現在を
考えて、将来の私たちの孫の時代にこの冠た
る国民皆保険が続いている日本になるような
努力をしていかなければいけない、それが私
たちの責務であると感じております。
　今日のシンポジウムがそういう意味で、皆
さんと共通した知識を持てる会になればよい
と思っております。どうぞよろしくお願いい
たします。
　ありがとうございました。
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韓国医療の光と影

　本日このような素晴らしいシンポジウムの
開催にあたり、原中会長、ならびに日本医師
会のご列席の皆様に厚くお礼申し上げます。
　世界医師会（WMA）とアジア大洋州医師
会連合（CMAAO）の活動において、また日・
韓関係において、強いリーダーシップと推進
力を発揮なさっている原中会長にこの場を借
りて厚く敬意を表したいと思います。また、
WMAの副議長としてもご活躍なさっている
石井常任理事からの温かいご紹介にも感謝の
言葉を申し上げます。
　日本医師会と大韓医師協会（韓国医師会）
の交流は、武見太郎元会長の時代から長らく
続いているもので、「近くて近い国」として
の歴史的業績を築いてきたと覚えておりま
す。そして、2002年、大韓医師協会は日医総
研の発足に倣い、小規模ながら医療政策研究
所を設立いたしました。当時日医の会長を務
めていらっしゃいました坪井栄孝元会長をお
招きし、成功裏に開所式を執り行うことがで
きました（図表 1、 2）。日・韓両医師会の
このような交流の歴史を背景に、本日、私が

日本医師会主催の医療政策シンポジウムで
「韓国医療の光と影」というテーマで講演す
る機会をいただくことを大変光栄に思うと同
時に、その意味の大きさを感じております。
このシンポジウムを契機といたしまして両国
の友好・協力関係がさらに深まることを信じ
ております。
　私は政府・国会・医師会での関わりを通じ
て、一番近くで韓国医療の変化を見守り続け
てまいりました。同時に自ら韓国医療発展の
ための政策を立案する貴重な機会に与りまし
た。本日はその経験をもとに、この30年間の

韓国医師会名誉会長

文　　太俊

特別講演

 図表 1
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特別講演　韓国医療の光と影

韓国医療の飛躍的発展と健康保険制度の定着
の過程について、お話しさせていただきたい
と思っております。

韓国での健康保険制度の導入

　まずは、韓国における健康保険制度導入の
背景とその過程を簡単に説明させていただき
ます（図表 3）。
　1960〜70年代と言いますと、韓国の社会は
朝鮮戦争による深い傷から徐々に復活を遂げ
ている時期でありました。同時に保険医療分
野も徐々に正常化しつつありましたが、なお、
どん底の開発途上国の状態から抜け出せずに
いたと記憶しております。 1 人当たりの国民
所得もわずか1,000USドルというこの時代、
深刻な貧富の差と医療費の高騰などが原因
で、国民が現代的な医療機関を自由に利用で
きる環境も整っておりませんでした。特に公
立の医療機関、中でも地方自治体が運営する
病院や保健所は大きく立ち遅れている状態で
した。
　このような中、日本での国民皆保険制度の
成功（1961年）は、韓国において健康保険制

度への関心を生むきっかけとなりました。与
党の国会議員を中心に、健康保険制度導入を
目的とする研究会を設立することになったの
であります。当時、与党共和党の要職にあっ
た私自身を含めた医師出身の国会議員 3 人
と、官僚出身議員 2 人で研究会を構成し、 1
年間の活発な活動の結果、韓国でも健康保険
制度を導入すべきであるという結論に到達
し、さらには具体案を作成し大統領に建議す
るにいたりました。この時、健康保険制度導
入と関連して定めた原則が以下のものです。

1　原則として市場経済を基本方向とする
2　韓国経済の改善に応じて、人口の各レ

ベルに漸進的に適用対象を拡大する
3　全国の医療施設は脆弱であり、特に地

方の市立・道立病院の遅れが目立つた
め、投資を拡大し医療保険制度実現の
ために近代化する

4　医療保険報酬は、政府が行政便宜主義
に基づいて一方的に決定するのではな
く、各レベルとの協議を経て調節する

　しかし、健康保険制度導入までには反対の
声も少なくなく、多くの壁が立ちはだかって
おりました。特に、官僚や医師からの反対が
強く、政府機関の財政担当者らは、 1 人当た
りの国民所得がわずか1,000USドルと脆弱な

 図表 2

 図表 3

3.	健康保険制度導入についての検討

1 ）原則として市場経済を基本にする
2 ）経済が改善するにつれ各階層別に漸進的に適用 
人口を拡大する

３ ）公的医療機関への投資を拡大し、健康保険制度の
実現に向けて近代化する

４ ）健康保険の報酬の決定に関しては政府による一方
的な方法ではなく、各階層との協議を経て調節

１９７０年度に与党内に研究会を発足
:韓国における健康保険制度の導入を検討し

暫定的な結論に到達
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経済基盤の中で、国民皆保険制度を進めるこ
とは不可能だという立場をとっていました。
　一方、医師の間からは、健康保険制度導入
に伴い保健医療政策全体が政府の一方的決定
に左右されることになり、医師の独立性と自
主性が失われると懸念する声が上がっており
ました。当時の権威主義的な政府の姿勢を考
えれば、このような医師側の主張も無理はな
かったと考えております（図表 4）。
　このようにたくさんの課題を抱えておりま
したが、貧困に悩む人たちの実情を誰よりも
理解していた当時の朴正熙大統領の決断に後
押しされ、健康保険制度の導入が決定いたし
ました。貧しい家庭に生まれ育った朴正熙大
統領は、治療費が支払えないという理由で医
療機関で治療を受けられずに苦しんでいた多
くの国民の事情をよく知っていたからこそ、
国民皆保険制度の導入を固く決心するに至り
ました。

段階的な導入と拡大

　こうした背景の中、1977年 ７ 月、韓国で健
康保険制度が始まりました。政府はまず、被

用者保険（職場保険）として適用対象を従業
員500人以上の企業従事者に限定すると共に、
雇用者が保険料の50%を負担することにし、
保険料徴収に問題が発生しないようにしまし
た。これは、安定的な構造を整え財政上の問
題に備えることにより、制度の失敗を最小限
に抑えようとした工夫と言えます。1979年 1
月には財政面で安全な公務員と私立学校教職
員を適用対象にし、さらに1988年7月には従
業員 5 人以上の企業にまで適用範囲を広げま
した。現在では事業主 1 人のみの自営業者も
適用対象になるなど、被用者保険は比較的順
調に拡大の道を歩んできたと言えます。
　その反面、農業・漁業従事者や自営業者を
対象にした地域保険は拡大の過程で多くの壁
に直面しました。これは正確な所得の把握が
困難なため、公平な保険料賦課システムを設
定するのが簡単ではなかったことが原因でした。
　しかしながら、数多の困難を乗り越え、
1981年、1982年のパイロット事業を経て1988
年 1 月、全国の農業・漁業従事者を対象にし
た「農漁村医療保険」を施行し、地域保険の
拡大に大きな転機をもたらしました。注目す
べきことは保険料納付が困難であろうと思わ
れる人を対象に、政府が保険料の30％を補助
するという方針を定め、直ちに施行すること
により地域保険の破綻を防止しようとしたこ
とです（図表 5）。
　健康保険制度を全国民に拡大するために責
任者であった私にとって一番のポイントとな
ったのは、都市の自営業者にまで適用対象を
広げる問題でした。当時、韓国の税金徴収体
制には不備な点が多かったことから、都市の
自営業者の約70％以上が税金を納めておりま
せんでした。これが、医療保険の適用拡大の前に立
ちはだかる大きな壁となっていたのです（図表6）。

 図表 4

 「財政担当官僚の立場」
1 人当たりの国民所得がわずか1,000USドルという、
経済基盤が脆弱な中で制度を進めることは不可能

 「医師団体の立場」
制度の導入により保健医療政策全体が政府の一方的
決定に左右されることになり、医師の独立性と自主性
が失われることを懸念

4.	導入をめぐる反対意見
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特別講演　韓国医療の光と影

　これらの問題の解決が必要とされていた
1988年、私はちょうど保険社会部の長官を務
めておりました。今思いますと、あの頃が私
の人生で一番熱心に働いていた時期だったよ
うに思われます。保険社会部長官就任後、官
僚の間からは制度運営上の問題を理由に、都
市の自営業者への適用拡大を延期すべきであ
るという強い反対がございました。しかし、
保険が適用されない国民の苦しみを解決する
ため、必ず任期中に国民皆保険制度を実現さ
せようと、強く心を決めたのでした。
　韓国の健康保険制度導入において、もう 1
つ注目すべきところは、日本同様、組合主義
を制度の根本に据えた点といえるでしょう。
日本と同じように人口が密集しており、ほと

んどの国民が 1 日生活圏に属しているという
韓国の特殊性を考えると、助け合いの精神を
基本に健康保険組合が制度運営の主体となっ
たことは、健康保険制度の定着に大きな役割
を果たしたと信じております。都市の自営業
者への適用拡大においても、比較的公平に所
得に対する保険料納付額を決定する上でも、
組合主義が果たした役割は大きかったと思い
ます（図表 7）。
　組合主義は、組合の間での競争による効率
の向上と被保険者の特徴に応じた制度運営が
可能という長所がありますから、制度の拡大
においては保険料の徴収や運営の面で、統合
主義より有利であったと評価しております。
　その反面、組合の間での保険料負担におい
ての不公平と給付においての不公平は大きな
短所となります。これに加えて限られた
poolingによる財政不安定の問題と、所得移
転の効果が少ないという問題もあります。韓
国でも、1990年代になって各組合の間で保険
財政の格差や医療の利用、保険料の賦課を巡
る格差が問題になり、段階的な統合を経て
2003年に完全統合し「国民健康保険管理公団」
という単一保険者へと変わりました。多数の
保険者からなる組合方式から単一保険者方式
へ変化したことは珍しいケースといえます。
 図表 7

7.	組合主義（多数の保険者）の役割

制度の拡大における組合主義

- 人口が密集しており、多くの国民が一日生活圏
に属している特殊性

- 助け合いの精神を基本に健康保険組合が制度運営
の主体となったことは、健康保険制度の定着に
大きな役割を果した

都市の自営業者への適用拡大においても、比較的
公平に所得に対する保険料納付額を決定する上で、
組合主義が果たした役割は大きかった

 図表 5

「地域保険（個人事業者）の導入」
全国の農漁村地域を対象に地域保険を実施。
政府が保険料の30％を補助

「被用者保険のさらなる拡大」
従業員5人以上の企業にまで適用範囲を広げる

「被用者保険の導入」
まずは従業員500人以上の企業従事者から
適用。雇用者が保険料の５０％を負担

「被用者保険の拡大」
公務員と私立学校の教職員を適用対象に追加

5.	段階的な導入と拡大

6.	拡大における難関

 図表 6

当時の税金徴収体制上の不備
都市の自営業者の約７0％以上が税金を納めて
いない状態

全国民への拡大における大きな壁：
都市の自営業者

正確な所得の把握が困難なため、
公平な保険料賦課システムの設定が

容易でなかった
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　統合主義では幅広いpoolingによる財政安
定と所得移転の効果があり、保険料負担と給
付においての不公平をある程度是正すること
ができます。この統合以来、地域保険におけ
る保険料賦課の不公平問題は、ある程度改善
されたと評価される一方、公団の肥大化によ

る効率の悪化や競争の減少も指摘されるな
ど、統合を巡っては未だ評価の分かれるとこ
ろです（図表 8）。
　1989年 ７ 月 1 日、ついに国民皆保険制度が
無事発足いたしました。テレビを通じて「今
日から韓国の全国民は、どの病院に行っても
治療を受けることができます」と演説したこ
とは、一人の医師としても一人の政治家とし
ても、生涯忘れることのできない感動的な瞬
間となりました。治療費を払えないがために
治療を諦めて診察室を後にする患者や患者の
家族の肩を落とした後姿を見るのは、医師と
して何よりも心苦しい瞬間でした。それを健
康保険制度の導入と成功的な運営によって、
ひとまず解決することができたということ
は、非常に感慨深いものでした（図表 9、10）。

健康保険制度導入の成果※１

　1977年の導入から12年という短い間に、国
民皆保険制度を達成したというのは、世界で
も類を見ない成果だと言えます。これは政治
的な決断と意志、そして同じタイミングで高
度な経済成長を達成することができたとい
う、財政的な後押しがあったからこその成果
でした。
　韓国の健康保険制度は、今年で導入から34
年をむかえ、もはや成熟期に差しかかったと
いうことができます。そこで、この30年余り
の成果について、簡単に説明させていただき
ます。
　2009年の時点で韓国で医療保障を受けてい
る国民は外国人を含めて5,029万1,000人と、
全国民を網羅しており、この中で韓国版メディ
ケイド（Medicaid）に該当する医療給与※ 2

※ 1 　この章での統計は国民健康保険管理公団統計集の各年度のデータを利用

 図表 8

 図表 9

 図表10
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※ 2 　‘医療給与’は韓国のMedicaidを称する固有名詞。

対象（全国民の ４ ％）を除いた健康保険制度
の適用対象は、4,861万4,000人で、全国民の
約96％を占めております。
　健康保険の導入により、国民の医療サービ
ス利用は急増しました。1977年には加入者 1
人当たり0.1日に過ぎなかった入院日数が
2009年には1.91日に増加し、外来日数も1977
年の0.7日から16.07日へと増加しました（図表11）。
　また、医療機関の来院 1 日当たりの診療費
も、入院は41,334ウォン（3,049円）から2006
年125,131ウォン（9,230円）に、外来は6,530
ウォン（482円）から17,998ウォン（1,328円）
にそれぞれ増加しました。
　一方、医療の需要急増に伴いまして、供給
の面でも著しい成長を果たしました。総合病
院は1980年の82か所から2009年には317か所

へと増加し、病院の大型化も目立っておりま
す。診療所レベルの医療機関も1980年の
6,363か所から2009年には27,036か所へと伸び
を記録しました（図表12）。
　医療に携わる人材も増加し、人口10万人当
たりの医師数は、1981年の39.7人から2006年
には141.1人まで増加しました。同時に医療
機関の増加に伴い病床数も増加を続け、特に
病院クラスの医療機関における病床数の増加
が目立っていると言えるでしょう。しかし、
医療人口の場合、日本とOECD諸国の平均に
くらべるとまだ差があることがわかります
（図表13）。
　また、先端医療機器も急速に増加しており
ますが（図表14）、先端医療機器の代表とも
言えるCTとMRIの普及においても急速に増

 図表11  図表13

（単位：か所）

 図表12  図表14
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生み出し、ソウルの有名病院ほど患者が集中
する傾向が顕著になりました。
　病院を利用する際、本人負担額に差をつけ
ることによって問題を是正しようとしました
が、未だ根本的な解決には至っておりません
（図表16- 1 、16- 2 、17）。これと同時に「待
ち時間 3 時間、診療時間 3 分」の問題も未だ

加しました。先端機器の増加は韓国医療の向
上を示すものでありますが、同時に医療費高
騰の要因となっていることも見過ごすことはで
きません。
　また、健康保険制度の定着が、国民の健康
向上にも貢献しているということは、各種健
康指標を見ても明らかであります。まず、平
均寿命は、1960年には52.4歳とOECDの平均
68.37歳 を16歳 も 下 回 っ て お り ま し た が、
2006年度には79.1歳とOECD平均を上回りま
した。1970年代まではOECD国家の 2 倍を記
録していた乳幼児死亡率も、2002年には
1,000人当たり5.3人とOECD平均の6.2人を下
回るまでに減少するなど、画期的な進展があ
ったと評価することができます（図表15）。

健康保険制度の課題

　しかしながら、健康保険制度定着の裏には、
様々な副作用もございました。韓国の健康保
険制度の特徴として、被保険者が地域や種類
に関係なく医療機関を自由に選択することの
できる点を挙げることができます。ところが、
このような政策は大型病院への患者の偏りを

平均寿命の変化

 図表15

制
連携体

 図表16-1

 図表17

 図表16-2
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ります。その反面、給付の拡大に伴う負担増
加については誰も言及すらしなかったのでし
た（図表18）。人気取りに汲々とし医療への
幻想ばかりを追っているうちに、ついには健
康保険財政の破綻が避けられない事態も起こ
るでしょう。このような現実に目を向けずに、
政府は小手先だけの対策で保険報酬を抑える
ことばかりに必死になっているのです（図表19）。
　もう 1 つは、健康保険制度のもとでの医療
提供の主体が一体誰なのかを巡る混乱も無視
できません。一歩間違えれば、政府と健康保
険公団が医療提供者になってしまい、医師会
はそれの言いなりになる事態に追い込まれか
ねないと深刻に懸念されます（図表20）。
　ここで韓国の健康保険制度についての話は
終わらせていただき、次に韓国医療の論点と

完全な解決策を見出せずにおります。
　また、政治上の問題を見ますと、韓国は健
康保険制度の導入において、健康保険制度を
総括する哲学を巡って国民と政治家において
十分な議論や合意が行われなかったという問
題を挙げることができます。すなわち、英国
やスウェーデンのように「高負担・高給付」
という原則を掲げるべきか、あるいは ｢低負
担・低給付｣ の原則を掲げるべきなのか、方
向性を明確にすることができなかったという
点です。明確な方向性のないまま、政府と労
働組合、企業、市民団体は未だ医療費は安い
方が良いに決まっているという固定観念から
抜け出せずにおり、このような固定観念は一
部政治家のポピュリズム（populism）と結
びつき、給付の拡大に対する幻想を広げてお

 図表19

 図表18  図表20

 図表21
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なっていることをいくつかお話しさせていた
だきたいと思います（図表21、22、23）。

韓国医療の主要論点：
非給付と混合診療

　韓国の健康保険法では保険が付かない項目
を非給付として明示しており、理論的にはこ
れを除いた医療行為は全て給付の対象となり
ます。非給付の主な例としてはロボット手術、
MRIなど新医療技術による治療と政策上給付
と認められない項目（差額ベッド代など）、
一定の条件を満たす専門医師による診療を希
望する場合の選択診療料などがあげられま
す。非給付は100％自己負担となります（図
表24）。

　しかし、理論的には非給付を除いた医療行
為は全て給付の対象となりますが、診療費審
査において給付に対する別の基準が存在する
ことから、grey areaとして任意非給付という
部分が発生します。つまり、給付基準を超え
る医療行為は認められていないですが、患者
と医療機関の間で合意を経て患者に診療費を
負担させることが任意非給付に該当すると見
ることができます。任意非給付は給付基準の
不明確さと健康保険財政の限界が原因だと言
えます。任意非給付の主な例としては手術の
材料代、高価な癌薬剤などがあげられます。
　韓国では 1 つの疾病に対し、保険診療（給
付項目）と非給付診療を合わせて行うことが
可能です。つまり、いわゆる ｢混合診療｣ が
保険制度導入の初期から認められてきたと言

 図表22

 図表23

 図表24

 図表25
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えます。混合診療が幅広く認められたのは健
康保険が ｢低保険料・低給付・低報酬」の構
造になっていたため、限られた給付を補完し
て患者のニーズに合わせようとしていたから
です。また保険財政負担の急増を抑える手段
としての意味もありました（図表25、26）。
　非給付と混合診療の認定のため、政府は健
康保険の給付の項目を拡大する中でも保険財
政への過度なプレッシャーを抑えることがで
きました。しかし、非給付と混合診療のため、
患者の自己負担は高い結果となりました。
2008年現在、健康保険の保障率は62.2％で、
この数値はOECD諸国の平均保障率である80
％に比べるとかなりの差があります（図表27）。
　2008年現在、全体の診療費において保険財
政から負担される比率が62.2％、法定自己負

担（給付の対象である医療行為に対する患者
の自己負担）が22.6％、それから非給付診療
に対する自己負担が15.2％（自己負担合計
37.8％）を占めています※ 3 。これを金額に換
えてみますと、健康保険患者の医療費約58兆
ウォン（約 ４ 兆 3 千億円）のうち、保険財政
から約35兆ウォン（約 2 兆 6 千億円）が負担
され、全体自己負担は約23兆ウォン（約 1 兆 
７ 千億円）、その内、非給付自己負担は約11
兆ウォン（約 8 千億円）になります※ ４（図表

28、 29）。

健康保険財政の危機と対策

　2000年に保険者統合や医薬分業という大き

※ 3 　国民健康保険公団 ｢2008年度健康保険患者診療費実態調査｣、2010 ※ 4 　健康保険評価審査院内部資料

 図表26

 図表27

 図表28

 図表29

出所：健康保険評価審査院　内部　資料

29.	非給付と健康保険財政

健康保険患者の医療費：約58兆ウォン
（約 ４兆 3千億円）

-　保険財政負担：約35兆ウォン
　　　　　　　（約 2 兆 6 千億円）

-　全体自己負担：約23兆ウォン
　　　　　　　（約 1 兆 ７ 千億円）

そのうち
非給付自己負担：約11兆ウォン

　　　　　　　（約 8 千億円）　
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い変化があってから、健康保険財政は危機に
さらされています。まず、保険者統合と医薬
分業の実施の余波で2001年に財政支出が増加
し、 2 兆 ４ 億ウォン（ 1 千 ７ 百億円）の赤字
になってしまい、保険料の引き上げと国家財
政からの支援でやっと安定させることができま
した。
　この危機が収まってからまもなく政府は保
障を強化する方針を決め、2006年、 6 歳未満
の子どもの入院費を無料にし、入院患者の食
事代を80％支援する政策を実施することにな
りました。この政策は再び健保財政に赤字を
もたらすことになりました。保険料の引き上
げにもかかわらず、赤字の問題が解決できず、
結局2008年、 6 歳未満の子どもの入院費は10
％の自己負担、入院患者の食事代は50％支援

への変更となりました。現時点の健康保険財
政のままだと2030年には48兆ウォン（ 3 兆 5 億円）
の赤字になると推定され、財政破綻を避ける
ためには毎年保険料を 3 〜 5 ％以上引き上げ
ることが必要という指摘があげられていま
す※ 5（図表30）。
　この事実からもわかりますように、給付の
拡大には負担の増加が不可欠ということは火
を見るよりも明らかです。それにも関わらず、
今、韓国で議論されている ｢無償医療｣ は健
康保険制度の持続可能性を念頭に置かない無
責任な福祉ポピュリズムにすぎません。
　急速な高齢化の進行や世界で一番低迷した
出産率などの状況では無償医療に先立ち、財
政強化による段階的な保障の強化対策が論じ
られるべきです（図表31）。健康保険財源を
強化するためには何よりも大事なのは保険料
を適正の水準に引き上げることです。現在、
韓国の保険料率は所得の5.64％で、これは社
会保険方式を取っている他の国に比べて、と
ても低い水準であります。健康保険財源の多
元化も検討すべきだと思います。現在はタバ
コにだけ健康負担税がありますが、これに加
え酒類に対する健康負担金などに財源を多元
化していくことが必要です（14頁図表23参照）。

健康保険請求・審査の電子化

　最後に今、日本でも力を入れている健康保
険診療費の請求・審査の電子化について少し
触れたいと思います。韓国で診療費請求の電
子化は1996年EDIによる診療費請求のパイロ
ット事業が実施され、2004年に電子請求率99
％を達成しました（図表32）。
　また、診療費の審査件数もあまりにも増え

始まり

かかわらず

 図表30

 図表31

※ 5 　国民健康保健管理公団「健康保険中長期財政展望報告書」、2011
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て、2000年 ４ 億 1 千万件だった診療費の審査
件数は2009年には12億 8 千万件で 3 倍以上増
加しました。この審査にITを導入、審査の
専門性と効率を図ろうとしていました。2010
年請求件数の50％以上を電子審査で処理して
います。これを通じて、年間930億ウォン（約
68億円）の医療費節減と150人分の労力を代
替する効果があったと評価されています。

終わりに

　最後に私の個人的な経験を通じて医療の光
と影に関するエピソードをご紹介したいと思
います。
　1958年、私は米国留学から帰国し、延世大
学病院で脳神経外科学科長を務めておりまし
た。その時出会った、12歳の少年と彼の家族
についてお話しさせていただきたいと思いま
す。少年の小脳に腫瘍が見つかり、私は彼の
父親に状況を説明して手術を勧めることにな
りました。田舎で農業を営んでいた父親は家
族と相談する時間がほしいと言い、外で待っ

ていた少年の母親と話をするために席を立ち
ました。しばらくして戻ってきた父親は、「う
ちは小作農で牛で 5 人家族を養っています。
財産と言えば農作業に必要な牛が全てです
が、手術費用のために牛を売れば、今後の生
活の見通しがつかなくなります。胸が張り裂
ける思いですが、手術をあきらめるしかあり
ません」と言って、診察室を出て行きました。
　がっくりと肩を落として帰っていく父親の
後姿を見ながら、私は30代前半の若年の医者
として、何もしてあげられない状況に深刻な
挫折を感じました。
　何のために医者になったのか。米国で最新
の医療知識や技術を学んで来たものの、社会
全体が貧困な状況でできることは何か。そん
な悩みが私の肩に重くのしかかりました。
　しかし30年という月日が流れ、1988年、よ
うやく「光」が差しました。今日皆さんの前
でご説明したとおり、様々な過程を経て韓国
でも国民皆保険が完成しました。1989年7月1
日、テレビ演説を通じて「今日から全国民が
財政的な負担なしに、自由に医療の恩恵を受
けられるようになりました」と宣言した瞬間
は、医者、そして政治家として国民に「光」
を贈ることができた、忘れることのできない
大切な瞬間です。それは、医者と患者の間に
隔たっていた壁がなくなる瞬間でした。その
過程に私が参加できたということを、心から
感謝しております。
　健康保険制度は、どの国でも完璧なシステ
ムで機能することは難しいと思います。韓国
での経験が貧国や開発途上国で参考になるこ
とを希望しております。
　長時間、ご清聴ありがとうございました。

 図表32
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医療への市場原理
導入論の３０年
─民間活力導入論から医療産業化論へ─

はじめに
　─報告テーマを限定した ３つの理由

　こんにちは、日本福祉大学の二木です。私
はパワーポイントは用いず、お手持ちの講演
レジュメに沿ってお話しします。
　本日のシンポジウムの統一テーマは「国民
皆保険50周年」ですが、私は「医療への市場
原理導入論の30年」に限定して報告します。
その理由は 3 つあります。第 1 は、私は昨年
７ 月に開かれた日本学術会議シンポジウム
で、医療・健康の社会格差という視点から国
民皆保険の50年について報告し、それを論文
化しているからです（ 1 ）。人気テレビドラマ

「相棒」の杉下右京警部を気取るわけではあ
りませんが、同じテーマについて二度話す気
力が湧かないのは「私の悪い癖」です。なお、
この論文は、私の講演資料集に添付していま
す。第 2 の理由は、医療への市場原理導入論
の批判的検討は、最初の単著『医療経済学』（ 2 ）

以来、私の継続的研究テーマの 1 つだからで
す。第 3 の理由は、医療への市場原理導入論

の批判は、本シンポジウムの副題である国民
皆保険の「未来に向けて」の検討でも不可欠
と考えるからです。
　以下、４ つの柱立てで述べます。まず、1980 
年代に初めて登場した医療周辺分野への市場
原理導入論を検証します。次に、1990年代末
から小泉純一郎政権時代に吹き荒れた医療本
体への市場原理導入論を検証します。第 3 に、
民主党の菅直人政権が昨年 6 月に閣議決定し
た「新成長戦略」中の医療政策・「医療産業
化論」が、医療への市場原理導入論の部分的
復活であることを指摘します。第 ４ に、医療
経済・政策学の視点から、医療への市場原理
導入論を複眼的に評価します。最後に、以上
の検討を踏まえ、国民皆保険の「未来に向け
て」のまとめを行います。

１ １９８０年代の医療への
　 民間活力導入論の検証

　まず、1980年代に初めて登場した、医療へ
の市場原理導入論、正確には医療周辺分野へ

日本福祉大学教授、副学長

二木　　立

講演Ⅰ
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の民間活力導入論の検証を行います。最初に
主な公式文書の概要を紹介し、次にそれらの
複眼的評価を行い、 3 番目にそれらの帰結・
顛末を述べます。

主な公式文書の概要
　医療への民間活力導入論の「先駆け」と言
える公式文書は 2 つあり、ともに1980年に発
表されました。 1 つは通産省産業構造審議会
の『80年代の通産政策ビジョン』、もう 1 つ
は大蔵省の『歳出百科』です（ 3 、４ ）。
　『80年代の通産政策ビジョン』は、「80年代
においては、行政に対する過度の期待を排し、
従来、公共分野と考えられているものにもで
きる限り市場機能と民間活力を導入していく
ような発想が必要である」（36頁）、「医療、
保健、教育などの公共サービス」等にも「民
間の活力を導入してその発展を図ることが望
ましい」（139頁）と主張しました。この文書
では「民間活力」＝「企業」でした。しかも
通産省産業構造審議会の会長は、次に述べる
臨時行政調査会で辣腕を振るった土光敏夫氏
でした。
　大蔵省の『歳出百科』は、通産省文書ほど
ストレートではありませんでしたが、巨額な
財政赤字を理由にして、教育や医療などの「公
共部門への過度な資源配分は民間の活力を低
下させるおそれがある」とし、「民間部門の
創意や活力に委ねるべき領域を明確化する」
ことを主張しました（ ４ 頁）。
　これらに続いて、臨時行政調査会（土光敏
夫会長）は、1982 〜 1983年に「基本答申」（1982
年 ７ 月）から「最終答申」（1983年 3 月）に
至るさまざまな文書で、財政再建のための医
療・社会保障費抑制と民間活力の活用を提唱
し、中曽根康弘内閣はそれらを具体化するた

めに一連の閣議決定を行いました。
　それを受けて、厚生省は1986年 ４ 月に発表
した「高齢者対策推進本部報告」で、医療・
福祉への民間活力導入論を初めて提起しまし
た。この報告では、「高齢者対策の基本原則」

（ 5 つ）の 5 番目に「民間活力の導入」を、「各
施策の改革の方向」の「 2 　保健・医療・福
祉サービスの保障」（ 5 つ）の 5 番目に「民
間活力の導入、活用」を掲げ、次のように述
べました。「これまで公的施策を中心に提供
されてきた福祉や保健医療の分野において
も、民間の適切かつ効率的なサービスを併せ
て導入することが有効であり、こうしたビジ
ネスの健全育成を図る」。「ア シルバーサー
ビスの健全育成…高齢者がニードに応じた民
間サービスを受けられるように、情報提供を
行う体制を確立する。また、寝たきり老人等
の介護保険についても民間保険の適正な育成
を図る」、「イ 保健医療分野における民間活
力の活用…保健事業において、…健康産業の
育成…を図る」、「ウ 民活法案の検討」。
　次に厚生省は、198７年 6 月に発表した「国
民医療総合対策本部中間報告」で、「わが国
の医療システムについては、その基本である
自由開業医制と国民皆保険体制を国民福祉の
上からも今後とも維持していかなければなら
ない」と明言した上で、次のように医療周辺
サービスへの民間活力導入を示唆しました。

「医療サービスの量から質への転換…『必要
な医療サービス』は社会保険に基づく給付を
原則としつつ、生活水準の向上などに伴って
高まりつつある『快適サービス』については、
患者のサービス選択の幅を拡大する」。「老人
ホーム等におけるケアの推進…新たに老人の
ケア付き住宅についても検討する」。「在宅介
護の推進…民間保険の導入についても検討す
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る」。「患者サービス等の向上…ニーズの多様
化・高度化に対応するため、患者が選択でき
る複数メニューの提供を図ることとし、その
ための費用負担のあり方を検討するととも
に、病院給食の外部委託の活用を図る」。
　さらに、『厚生白書平成 3 年版 広がりゆく
福祉の担い手たち─活発化する民間サービス
と社会参加活動』（1992年）の第 3 章「民間
サービス」では、シルバーサービス、民間医
療保険、医療関連サービス（院内業務委託・
支援サービスと在宅医療支援サービス）、健
康増進関連サービスの動向が、35頁も事細か
に紹介されました。これは第 2 章「公的施策」
の記述がわずか 5 頁であったのと対照的でした。

医療への民活導入論の複眼的評価
　次に、1980年代の医療への民間活力（以下、
民活）導入論の複眼的評価を行います（ 5 − ７ ）。
まず強調したいことは、それが中曽根政権が
推進した「小さな政府」を目指した「臨調行
革路線」の一環であり、（公的）医療費・医
師数抑制政策（「医療費亡国論」等）とワン
セットだったことです。ただし、厚生省の実
際の施策は、医療費・医師数抑制のための「規
制強化」が中心であったことも見落とせませ
ん。臨調行革路線では「規制緩和」が強調さ
れましたが、医療分野ではそれはほとんど行
われませんでした［（ ７ ）： 6 頁］。
　 2 番目に強調したいことは、当時は、民活
導入の対象は医療周辺分野（病院給食等の院
内業務委託・支援と在宅医療支援サービス、
民間医療・介護保険）に限定され、医療本体
は除外されたことです。この点に注目して、
私は、厚生省の医療改革戦略は国民皆保険体
制の根幹部分は維持しつつ、「医療の周辺部
分から営利化を進めていく」ことだと理解し

ました［（ 6 ）：156頁）］。しかも、これは同時期に
イギリス・サッチャー政権が進めたＮＨＳ改
革と酷似していました。当時、一部の医療団
体は、「厚生省はアメリカ型医療を直輸入し
ようとしている」等と主張していましたが、
それは誤解です。

医療への民活導入論の顛末
　 3 番目に、1980年代の医療への民活導入論
の帰結・顛末をやはり複眼的に述べます。
　まず、上述した厚生省の 3 文書が共通して
提唱した民間介護保険はほとんど普及せず、
それに代わり2000年に（公的）介護保険制度
が創設されました。なお、岡光序治老人保健
福祉部長等は、1990 〜 1991年に、「グリーン
車自己負担論」の立場から、医療のアメニテ
ィ部分をカバーする「第二公的保険」を提唱
しましたが、すぐに立ち消えました（『週刊
社会保障』16４8号, 1991）。健康産業もほとん
ど育成されず、その結果、2006年の医療制度
改革関連法では（公的）医療保険が「生活習
慣病対策」を実施することになりました。
　他面、がん保険を中心とする民間医療保険
と病院内業務委託・支援サービスは相当普及
しました。さらに、2000年の介護保険制度開
始と同時に、在宅介護サービスへの企業参入
が解禁されました。

２ １９９０年代末〜小泉政権時代の
　 医療本体への市場原理導入論の検証

　次に1990年代末から小泉政権時代に吹き荒
れた医療本体への市場原理導入論を検証しま
す。これについてはすでに拙著（『21世紀初
頭の医療と介護』、『医療改革と病院』等）で
詳しく論じているので、簡単に述べます（ 8 −11）。
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主な公式文書の概要
　注目すべき公式文書は 3 つあります。 1 つ
は、小渕恵三首相の諮問機関である経済戦略
会議が1999年に発表した「日本経済再生への
戦略─経済戦略会議答申」（最終答申）です。
この文書は、「医療や介護については、社会
的に必要最低限のサービスをあまねく国民に
保障する観点」［つまり医療保険給付の「最
低水準」説─二木］から、「競争原理の導入
等を通じて医療コストの抑制を実現」するこ
とをめざし、「日本版マネージドケア」の導入
や「企業による病院経営の解禁」等、医療本
体への市場原理導入を網羅的に提唱しました。
経済戦略会議副議長だった中谷巌氏は、「日本
版マネージドケア」の導入が国民皆保険制度
解体を意味すると明言しました［（ 8 ）：７3頁）］。
　「最終答申」が発表された前後には、各種
の国民皆保険解体論が群発しましたが、「最
終答申」を含めて現実の医療政策にはほとん
ど影響を与えませんでした。しかも、国民皆
保険解体論はやや意外なことに、2001年の小
泉政権成立後一気に沈静化しました（12）。
　 2 番目に注目すべき公式文書は、2001年 6
月に閣議決定された経済財政諮問会議「経済
財政運営と構造改革に関する基本方針（骨太
の方針）2001」です。この文書には、①企業
による医療機関経営の解禁、②保険者と医療
機関との直接契約（個別契約）の解禁、③混
合診療の解禁という、 3 つの医療本体への市
場原理導入方針が含まれていました。
　もう 1 つ注目すべき公式文書は、200４年12
月の厚生労働大臣・規制改革大臣「いわゆる

『混合診療』問題に係る基本的合意」です。
これについては、後述します。

医療本体への市場原理導入論争の評価と顛末
　次に、小泉政権下の医療への市場原理導入
論争の評価と顛末を述べます。
　もっとも強調すべきことは、日本の医療政
策史上初めて、医療本体への市場原理導入（新
自由主義的改革）方針が閣議決定されたこと
です。これを契機として、政府・体制内の医
療改革シナリオの分裂が公然化して、政権内
外で論争が勃発し、それは小泉政権の 5 年間
を通して継続しました。
　ここで注目すべきことは、厚生労働省は、
小泉政権時代に一貫して医療への市場原理導
入に抵抗したことです。この点は、同省が中
曽根政権時代に医療周辺分野への民活導入論
を主導したのと対照的です。私は、この点に注
目し、「21世紀初頭の医療・社会保障改革の
3 つのシナリオ」説を提唱しました［（ 8 ）：序章）］。
　もう 1 つ強調すべきことは、あの強大な小
泉政権下でさえ、医療本体への市場原理導入
の全面実施は挫折したことです。手前味噌で
すが、私は、「骨太の方針2001」が閣議決定
された10日後に発表した拙論「小泉政権の医
療制度改革を読む」で、上述した「新自由主
義的 3 改革の全面実施は困難」と「客観的」
将来予測を行いました［（ 8 ）：6４頁］。
　まず企業による医療機関経営の解禁は、
2003年に小泉首相の裁定で認められました
が、①構造改革特区で、②自由診療の分野お
よび、③「高度な医療を提供する病院又は診
療所」に限り認めるとの厳しい条件が付けら
れました。そのため、2006年 ７ 月に横浜市に
再生医療を用いた美容外科診療所が開設した
だけで、企業による新たな病院開設はまった
くありません。
　次に保険者と医療機関との個別契約は、
早々と2003年 5 月に解禁されましたが、厳し
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い条件が義務づけられ、現在に至るまでまっ
たく生じていません。
　第 3 に混合診療の解禁については、先述し
た両大臣「合意」により全面解禁は否定され、
特定療養費制度を再編した「保険外併用療養
費制度」により部分解禁されることになり、
それが2006年の医療制度改革関連法に盛り込
まれました。
　小泉政権の医療政策で見落としてならない
のは、「医療保険制度体系及び診療報酬体系
に関する基本方針について」（2003年 3 月閣
議決定）の診療報酬体系の「基本的な考え方」
で、「社会保障として必要かつ十分な医療を
確保しつつ、患者の視点から質が高く最適の
医療が効率的に提供される」ことが明記され
たことです。これは、混合診療全面解禁論が
依拠する医療保険給付の「最低水準」説の否
定を意味します［（ 9 ）：第Ⅰ章］。
　さらに、安倍・福田・麻生政権では、政府
内での医療への市場原理導入論はほとんど消
失しました。逆に、福田・麻生政権の「社会
保障の機能強化」路線は、自公政権の枠内で
の政策転換と評価できます［（11）：第 3 章］。

３ 民主党政権の「医療産業化」論
　 ─医療への市場原理導入論の部分的復活

　第 3 に、民主党菅政権が昨年 6 月に閣議決
定した「新成長戦略」中の医療政策・「医療
産業化」論を検討し、それが小泉政権時代の
医療への市場原理導入論の部分的復活である
ことを指摘します。この点については、講演
資料中の添付論文 2 「『新成長戦略』と『医
療産業研究会報告書』を読む」（13）で詳しく
述べたので、お読みください。

「新成長戦略」の概要─総論と各論の分裂
　「新成長戦略」の医療政策の特徴は、総論
と各論が分裂していることです。総論は、「『強
い経済』、『強い財政』、『強い社会保障』を一
体的に実現する」、「社会保障には雇用創出を
通じて成長をもたらす分野が数多く含まれて
おり、社会保障の充実が雇用創出を通じ、同
時に成長をもたらすことが可能」と宣言して
おり、それなりに評価できます。
　しかし、各論に含まれる「医療・介護・健
康関連産業を成長牽引産業」化するための具
体的施策（混合診療の拡大、医療ツーリズム、
健康関連サービス産業）はいずれも医療への
市場原理導入策と言えます。なお、同じ時期
に経済産業省が発表した「医療産業研究会報
告書」は、この「各論」の補足文書とも言え
ます。

「新成長戦略」の医療政策に経済成長効果はない
　次に、「新成長戦略」の医療政策に大きな
経済成長効果はないことを指摘します。まず、
マクロ経済的には、医療は「経済の下支え」
であり、「成長牽引産業」との位置づけは過
大評価です。各論レベルでも、混合診療の拡
大は「先進医療」に限定されており、「数
十億円程度のマージナル」な市場拡大にとど
まります。医療ツーリズムについては、2020
年に5,500億円市場に成長するとの日本政策投
資銀行レポートは極端な過大推計で、日本は
この分野の先進国にとても太刀打ちできませ
ん（1４）。さらに、「公的保険制度の枠外」の健
康関連サービス産業の急成長が見込めないこ
とは、1980〜1990年代の失敗で決着済みです。
　「医療産業研究会報告書」は「医療産業化」
を主張していますが、経済学的には医療はも
ともと「（サービス）産業」であり、それが
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主張する「医療産業化」は医療への市場原理
導入の言い換えにすぎません。私は今回の報
告のために、先に紹介した通産省の「80年代
の通産政策ビジョン」を30年ぶりに読み直し
たのですが、「医療産業研究会報告書」の主
張がこれとソックリであることに驚きまし
た。たとえば、「医療産業化」は、この「ビ
ジョン」が提唱した「公共的サービスの産業
化の促進」（139頁）と瓜二つです。
　私は、民主党政権発足直後から、民主党政
権の医療政策は底が浅く危ういと指摘してい
ましたが、「新成長戦略」と「医療産業研究
会報告書」はそれの象徴とも言えます。なお、
私は、ごく一部の先進的医療機関が、保険診
療を適正に行った上で、「新成長戦略」に沿
った取り組みを行うことは可能だと考えてい
ますが、それが医療の営利化・企業化の呼び
水にならないよう細心の注意が必要だとも思
っています。

４ 医療経済・政策学からの医療への
　 市場原理導入論の複眼的評価

　最後に、医療経済・政策学の視点から、医
療への市場原理導入論を複眼的に評価します。

「医療における民活導入と医療経済への影響」
　冒頭述べたように、医療への市場原理導入
論の批判的検討は、私の最初の単著『医療経
済学』以来の継続的研究テーマです。そこで
まず、このテーマについての私の研究の原点
と言える、1986年に発表した拙論「医療にお
ける民活導入と医療経済への影響」のサワリ
を紹介します（15）。これは講演資料集に添付
しました。手前味噌ですが、この論文での私
の分析と主張は25年後の現在もほとんどその

まま妥当すると自己評価しています。
　この論文で、私は医療への民活導入の区分
を行いました。まず、医療保障面での民活と
医療供給面での民活に区分し、次に後者を伝
統的民活＝既存の民間医療機関の活性化と新
しい民活＝一般の営利企業の医療への参入に
区別しました。このことを強調したのは、当
時の民活導入論では一般の営利企業の医療へ
の参入のみが注目され、医療関係者もそれに
過剰反応していたからです。
　この論文で、私は、医療への民活導入を全
否定せず、以下のような複眼的評価・主張を
行いました。「直接的医療サービスの提供は
今後も民間医療機関主体で行われた方が効率
的であり、この分野に営利企業が参入する余
地はほとんどない。他面、一般の営利企業が
…『規模の経済（スケールメリット）』が働
く医療の間接分野に限定的に参入することは
医療効率化にとっても有用と考えている。し
かし、このような民活導入は、費用面での公
的責任が貫かれて初めて意味を持つ」。
　さらに営利企業の医療への参入可能性の個
別的予測を行い、「営利企業の参入が進む 3
分野」として、①日本型「医療産業複合体」（レ
ールマン）の出現、②病院周辺業務の外注化、
③高所得層対象のニュービジネスをあげる一
方、「アメリカ流の病院チェーンや在宅医療
の企業化は発展しない」と予測しました。
　ただし、この論文では、筆が走ってアメリ
カ流の株式会社制病院チェーンだけでなく、

「医療法人等が直接病院を所有する形での、
病院チェーンが全国展開することは今後もあ
り得ない」と書いてしまいました。これは、
その当時すでにわが国でも、医療法人を中心
とした「日本的な病院チェーン」が急進展し
ていることを見落とした不正確な認識・予測
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であり、 2 年後に「急増する私的病院チェー
ン」の全国調査について報告した際、訂正し
ました［（ 6 ）：69頁］。
　最後にこの論文では、新しい民活の社会経
済的帰結として、①公費から私費へのシフト、
②社会的総費用の増大、③支払い能力に基づ
く医療格差をあげました。

「新自由主義的医療改革の本質的ジレンマ」
　医療分野への市場原理導入論は、それによ
り医療を効率化し、医療費を抑制できると主
張しています。たとえば、「骨太の方針2001」
は、「株式会社方式による［医療機関─二木］
経営など」、「医療供給体制を効率化すること
などにより…サービスの質を維持しつつコス
トを削減」できるとしていました。しかし、
現実は全く逆で、アメリカにおける膨大な実
証研究で、株式会社制病院チェーンによる医
療費抑制効果は完全に否定されました。この
点については、遠藤久夫さんの優れたレビュ
ー論文をお読みください（16）。さらに、私的
医療保険の拡大により、私的医療費だけでな
く、公的医療費・総医療費も増加することは
先進国の経験則となっています（1７）。
　この点を踏まえて、私は、200４年から「新
自由主義的医療改革の本質的ジレンマ」を提
唱しています［（ 9 ）：21頁］。それは「医療の市場
化・営利化は、企業にとっては新しい市場の
拡大を意味する反面、医療費増加（総医療費
と公的医療費の両方）をもたらすため、（公的）
医療費抑制という『国是』と矛盾する」とい
うものです。
　私は、このジレンマが、小泉政権の下でさ
え、新自由主義的医療改革の全面実施が挫折
した経済的理由だと判断しています。ちなみ
に、政治的理由は、平等な医療を支持する国

民が圧倒的多数を占めていること、および日
本医師会を中心としたすべての医療団体が新
自由主義的医療改革に一致して反対したこと
です［（11）：53頁］。民主党政権でもこのジレンマ
は続いており、私は今後も新自由主義的医療
改革の全面実施はありえないと判断しています。

「医療の企業化」は複眼的に把握する必要がある
　最後に、「医療の企業化」は複眼的に把握
する必要があります。これが、私が一番強調
したいことです。
　私の恩師である故川上武先生は、1991年に、

「医療の企業化」には「企業の医療への参入と、
企業家的医師の活動範囲の拡大」の両方を含
むことを提唱しました［（18）：iv頁］。アメリカの
グレイも同じ認識を示した上で、さらに踏み
込んで、「医療倫理の最大の脅威は営利企業
の参入そのものではなく、企業家的に行動す
る医師や非営利病院が増えていることであ
る」とも指摘しました［（19）：33４頁］。
　私はこのような医療の企業化の 2 区分説を
踏まえて、1991年に、「医療団体・医療機関は、
今後、『医療の公共性』を守る立場から、①
一般の営利企業の医療の中核部分への個別の
参入を阻止するだけでなく、②一部の医師や
病院の営利的行動や単なる営利目的の『企業
化』にも厳しい監視の目を向ける必要がある」
と主張しました［（20）：1４8頁］。

終わりに
　─国民皆保険の未来に向けて

　おわりに、以上の検討を踏まえて、本シン
ポジウムのサブテーマである国民皆保険の

「未来に向けて」、私の「客観的」将来予測と
価値判断を 1 点ずつ述べ、まとめに代えます。
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　まず、「客観的」将来予測。今後も「医療・
社会保障改革の 3 つのシナリオ」の対立は継
続し、混合診療全面（原則）解禁論等、医療
への市場原理導入論がゾンビのように復活し
ますが、医療への市場原理導入の全面実施は
ありえず、日本の医療制度の 2 つの柱（国民
皆保険制度と非営利医療機関主体の医療提供
制度）が今後も維持されることは確実です。
　次に、私の価値判断。医療への市場原理導
入がめざす「二段階医療」化は、日本社会の
統合性・安定性を損なうのに対して、公的医
療費の拡大による日本医療の質の引き上げと
医療へのアクセスの確保は、国民皆保険制度
を守るだけでなく、日本社会の安定性・統合
性を維持・向上させます［（ ７ ）：156頁］。ただし、
そのためには、社会保険料を主財源、消費税
を含む租税を補助的財源として、公的医療費
増加のための長期的な安定財源を確保する必
要があります。この点については拙著『医療
改革と財源選択』で詳細に論じたので、お読
みください（11）。
　私の報告は以上です。ご清聴ありがとうご
ざいました。

日本医師会との質疑応答

中川　二木先生、ありがとうございました。
1 つ質問をさせていただきたいと思います。
　先生の冷静な見通しにはいつも敬服するば

かりなのですが、印象的だったのは、あの強
大な小泉政権でも医療への新自由主義的改革
というのがきわめて限定的だったという話です。
　ところが、現政権においては、先生もご存
じのように、行政刷新会議のライフイノベー
ションWGで、営利法人の医療法人への参入
を容易にすることを次から次に打ち出してき
ています。日本医師会が最近非常に危機感を
持っているのは、前政権と違って、現政権は
その重大さにあまりお気づきになっていない
のではないかと。だからこそ、非常に危惧を
持っています。
　先生の冷静なというか冷徹な見通しで、こ
の件については、われわれも全力でこれは守
ろうという行動をするわけですけれども、ど
のように考えていらっしゃるのか、最後に一
言お願いします。
二木　おっしゃるとおりだと思います。今日
は医療への市場原理導入論という形で 3 段階
を言いました。 3 番目で、今の菅政権は危険
な面があると。ただしまだ部分的だと述べた
のは同じなのですが、先ほども言いましたけ
れども、民主党の医療政策の特徴は、報告で
言いましたけれども、底が浅くて危ういこと
にもう 1 つ加えると、バラバラでまとまりが
全然ないということなのです。
　よい悪いは別にして、小泉政権時代、福田・
麻生政権時代はこの人がキーパーソンだとい
う人がいたのですけれども、いなくて、それ
ぞれが思いつきのレベルでいろいろお話しし
ている。ただし、それは根深いものがありま
して、民主党が一枚岩ではなくて、医師出身
の真面目な社会保障を拡充しようと本気で考
えている議員さんとか、市民派の議員がいる
一方で、やはり大企業出身の人とか財務省出
身の人で、自民党の議員以上に市場原理が好
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きな人もいらっしゃるのです。ですから、い
ろいろな人がいて八岐大蛇のような政権なわ
けです。ですから、ＷＧにそういう人が集中
的に集まっているのは事実ですが、それが全
てではないわけです。
　これから医師会が正論を言っていて、それ
がマスコミの支持を得れば十分いくと思う
し、一番よい例が、おっしゃった医療WGの
場合でも、今年の 1 月、鳩山政権時代に「混
合診療の原則解禁」などと打ち上げたのです
けれども、医師会の強い反対などでヒューッ
と萎んでしまいました。ですから、今、出て
いる文書はいわばアドバルーンのようなもの
で、あれそのものが実現するわけではなくて、
民主党政権内でも良識派の抵抗もあるでしょ
うし、それから医師会を含めた医療団体の抵
抗もあるから、あれがそのまま行くなどとい
うことは、これからの運動を前提としてない
と私は思います。
　以上です。
中川　どうもありがとうございました。
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皆保険50年の軌跡と我々が
次世代に残した未来
─再分配政策の政治経済学の視点から─

慶應義塾大学教授

権丈　善一

講演Ⅱ

　昨年の12月2７日に日本医師会から「医師国
保について話をしてほしい」と依頼され、こ
の日本医師会に、「医師国保を解体し、医業
健保を作って、医療関係者は支払側代表とし
て医療政策に関わりましょう」という話をし
に来ました。
　実は、講演前にたいへん天気もよく、時間
もあったので六義園を初めて訪れました。
　入り口のところで「一般料金ですか？」と
言われて、「えっ」と思って見ますと、「一般
と65歳以上」の 2 種類しかない。ムッとして、
65歳以上の入場料の 2 倍の、300円をドーン
と払って参りました（笑）。私は皆保険が始
まった翌年の1962年生まれなんですね。
　私の人生そのものが皆保険50年と同じ長さ
を歩んできたわけですけど、その半分以上は
何も知らないでボーッと生きていたので、後
半の25年間ぐらい、私がいろいろと“もの”
を考えた、その考えた視点から皆保険50年の
歴史を振り返るとどのように見えるのかとい
うことを前半部分でお話しします。そして、
さすがに50歳に近づくとこの社会に対する責

任というのが当然出てくるのでしょうが、
我々が次世代に残した未来というものはいっ
たいどういうものなのかということを描写す
ることができればと思います。

租税に強く依存した
皆保険制度の財源

　私は、物心ついた頃から、社会保障とは財
源調達の問題だと考えてきた人間でして、皆
保険50年がどのような軌跡を歩んできたかを
観察するとすれば、まず、皆保険政策の財源
の構成割合というのを見ることになります
（図表 1）。
　皆保険は、皆年金の時の国民年金と違って
ある日突然ポンとできるのではなく、戦前か
らあったいろいろなパーツを集めながら開始
されました。
　1961年、ここから皆保険が始まります。皆
保険、要するに医療保障政策を展開するとい
うことは、つまりは患者負担を減らしていく
ということです。この患者負担を減らしてい
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くときに、この国ではどういう手段を使った
かというと、租税を使ったわけですね。保険
料を増やすという選択肢もあったはずです
が、この国では、患者負担の引下げ分を租税
に置き換えていきました。
　そうした歴史的な推移を示すこの図を見る
と、私は医療保障政策の歴史の本 ４ 、 5 冊読
んだぐらいの情報を得ることができるのです
が、この図をみれば、医療関係者の皆さん大
変だったでしょうねという気がします。こう
いうふうに租税財源に依存するとなると、医
療政策を守るために、そして医療政策を意味
あるもの、あるいは価値あるものにするため
には、皆さん医療提供者たちは政府、特に財
政当局と相当戦わなければなりません。患者
負担を減らす際に保険料を使うよりも、どう
も大変な道を選択したのだなと思います。

必要に応じて利用できる“平等主義型
の医療サービス”を実現した日本

　まず、この図（図表 2）を見てください。
自己負担を減らすとはどういう意味をもつの
か。この図では、横軸に医療以外の財・サー
ビスの量を取っていて、縦軸には医療サービ

スの量を取っています。今、持っているお金
を医療だけに使ったら縦軸上のRhだけの医
療サービスを購入でき、持っているお金の全
てを医療以外に使ったら横軸上でRoだけ購
入できます。 2 の点を結んだ線を予算制約線
というのですが、この線上の一つひとつの点
は、医療と医療以外の購入量の組み合わせを
表しています。
　今、RichさんとPoorさんという人がいて、
Richさんの所得はPoorさんよりも高いとし
ます。Richさんの予算制約線は原点から遠い
方、Poorさんの予算制約線は原点に近い方
になり、医療と医療以外の消費量は、Richさ
んの方がPoorさんよりも多くなります。こ
れは何も医療に限ることなく、自動車であろ
うが食料であろうが何でもそうで、Richさん
の方がPoorさんよりも多く消費することに
なります。基本的な経済法則、市場原理とし
て、所得が上がれば購入量が増えます。通常
の財・サービスではそうなります。
　ですから、所得と関係なく、必要に応じて
医療を利用できるようにするためには、患者
負担を減らして、医療を市場から外さなけれ
ばならなくなります。
　横軸に家計所得を取り、縦軸に支払った医
療費を取ると、日本は、所得と関係なく平等
 図表 2
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に医療を利用している、そういう皆保険下で
の医療サービスを実現していることがわかり
ます（図表 3）。医療ニーズが所得と関わり
なく発生するのであれば、必要に応じて利用
できるという目標と平等に利用できるという
目標は一致しますので、これを平等主義型の
医療サービス、医療保障制度と呼んでいるわ
けです（図表 4）。
　アメリカのように、医療を自動車などと同
じように市場にのせると、医療を必要に応じ
て利用できる社会ではなくなり、経済法則に
則って医療の消費は所得に応じて階層的にな
される階層消費型の社会となります。これは
経済原則に則った現象で、医療を市場にのせ
るということはそういうことです。したがっ
て、医療を必要に応じて利用できる社会を設

計するために、医療保障制度には医療を市場
から外すためのルールが設けられています。
このルールが90年代以降「規制」と呼ばれる
ようになり、規制緩和大合唱のなかで、医療を
市場から外すためのルールの緩和、あるいは
破壊が唱えられることになっていったわけです。
　過去50年間、図表 1にみる形で自己負担、
患者負担を減らす努力をこの国はしてきまし
た。皆保険制度を維持するということは、医
療を必要に応じて利用できるようにしておく
という政治的意思の表明であり、この国民皆
保険制度は、今後とも守っていただきたいと
思っています。

財源を租税に依存する
“制度の危うさ”

　それともう 1 つは、租税に依存するという
ことの意味を考えたいと思います（図表 5）。
医療保障制度を検討する審議会とかには、支
払い側と診療側がいまして、互いに皆で話し
合った結果として、最後の結論は「公費、租
税の導入が必要である」という、実のところ、
その場にいる人が誰も傷つかない結論に落ち
着くことが多いわけですが、そうした報告書
をみる度に、私はやはり、租税と保険料の財
源調達力の違いというものを考えてしまいます。
　この図では、GDPに対する社会保険料の
負担率と租税の負担率の 2 つを足し合わさる
と、国民負担率になります（図表 6）。

 図表 3

 図表 4

 図表 5
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　租税というのは、ものすごく不安定なので
す。経済の元気がよいときには問題はないの
ですけど、景気が悪くなれば、税収は急に落
ちます。経済の元気がなくなることも原因で
すけど、それに加えて、景気悪化を受けて、
減税が行われたりするのも原因です（図表 7）。
　ところが、社会保険というのは、2008年の
リーマンショックの時も、年金の社会保険料
は基礎年金も厚生年金も上がっていますし、
健康保険料も上がっています。社会保険とい
うのは逆進的です。そして消費税は逆進的だ
と言って、 1 ％の引き上げにもみんなでそろ
って反対しているのに、同様に逆進的な社会
保険料は毎年上がっているのです。
　こうした社会保険の財源調達力の強さを考え
ていくと、逆に、租税に依存するという制度の
危うさというものを感じざるを得ないわけです。

トレード・オフの関係にある制度の
｢普遍性｣ と ｢安定性｣ の価値

　社会保険料収入というものは、95年から国
税収入を追い抜いているわけで、社会保険料
が実は社会保障を守っています（図表 7）。
租税というのは、バブル時をピークとして絶
対額で減っています。そして租税収入が減っ
ていくなかで、社会保障への国庫負担抑制の
圧力が強まり、残念ながら、歳出抑制のター
ゲットとして歳出規模の大きい医療が狙われ
ることになります。
　これは、今から10年ほど前、皆保険が４0年
ぐらいたったときに私が作ったモデルです
（図表 8）。今、ある社会保障制度を制度設計
するときに、社会保険料の費用負担割合を50
％とするか100％にするか、あるいはゼロ、
要するに生活保護である場合も設計すること
ができます。次に、社会保険料の費用負担割
合が高くなると 1 人当たり社会保険料が高く
なります。この社会保険料の費用負担割合と
1 人当たり社会保険料の関係を、第 1 象限に
描きます。
  1 人当たり社会保険料が高くなると、払え
ない人たちが出てきます。したがって、この
制度の普遍性というのは落ちてきます。この
関係が第 2 象限にあります。多くの人たち、

税と社会保険料の財源調達力
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特に医療関係者と話をしていると、彼らは日々、
第２象限の出来事、すなわち、低所得者が医
療を受けることができていない現実を目にし
ているので、低所得者でも利用できる普遍的
な医療制度をという軸に大きな価値を置か
れ、話は、したがって医療は租税でやらなけ
ればいけないという展開になります。もっと
も、保険でやりながら低所得者対策は別途慎
重に行うという方法もあるわけで、私はそう
いう方向に考えが向かうわけですが、そう考
えるのは、租税に依存した制度は安定したも
のになるのかを考えてしまうからです。租税
でやるべしという人の話を聞く時、私がちょ
っと立ち止まってしまうのは、時間を止めて
瞬間的に見ればそうだけれども、時間を動か
してみると、そう簡単には言えない側面がで
てくるからです。
　動学的、つまり時間の経過を視野に入れて
いくと、社会保険料の費用負担割合が高いと、
財源調達の安定性が高まるわけです。これが
第 ４ 象限に描かれます。社会保障制度の安定
性と財源調達力の高さ、それと財政当局から
みた財源の硬直性というのは、同じ現象を違
った側面からみた評価に過ぎないんですね。
　そしてこの図の第 3 象限に現れるように、
制度の普遍性という価値と、制度の安定性の
価値はトレード・オフの関係にあって、普遍
性の価値を求めると安定性の価値を捨てなけ
ればならず、安定性の価値に重きを置くと普
遍性を犠牲にしなければならないということ
になります。この制約条件の中のどこかを選
択するしかないわけです。もちろん先に述べ
ましたように、保険財源の制度は租税財源の
制度と比べると、低所得者には辛い制度にな
りますので、低所得者対策は別途慎重に行わ
なければなりません。

　もっとも、北欧などでは租税でやっている
ではないかという話もあるのですが、北欧な
どは税の財源調達力が高いし、日本よりも労
使関係における労働者の力が強いこともあっ
て、第 ４ 象限に新しく書き込んだ線のように、
同じ租税割合であっても、社会保障制度の財
源が安定する力を持っているわけです。そう
なってくると、第 3 象限において、より高い
予算制約線上に直面することができるので、
北欧のような国々は、制度の安定性と制度の
普遍性の組み合わせを日本よりもより高いと
ころで選択できるようになります。

なぜ、医療費が予算削減の
ターゲットになるのか

　さて、日本では、政府が一般会計から社会
保障関係費という形で社会保障への国庫負担
を支出します。この図は2011年度の予算です
（図表 9）。政府が一般会計から社会保障関係
費を支出します。そして社会保障関係費のな
かで医療費に対する国庫負担とか、年金に対
する国庫負担がどのくらいの割合を示してい
るかというのを示したものが、この図になり
ます（図表10）。
　社会保障関係費のなかで、医療はずっと４5

2011年度予算
キーワード　社会保障関係費、基礎的財政収支

社会保障関係費
287,079
31.1%

地方交付税
交付金等
167,845
18.2%

文教及び科学振興
55,100 6.0%

公共事業
49,743 5.4%

防衛
47,752 5.2%

国債費
215,491
23.3%

利払費等
99,588
10.8%債務償還費

115,903
12.5%

その他
101,106
10.9%

基礎的財政収支
対象経費
708,625
76.7%

(単位：億円)

一般会計
歳出総額
924,116
(100.0%)

 図表 9
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％ぐらいを占め、最大歳出項目でした。それ
が、社会保障関係費2,200億円カットの際に
医療がターゲットとなった理由です。医療費
を抑制しなければ、大きな抑制額は出てきま
せん。それのみならず、日本の財政赤字を怨
む人は、医療への国庫負担を憎んで、日本財
政の惨憺たる状況の大きな原因は医療にある
ということになるわけです。
　さらに医療にとって都合の悪いことは、医
療というものは来年度までにいくらカットし
ろという要請に対応できるということです。
ところが、年金というのは来年度の国庫負担
分を減らすというような要請には対応できま
せん。
　年金は無敵ですね。国庫負担額がどんどん
上がってきます。年金への国庫負担は、2009
年に医療を抜きます。国庫負担の確保をめぐ
って、医療が年金と戦うのは無謀です。と同
時に、年金への国庫負担を倍増するという年

金改革案を掲げる政党を、医療関係者が支持
してよいわけがありません。
　ここで政権交代後、何が起こっているかと
いうと、先ほどの社会保障関係費は政権交代
後、ボンと 1 . ４ 兆円ほど増えています。け
れども、医療への国庫負担は増えていません。
子ども手当分の社会保障関係費が増えている
わけで、医療は蚊帳の外。要するになめられ
ているわけです。
　そういう状況のなかで税ばかりに頼ること
の危うさは、もっと実感されていいと思いま
す。｢医療保険制度は社会保障制度の根幹で
ある。しかも保険料率は世界的に極めて高率
である、これ以上引上げる余地がない。この
際、保険給付費について相当程度の国庫負担
をすべき旨を明らかにする必要がある｣（図
表11）──こうした文章を最近どこかで見た
ことがあるのではないでしょうか？　最近、
政府がまとめた高齢者医療制度に対する報告
書の文章と同じ内容ですね。
　ところがこの文章は1955年の衆院社会労働
委員会に提出された資料にあります。昔から
支払側と診療側が集まれば、国庫負担の引き
上げを求めて、はい終わり。運がよければ国
庫負担が増えることがありました。しかし、
制度を長期運営していくなかでは、国庫負担
は制度の不安定要因として意識しておいても
いいと思います。

財源確保のルール
「ペイアズユーゴー」

　さて、これまで過去の話をしましたので、
ここから先は未来について論じたいと思いま
す。次世代に私たちが残した未来についてな
にがしかを考えるために、過去をどのように

 図表11
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見ればよいのかを思う時に、この国の過去の
特徴を表す 1 つの図を示しなさいと言われた
ら、私はこの図を示します（図表12）。
　これは主要 ７ か国を対象として、1965年か
ら2008年までの高齢化率と、その時々の国民
負担率をプロットしたものです。たとえば日
本の1965年は青い線の左端で、その後、 1 年
ずつプロットしていき、右端に2008年の高齢
化率と国民負担率が記されています。日本は
ものすごいスピードで高齢化が進みました。
けれども、国民負担率が上がるどころか、バ
ブルのピーク1989年以降、国民負担率は下が
っているのです。これでまともな社会保障が
できるわけがありません。
　韓国もアメリカも日本と同じぐらいの国民
負担率でやっているじゃないかという声もあ
るかもしれませんが、韓国やアメリカは、も
のすごく人口構成が若いのです。だから、全

く話になりません。世界一の高齢化国をこの
低い負担水準で支えています。したがって、
大変な赤字を出しています。しかも、大変な
赤字を出してもなお、政府支出のGDP比は、
OECD諸国の中で下から数えた方が早いのです。
　日本の高齢化水準は世界一ですが、国民負
担率は相当に低く、公務員の数も極端に少な
いことは、各種統計から明らかです。多くの
国民が信じているように、政府が大きすぎ、
そこにムダが多すぎたために、莫大な借金を
抱えたわけではありません。ただ単純に、国
民負担率が低かったから、財政が惨憺たる状
況になっただけなのです。こう言うと、政府
が信頼できないから問題で、悪いのはあくま
でも政府であって、我々国民ではないという
人が必ず出てきますが、信頼できる政府がで
きるまで待っている余裕などありません。政
府など信頼しなくていいし、私も政府など大
嫌いですが、早いところ負担増を行わないと、
そう遠くない将来、財政は立ち行かなくなり、
負担増と給付削減が同時に行われることにな
ります。それに、福澤諭吉の言葉が「この人
民にしてこの政治あるなり」なのです。
　昨年11月に開催された日医の医療政策会議
の場で、「あのペイアズユーゴーというのは
何ですか」という話がありましたので、本日
説明しておきます（図表13）。
　昨年の 6 月22日に閣議決定された「財政運
営戦略」というものがありまして、そこでペ
イアズユーゴーという言葉が出てきます。
　財政運営の基本ルールとして、｢歳出増、
又は歳入減を伴う施策の新たな導入・拡充を
行う際は、原則として恒久的な歳出削減又は
恒久的な歳入確保措置により、それに見合う
安定的な財源を確保するものとする｣。この
ルールというのは、何も、介護部会、医療部

次世代に残した未来を考えるための過去の考察
高齢化率と国民負担率（1965－2008年）
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会の場で、誰かがこの歳出を増やそう、この
政策を実行しようと言ったら、その財源はど
こを減らすのだというのを、その部会のなか
でやりなさいというようなルールではないと
思うのですけど、実際には、部会毎にこのル
ールが適用されているようです。政府の予算
編成権の放棄ですね。

G2０サミットで特別扱いされる日本

　「財政運営戦略」は 6 月22日に閣議決定す
るのですが、実はその翌週の 6 月28日にトロ
ントでG20サミットがありました。財務大臣
から総理大臣まで集まるG20サミットに、日
本は何かおみやげが必要だったわけです。
G20サミットで決まった財政再建目標は、
2013年までに財政赤字を少なくとも半減さ
せ、16年までに政府債務の国内総生産比を安
定化、または低下させるということですが、
日本は無理だから守らなくてもよいと言われ
ます（図表14）。
　我々、と言いますか福岡とか九州では、鬼

ごっこなんかで一人前扱いされない子どもな
んかをアブラムシというのですが、日本はＧ
20サミットの中でアブラムシ扱いなんです
ね。G20サミットが掲げる財政再建目標なん
て、日本には絶対に無理です（図表15）。

消費税率アップが財政再建の
鍵を握る

　この図をしっかりと理解してほしいのです
が （図表16）、日本の財政赤字のGDP比は
2009年度9.6％、2010年度8.6％です。ここで、
消費税は 1 ％の税率で、だいたい2.5兆円の
収入があります。そして日本のGDPは約500
兆円ですので、消費税 1 ％の税収はGDP比
0.5％に相当します。したがって、財政赤字
のGDP比を消費税率に換算する場合には、
その値を 2 倍すればよいのです。昨年度の
2009年度は消費税19.2％分の赤字、2010年度
は消費税1７.2％相当の財政赤字です。
　ここで、基礎的財政収支は、一般会計の財
政支出から国債費という過去の借金に対する
返済分を差し引いた額です。基礎的財政支出
は過去の借金は関係がないので、我々が今受
けている政府サービスに対する料金と考える
こともできます。その料金を我々は今、GDP
比で6.5％分、つまり消費税に換算して13％

経済財政の中長期試算（2011年1月21日）
慎重シナリオ　実質１％、名目2％程度、成長率＝金利
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分ぐらい支払っていないのです。皆、政府の
サービスに対して不満をお持ちかもしれない
けれども、その程度の公共サービスに対して
も、あと13％分ぐらい消費税を払わないこと
には、我々は料金を払ったことにならず、支
払いを将来世代に先送りしていることになる
わけです。
　昨年の 6 月22日、G20サミットの 1 週間前
に菅内閣が作ってG20サミットにおみやげと
して持って行った「財政運営戦略」の財政再
建目標は、2020年度までに基礎的財政収支を
黒字にしますというものですから、G20サミ
ットの目標と比べれば大甘だということがわ
かります。しかしそれとて、この弱い政治の
下で本当に実行できるのかどうかということ
です。
　続いて、ここが面白いところなのですが、
自民党が昨年の 3 月に出した「財政健全化責
任法案」というのは、菅内閣が 6 月22日に閣
議決定した「財政運営戦略」と、実は財政再

建目標に関しては全く同じなのです（図表
17）。実行可能性を考えれば、誰が考えてみ
ても財政に関する政策解は自ずと収斂し、自
民党政権時代に財務省も含めて一致した政策
解に、政権交代後の民主党も同意せざるを得
なかったということですね。
　ところが、この「財政健全化責任法案」に
従って財政再建を行ったとしても、財政再建
だけが行われるだけで、そこには自然増分の
社会保障は織り込まれていますが、社会保障
の機能強化は一切入っていません。
　我々が社会保障国民会議で出した社会保障
機能強化の将来像では、2015年には消費税に
換算すれば2.3〜2.5％程度、そして2025年に
は 5 ％程度が必要で、マンパワーについては
医療関係者全体で1.8倍ぐらいに増えること
が予定されています（図表18、19、20、21）。

我々が次世代に残した未来は
高負担中福祉あるいは中負担低福祉社会

　私が言っていることは、持続可能な中福祉
という国家を作ろう、そうした国家像はすで
に描かれているのだから、これを速やかに実
行しようということです。
　世の中では中福祉・中負担とか言っていま

 図表17

 図表19

（3）マンパワーの必要量のシミュレーション

　　　B2シナリオ
　　　／現状

現状
（2007年）

2025年

Ａシナリオ Ｂ1シナリオ Ｂ2シナリオ Ｂ3シナリオ

医師
1.2倍

27.5万人  32.9万人
〜	 3４.3万人

 31.7万人
〜	 33.1万人

 32.1万人
〜	 33.5万人

 32.7万人
〜	 3４.1万人

看護職員
1.5倍

132.2万人 169.6万人
〜	176.7万人

179.7万人
〜	187.2万人

19４.7万人
〜	202.9万人

 198.9万人
〜	206.４万人

介護職員
2.2倍

117.2万人 211.7万人 250.1万人 255.2万人 255.2万人

医療その他職員
1.5倍

78.1万人 83.４万人
〜	 87.6万人

 9４.5万人
〜	 99.1万人

108.1万人
〜	113.5万人

109.6万人
〜	115.1万人

介護その他職員
2.5倍

30.0万人 53.5万人 71.8万人 73.6万人 73.6万人

合計
1.8倍

385.0万人 551.1万人
〜	563.8万人

627.8万人
〜	6４1.3万人

663.7万人
〜	678.7万人

669.1万人
〜	68４.４万人

 （参考） 医療・介護サービス費用のシュミレーション結果 具体的数値

（経済前提Ⅱ−１の場合）

（注	1	）年度ベースの数値である。
（注	2	）「〜」の左は、医療費の伸び率として要素の積み上げを用いた場合（ケース①）であり、右は賃金と物価の平均に1％を加え
たものを用いた場合（ケース②）である。

（注	3	）GDP及びNIは、2007年GDP=522兆円、NI=383兆円、2025年（経済前提Ⅱ-1の場合）:	GDP=787兆円、NI=578兆円である。

現状
（2007年）

2025年

Ａシナリオ Ｂ 1シナリオ Ｂ 2シナリオ Ｂ 3シナリオ

医療＋介護
　対ＧＤＰ比
　対ＮＩ比
　名目額

 7.9 ％程度
10.7 ％程度
 ４1 兆円程度

10.8〜10.9％程度
1４.7〜1４.8％程度
 85兆円程度

11.6〜11.9％程度
15.8〜16.2％程度
 	91〜93兆円程度

11.6〜11.9％程度
15.7〜16.1％程度
 91〜93兆円程度

11.7〜12.0％程度
15.9〜16.3％程度
 	92〜9４兆円程度

医療
　対ＧＤＰ比
　対ＮＩ比
　名目額

 6.5 ％程度
 8.9 ％程度
  3４ 兆円程度

8.４〜8.5％程度
11.5％程度

  66〜67兆円程度

8.6〜8.9％程度
11.7〜12.1％程度
 	68〜70兆円程度

8.5〜8.8％程度
11.6〜12.0％程度
 	67〜69兆円程度

8.6〜8.9％程度
11.8〜12.2％程度
 	68〜70兆円程度

介護
　対ＧＤＰ比
　対ＮＩ比
　名目額

 1.3 ％程度
 1.8 ％程度
  7 兆円程度

2.４ ％程度
3.2 ％程度
19 兆円程度

3.0 ％程度
４.0 ％程度
23 兆円程度

3.0 ％程度
４.1 ％程度
2４ 兆円程度

3.0 ％程度
４.1 ％程度
2４ 兆円程度

 図表18
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 図表20

改革の方向性
（新たな施策）

2015年度
必要額

（公費ペース） 消費税率換算

基礎年金

○税方式を前提とする場合 約12〜28兆円 3 	1/2 〜 8 	1/2％程度

○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、強制撤収）　　等

約2.6兆円 １％弱

医療・介護

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

約 ４兆円 １％強

少子化対策

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

約1.3〜2.1兆円 0.４〜0.6％程度

合計
○税方式を前提とする場合 約17〜3４兆円 5〜10％程度

○社会保険方式を前提とする場合 約7.6〜8.3兆円 2.3〜2.5％程度

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

○税方式を前提とする場合 6〜11％程度

○社会保険方式を前提とする場合 3.3〜3.5％程度

※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。

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）

2015年度

 図表21

※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。

改革の方向性
（新たな施策）

2025年度
必要額

（公費ペース） 消費税率換算

基礎年金

○税方式を前提とする場合 約15〜31兆円 3 	1/2 〜 8 ％程度

○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、強制撤収）　　等

約2.9兆円 １％弱

医療・介護

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

約1４兆円 ４％弱

少子化対策

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

約1.6〜2.5兆円 0.４〜0.6％程度

合計
○税方式を前提とする場合 約31〜４8兆円 8〜12％程度

○社会保険方式を前提とする場合 約19〜20兆円 5％程度

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

○税方式を前提とする場合 9〜13％程度

○社会保険方式を前提とする場合 6％程度

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）

2025年度
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すが、私が言っている持続可能な中福祉に要
する負担は、結構な高負担なのです。しかし
ながら実現できる福祉水準は、社会保障国民
会議が描いたささやかな中福祉でしかありま
せん。
　何でこの国が高負担では中福祉、中負担だ
と低福祉になるのだと、皆さん疑問に思われ
るかもしれませんけれども、もうこれは仕方
がない。財政や税について何十年間もバカな
ことばっかり言っていた日本人は、そういう
未来しか次世代に残していないのです（図表
22、23）。
　 1つは、いつまでたっても本格的な少子化
対策をやらなかったことです。したがって、
何が起こっているかというと、2010年段階で、

図のように高福祉国家と比べると、高齢化水
準が圧倒的に高く、同時に少子化、要するに
合計特殊出生率も高福祉国家と比べて、非常
に低い状況になっているのです（図表24）。
将来的には、高福祉国家と日本の高齢化水準
の差は開いていくばかりで、今の高福祉国家
と同じ高負担をしても、日本の高齢者への 1
人当たり給付額は、高福祉国家の水準には追
いつきません。これも、国民負担率が低かっ
たために、財源を少子化対策、子育て支援政
策に回せなかったことが原因です。
　もう 1 つはこの莫大な債務、どうしようも
ないぐらいの債務があることです（図表25）。
これは総債務、グロスの債務で、ネットで見
ても断トツ 1 位を走っているわけです（図表
26）。スウェーデンではこのネットの債務は
プラスなんですね。
　多くの人が、日本は国内で国債を消化して

 図表23

9 9

 図表22

人口高齢化は高福祉高負担国家よりも大きく進む
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いるのだから別に問題ないというのですが、
先ほども申し上げたように債務があるために
支払っている国債費というのが、この図に見
るような規模になっています（図表27）。皆
さんもそして私も、社会保障への国庫負担を
増やしたいと願っているのですけど、その社
会保障への国庫負担総額を国債費は1985年に
抜きます。その後、社会保障への国庫負担と
国債費は抜きつ抜かれつを繰り返してきたわ
けです。
　この間、何が起こったかというと、税収と
いう頭蓋骨のサイズは一定のままに、国債費
という悪性腫瘍が肥大化してくるから、他の
健全な細胞が圧迫されていったわけです。圧
迫されたのは、何も、社会保障に限らないわ
けで、公共事業しかり、教育しかりだったわ
けです。
　もっとも、ほかの国と比べて莫大な借金を

抱えている日本で、なぜ、国債費の規模が、
まだ国家財政で支えることができる程度に留
まっているのかという見方をされる方がいる
かもしれません。その理由は簡単で、歴史的
に異常な低金利が続いているからです（図表
28）。ハイパーインフレが起こったらこの国
は終わりだと言う人がいますけど、金利が数
％上がれば、国債費が跳ね上がります。金利
が 1 ％上がれば、今はGDPの 2 倍近い借金、
1 千兆円の借金があるわけですから、ここで
金利が 1 ％高くなるだけで、利子は10兆円増
えます。10兆円は消費税 ４ ％分です。それだ
けの額の借金が寝ていても増えるわけです。
　だから、長期金利が 1 〜 2 ％でも上がる
ことで、国債発行の費用が高まり、その費用
が財政を圧迫し、そこで税収の伸びが期待で
きなければ、今のギリシャや、この 1 月から
のイギリスのように、負担増をして、かつ給
付をカットしなければならない状況に追い込
まれます。その時は、社会保障の機能強化な
んて夢の夢です。そうした未来はそう遠くな
いところまで来ているのではないかと私は思
っています。

社会保障の機能強化で持続可能な
中福祉国家へ

　昨年の 6 月22日に「財政運営戦略」が閣議
決定されました。この閣議決定に反対という
人はいらっしゃいますか？
　もし、反対だということでしたら、それは
それで良いのですけど、そうなれば、日本の
財政の持続可能性はありません。つまり、日
本は終わります。
　実際には、「わかったわかった。その分だ
けの負担はちゃんとやる。だけど、だからこ

国家運営上、無視できない国債費の規模
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そ社会保障は抑制しなければならない」とい
う意見が、昨年 6 月の「財政運営戦略」以降
の論調としてものすごく強くなりました（図
表29）。
　そこで私は、本日配布した、「“持続可能な
中福祉”という国家像」という文章を昨年の
７ 月に『週刊東洋経済』に書いたわけです。
　この持続可能な中福祉という国家は、高負
担・中福祉程度の福祉国家です。残念ながら
我々が次世代に残した未来は、そういうもの
でしかありません。要するに 9 ％以上の消費
税の増税を行っても社会保障は全く増やせな
いのが日本の実力です。だから、規制緩和を
図って社会保障を小さくしようという一派が
今後も力を持ち続けます。皆さんには、そう
した勢力に対抗する、持続可能な中福祉を目
指す仲間に入ってもらいたいと願っていま
す。昔の日医には、私は、少なくとも邪魔だ
けはしないでくれと言っていたのですけど、
さすがに今では、日医は負担増に賛成されて
います。だから、持続可能な中福祉国家を築
くことに協力してもらいたいと言うことがで
きる状況になっていますね（笑）。
　ところが困ったことに、医療者のなかには、
負担増は反対！という立場のままの人が未だ
にいます。そういう人たちは、社会保障の削

減を図り負担を抑えて低福祉を目指す一派を
利するだけだということになぜ気づかないの
か。頭痛いところです。

今こそ本気を出して、財政再建、
社会保障の機能強化を！

　ただ、私は2003年の初出の論文で、「日本
はいくつかの恵まれた環境のなかにある。第
1 に高齢化水準が世界でトップに到達してい
るにもかかわらず、なお、社会保障の規模が
小さく国民負担率も低い」と書いています（図
表30）。現在、この国の国民負担率が低いのは、
この国の最大の武器なのです。今の財政状況
でフランス、スウェーデンの負担水準にあっ
たら、マーケットは日本を見放します。
　この図は、横軸に高齢化水準、縦軸に国民
負担率を取っているのですが、あまりにも国
民負担率が低い水準にあるので、マーケット
はまだ「日本は本気を出せば大丈夫だ」と見
ているのです。政治がしっかりと機能すれば、
日本はまだ財政的、経済的には大丈夫だと、
マーケットは見ています（図表31）。
　フランスやスウェーデンとかの負担水準で
今の日本の財政状況、社会保障の状況だった
ら夢も希望もありません。しかし、まだこん
なに低い負担水準にいるんだから、とにかく
やりましょう。とにかく国民負担率の水準を
速やかに上げていきましょう。

 図表29

 図表30
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　私は、社会保障国民会議が提示した社会保
障の機能強化を終え、かつ日本の財政が安定
するまで、消費税を毎年 2 ％上げていけばい
いと思っています。日本は、財政再建、デフ
レの克服、そして社会保障の機能強化という
問題を抱えています。増税した分全てを財政
再建にまわせばデフレが加速します（図表32）。
　財務省はそれでいいと考えている節がある
のですけど、それだと日本の経済は壊れます。
そこで消費税を毎年 2 ％上げていくなかで、
1 年目の増税 2 ％から得られる税収の50％は
社会保障に使う、 2 年目は４5％を社会保障が
使うという形で、積分したら 5 ％分くらいの
社会保障の機能強化を行いたいのです（図表
33）。もちろん、増税分の相当部分は財政を
立て直すために使っていかなくてはなりませ
んが、こうした方法でいけば、総需要を急減
させなくてすみ、デフレ対策になりますし、

毎年消費税が 2 ％上がっていくことがわかっ
ていれば、皆さん、いろいろと買い急ぎしま
すよね。それがデフレ対策になるわけです。
　このビジョンは、社会保障国民会議の報告
書をベースとしたものなので、実は政権交代
以前から立てることができていたビジョンな
のです。しかし政権交代後の今、政府与党は、
社会保障と税の一体改革と称して、また同じ
ことを繰り返しています。最終的に出てくる
案は、社会保障国民会議が出した機能強化ビ
ジョンと、消費税率で換算して何ポイント違
うのやら。ただ、問題は、今の政府が出そう
としている社会保障と税の一体改革案を、民
主党が党の機関決定として受け入れるかどう
かが読めません。なぜならば、増税や社会保
険方式の年金を前提とした社会保障国民会議
のビジョンに、政府が準備する社会保障と税
の一体改革案が近づけば近づくほど、民主党
が総選挙の時にかかげたマニフェストとは乖
離していくことになるからです。あのマニフ
ェストは、福田・麻生路線の否定の上に建て
た砂上の楼閣ですからね。はたして、支持率
が極端に落ち、党の掌握力を失っているよう
に見える総理が、実行可能性のある社会保障
と税の一体改革案を 6 月までにまとめ、それ
を民主党に認めさせることができるのか。も
し、できない時には、マーケットはどう反応

 図表31

 図表32
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するのか。
　それ以前に、4月に社会保障改革の方向性
をまとめ、6月に社会保障と税の一体改革案
を出すことになっていますが、社会保障を語
ることは財源を論じることであり、財源を論
じることはその使途を議論することですか
ら、社会保障と財源の話は一体的に行わなけ
れば意味がありません。社会保障と税の議論
を分離する彼らの日程が、4月の統一地方選
挙と関係があるのかどうかわかりませんけ
ど、彼らがやっていることは理解に苦しみます。
　私は医師会の方々には、政治に翻弄される
ことなく、医療保障制度を守っていく活動を
続けていかれることを強く期待いたします。
持続可能な中福祉を実現するためには、今後、
社会保険料と税の国民負担率を相当高めなけ
ればなりません。しかも、それを早く実行し
なければ、今のギリシャやこの 1 月からはイ
ギリスも行っているような、負担増と社会保
障の給付抑制を同時に行わなければならない
悲しい事態が起こります。早くやればやるほ
ど、社会保障の取り分を増やすことができる
のです（図表34）。
　持続可能な中福祉の実現に向けて、ご協力
いただければありがたく思います。
　どうもありがとうございました。

日本医師会との質疑応答

中川　権丈先生、ありがとうございました。
　社会保障の機能強化のために消費税を引き
上げなければならないというのは、国民的合
意がほぼ得られつつあるのではないかという
情勢だとは思います。意外と知られていない
のは、消費税がすでに一般会計の予算総則で
高齢者の 3 経費、年金・高齢者医療・介護の
国庫負担に使うということは決められている
わけですね。
　財務省は目的化されていると言っています
が、今、国会議員のなかで社会保障を目的税
化にして引き上げるべきだという論調は非常
に強くなってきているのです。目的税化にす
ると非常に危険になってくるだろうと日本医
師会は思っていまして、そこで、 2 つに国会
議員を分類しました。
　 1 つは良心的な方、消費税を社会保障目的
税化しても、足りない部分は今のまま一般会
計のほかの財源から手当てするということ、
2 つ目は先生の先ほど社会保障機能強化の左
側にあった、目的税化したらその分で全部や
りなさい、足りない部分は給付を削減しまし
ょうという方たちに分かれると考えているの
ですが、私はそういうことから見ると、消費
税の社会保障目的税化は慎重であるべきだと
思っているのですが、先生はいかがお考えで
すか。
権丈　私は、1993年に日本で米が凶作になっ
てタイ米を輸入し、ところが、タイ米が余っ
たときには、コシヒカリとセットにして店で
売っているのを見て、社会保障は目的税化し
なければいけないと考えた人間なんですね。
　なぜかというと、我々は社会保障、つまり

 図表34
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コシヒカリのためだったらお金を出して購入
してもよいと考えています。けれども、政府
側からすれば社会保障以外のものも国民に売
りたいわけです。社会保障と社会保障以外を
セットにして売るのは一般税で、私がこれを
見れば、独占禁止法で禁止されている抱き合
わせ販売と同じに見えたわけです。だから、
社会保障と社会保障以外を分離して売る必
要、つまり社会保障を目的税化する必要があ
ると考えたわけです。
　加えて、目的税にすると公共事業とかの例
が出されて、財政が硬直化して弊害が大きい
という批判が言われるんですが、公共事業へ
の支出はストックの建設に使われるのですか
ら、そうしたストックはいつかは飽和状態に
なります。ところが、医療などの社会保障は
フローだから飽和状態になることはありませ
ん。だから、消費税を増税する際には、社会
保障の目的税として増税することはよいと思っ
ています。
　ただ、高齢者 3 経費に現時点で 9 . 8 兆円
足りないのです。消費税の国税分は、全て高
齢者 3 経費に使っています。不足分の 9 . 8
兆円は消費税 ４ ％分です。 ４ ％分を上げたと
きに、この 9 . 8 兆円に入れ替えるとすれば、

「消費税は社会保障のために使います」とい
う言葉は嘘にはなりませんが、社会保障は 1

円たりとも増えません。
　ここから先は、地方分をどうするのかとい
う非常に難しい問題もあるのですが、そのあ
たりの細かい話は、別途行うとして、先ほど
言ったように、毎年 2 ％、消費税を上げてい
き、最初の 1 年目は、50％は社会保障の純増
に使い、50％は、財政再建に使うということ
にして、財政再建のための50％で、先ほどの
高齢者 3 経費のスキマを埋めていくというこ
とを考えています。消費税を社会保障目的税
として、スキマを埋めながら社会保障の純増
も確保していく方法というのは、実は、私の
言う方法しかないのではないかと思っています。
　皆さんは、社会保障目的の消費税を上げて
も、高齢者 3 経費のスキマを埋めるのに使わ
れるだけで、社会保障の純増はないのではな
いかと考えられているかもしれませんが、高
齢者 3 経費を埋める増税分以上の増税をすれ
ば、社会保障は増やすことができます。
　それに社会保険料の引き上げは、今後も続
けざるを得ません。
　今日も話したように、低福祉ではなく、せ
めて中福祉の国家を目指そう、持続可能な中
福祉という国家を目指そう、つまり高福祉中
負担国家を築くために速やかに実行に移そう
というのは、そういうことです。
中川　どうもありがとうございました。
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医療危機を乗り越えるために
─改革はどうあるべきか─

読売新聞東京本社
編集局医療情報部長

田中　秀一

講演Ⅲ

　皆様、こんにちは。読売新聞の田中です。
　皆様には普段、「医療ルネサンス」などで、
たいへんお世話になっています。二木先生、
権丈先生と非常に見識の高いご講演のあとに
恐縮なのですが、今日は患者目線でお話をさ
せていただこうと思います。

医療提供体制がかかえる問題点

　今、医療は危機にあると言われていますが、
大きくは ５つ問題があるのではないかと感じ
ています。
　まず、一番大きいのが医師不足の問題、次
に救急医療の危機にどう対応するか、 3つ目
に、医療の質と安全の保障、具体的には専門
医制度に対する信頼性、医療事故対策が不十
分であるというような問題です。そして、医
療情報の開示、具体的には治療実績などの病
院情報や、医事紛争時の患者情報の開示です。
最後に医療の財源確保という問題があると思
います（図表 1 ）。

　今日は主に医療提供体制についてお話をし
たいと思います。
　今、国民がたいへん不安を感じているのが、
医師不足などで医療機関が閉鎖されたり縮小
されたりしているという問題です。あるいは、
救急搬送先がなかなか見つからない、そして、
高齢者が急増しているのに介護の体制が不十
分であるということ、いざというときに十分
な医療・介護が受けられるのかという不安が
あります。こういったものを解消していかな
ければいけません（図表 2 ）。
　その改革の基本的な考え方ですが、従来、

 図表 1
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医療というものは、安くて、良質で、自由に
受けられる、ということが求められてきたわ
けですが、この 3つの要素が同時に満たされ
るということはありえません。どれを選び取
っていくかということになると思います。
　そして、現在の医療のひずみは、社会保障
費や国民医療費の行き過ぎた抑制政策のツケ
であると認識しています。
　医療は公共的なものなので、患者側、医療
側共に無制限、無秩序な利用は許されないで
あろうと考えます（図表 3 ）。

激務が強いられる診療科に顕著な
医師不足

　まず、医師不足問題についてですが、現状
では2004年以降に全国で５00の医療機関が診
療科を閉鎖しています。主な背景は、大学病

院の医局の70％が、それまで医師を派遣して
いた3,000医療機関への医師派遣を減員また
は中止したことだとされています（図表 4 ）。
　日本の医師は確かに外国に比べて、たいへ
ん少なくて、欧米ではだいたい人口1,000人
当たり 3人、多いところでは3.5人とか3.7人
くらいの医師がいるのですが、日本は2.1人
と少ないのです。一方、病床数は非常に多く
て、だいたい欧米の 3倍から 4倍の病床を少
ない医師で診ています。当然、医師は激務を
強いられるというのが現状です（図表 5 ）。
　ただ、医師全体は増えていまして、診療科
によってばらつきがあるということです。
　医師全体の推移ですけれども、この青い線
の外科が、少し減少しています。それから産
婦人科もやや減少していて、外科とか産婦人
科、あるいは小児科のような非常に激務と言
われるところが、やはり相対的に医師が足り

 図表 2

 図表 3 主要先進国の医師数
（人口1000人当たり。2006年）

（OECDヘルスデータ2008から）

イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
アメリカ
日本

3.7人
3.5
3.4

2.5
2.4

2.1

主要先進国の病床数
（人口1000人当たり。2006年）

（OECDヘルスデータ2008から）

日本
ドイツ
フランス
イタリア
イギリス
アメリカ

14.0床
8.3

7.2
4.0
3.6
3.2

 図表 5

 図表 4
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ない状態になっています（図表 6 ）。
　なぜ、これらの診療科に医師が足りないか
というと、これは日本外科学会がとったアンケ
ートですが、最大の理由は「労働時間が長い
から」、それから「時間外勤務が多いから」と
いうことで、勤務が厳しいというのが一番多く
あります。その次に「医療事故のリスクが高
いから」「訴訟のリスクが高いから」という理
由が続きます。そして、５番目に「賃金が少
ないから」という理由で、やはり勤務の内容
が厳しい、あるいは訴訟や事故のリスクがあ
るということを問題視していて、こういった問
題を解決しないとなかなか外科や産婦人科の
医師不足は解決しないと思われます（図表 7 ）。
　では、どうやって医師の激務を緩和してい
くかですが、いくつか考えられます。まず医

師を増やすということ。そして医師の偏在、
先ほど外科とか産婦人科が少ないということ
でしたが、そういった偏在を解消する、そし
て女性の医師をどうやって活用していくか。
あるいは医師以外の職種をどのように養成し
ていくか。さらに病院の機能分担を進めると
いうようなことが考えられると思います（図表 8 ）。

医学部新設のメリットとデメリット

　まず、医師を増やすということですが、政
府は2008年度以降、医学部の定員を昨年度ま
でに1,200人増やしました。これは医学部が
12個分増えた計算になります。来年度も77人
増やすことになっていますが、そろそろ限界
であると言われています（図表 9 ）。
　そこで現在問題になっているのが、医学部
の新設です。最近、国際医療福祉大学など 3
つの私立大学が医学部の新設の計画を進めて

全国の医師数の推移
（全医師数、小児科、外科系、産婦人科、麻酔科）
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255,000

250,000

245,000

240,000

235,000

230,000

225,000

220,000

215,000

50,000

45,000

40,000

35,000
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外科系

小児科
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外科系（外科、心血管外科、呼吸器外科、小児外科） （厚労省統計）

平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年

 図表 6

外科医が考える外科志望者数減少の理由
日本外科学会アンケート調査より

①　労働時間が長いから（71.9％）
②　時間外勤務が多いから（71.8％）
③　医療事故のリスクが高いから（68.2％）
④　訴訟のリスクが高いから（67.3％）
⑤　賃金が少ないから（67.1％）

28％ 20代

30代

40代

50代

60代

70代

1276名

31％

23％

9％

（門田守人・大阪大学副学長提供）

 図表 7

 図表 8

 図表 9



4646

います。民間病院でも、そうした計画を持っ
ているところがあり、これに対して全国医学
部長病院長会議や日本医師会は反対を表明し
ています。
　その理由は教員の確保のために、医学部を
新設する大学が医療現場から医師を集めるの
で、地域医療の危機が助長されるということ
であります。さらに将来、医師が充足した場
合に医師過剰を招くのではないかということ
で、反対をしているわけです（図表10）。
　今、この問題は文部科学省の検討会で議論
が進められていますが、非常に素朴に考えま
すと、需要が供給を上回っているときに供給
を増やすのはごく自然の現象だと思います。
医学部新設を認めないのは、大学教育で競争
を制限することになりますが、医学部以外で
はこういう制限は行われていません。医学部
だけ競争を制限することに、はたして合理的

な理由があるのかということになります（図表11）。
　確かに無制限に医学部を増やすと、将来医
師過剰を招く危険性があるので、そういうこ
とを避けながら、医学教育の競争を制限しな
い方法はあるのかを考えてみたいと思いま
す。それは医学部の新設を限定的に認めると
いうことです（図表12）。
　これはたまたま今日の読売新聞の朝刊に、
加藤延夫元名古屋大学総長が寄稿しているも
のですが、加藤さんは次のような提案をして
います（図表13）。
　高度に専門化した先端医療技術を習得する
医師を養成する医学部 3校（私立）の新設を
認める。次に基礎医学や医療行政、そして発
展途上国の医療支援を担う医師を養成する医
学部 1校（国立）を新設するという提案をし
ています。
　このように新設校を 4校に限定して、なお

 図表11

 図表12 図表10

 図表13
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かつ特徴的なものに限れば、医師の過剰も生
じないし、新しい医療の需要に応えることも
できるというわけです。ただし現在、医師が
専門分化しすぎているという問題があります
ので、専門医を養成するよりは、もっと総合
的な診療能力を持った医師を養成することが
大事なのではないかと考えています。
　医学部新設にはどういうメリットがあるか
といえば、医師不足の著しい地域に医学部を
新設すれば、地域ごとの医師の偏在を緩和で
きるという効果が考えられます。
　現在、医学部の分布は西日本に偏っていて、
相対的に東日本では少なくなっています。名
古屋で東西に分けると、名古屋以東の東日本
には医学部は人口173万人につき 1校あるの
ですが、それに対して西日本は144万人に 1
校で、西日本に多くなっています。実はこれ
は医師不足の地域と相関していまして、東日
本は相対的に医師が少ないのです。医学部の
分布と非常に関連があります。ですから、人
口当たりの医師数が少ない北海道や東北、あ
るいは東京を除く関東、東海などに医学部を
新設する意義は大きいのではないかと考えら
れます。
　医学部設置の反対論は、医師引き抜きによ
って地域医療の危機を招くということですけ

れども、少なくともその地域では新しい大学
病院が 1校できるわけですから、地域全体と
して医療供給体制は大幅に増強されることは
間違いありません。ただ、医師を引き抜かれ
た病院の手当は考えなければいけませんが、
新しい大学病院ができたから、その地域の医
療が崩壊するということはないのではないか
と考えています（図表14）。

公的機関により医師を
全国に計画的に配置する

　それから、これは別の問題になりますが、
医学部の入試もこれと併せて考える必要があ
るだろうと思います。というのは現在、医学
部はほかの学部に比べて圧倒的に偏差値が高
くて一人勝ちの状態です。高校生たちは偏差
値が高いという理由で医学部を選ぶ傾向があ
り、このような入学試験のあり方も考えてい
く必要があるだろうと思います（図表15）。
　ただ、医学部や医学部定員を増やしても、
実際に臨床現場で役に立つ医師になるには10
年前後かかるわけです。しかも、医師の総数
を増やしただけでは、外科や産科あるいは小
児科、救急など勤務が過酷な診療科は敬遠さ
れて、その分野の医師不足が解消されない恐
れがあります。したがって、診療科や地域ご 図表14

 図表15
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との医師の偏在を是正する必要があると考え
られます。そこで研修先や診療先を医師の自
由選択に任せるのではなくて、計画的に配置
してはどうかということを、読売新聞では提
唱いたしました（図表16）。
　これがそのときの紙面ですけれども、医師
を全国に計画的に配置する。そのために、公
的機関を設けてはどうかという提案でした

（図表17）。
　まず、診療科あるいは地域ごとに医師の定
員を設けます。そして、従来は大学医局が医
師の派遣を行っていましたが、今は大学医局
の力が低下していますので、それに代わって
医師配置を行う公的な機関を設けます。その
配置機関には自治体や医師会、大学病院や地
域の基幹病院が参加して、協力して行うとい

うものです（図表18）。
　これがその概念図です（図表19）。従来は
大学の教授が「君はこっちの病院に行きなさ
い」とか「君はあっちに行きなさい」という
ような采配をしていたのですが、今は大学に
はそういう力がなくなってしまって、地方の
病院は医師不足になっているというのが現状
です。
　そこで、大学病院や基幹病院、あるいは医
師会、自治体が協力して第三者機関を設けて、
地域や診療科ごとに必要な医師を定めて配置
していくということを提案いたしました。
　ただ、これには当然反論が予想されまして、
実際に反論がありました。
　現在、医師は勤務する診療分野や地域を自
由に選ぶことができるわけですから、この仕

 図表17

 図表18
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組みを大きく変えることに対しては「医師の
職業選択の自由を侵害する」、あるいは「強
制的に配置するのか」というような反論をい
ただきました。私どもは強制的に配置するの
ではなくて、医師の希望を尊重して配置する
ということを言っています。すでに欧米では
こういった計画的な医師の配置が実施されて
います（図表20）。
　まずフランスですが、国が地域や診療科ご
とに必要な医師数を調査して、病院ごとに受
け入れる研修医の数を決定しています。医学
生は競争試験という国の試験を受けて、成績
上位の学生から順番に希望する診療科や地域
で研修を受けるという仕組みになっています。
　ドイツでは、州の医療圏ごとに人口当たり
の医師の定数を設けて、定数の110％を超え

る地域では、保険医として開業することがで
きないというルールを設けて、地域ごとの医
師の偏りを防いでいます（図表21）。

過酷な勤務体制から生じる病院と
診療所間における偏在

　以上をまとめますと、医師には 3つの偏在
があって、診療科による偏在、そして地域に
よる偏在、さらに病院と診療所間の偏在があ
ると思います（図表22）。
　病院と診療所間の偏在ですが、病院勤務が
非常に過酷なので、耐えきれなくなって開業
してしまう医師たちをどう支えるかというこ
とであります。そういったことが生じるのは、
病院と診療所勤務の収入の差、あるいは勤務
時間の長さの差、そして訴訟リスクの差があ
ると思います。こういったことを解消してい
かないと、「病院で勤務を続けたいけれど、
もう限界だ」という医師の流出をなかなか止
められないと思われます。

開業医に求められる総合診療の能力

　それから、もう 1つの問題として、行き過
ぎた専門医志向があると思います。現在、医
師総数は28万数千人ですが、専門医資格を持
つ医師は延べ30万人以上います。しかし、そ

 図表21

 図表20

 図表22



5050

れほど専門的な診療が必要な病気や患者がた
くさんいるのか疑問です（図表23）。
　専門医が開業すると、専門性を発揮するた
めに高度な画像診断装置を導入することにな
ります。ご存じのように日本は高度な検査装
置が世界一たくさんある国で、人口当たりで
はCTはアメリカの 3倍、英国の13倍です。
MRIはアメリカの1.5倍、英国の 8倍ほど持
っていて、「とりあえず検査しましょう」と
いうことで、不必要な検査、あるいはドクタ
ーショッピングをする患者もたくさんいます
ので、重複検査がたくさん行われていて、非
常に非効率な現状があります（図表24）。
　そこで注目されているのが、総合診療です。
だいたい患者の 7割から ９割は問診だけで診
断できると言われています。これは千葉大学
総合診療部の生坂教授が言っていることです
が、「検査は診断を確認するために行うもの
で、診断の見通しなしに検査をしても確定的
な診断には至らない」。生坂教授は、「 1人の
患者を10人の専門医が診るのではなくて、 1

人の医師の頭のなかに10人の専門医がいるつ
もりで診療する」と言っています。今後はこ
ういった総合的な診療能力を持つ医師がかか
りつけ医になるべきだと考えます（図表25）。
　そこで、やはり開業にはある程度のルール
がいるのではないかと考えます。それは、開
業するには総合診療の能力を備えることを条
件とするべきではないかということです。
　これはある地方の公立病院の話なのです
が、内科医がいなくなってしまって、ようや
く来た 1人の内科医が肝臓の専門医でした。
その医師は肝臓以外の病気は診られないとい
うことで、大変困ったという話がありました。
　地域の病院がそのようなことでは、診療に
差し障りがあるわけですから、やはり総合的
な診療能力を持った医師がもっと養成される
べきだと思います。

医療は ｢公共財｣ であるという
視点が必要

　いわゆるビル診などでは地域医療に貢献し
ない開業医が少なくないと言われています。
したがって、開業するなら、地域の救急医療
に協力することも要件とすべきではないかと
考えます（図表26）。
　そして、こういった問題の背景には、自由
標榜制があると思います。医師の資格を持っ

 図表23

 図表24  図表25
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ていれば、どんな診療科を標榜してもかまわ
ないということですが、こういった制度は世
界的に見ても特異なわけです。こうした自由
標榜制を前提にしていると、医師の適正配置
は実現できないので、見直す必要があるだろ
うと考えます。
　医療は「公共財」という視点で考えるべき
だということです（図表27）。

専門医の持つ資格、技術の情報の
透明化を

　専門医制度についてさらに付け加えます
と、信頼性が低いのが現状です。たとえば整
形外科の専門医のほかに、リウマチ医とかス
ポーツ医、脊椎脊髄病医、脊椎内視鏡下手術・
技術認定医、さらに運動器リハビリテーショ
ン医というように、非常に細かい認定資格が
あります。それぞれ何か技術的なチェックが
あるかというと、それは非常にあいまいで、

研修を受けたら認定しますとか、リウマチ医
の研修とか、スポーツ医の研修を受けたら認
めますというようなことで、研修の中身は一
般の人にはさっぱりわかりません。唯一、脊
椎内視鏡下手術・技術認定医は実技試験を行
っているので、かなり客観的な技術の評価を
行っていると思われますが、ほかの専門医は
いったい、どのような技術を持った人なのか
わからないのが現状です。もっと患者にわかる
ように客観的な尺度で評価をして、情報を透
明化する必要があると考えています（図表28）。

女性医療従事者のための環境改善を

　次に女性医師をどう活用するかということ
です。現在女性医師が増えていて、産婦人科
では20代の医師の70％、30代でも５0％を女性
が占めています。しかし、30代の半ばには女
性医師の半数が分娩のために仕事から離れ
て、産婦人科医不足につながっているという
現状があります。したがって、女性医師や看
護師が働き続けることができる環境を整えて
いくことが重要と考えます。そのためにはも
っと保育所の整備をし、フレックス勤務制と
いうようなことを普及させる必要があると思

 図表26

 図表27

 図表28
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います（図表29）。
　さらに女性が進む診療分野にも偏りがあ
り、やはり眼科とか皮膚科に人気が高いよう
ですけれども、外科や救急を志望する女性の
サポートをもっと考える必要があるだろうと
思います（図表30）。

他職種養成の重要性と
医療機関の役割分担

　そして、ほかの職種の養成も重要です。現
在、特定看護師の問題が議論されていますが、
アメリカなどでは診療看護師とか麻酔看護師
という資格を持った方たちが活躍しています
し、フィジシャン･アシスタントというもの
もあります。それから、医師の事務作業を代
行する医療クラークも養成する必要があると
思います（図表31）。
　フィジシャン・アシスタントとは何かを簡
単にご説明しますと、アメリカでは24か月～

32か月のカリキュラムを履修して、国家試験
を受けて、州の免許を取得した方たちがおよ
そ 7万人いて、その方たちは医師の監督下で
医療行為を行います。たとえば手術のときに、
簡単な縫合作業を行うそうですが、収入もな
かなかよくて、年収86,000ドルですから800
万円ぐらいで人気の高い職種になっていま
す。イギリスでも同様の制度があり、日本で
もこういったものを検討すべきではないかと
思います（図表32）。
　医療機関の役割分担ですが、これは 1つの
地域に同じような機能を持った病院が競合し
ている非効率さを是正するということで、た
とえば熊本では脳外科を持った病院の間で、
ある病院は脳卒中に特化した診療をする、あ
る病院は脳腫瘍を中心に診療するというよう
に役割分担し、効率化している実例があります。
　病院と診療所の関係でいえば、入院は病院、
外来は診療所というように役割分担を進める
必要があると思います（図表33）。

 図表29

 図表30

 図表31

 図表32
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　今までの問題をまとめて、医師不足問題に
ついて日本医師会がどのような意見かをまと
めてみますと、まず医学部新設については反
対ということです。私どもは、医師不足の地
域に限定して医学部新設を認めるのは、合理
的だと考えています。
　それから医師の偏在是正について、医師を
計画的に配置する必要があるのではないかと
読売新聞では提案していますが、日本医師会
のこれについての具体的な提案は私どもは聞
いていません。
　そして、他職種の活用については、特定看
護師などの問題もそうですが、消極的なよう
に見えます（図表34）。
　そういった医師不足問題を解消する手段に
ついて、日本医師会はどうも消極的なのでは
ないかという印象を受けます。もちろん日本
医師会としても、この問題は非常に重要だと
認識しているとわれわれは考えていますが、
そのわりには世間から、真剣に取り組んでい
るのだろうかという疑念を持たれかねない状
況だと思いますので、ぜひご議論をいただき
たいと思います。

社会保障の安定した財源確保のためには
消費税アップも

　最後に、医療の財源問題について少し触れ
たいと思います。
　先ほども申し上げましたように、医療現場
の疲弊の原因は、医療への投資や財政支出を
怠ってきたことにあると思います。日本の医
療費は国際的にも少ないことはよくご存じの
ことで、総医療費のGDP比は、日本はこの
ように下位に位置しています（図表35、36）。
　そして、社会保障の支出も、これは少し古
いデータですが、欧米に比べて日本は非常に
低い水準にあります。もっと社会保障に支出
する余力が日本には残っているはずだ、これ
は先ほど権丈先生もおっしゃっていました
が、全くそのとおりだと思います（図表37）。
　現在、民主党政権は社会保障と税の一体改
革の議論を進めていて、診療報酬は抜本的に
引き上げると言っています。なかでも、病院

 図表34

 図表33

 図表35
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勤務医の激務を緩和するために、病院には手
厚くする必要があるだろうし、検査や薬に頼
らなくても安定的に経営できる診療報酬体系
に是正していく必要があると思います。
　社会保障の財源を確保するには安定的な税
収が必要です。所得税や法人税は景気に左右
される不安定な財源ですので、消費税を引き
上げる必要があるだろうと認識しています

（図表38）。
　以上です。どうもありがとうございました。

日本医師会との質疑応答

中川　田中さん、ありがとうございました。
　司会の立場を忘れそうなぐらい、いろいろな
ことをおっしゃいましたので、次のディスカッ

ションのために補足を若干させていただきます。
　日本医師会は今の医師不足に対しては、絶
対数の不足と偏在の問題だというように認識
しています。絶対数の不足というのは、直近
4年間で1,300人の医学部定員が増えますの
で、まずそれで当面は手当てされただろうと
思っています。202５年までの医師数の予測に
対しても、だいたい1,000人当たり2.9人にな
りますので、まず絶対数は当面手当てされた
と思っています。
　偏在の解消策については、先日、記者会見
でも公表して、たとえば初期臨床研修制度は
医学部のある県で、まずはやるのだといった
ことも含めて提案しています。決して、この
へんに対して手を抜いているということは全
くなく、逆の問題だと思っています。
　読売新聞も、私どもの定例記者会見に最近
少し欠席が多いようですので、ぜひいらして
いただきたいと思います。
　それから、なぜ過剰に医学部を作ることに
われわれが慎重になっているかというと、ま
ずは 1つ作るのに300人の教員が必要です。
地域から医師が不足して、さらに医療崩壊を
加速するということが第一です。
　そして、もう 1つは、われわれは歯学部に
学ばなければいけません。あの過剰になった
歯学部の現状は、まさに悲劇と言ってよいぐ
らいで、定員割れの大学が続出しているので
す。そういうことになったら、患者さんに対
する医療の質が低下するのは免れないだろう
と考えているので、われわれは慎重になるべ
きだと申し上げているのです。
　質問というよりも補足でした。よろしくお
願いします。どうもありがとうございました。

 図表38

 図表37
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日本の医療費水準と
財源を考える

学習院大学教授
中央社会保険医療協議会会長

遠藤　久夫

講演Ⅳ

　ただいまご紹介いただきました学習院大学
の遠藤です。
　すでに財源問題については何人かの先生が
触れられていますので、重複する部分はでき
るだけ省いてお話をさせていただきたいと考
えています。
　基本的には権丈先生がお話しされたよう
に、医療の問題の全てとは言いませんが、非
常に多くの問題が医療費の問題に帰着できる
ということは、否めない事実だと考えています。

なぜ、日本はGDPに占める
総医療支出が低いのか

　これは先ほどもご紹介がありましたが、
OECDのデータです。総医療支出のGDP比、
これは2006年と少し古いのですが、ご承知の
とおり日本はGDPに占める総医療支出は8.1
％ということで、この間にもっと多くの国も
ありますが、主だった国で見ても非常に低い
です（図表 1 ）。
　もう 1つの問題は1９80年と比較をした場合

に、この値の伸びが他の国と比較しても、低
いというのが日本の特徴の 1つでもありま
す。単純にこの差を取ると、日本は1.6ポイ
ント上昇していますが、それ以上の国という
のはこのようにあるということです。
　したがって、1９80年の段階では総医療支出
の対GDP比が日本よりも小さかった国もあ
りますが、それに抜かれてしまっているとい
う形になります。
　なぜそういうことになったのかというと、
日本の医療費というのは必ずしも明示的では
ありませんが、結果的には国民所得と医療費

 図表 1
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との間の乖離が拡大すると、抑制策がとられ
るということが行われてきたということに起
因するのだと思います（図表 2 ）。
　次のグラフを見ていただくと、左のほうの
スケールと対応していますが、国民所得に占
める国民医療費の割合は、現在 ９％ぐらいで、
これが非常に多いという議論が一方であります。
昔は当然のことながら低かったのです（図表 3 ）。
　残りの 2つの折れ線グラフは右のスケール
になりますが、青い線が国民医療費の対前年
の伸び率で、破線が 1年前の国民所得の変化
率です。
　これを見てわかりますように、国民所得の
伸びが大きいときには、国民医療費の伸びも
大きくなり、それが下がってくるとそれに合
わせて下がってきます。このようなことが、

政策的に行われていたわけです。

国民所得と国民医療費の乖離を
防ぐための医療費抑制策

　基本的にどのようなことかと言うと、まず
は高度経済成長期、元々伸び率は所得も医療
費も高いわけです。医療提供体制を整えてい
かなければならない時期です。保険を作って
提供体制なしと言うわけにはいきません。そ
のため、積極的に医療にお金が投入された時
期であるわけです。高度経済成長から安定成
長に移り、成長率がぐっと下がります。
　そうしますと、医療費はそれほど下がりま
せんから乖離が生じます。その乖離は所得に
占める国民医療費の割合が、急激に上昇する
という形になります。そのため、様々な医療
費の上昇の抑制策がとられます。
　また、バブルが崩壊して経済成長率が鈍化
すると、そこに乖離ができます。そこで、再
び様々な医療費の抑制策がとられ、このよう
になっているわけです。
　したがいまして、先ほど日本だけ、GDP
に占める医療費の割合の上昇スピードが非常
に遅いといった理由は、経済成長がこのよう
に動いていることに起因すると考えられるわ
けです。
　次表は年率の平均を見ています（図表 4 ）。
高度経済成長期、安定成長期、バブル崩壊、
失われた10年、さらにその後の10年というこ
とになります。高度経済成長期には国民所得
の伸び率以上の国民医療費の伸び率がありま
したが、80年代になるとほぼ同じになります。
９0年代になると、国民所得が急落しますから、
国民医療費と乖離が生じます。もちろん国民
医療費も下がっているのですが、それでも乖
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離が生じます。さらに2000年に入ると、国民
所得の伸び率はさらに低下しますが、合わせ
て国民医療費もかなり引き下げていく形にな
るわけです。
　このような政策がよかったのか悪かったの
かは、非常に判断の迷うところですが、私自
身は医療費について先ほどの水準から言うな
らば、わが国の国民が医療に要求するもの、
様々な高い要求があります。それを満たして
いくということを考えると、明らかに不足し
ていると考えており、これは引き上げるべき
だと考えます。
　一方で、実際は所得の伸びと医療費の伸び
が乖離はしていますが、できるだけ一致する
ようにしてきたのは、 1つの考え方、哲学で
あることは事実です。これをどう評価するか
は、それぞれの立場によって違っています。

医療費全体をトータルして抑制する
仕組みのない日本

　しかし、問題なのはやはり2000年代に入る
と、国民医療費の伸び率が 1％台であり、こ
れは国民皆保険が創立されて以降、最も低い
水準にあるということです。
　そうは言っても、他の分野はもっと成長率

が低いのだ、国民所得の伸び率がそれよりも
小さいのだから、まだ恵まれているという視
点から見ればそう言えるのですが、国民が医
療に求める要求水準から言うと、この問題を
いつまでも放置はできないと個人的には考え
ています。
　直近の例を見てみます（図表 5 ）。この黒
い点線が国民所得の伸び率、青い線が医療費
の伸び率です。西暦2000年、医療費の伸び率
はマイナスになりますが、これは、介護保険
の導入によって療養病床等々が介護保険のほ
うに移ったために、形のうえで医療費が減る
わけで、その翌年は反動で高くなります。
　実は先ほど説明をしなかったのですが、医
療費のコントロール、具体的には医療費全体
をトータルしてコントロールする仕組みとい
うのは日本にはありませんので、保険制度、
たとえば自己負担を引き上げるとか、診療報
酬の伸びを抑制するとか、薬価の伸びを抑制
するとか、様々な方法で需要のコントロール
をするわけです。
　一方、提供体制も、病床規制をするとか、
医師数の抑制とか、あるいは機能分化すると
いうような形で、様々な方法をそれぞれのタ
イミングで使ってきました。このように国民
所得の伸び率に合わせて、国民医療費の伸び

 図表 4
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率もコントロールしてきたのです。
　ここまで下がってしまったということは問
題だと私は認識しています。しかし、国民所
得の伸び率に絡める形でコントロールしてき
たというのは、それはそれなりになかなか見
事だなという感じもしないわけではありませ
ん。
　2000年あたりになってくると、もう抑制す
るための方法が難しくなってきます。自己負
担率も 1割、 3割とすでに高い水準にありま
す。医療機関の機能分化も進んではいますが、
もう 1つ先になかなか進まないという問題も
あります。
　結果的に2000年以降使われた方法は、診療
報酬の改定率による医療費の伸びのコントロ
ールです。厚労省は、診療報酬の改定がなく
て、なおかつ自己負担率の変更等の法律改正
をともなうもの、これを制度変更と呼んでい
ますが、制度変更がない場合には、 3％の医
療費の伸び率というのが巡航速度であると言
っています。
　マイナス改定がずっと続いたことで、医療費
全体をコントロールしてきたということです。
　繰り返しになりますが、このような方法で
医療費の伸び率をコントロールしてきたわけ
ですが、2000年代というのは医療費の伸び率

は皆保険成立以降の最低水準です。ところが、
経済成長率というのはもっと低いわけです。
ある意味、この低成長こそがわが国が抱える
深刻な課題であるということです（図表 6 ）。
　低い経済成長、非常に多額の公的債務を持
つということ、急速な高齢化の進行、この 3
つをどのように解決していくのかということ
が非常に難しい課題、パズルであるというこ
とです。

診療報酬の改定率は医療の
公定価格の１つの指標

　改定率という話をしましたので、簡単に改
定率についてお話しします（図表 7 ）。
　改定率はどのようなものかというと、医療
の公定価格の指標の 1つと考えていただけれ
ばよろしいかと思います。たとえば私が今、
平成23年にいるとします。平成24年度の診療
報酬の改定をしようと考えたときに、平成22
年度の医療行為について、どのような医療行
為がどれだけ行われたかというのは、国がデ
ータをとっています。もしそれと同じような
医療行為が平成24年に行われたとするならば
という前提において計算をします。
　何を計算するかというと、分母として平成

 図表 6  図表 7
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22年に決めた診療報酬の価格体系に、平成22
年度に行われた医療行為を掛け合わせます。
分子のほうも同じように平成22年の医療行為
のパターンと同じだという前提を置くわけで
す。平成24年はどうなるかわからないからで
す。そして改定率というのが年末に決まって
きます。
　たとえば改定率 0 ％というと、これが1.0
になります。そうすると、決まっているのは
1.0と Qt- 1と Pt- 1は決まっていますから、この
制約条件のなかで Ptをどう決めていくかとい
う話になります。したがって、改定率が高け
れば高いほど、ある意味でこの自由度は高ま
ります。 1％、 0％ということであれば、何
かを上げれば何かを下げなければいけませ
ん。マイナスであれば必ず下がるものが出て
きます。こういう枠組のなかで議論をしてい
るということです。
　薬価のほうは、薬価基準制度に基づいた形
で自動的に薬価の引き下げ率が出てきますの
で、診療報酬本体部分改定率はトータルの改
定率と薬価改定率の差として計算されます。
　以前、中医協は、この改定率の決定に非常に
強い影響力を持っていました。現在、意見は述
べられますが、改定率については直接関与す
ることができないという状況になっています。

　これは診療報酬の本体部分の改定率の推移
です（図表 8 ）。政権も替わったということ
で22年度は改定率が上がっています。
　病院の医業収益率はこのような変化になっ
ています（図表 9 ）。これを見ていただくと、
一般病院全体は右肩下がりになっています。
医業収益率は、企業でいう利益率になります。
特にマイナスが大きいのは公立病院です。個
人病院とか医療法人という民間病院は収益率
ゼロより下に行けば倒産ですから、ゼロより
上にあります。
　このなかで非常に特徴的なのは国立病院機
構です。国立病院機構は健全な経営をされた
のでしょう、右肩上がりに動いています。い
ずれにしても、病院の収益率は非常に低下し
てきています（図表10）。
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医療費の財源を公費に求めた
場合の課題

　私は医療費を上げる必要があると思います
が、結局、医療費の財源をどこに求めるのか
が非常に大きな課題になります。これは権丈
先生の資料にもありましたが、国民医療費の
財源別の割合の推移であります（図表11）。
一番上が保険料で、現状では ５割です。だん
だん増えているのが公費です。税金プラス赤
字国債と言ったらよいのかもしれませんが、
公費です。あとは自己負担もじわりじわりと
増えてきています。
　これを見ておわかりになりますように、９0
年代の半ばと比較して、保険料の割合が低下
して、公費の割合、自己負担の割合が増加し
ているというのが現状です（図表12）。
　高齢者の割合が増えてくると公費の割合が
増えます。それは高齢者の医療費は公費の投
入割合が大きいからです。高齢者は所得が少
ないので保険料負担が少なくなりますし、自
己負担も若者より優遇しているので公費投入
割合を増やさなければなりません。結果的に
先ほど見たような公費の割合が、30.4％だっ
たものが36.7％と上がっています。
　このことはまた別の見方をすれば、財政赤

字に対する脆弱性が高まるというか、財政赤
字の影響を非常に強く受けるようになってき
ます。別の言い方をすれば財務省の影響力が
強まってくるということです。
　医療費は増やすべきだとしても、その財源
を何に求めるかというのがいろいろ課題にな
るところです。
　まず公費で増やそうということは、これも
先ほど権丈先生が非常に詳しくご説明されま
したように、対GDP比で世界一の公的債務
残高を持っているわけですから、増税しても
債務の削減に使われるということも十分考え
られるわけでして、これが社会保障費、まし
ては医療費にどのくらい跳ね返ってくるのか
というのはなかなか難しい課題だと思います

（図表13）。
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　これも類似の内容です（図表14）。日本の
GDPに占める債務残高の割合は急速に増え
ているわけでして、現在はもちろん世界一で
す。先ほどはこれを純という形で、公的部門
の持っている債権のほうで引き算をした値で
見ても、日本はいちばん高い水準だというこ
とは、権丈先生のデータにあったとおりです。
　こういうなかで財政再建の問題とどう絡んで
いくのかということがあります。それが公費を
増やす場合の問題点であろうということです。

医療費の財源を保険料に求めた
場合の課題

　一方、保険料を増やすということですが、
先ほど保険料を増やすというのは経済的にも
安定性もあるということで、非常によいとい
う意見があったわけです。私も賛成なのです
が、しかし、保険料を増やすことにも大きな
課題はあるわけです（図表15）。
　保険料というのは、基本的に所得に対して
保険料を取るということになりますので、所
得の多い現役世代の負担が多くなるというこ
とが 1つあります。だいたい毎年6５歳以上の
人は、70万～９0万人ぐらいずつ増えています。
率で言うと 3％ぐらいずつ増えているわけで

す。一方で、生産労働人口は減少してきてい
ますから、そういう人口ピラミッドのなかで、
保険料でどこまで負担できるのかという問題
があると思います。
　それからこれは経済界がよく言う話で、人
件費の上昇による失業率の発生です。事業者
負担分が半分あるということで、これが増え
るということになると、法人税と違って保険
料の場合には、人を雇っている限り赤字であ
っても納めなければいけませんから、これが
結局日本の人件費を高めることになります。
まして全体では非常に多く雇用している中小
企業にとってみると、これはたいへんに強い
影響を持つと批判をする人もいます。したが
って、そういう問題をどうクリアーしていく
かということになるわけです。
　このグラフは保険料の下が 1人当たりの負
担額、上が 1人当たりの医療費です（図表

16）。この部分は当然年齢が増すほど上昇し
ます。下の部分ではこの青い部分が保険料、
黒い部分が自己負担ですが、保険料は当然の
ことながら現役世代のほうが高いので、若い
人たちの負担した保険料を高齢者が使うとい
う形になります。上と下で面積が合わないの
は、ここに公費が入っていないからで、公費
を入れれば全体として合うわけです。

1995 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

債務残高の国際比較（対GDP比）（％）

出典：財務省
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　こういう収支構造の下で、現役世代はだん
だんと少なくなり、高齢世代が増えてくるな
かで、保険料負担にどこまで依存できるのか
という問題もあります。
　あるいはもう少しテクニカルな話で言うな
らば、保険料未納の問題もあります。もちろ
ん消費税も未納の問題は大きいわけですけれ
ども、そういう問題も一方ではあるわけです。

社会保障給付費のなかでの
医療費への配分は

　次に公費、あるいは保険料が仮に増えたと
して、それにより社会保障費が増加したとし
ても、それで本当に医療費が増えるのかとい
う、今度は社会保障のなかの配分の議論も当

然出てくるわけです（図表17）。
　年金と介護と医療について、過去の例を見
ると、1９80年を100とすると、年金は断トツ
に伸び率は大きいわけです（図表18）。その
次に福祉その他、このなかには介護が入って
いますから、西暦2000年に介護保険が入って
ぐっと伸びてくるわけです。医療費の伸び率
は、この 3つのセクターのなかでは1９80年か
ら比較すればいちばん低いということになり
ます。
　もちろん介護保険ができたために、医療の
一部が介護のほうで吸収されています。これ
は先ほど言った勘定科目の変更ということで
はなくて、病院に入院している患者が介護施
設に移るといった、実質的に医療需要の一部
が介護で吸収されているというところもあり
ますが、それにしても伸び率は非常に低いと
いうことです。
　年金などを考えてみれば、年金も物価スラ
イドとかいろいろな方法で、暴走しないよう
な仕組みはできていますが、それでもやはり
人々は年金を減らすということに対しては非
常に強い抵抗を示す可能性があります。
　そのなかで、はたして年金水準を下げて、
それを医療に回すということができるのかど
うかという問題です。それから介護の場合に

 図表17
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世代間の負担と受益の関係

年齢階級別１人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較（年額）
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は介護保険、期待した以上に提供体制の不十
分があるので、そのあたりを何とかするべき
だという考え方は非常に強くあります。その
てこ入れのために、使われる可能性もあると
いうことです。そうなると医療はどうなるか
という問題もでてきて、本当に保険料、ある
いは公費の増額によって社会保障費が増えた
としても、医療のほうにどのくらい回ってく
るのかという問題が一方であるだろうと思い
ます。

難しい患者自己負担の引き上げ

　最後は自己負担の引き上げで対応できるか
という問題です（図表19）。これは具体的に
は保険給付率を引き下げるとか、あるいは混
合診療を進めるとか、高額療養費の上限の引
き上げとかいろいろありますが、現実にはな
かなか難しい問題もこれまたあるということ
です。
　特に低所得層が西暦2000年以降、どんどん
増えてきているという問題があります。生活
保護の対象者が増えてきていることもありま
す。医療関係で言うなら、国民健康保険の未
納率は上昇しています。従来から国民年金保

険の未納率はかなりの比率であるわけです
が、公的医療保険はやはり入っていたほうが
よいだろうということで、この未納率はそれ
ほど大きくなかったのです。しかし、最近は
かなり増えてきているということですし、病
院の未収金の問題とか、そういう問題もすで
に医療界でも出てきています。
　こうした低所得層の増加という問題のなか
で、自己負担を引き上げるのは、よほど工夫し
ない限りはなかなか難しいだろうと思います。
　これは平成11年から平成20年までの家計の
平均所得を表していますが、一番上の数値が
平均所得です（図表20）。このように下がっ
てきているわけです。日本の経済が縮小（シ
ュリンク）しています。しかも、所得の水準
の低い人たちの割合が増える形で平均が下が
ってきています。つまり、所得の低い人たち
がどんどん増えてきているわけです。こうし
た現状のなかで、自己負担を引き上げるのは
なかなか難しいわけです。
　反対に社会保障審議会の医療保険部会の議
論などでは、高額療養費制度の上限を下げる
という話をしています。つまり自己負担を減
らす方向で議論されているのです。もっとも
これに伴う財政上の負担を誰がどう負担する
のかというところでもめていますが。

 図表19
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　そういうことで、負担を患者に求めるとい
うことも非常な慎重さが必要になってきます。
　そうは言っても、このような人口ピラミッ
ドの推移は間違いないということであります

（図表21）。そうであるならば、何らかの形で
対応していかざるをえません。
　最終的には国民が判断するしかないのだと
いうことです。ある意味では当たり前の話です。

国民に対して医療の現状に対する
情報量を増やす

　問題なのは、一般の人たちには医療の質や
医療のアクセスと、医療費との対応関係はよ
くわからないのです。そこのところが、一般
国民に判断していただくための非常に欠けて
いるインフォメーションだと私は思っていま
す。
　私には80歳代の母親がいます。病気がちな
のですが、やはり医療費はどんどん上がって
いると思っているのです。保険料も上がりま
すし、自己負担も上がっているものですから、
どんどん上がっていると思っているわけで
す。「いや、上がってはいるけれども、上昇
率はどんどん下がっているのだ」と言っても、
自分の親に説明するのもなかなか大変なのです。

　そこで、医療提供体制、介護提供体制に対
応する費用、先ほど権丈先生の書かれた国民
会議のシミュレーションなどはその 1つだと
思いますが、そうしたものをわかりやすく、
精度の高いものを提示して、国民に選択して
もらうということが 1つ非常に重要なのだろ
うと理解しています（図表22）。

アンケート調査から見えてきた
国民の医療に対する考え方

　それに直接関係するわけではありません
が、アンケート調査を最近実施してみました。
1月14日に実施して17日に回収したごく最近
の調査です。
　調査会社にモニター登録している1,000人
を対象にしていますから、バイアスは掛かっ
ていますが、モニターの人たちは設問をじっ
くり読んでくれます。それから地域的にも、
年齢的にきっちり分けることができるという
メリットもあります。普通の郵送調査だと難
しいものは、だいたい読んでくれないもので
すが、この調査では回答者に解説をじっくり
読んでもらってから回答してもらいました

（図表23）。
　まずは、つぎのような質問をしています。

出典：厚生労働省
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「高齢化が進むと医療費は増えるのです。今
のままの負担だと、医療の質とか医療のアク
セスというものは低下せざるをえない」とい
うことを一通り説明を書きまして、選択肢と
しては 4つほどあげました（図表24）。
　患者の医療利用に制限、たとえば最新の薬
や技術が簡単に利用できなくなる、紹介状が
なければ大病院に受診できなくなる、長期間
の入院ができなくなるなど、積極的にこうい
うことを設けて、医療費はできるだけ現状の
水準に止めるべきであるということです。言
ってみれば、これは考えられるできるだけ医
療費を増やさないという選択肢です。
　 2番目は医療費の増加を抑えるような政策
は必要だが、あまり医療利用の制限が進むの
はよくないので、医療費負担が増加すること

は仕方がないということです。
　 3番目は医療の質や医療利用の制限は現状
の水準を維持するのが望ましく、そのために
医療費負担がかなり増加してもよいというこ
とです。
　 4番目は医療の質や医療利用の利便性を現
在以上に向上させるため、積極的に医療費負
担を増加させるべきであるということです。
　このように書いてもどこまで一般の方が理
解されるか、どういうイメージを抱くかとい
うのは、多少疑問なところはありますが、と
りあえずこのように設問をしました。

年齢層によって異なる
｢医療制度｣ に対する要望

　結果的には、このような回答になりました
（図表25）。「医療費の増加を抑えるような政
策は必要だが、あまり医療利用の制限が進む
のはよくないので、医療費の負担が増加する
のは仕方がないだろう」というのが、いかに
も日本的ですが、一番多くて6５％というわけ
です。
　一方、意外と多かったのが、2５％の人は、「医
療費の水準は今ぐらいにしてほしい。そのた
めに制限が非常に強くてもかまわない」とい

 図表25

 図表23

 図表24
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うことです。
　だいたい、この 2つで ９割ぐらいです。
　これを所得で調整し、年齢ごとに見てみる
と、ある意味で当然の結果なのですが、「医
療費の水準は上げないでほしい。そのかわり
医療へのアクセスとか質が低下してもよい」
というのが図表26の選択肢の 1番ですが、ど
の所得階層で見ても、おおむね年齢が低くな
るほど高くなっていきます（図表26）。当然、
年齢が高くなれば、現実の医療需要が発生す
る人たちは、こういう考え方に対しては反対
の立場を取るということです。所得階層別に
見てもそうなります。
　一方、選択肢の 2番ですが、「医療費の抑
制はある程度やってもらうのはよいけれど
も、あまり厳しくしてほしくない。医療費が

増えるのは仕方がない」というのが増えてく
るのは、どの所得階層でも年齢が高いほうと
いう形になります。そういう傾向が見られます

（図表27）。

医療費増の財源は「若い世代は自己負
担、高齢者世代は増税」

　次に医療費の負担をどこに求めるかという
ことで、「現在の国民医療費の財源割合は保
険料が５0%、公費が3５％、患者自己負担が1５
％です。医療費の増加は増税、保険料の引き
上げ、患者自己負担の引き上げの中でどれに
よって賄うのが望ましいと思いますか」とい
うことで、1、2、3、4とあげました（図表28）。
　ただし、少し解説を書きました。これは先
ほど私が説明したようなことを簡潔にまとめ
て、増税の場合、保険料を引き上げた場合、
自己負担を引き上げた場合の課題を読んでい
ただいて、それで回答していただきました。
　課題はもっとたくさんあるのですが、あま
り書くと読んでもらえなくなるので、このよ
うに書いておきました。
　そうすると、面白いことに、増税と自己負
担増がだいたい 3割ということで、保険料引
き上げが 2割ということでやや少なくなりま
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した（図表29）。その他というのも結構あり
ました。
　細かいこの調査については「医療費の財源
に関する調査」に書いてあります（巻末参照）。
　この中身を少し見てみると、保険料につい
ては 3割以下ですが、イメージがはっきりわ
からないというところもあるかもしれません
が、増税と自己負担というのは、はっきりわ
かるわけでありまして、増税というのはある
意味で、回答者からしてみると、自己負担で
はないというイメージです。
　したがいまして、これも所得別に分類して、
年齢階層別に見ていきますと、増税という割
合は、若い人よりも年を取るほうが高くなる
という傾向が見られます（図表30）。逆に自己
負担というのはその反対の傾向が見られます。

　厳密に言えば少し違うのですが、傾向とし
てはそういうことになるということで、ある
意味、予想できるリーズナブルな回答が出て
いるわけです。
　実は年齢のほうでコントロールして所得別
に見てみると、あまり違いがありません（図表31）。 
はっきりした違いが出ません。やはり年齢層
というのは非常に大きいということです。
　この問題を今後議論していくときに、やは
り世代間の考え方の相違は、世代間対立とま
では言いませんが、かなり大きくなる可能性
があるということをうかがい知ることができ
る調査だったと思います。
　以上で、私のお話を終わらせていただきま
す。ご清聴ありがとうございました。

日本医師会との質疑応答

中川　遠藤先生、ありがとうございました。
　先生は中医協委員を 3月一杯で退任される
とお伺いしていますが、先生は 3回の診療報
酬改定を経験されていますね。私はそのうち
の 1回だけお付き合いさせていただきました。
遠藤　お世話になりました。

39

59

800

39

59

39

59

 図表30

 図表31

 図表29



6868

中川　ありがとうございました。
　前回の改定について、少し聞かせていただ
きます。前回の改定で年末の予算編成で、改
定財源が入院と入院外を10対 1 と決められて
しまいました。それが中医協の議論を著しく
制限したというか限定したと思っているので
すが、もし10対 1 という縛りがなければ、診
療所の再診料は下がらなかったでしょうか。
遠藤　私が決めたわけではなくて、議論のな
かで形成された話なので、どちらかというと
1号側（支払側）、 2号側（診療側）の人に
聞いていただくしかないとしか答えられない
です。それは立場上の問題ではなくて、ifの
話ですから、なかなかそこのところは難しい
です。
　ただ、そのときに、こういう議論がありま
した。本来ならば医療費の配分について決め
るのは中医協の専権事項であるにもかかわら
ず、外部からあるセクター別の伸び率を決定
された、これに対して中医協としては、よい
のかどうかという議論も実際にありました。
　私はそれに対して、基本的には中医協の権
限に対する侵害だと言えばそのとおりだと、
答えました。ただし、中医協としてセクター
別の議論はやってこなかったのです。本来な
ら、長い時間をかけてやってよいはずなので

す。私は、それはいつも思っているのです。
結局、最後の細かい点数だけの議論をギリギ
リになってするのです。あれよりも、外来と
入院と分けるのがよいのか、診療所と病院と
分けるのがよいのか、あるいは診療科で分け
るのがよいのかどうか、それはわかりません。
どのようにセクターを分けるのかは別です
が、ある程度セクター別にどうしていくのだ
という議論は、いつからでもできる話なので
す。中医協ではそれをやってなかったのです。
ですから、そういうことをやったらよいので
はないかという問題提起だと受け止めて、今
後の議論のなかでやっていったらどうかと思
うのですが、どういう展開になるのか、私は
3月までしか任期がありませんからわかりま
せんが、そういう意味の 1つの問題提起があ
ったと言えます。
　いずれにしても、中医協の権限と関係する
ようなことは、財務省の審議会等からも飛ん
できますし、他にもいろいろなところからも
飛んでくるというのはご案内のとおりです。
そういうことがあるにせよ、粛々と議論をし
てきたというのが前回改定だったと思います。
中川　遠藤先生、ありがとうございました。
　以上で講演を終わります。ご協力ありがと
うございました。
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医療費の財源に関する調査
2011年 2 月　学習院大学　遠藤　久夫

巻末

結果の概要

　少子高齢化が進むわが国において今後増加する医療費をどのように負担していくかは重
要な課題である。本研究では調査会社のモニター 1，000人に対して医療費負担のあり方に
ついて調査した。
　今後の医療費の負担については、「医療費の増加を抑制する政策は必要だが、極端に医療
の利用を制限せずにそれに伴う医療費の負担増は容認する」という意見が過半数（64.9％）
であった。次いで、「医療利用に厳しい制限を課して医療費をできるだけ現状の水準にとど
めるべきだ」とする意見が支持された（25.3％）。一方、「医療費がかなり増加してもよい
ので医療利用の制限は現状の水準を維持すべき」（5.5％）、あるいは「積極的に医療費を増
やして現状以上に医療の質や利用の利便性を向上させるべき」（4.3％）という意見は両方
合わせても 1割にとどまった。すなわち回答者の大半は医療の利用に今以上に制限をかけ
ても医療費の増加を抑制すべきという意見を支持していることになる。高齢者は現実に医
療ニーズが高いため、「医療利用に厳しい制限を課して医療費をできるだけ現状の水準にと
どめるべきだ」とする意見に対しては高齢層ほど支持率が下がる傾向が見られ、反対に「医
療費の増加を抑制する政策は必要だが、極端に医療の利用を制限せずにそれに伴う医療費
の負担増は容認する」という意見に対しては高齢層ほど支持率が上昇する傾向が見られた。
　将来の医療費負担の方法としては、増税（34.3％）、自己負担増（33.5％）という回答が
ほぼ拮抗し、保険料引き上げ（22.0％）がそれに続いたものの、回答者の意見が分かれた
のが特徴である。増税と自己負担増については回答者の年齢と回答に関連があり、高年齢
層ほど増税の支持率が上昇し、自己負担増の支持率が低下する傾向が見られた。また保険
料負担の引き上げについては年齢階層と回答の間に明確な関係が見られなかった。

都道府県別
回答数 回答数

北海道 46 滋賀県 7
青森県 8 京都府 26
岩手県 11 大阪府 83
宮城県 19 兵庫県 43
秋田県 6 奈良県 11
山形県 7 和歌山県 5
福島県 6 鳥取県 5
茨城県 29 島根県 1
栃木県 5 岡山県 18
群馬県 11 広島県 13
埼玉県 55 山口県 14
千葉県 54 徳島県 7
東京都 171 香川県 4
神奈川県 97 愛媛県 9
新潟県 7 高知県 2
富山県 7 福岡県 43
石川県 3 佐賀県 5
福井県 7 長崎県 2
山梨県 3 熊本県 9
長野県 11 大分県 9
岐阜県 14 宮崎県 2
静岡県 26 鹿児島県 7
愛知県 52 沖縄県 7
三重県 13 全体 1，000

性　別 回答数
全　体　　N 1,000

1 男性 500
2 女性 500

年齢別 回答数
全　体　　N 1,000

1 20歳～29歳 200
2 30歳～39歳 200
3 40歳～49歳 200
4 50歳～59歳 200
5 60歳以上 200

目的
少子高齢化の進む下での将来の医療費をどのように
負担すべきか国民の意識を調査する。

調査内容
1 ．調査方法　調査会社（株式会社メディアインタ
ラクティブ）に登録しているモニターを対象とし
たWEBアンケート方式
2．調査期間　2011年 1 月14日（金）～ 1月17日（月）
3．対象者属性
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設問内容
Q 1
［解説文］　
現在、70歳以上の 1人当たりの平均医療費は70歳未満の ５倍弱です。一方、200５年には ９ ％
であった7５歳以上人口の全人口に占める割合は、2030年に20％、20５５年に27％に上昇すると
厚生労働省は予測しています。したがって、これまでと同様の医療制度を維持しようとする
と医療費の負担の引き上げは避けることができません（図 1参照）。

※上記の解説文をお読みいただき、以下の質問にお答えください。

［質問文］
Q １：今後の医療費についてどのように思いますか。最もあなたの考えに近いものを選択して
ください。（回答は一つ）

（ 1）患者の医療利用に制限（たとえば、最新の薬や技術が簡単に利用できなくなる、紹介状
がなければ大病院を受診できなくなる、長期間の入院ができなくなるなど）を積極的に設
けて、医療費はできるだけ現状の水準にとどめるべきである。

（ 2）医療費の増加を抑えるような政策は必要だが、あまり医療利用の制限が進むのは良くな
いので、医療費負担が増加することはしかたがない。

（図 1 ）

出典：厚生労働省
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（ 3）医療の質や医療利用の制限は現状の水準を維持するのが望ましく、そのために医療費負
担がかなり増加してもよい。

（ 4）医療の質や医療利用の利便性を現状以上に向上させるため、積極的に医療費負担を増加
させるべきである。

Q ２ ：Q １ で（ ２）（ ３）（ ４）とお答えになった方にお伺いします。
　　現在の国民医療費の財源割合は保険料約50％、公費（税金＋赤字国債発行による収入）
約３5％、患者自己負担約１5％です。医療費の増加は、増税、保険料の引き上げ、患者自己負
担の引き上げの中でどれによって賄うのが望ましいと思いますか。（お答えは １つ）
 
（ 1 ）主に増税によって
（ 2）主に保険料の引き上げによって
（ 3）主に患者の自己負担の引き上げによって
（ 4）その他：具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※尚、これらの財源の引き上げにはそれぞれに次のような課題があります。解答の参考にし
てください。

［増税］
〇日本はGDP（国内総生産）に占める債務残高は18９％（200９年）と世界一の借金大国（ 2位
のイタリアは124％）であり、増税しても財政再建が優先され医療費財源に十分回らない可能
性がある。
〇消費税の引き上げによる増税の場合、低所得層の負担が厳しいという指摘がある。
［保険料の引き上げ］
〇保険料は所得に応じて支払われるため現役世代（働いている世代）の負担が大きく、少子
高齢化が進む下では保険料の引き上げは現役世代に大きな負担となる。
〇保険料は半分を事業者が負担しているため保険料の引き上げは企業の人件費を上昇させる
ことになり失業率を高めるという指摘もある。
［患者自己負担の引き上げ］
（現行制度における自己負担： 0歳～小学生前は 2割、小学生～6９歳は 3割、70歳以上は 1割
（現役並み所得者は 3割））
〇近年は低所得世帯の増加により、一世帯当たりの平均所得は減少傾向にあるため、特に低
所得層に対する自己負担の引き上げには反対が大きい。

回答結果
Q １：今後の医療費についてどのように思いますか。最もあなたの考えに近いものを選択して
ください。（お答えは 1つ）
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［選択肢］
1．患者の医療利用に制限（たとえば、最新の薬や技術が簡単に利用できなくなる、紹介状
がなければ大病院を受診できなくなる、長期間の入院ができなくなるなど）を積極的に設
けて、医療費はできるだけ現状の水準にとどめるべきである。
2．医療費の増加を抑えるような政策は必要だが、あまり医療利用の制限が進むのは良くな
いので、医療費負担が増加することはしかたがない。
3．医療の質や医療利用の制限は現状の水準を維持するのが望ましく、そのために医療費負
担がかなり増加してもよい。
4．医療の質や医療利用の利便性を現状以上に向上させるため、積極的に医療費負担を増加
させるべきである。

〇「 2．医療費の増加を抑えるような政策は必要だが、あまり医療利用の制限が進むのは良
くないので、医療費負担が増加することはしかたがない。」（64.9％）という意見が過半数で、
「 1．患者の医療利用に制限を積極的に設けて、医療費はできるだけ現状の水準にとどめるべ
きである。」（2５.3％）がこれに続き、この二つの意見で ９割を占める。
〇所得階層で調整すると、「 2．医療費の増加を抑えるような政策は必要だが、あまり医療利
用の制限が進むのは良くないので、医療費負担が増加することはしかたがない。」という意見
は年齢階層の高い回答者ほど支持する傾向が見られ、反対に「 1．患者の医療利用に制限を
積極的に設けて、医療費はできるだけ現状の水準にとどめるべきである。」という意見は年齢
階層の低い回答者ほど支持する傾向が見られた。

（表 1 ）
選　択　肢

1 2 3 4

全体 1，000 253 649 55 43
100.0％ 25.3％ 64.9％ 5.5％ 4.3％

400万円未満

20歳～39歳 150 49 85 7 9
100.0％ 32.7％ 56.7％ 4.7％ 6.0％

40歳～59歳 84 27 52 2 3
100.0％ 32.1％ 61.9％ 2.4％ 3.6％

60歳以上 78 20 55 2 1
100.0％ 25.6％ 70.5％ 2.6％ 1.3％

400～800万円
未満

20歳～39歳 142 34 89 12 7
100.0％ 23.9％ 62.7％ 8.5％ 4.9％

40歳～59歳 192 35 148 6 3
100.0％ 18.2％ 77.1％ 3.1％ 1.6％

60歳以上 77 12 55 8 2
100.0％ 15.6％ 71.4％ 10.4％ 2.6％

800万円以上

20歳～39歳 108 30 64 4 10
100.0％ 27.8％ 59.3％ 3.7％ 9.3％

40歳～59歳 124 38 73 9 4
100.0％ 30.6％ 58.9％ 7.3％ 3.2％

60歳以上 45 8 28 5 4
100.0％ 17.8％ 62.2％ 11.1％ 8.9％
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〇年齢階層で調整すると、「2」「1」とも所得階層と回答との明確な関連が認められなかった。

Q ２：Q １で（ 2）（ 3）（ 4）とお答えになった方にお伺いします。
　現在の国民医療費の財源割合は保険料約５0％、公費（税金＋赤字国債発行による収入）約
3５％、患者自己負担約1５％です。医療費の増加は、増税、保険料の引き上げ、患者自己負担
の引き上げの中でどれによって賄うのが望ましいと思いますか。（お答えは 1つ）

〇医療費負担の増加が必要だと回答した回答者（747人）は、その財源として「 1．主に増税
によって」（34.3％）と「 3．主に患者の自己負担の引き上げによって」（33.5％）を挙げる人
が拮抗しており、「 2．主に保険料の引き上げによって」（22.0％）はやや少ないものの意見が
分かれている。
〇所得階層で調整すると、「 1．主に増税によって」という意見は年齢階層の高い回答者ほど
支持する傾向が見られ、反対に「 3．主に患者の自己負担の引き上げによって」という意見
は年齢階層の低い回答者ほど支持する傾向が見られた。一方「主に保険料の引き上げによって」
という意見については年齢階層と回答との間に明確な関係が認められなかった。
〇年齢階層で調整すると、「 3．主に患者の自己負担の引き上げによって」という意見で所得
の高い階層がやや支持する傾向が見られる傾向があるが、他の選択肢では所得階層と回答と
の明確な関連が認められなかった。

全体

1 2 3 4

主に増税に 
よって

主に保険料の
引き上げによ
って

主に患者の自
己負担の引き
上げによって

その他

全体 747 256 164 250 77
100.0％ 34.3％ 22.0％ 33.5％ 10.3％

400万円未満

20歳～39歳 101 29 31 31 10
100.0％ 28.7％ 30.7％ 30.7％ 9.9％

40歳～59歳 57 20 11 19 7
100.0％ 35.1％ 19.3％ 33.3％ 12.3％

60歳以上 58 27 12 13 6
100.0％ 46.6％ 20.7％ 22.4％ 10.3％

400万円～
800万円未満

20歳～39歳 108 30 20 53 5
100.0％ 27.8％ 18.5％ 49.1％ 4.6％

40歳～59歳 157 57 37 48 15
100.0％ 36.3％ 23.6％ 30.6％ 9.6％

60歳以上 65 27 16 14 8
100.0％ 41.5％ 24.6％ 21.5％ 12.3％

800万円以上

20歳～39歳 78 20 15 35 8
100.0％ 25.6％ 19.2％ 44.9％ 10.3％

40歳～59歳 86 32 14 30 10
100.0％ 37.2％ 16.3％ 34.9％ 11.6％

60歳以上 37 14 8 7 8
100.0％ 37.8％ 21.6％ 18.9％ 21.6％

（表 2 ）
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総括　
　今後の医療費の負担については、医療費の増加を抑制する政策は必要だが、極端に医療の
利用を制限せずにそれに伴う医療費の負担増は容認するという意見が過半数（64.9％）であっ
た。また、医療利用に厳しい制限を課して医療費の水準をできるだけ現状の水準にとどめる
べきだとする意見も 1 / 4 あった。一方、医療費がかなり増加しても医療利用の制限は現状の
水準を維持すべき、あるいは現状以上に医療の質や利用の利便性を向上させるべきという意
見は両方合わせても 1割にとどまった。すなわち、かなりの回答者は医療の利用に制限をか
けて医療費の増加を抑制すべきという意見を支持している。
　回答者の属性では、医療ニーズの高い高齢層ほど厳しい医療への制限を支持せずに、医療
費抑制を行いつつも費用負担の増加はやむなしという意見が多い。一方、回答者の所得水準
と回答との関係はあまり明確ではなかった。
　将来の医療費負担の方法としては、増税、自己負担増という回答がほぼ拮抗し、保険料引
き上げがそれに続いたものの、回答者の意見が分かれたのが特徴である。増税と自己負担増
については回答者の年齢と回答に関連があり、医療ニーズが高い年齢層ほど増税を支持し、
自己負担を支持しない傾向が見られた。一方、前問と同様に回答者の所得水準と回答との関
係はあまり明確ではなかった。
　また保険料負担の引き上げについては年齢階層、所得階層のどちらも回答と明確な関係が
見られなかった。増税（消費税）や自己負担増と比較して保険料引き上げがもたらす影響に
関するイメージが明瞭でなかった可能性も考えられる。
 

参考
Q ２：その他の自由回答例

男性 62才 北海道 保険料の引き上げ、自己負担の引き上げを言う前に必要のない薬や
検査漬けを減らし病院の儲け主義を減らすのがさきでは。

男性 60才 神奈川県 公務員改革により財政の健全化をはかる

男性 30才 埼玉県 自己負担引き上げは仕方がないが、所得により分ける等の方法が必
要

男性 58才 神奈川県 消費税の納税率向上によって
女性 71才 埼玉県 年収に応じて保険料の引き上げ
男性 62才 山口県 行政改革や無駄をなくすことが先決
女性 37才 熊本県 しばらくは現状のままで予防医療を増やしていけばいい
女性 63才 福岡県 現行の70歳以上は 1 割を 2 割程度に上げてもよいと思う
女性 64才 奈良県 税の無駄遣いをなくす
男性 46才 大阪府 予算配分

女性 62才 福岡県
増税はあまり賛成出来ない。保険料と利用者負担増は免れないと思
うが、税金を医療・福祉にもっと使うべき。又、消費税は元々老人
福祉に使う為であったので、本来の使い方を推し進めるべき。
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女性 34才 埼玉県 政治家の給与等の大幅削減
男性 56才 埼玉県 高資産家への増税

男性 34才 神奈川県 増税しても使い道を間違えるだろうし、ただでさえ収入が減ってる
病人の負担増やすのは考えられない。

女性 65才 東京都 税、保険料、患者負担すべてで
男性 74才 愛知県 公費財源の引き上げ
男性 79才 熊本県 増税と自己負担の引き上げ
男性 46才 奈良県 一概にはいえない

女性 27才 東京都 政治の無駄遣いを減らして充てるべき。増税も保険料も患者の自己
負担もダメ。

男性 57才 宮城県 独立法人等予算の組み換えによる財源確保を優先した後の議論で
す。

女性 50才 岡山県 所得に応じての自己負担金額の設定とか子育て家庭での限度額の設
定など

女性 66才 大阪府 条件付での消費税引き上げ
男性 39才 神奈川県 儲け主義の開業医を減らすため、開業するための制限をかける

男性 69才 東京都 徹底的に無駄を排除（議員定数の削減など）し、やむをえなければ
消費税をあげる

男性 50才 大阪府 質の高い医療が診療報酬の縛りなくできるような競争的原理の働く
料金制の導入の下での自己負担の増加ならばやむをえない

女性 42才 東京都 国が医療にさく財源を見つけるべき

男性 37才 埼玉県
増税の内容が低所得者にしわ寄せが来ないように考えるべき、一律
に増税される消費税に期待するなどは頭が悪いとしか言いようがな
い

男性 60才 東京都 国の財源節約
女性 41才 大阪府 政治家の数を減らす
男性 41才 神奈川県 国債
男性 55才 愛知県 無条件での政府負担
男性 46才 石川県 国・地方等の不要な支出を削減しこちらに充てる
男性 41才 愛知県 該当無し、もっと他の方法を考えるべき

女性 52才 千葉県 保険で適用できる金額に上限をきめ、受ける医療を自分で選べるよ
うにする。それ以上は自己負担がいいと思います

女性 65才 秋田県 所得に応じての値上げ
女性 47才 福岡県 増税が望ましいが、消費税ではない財源がかんがえられないか
男性 67才 神奈川県 総てバランスよく上げる
男性 76才 東京都 それぞれ少しづつ負担してはどうか。
男性 37才 神奈川県 特定以上の所得者に対する増税

男性 60才 千葉県 歳出の大幅カット（国会議員定数、公務員等の人員カット。公共事
業費のストップ）

男性 32才 神奈川県 公務員の給料を下げて充てる
女性 24才 兵庫県 国が頑張って負担してほしい

女性 56才 岩手県 予算の見直し！！！子供手当など即廃止！など、見なおせば財源は
確保できると思う。無駄遣いしないこと。
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女性 55才 大阪府 老人の生活水準で格差をつける

男性 21才 茨城県 高所得者の負担割合を増やすとともに、過剰に薬を出すことをやめ
させる

男性 49才 東京都 税金の無駄遣いをなくす

男性 24才 埼玉県 主に増税、後は政治家の無駄遣い根絶！高所得者の税率UPなど！
白か黒かではなく、色々と織り交ぜて工夫は出来ないのか？

女性 37才 大阪府 政治家の給料を下げましょう！

女性 22才 茨城県 症状に一定の基準を設け、軽微な症状のみ患者の自己負担を引き上
げる

男性 34才 新潟県 あげる前に無駄の見直し
女性 29才 群馬県 医療事故を起こした医者に負担させる
女性 26才 東京都 財政税収の見直し
男性 42才 東京都 行財政改革によって
女性 50才 北海道 国会議員の数を減らす
男性 42才 神奈川県 全部

女性 28才 東京都 国で無駄に使われている費用（意味のない道路工事、国会議員の高
すぎる退職金など）を回せばいい。

女性 42才 京都府 国会議員の給与を減らしたらよいのではないか？なぜ、増税＆弱い
立場である患者に負担を負わせるのか！！怒りで腹立たしい。

女性 61才 山口県 どうすれば一番よいか疑問
男性 55才 福岡県 特別会計よりもってくる
男性 77才 東京都 食費等最低な基礎生活費等を除き増税豪州を見習って
男性 54才 神奈川県 国家公務員の削減

女性 48才 神奈川県
税金、保険料の増加を考える前に無駄を省くべき。政治家の給料を
なくせば財政を圧迫することはなくなり、福祉にも十分な予算が回
せるはず

女性 57才 大阪府 財政財源のみなおし
女性 20才 東京都 他の社会保障の分野を廃止することによる財源の移譲によって
男性 40才 愛知県 収入の多い人ほど保険料を高くする
男性 29才 青森県 引き上げないで何とかするのが政治家の仕事
女性 41才 愛知県 病院でなくても治療できるものは積極的に病院以外を利用する。
女性 27才 大阪府 まずは無駄を省いて欲しい
女性 62才 東京都 法人税の引き上げなど。
男性 68才 愛知県 増税、保険料増、自己負担増の組み合わせ。
女性 60才 東京都 収入により自己負担を引き上げるのが良い
女性 52才 埼玉県 防衛費を始め、不必要な予算の削減
男性 42才 東京都 無駄の見直し
男性 28才 東京都 医療の原価低減によっての減額が望ましい
女性 52才 神奈川県 治療ではなく予防に力を入れて国全体の医療費を下げる
女性 40才 神奈川県 症状による自己負担の引き上げ（軽度患者等）
女性 21才 愛媛県 国の医療費への補助を増やす（全体的な財政の見直し）
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50周年を迎えた国民皆保険
	 パネリスト
� 日本福祉大学教授、副学長◦二木　　立
� 慶應義塾大学教授◦権丈　善一
� 読売新聞東京本社編集局医療情報部長◦田中　秀一
� 学習院大学教授・中央社会保険医療協議会会長◦遠藤　久夫
	 コメンテーター
� 日医総研特別研究員◦武見　敬三
	 座長
� 日本医師会常任理事◦石井　正三
� 日本医師会常任理事◦高杉　敬久

パネルディスカッション

石井　それでは、パネルディスカッションを
始めさせていただきます。
　今まで、様々な観点からの議論がありまし
た。また、演者間でも様々な論点がありまし
たので、最初にパネリストの皆様で、ここだ
けは、というような話がありましたら、そこ
から議論をスタートさせていただければと思
いますが、いかがでしょうか。
　では、二木先生。

マスコミの論調のあり方について

二木　田中秀一さんに質問というか、コメン
トを ２ つさせていただきます。
　その前に、田中さんの主張に賛成すること
を言います。田中さんの講演にあった資料集
の「改革の基本的な考え方」の ２ 番目と ３ 番
目です（44頁図表 3参照）。「医療のひずみは、
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社会保障費や国民医療費の行き過ぎた抑制政
策のツケ」である。「医療は公共財」という
ことです。それから、「医療の財源問題」（53
頁図表35参照）。「医療現場の疲弊の要因は、
医療への投資・財政支出を怠ってきたことに
ある。日本の医療費は国際的にも少ない」。
ここに書かれていることは、ほかのところに
はいろいろ異論もありますけれども、100％賛
成です。
　ただ問題は、田中さんも私も言論人だし、
言論で生きる人間は、言論の一貫性が問われ
ると思うのです。私は先ほど報告しましたよ
うに、1986年の論文で間違いがあった場合は
きちんと訂正しました。私は読売新聞を含め
て毎日 6 紙を読んでいるのです。ですから、
新聞の論調の変化はよくわかるのですが、読
売新聞は、正確には読売新聞も含めて全ての
全国紙は、小泉政権時代には小泉政権の過度
な医療費抑制政策に賛成どころか、もっとや
れと言ったのです。それから、田中さんの医
療は公共財という主張とは逆に、株式会社の
医療機関経営に賛成、混合診療の解禁にも賛
成という主張を社説でされているのです。
　それらと今日の田中さんの主張はどのよう
に重なるのか。もし、その当時の主張が間違
っていたというのであれば、「大変申しわけ
ありませんでした」と謝った上で、今日のこ
とをおっしゃるのならすごくわかるのです
が、そのことに全然触れないでこういうこと
を言われても、また、すぐ変わるのではない
か。くるくる変わるのは民主党の医療政策の
ようなものですから。しかしそれはやはりよ
くないので、小泉政権時代に小泉政権の医療
費抑制政策を支持したことと、先ほどの認識
はどのようにつながるのかということを、ま
ず 1 点質問します。

　 ２ 番目の質問は、小泉政権の時代に混合診
療解禁論争がすごく大きな問題になりまし
た。そのきっかけ・出発点は、２004年 9 月10
日の経済財政諮問会議の折に、小泉首相が「今
年中に混合診療を解禁する方向で結論を出
せ」と指示したことです。幸い、日本医師会
を中心とした運動で、先ほど言いましたよう
に解禁は限定的に止まりましたが、そのとき
に読売新聞は ３ 回誤報したのです。
　小泉首相は「解禁の方向で」と言っただけ
なのに、読売新聞は「全面解禁する方向で年
内に結論を出してほしい」と小泉首相が指示
したと、翌日の 9 月11日に報道しました。私
はほかの新聞も全部見て、それから当然内閣
府の資料も全部調べて、それは誤りであるこ
とがわかりました。
　それが 1 回だけだったら、誰でも間違いは
あるからわかります。ところが、10月２1日、
読売新聞の有名な記者が、「先月10日に小泉
首相が混合診療全面解禁する方向で年内に結
論を、と指示した」とまた書いたわけです。
　「おいおい、やめてくれよ」と思っていたら、
しつこいですね、私もしつこいけれども、1２
月19日の読売新聞で、「首相は 9 月10日の諮
問会議で混合診療を全面的に解禁する方向で
結論を出すように指示した」とまたまた書い
たのです。
　これらは明らかに誤報です。「全面」とい
う言葉が入るか否かで天と地ほど違うわけで
す。それを ３ 回とも直さないで、読売新聞が
コソッと直したのが２004年1２月２9日です。「混
合診療では首相が当初全面解禁に前向きと見
えたため、推進会議には」と書いて、「見えた」
とやっと直したのです。けれども、私が知っ
ている範囲でこれについての訂正記事はなか
ったのです。
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　私の本などは売れてもせいぜい2,000〜
3,000のオーダーですから、ほとんど蟷螂の
斧なのですが、読売新聞は 1 千万部出ている
世界一の大新聞です。実際にこういう誤報を
流したために、当時、医療関係者のなかで混
合診療は全面解禁されるのだと浮き足だった
方が少なくなかったのです。そのために読売
新聞の責任はものすごく重いわけです。
　この点については、やはり責任はどうなっ
ているのでしょう。この ２ 点をまず質問します。
石井　では田中さん、お願いします。

時代背景の変化で論調が変わることも

田中　まず、かつての医療費を抑えるべきだ
という論調ですが、私は直接それを執筆した
者ではないので、あまり責任を持ってお答え
できないですが、おそらく社会保障への支出
は経済成長の足枷になるものだという認識が
あったと思います。これは多くの人が持って
いるイメージですが、これはおそらく違うの
だということが、われわれも最近やっとわか
ってきたということです。
　もう 1 つは医師不足などの医療危機が、こ
こ数年表面化したということがあります。も
っとそういうところにお金を投入していかな
ければいけないということを、われわれの社
内でも認識をしてきたということがあります。
　そのへんがたぶん論調が変わってきた背景

だと思います。
　それから混合診療問題は、あまり詳しくない
のですけれども、今後こういうことがないように
したいと思います。よろしくお願いいたします。

医学部増設における投資対効果と
他職種の導入について

石井　ありがとうございます。このテーマは
ここまでにして、次にいきたいと思います。
　私のほうから、田中さんにちょっとコメン
トしたかったのは、 1 つは医学部を増やすと
いうことです。医学部を増やすと、生き生き
としたドクターは２0年後に漸く社会に出てく
ると思うのです。その間は結局、社会のリソ
ースにはならないわけです。そういう投資対
効果ということをどう考えるか。これが 1 つ目
です。
　もう 1 つ、いろいろな資格の話をされまし
たが、フィジシャン・アシスタント、日本に
は40万人ぐらいの准看護師というのがいまし
て、それは先ほど文先生がおっしゃった補助
看護師と同じ機能を果たしていると思うので
す。そういうところに目配りしないで、新し
い資格を導入すれば何かよくなるという考え
は、ちょっとリソースの使い方に目配りが足
りないかなと。この ２ 点がありますが、もし
コメントがありましたらお願いします。
　あと、ほかの方にも何かその件でありまし
たらコメントをお願いします。

無制限な増設は問題

田中　医学部問題ですが、おそらくこのまま
高齢化が進む２0年あるいは３0年の間は、医療
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の需要はまだ増大すると考えています。です
から、確かに今から医学部を作っても、実際
に役に立つ医師が育つには10年ぐらいかかり
ますけれども、その後10年あるいは２0年ぐら
いは、まだ医師の需要のほうが供給より多い
という状況が続くのではないかと考えていま
す。ただ無制限に医学部を作ることは、やは
り問題があると思っています。もし認める場
合でも限定的に認めるということが妥当だと
考えています。
　それからほかの職種の問題は、私はやはり
いろいろな担い手がいたほうが、これからの
チーム医療という面でももっとよくなるので
はないかと考えています。
石井　二木さん、お願いします。

医学部増設には慎重な姿勢で臨むべき

二木　誤解のないように申し上げますが、私
は日本医師会員ではありません。別に医師会
の応援団でもありません。結果的に一致する
ところと一致しないところがあり、最近は一
致することが多いのですけれども。
　その上でまず 1 番目の医学部の問題、私は
医学部を作ることを全否定する立場ではあり
ませんから、田中さんとそんなに違いはない
のですが、質問は田中さんの資料集の加藤延
夫さんの「限定的な医学部新設案」（46頁図
表13参照）についてです。私の記憶だと読売
新聞はすごく統制が利いているのですが、こ
こだけは別に社の意見ではない、今日の読売
新聞の「論点」ですね。ここで加藤さんが書
いていることは、何というか、思いつきのレ
ベルの案ですね。
　「高度に専門化した先端医療技術を習得す

る医師を養成する医学部 ３ 校」、これを私立
で作るというのです。一般の医学部以上に、
ものすごく金のかかる医学部を私立で ３ 校作
る。それから国立で作るのは「基礎医学、医
療行政、発展途上国の医療支援を担う医師を
養成する医学部 1 校（国立）」です。しかし、
基礎医学と医療行政と発展途上国の医療支援
の ３ つは、全然無関係です。このような医学
部を作るなど、ほとんど笑い話の次元だと思
うし、私は加藤さんと同じ名古屋市民ですけ
れども、加藤さんが医療政策について論じた
のは初めて見たので、影響力はあまりない方
ではないかと思います。「医学部新設のメリ
ット」（47頁図表14参照）の「医師不足の著
しい地域に医学部を新設すれば」という田中
さんの主張はわかりますが、加藤さんの主張
とは全然違うのではないですか。ですから、
もうちょっと発表するときは論理を一貫して
ほしいのです。

他職種の役割の拡大と新しい職種を
作ることを混同しない

二木　それからもう 1 点。いろいろな資格の
問題です。「他職種の養成」です（52頁図表
31参照）。
　私はまた医師会を弁護するわけではないの
ですが、医師会は、看護職を含めて（医師以
外の）他職種の役割を増やすこと、あるいは
法律的な言葉を使うと、医師の包括的指示の
範囲を増やして、他職種の役割を増やすこと
には賛成しているのです。
　そういう他職種の機能を増やすことと、全
く新しい独自の職種、看護協会は「特定看護
師」と言っていますね。しかし、私の記憶で
は「フィジシャン・アシスタント」と言って
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いる団体は 1 つもないので、これも田中さん
の思いつきだと思いますけれども、そういう
ものは区別しないといけないのではないですか。
　ですから、他職種の役割を拡大することと、
新しい職種を作ることは全然違う次元で、田
中さんの主張はそれを混同していると思います。

消費税増税の是非について

高杉　どうもありがとうございました。
　医師会もいろいろな試みをやっています
し、いろいろなメッセージを出しています。
医師不足にしても、地域偏在にしても、こう
したらどうかという提案もしていますし、ぜ
ひマスコミの方もわれわれのメッセージを見
ていただきたいと思いますし、われわれも努
力していきたいと思います。
　会場から質問が来ていますので、これは権
丈先生、あるいは遠藤先生にお願いしたいと
思うのですが、消費税の増税についてです。
　これを導入するのはいかがなものか。今、
赤字国債が増えて債務超過になっているので
すけれども、これは医療が使ったわけではあ
りません。医療費が困っている、福祉が困っ
ている、あるいは介護が困っている、増税し
て、はたしてそこに回ってくるのだろうか、
あるいは消費税をアップしても国が幸せにな
るのか、といういろいろな論点がありますけ
れども、いかがでしょうか。

付加価値税というフランスの大発明

権丈　幸せになるのか？　という問いから答
えますと、講演の中で話したように、この国
の分というものを考えると、消費税をアップ
しないと大きな不幸が待っていて、消費税を
アップすれば小さな不幸ですむか、うまく中
福祉まで実現できれば、幸せの世界に持ち込
めるわけです。そのくらいが日本の国力から
考えて分相応です。増税は大きな不幸を小さ
くするという意味で、消費税アップは国民を
幸せにします。
　二木先生と遠藤先生と私はそろって、社会
保険料を上げないと医療費は上がらないと言
っておりまして、だからと言って消費税を上
げることを否定しておらず、むしろ引き上げ
なければならないと言っています。現在、医
療費の 4 割近くは税で賄われているのですか
ら、むしろ社会保険料も税も全面的に上げな
ければなりません。ただ、総医療費が増えれ
ば、医療への税の投入額は増える仕組みにな
っている、特に現行の高齢者医療制度はその
傾向が強いのですから、医療費の ５ 割を占め
る社会保険料が主財源となって、医療費を引
き上げていくリーダーとして引っ張ってい
き、医療への国庫負担を従わせる必要がある
と考えているわけです。ただし、消費税が上が
っても、現在 9 . 8 兆円の赤字を出している高
齢者 3 経費に先取りされるのは見えています。
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　ですから、読売新聞の方の先ほどの話のな
かで、消費税を上げればすぐに医療費に回っ
てきて、それだけで医療費が純増するような
話し方というのは、誤った期待を医療関係者
に抱かせ、すぐに落胆させることになるので
やめたほうがよいでしょう。
　けれども、前世紀の半ばにフランスが発明
した付加価値税、そしてこの付加価値税を参
考とした消費税というのはものすごく強い財
源調達力を持った税で、この税が発明された
がゆえに、福祉国家は成立したと考えてもよ
いのです。たとえば現在、消費税は 1 ％で税
収 ２ . ５ 兆円を得られますけど、相続税の総
税収は 1 . 4 兆円程度しかなく、相続税を強
化して消費税 1 ％分に到達するのは難しい話
です。所得税の最高税率を 1 ％上げても増収
は３５0億円程度、消費税 1 ％で得られる税収
の 1 . 4 ％分しか得られません。所得税の最
低税率 ５ ％辺りでは納税者が多いので、そこ
を 1 ％増税すれば6,２00億円の増収になるの
ですけど、それとて消費税率 1 ％の税収の２５
％にすぎません。それに増収額が多いからと
言って、低所得者層にも課される最低税率を
引き上げるのは消費税の増税以上に難しいん
じゃないですかね。
　そういう強い財源調達力を持つ付加価値税
をフランスが発明したからこそ、西欧先進国
というのは福祉国家を築き得たわけです。逆
に、これをしっかりと利用しきれないままに
福祉国家のマネ事をしてしまったため、日本
の財政は散々な目に遭っています。そこをま
ず、わかっておく必要があると思います。消
費税の増税は仕方ないんです。もう諦めましょう。
　先ほど「我々が次世代に残した未来」とい
う話をしましたけど、実は私は物心ついたと
きから今のような赤字国債依存の財政運営は

おかしく、増税が必要、負担なくして福祉な
しと言い続けておりました。かつては、埋蔵
金の議論を主導していた日医とは真っ向対立
していたわけです。多くの人が埋蔵金と呼ん
でいたものは、次世代の資産なわけで、それ
をわれわれ世代が使ってよいはずがありませ
ん。世間では、あたかも徳川埋蔵金のような
埋蔵金があったような話し方がされますけ
ど、あれは次世代が使う権利を持っていた資
産を、私たちが先食いしただけのことですか
ら、あのお金を使ったのは、赤字国債を発行
したのと同じなわけです。
　ですから、「次世代に残した残念な未来」
について語る時、本当は私が次世代の人にお
詫びをしなければならない筋合いはないので
すけど、未だに、かなり残念な未来しか次世
代に残すことができないことに気づくことも
なく、政府にムダがあると言っては、自分た
ち世代が受ける公共サービスに見合う負担か
ら逃げていることも知らないでいる人たちが
圧倒的に多いのが現実なのです。悲しいこと
に、医療界のオピニオンリーダーと言われる
人の中に、そういう人が未だにいたりして、
医療人からの人気を博したりしています。先
ほども言いましたが、この国は、四の五の言
わずに増税をしなければダメという状況にと
うの昔に達していて、今では、時すでに遅し
の感もあるわけです。

負担の一時的な側面、給付の一時的な
側面のみをみて判断をしてはいけない

権丈　それと社会保険料を上げましょうとい
うところで、社会保険料を上げていくと、現
役世代の負担が大きくなるとか、企業は負担
に耐えられなくなるという話があります。こ
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れに関しては、かつて２007年に厚生年金にパ
ート労働者を適用する問題で、私が何を言っ
ていたかを紹介しておこうと思います。
　２007年の 1 月から ２ 月にかけて、社会保障
審議会の年金部会の中にパート労働の厚生年
金適用ワーキンググループが立ち上げられま
した。そのWGのメンバーであった私たちは、
事業主団体とテーブルを挟んで話し合いをし
ました。テーブルの向こうには流通業である
とか外食産業とかが各界並ぶのですが、彼ら
がまず主張するのは、社会保険を適用して現
役世代の負担が大きくなっていいのかという
ことです。そこで私は、企業から見れば労務
費の負担を負うことになる現役世代という区
切りは大切だろうけど、われわれは一生生き
ていくのだから、現役世代という仕切りがな
い。現役時に負担が大きくても、将来の退職
後に安定した給付が約束されるのであれば、
それはそれで生活者としてはよいのだという話
をします。
　労務費が高くなって潰れるかもしれないと
いう経営者もいました。当然のことですが、
社会保険料が上がったら潰れるところが出て
きます。負担増をすれば産業構造、消費構造
の転換は起こりますから、潰れる会社もあれ
ば新しく誕生する会社もあります。今、非正
規労働者を低賃金で雇うというビジネスモデ
ルでやっている会社に社会保険を適用して、
保険料を上げていけば、その会社は潰れるで
しょうね。
　でも、この国は、児童労働も禁止していま
す。労働条件というのは、いろいろな側面で、
マーケットが決めているのではなくて、日本
人の労働力を使うのだったら、これくらいの
労務費を負担しなさいというのを政策的にや
っているのです。

　外食産業の経営者が、社会保険料を上げた
ら自分たちは潰れると言っていましたけど、
その経営者のビジネスモデルでは潰れるかも
しれないですが、国内での外食産業への需要
がゼロになるなどありえません。新しいビジ
ネスモデルを考えた人が登場して、新しい外
食産業をやってくれればいいだけのことです。
　それと同時に、最近の政府は、若者に対し
ての給付が少なく、高齢者に給付が偏ってい
ると言います。でもGDP比でみると他国と
比べて高齢者への給付は決して多くはありま
せん。ただ単に若者への給付が低いだけです。
今後の社会保障の伸び分の多くを若者に回さ
なければならないことは確かですけど、財源
を高齢者から若者にシフトすることは、この
国では無理があります。負担を増やして、社
会保障給付の増加分を、重点的に若者に回す
という方向でやらなければなりません。
　また、他の視点からみれば、医療とか介護
とか、高齢者向けの現物給付を増やしていけ
ば、そこには雇用が生まれ、職を得るのは若
者なわけです。この場合には、若者には、再
分配ではなく、市場による一次分配として所
得が流れることになります。
　負担の一時的な側面、給付の一時的な側面
のみをみて判断をして何の意味があるのか。
お金は流れているという視点は、社会保障政
策の全体像を評価する際には不可欠ですの
で、そうした視点があるということを、ぜひ
とも記憶にとどめておいてください。

納税者番号制度の導入について

高杉　先生のお書きになったものは、非常に
的確におっしゃっていますので、ぜひとも皆
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さん、権丈先生、二木先生の書かれたものを
お読みになってください。
　それからもう 1 つ、これは遠藤先生にお聞
きしようと思うのですが、納税者番号制度を
導入してきちんと所得を把握して負担を増や
していく、消費税を上げることよりもこちら
が大事ではないかという提案がありますが、
これは遠藤先生にお答え願います。

遠藤　捕捉の問題ですから、給付と負担の問
題等を明らかにするためには、そういうこと
をするということに対して、私は特段反対の
意見は持っていません。
高杉　これも難しい問題です。ありがとうご
ざいました。
　本日は文先生に「韓国の光と影」、私は「影
から光」への話だったのかなと思いますが、
日本は再び影に入っていますが、今日皆さん
の御講演をお聞きになってのコメントをお願
いいたします。

確固たる医療制度を支えていくのは
政府の責任

文　 皆様のプレゼンテーションで、私には

本当にいろいろ勉強になりました。 ３ つだけ
コメントさせていただきます。
　日本医師会から返事をもらっていないと田
中先生がお話しした ３ つのポリシーに対して
触れたいと思います。 1 つは医科大学の新設
と、 ２ つは医師の偏在に対する対策、それか
らもう 1 つは医師の不足を補充するための医
療関係の他職種の活用に関する問題です。
　私は韓国医師会の立場からだけではなく
て、世界医師会に加盟しているいろいろな国
からお話を聞いていますけれども、医師の不
足は政府の責任であると信じております。医
師の責任ではありません。政府は十分な対策
を講じていないのです。必要な医師を確保す
るためには、医療に対しての十分な投資は欠
かせません。世の中で投資なくして、どうし
て社会が発展しますか。投資なくして、医師
だけが天から降ってくるのではないのであり
ます。
　韓国は今、人口4,５00万人で、前政権のと
きに急激に医科大学を41か所に増やしまし
た。医師数が増えたら多くの医療問題が解決
できると思って医科大学を増設した結果、現
在は41か所で毎年3,000名の新しい医師が輩
出されています。医科大学に入学してから有
能な医師になるまでに最短1５年の歳月を必要
としますので、1５年後には医師過剰になる可
能性があると思っております。
　昔、南アメリカのアルゼンチンではペロン
大統領のときに、労働者の息子も医師になる
権利があるとして、医科大学をどんどん増や
したのです。それが今、医師過剰に繋がり、
就職ができなかった医師の一部はタクシード
ライバーになっています。タクシードライバ
ーを養成するには医科大学をやったらよいと
いう冗談もあるくらいです。これは私が現地



85

パネルディスカッション　50周年を迎えた国民皆保険

で医科大学出身の運転手たちに会った経験で
あります。
　次は、医師不足を補充するための医療関係
の他職種の活用の問題です。アメリカでは、
おっしゃったとおり医師の仕事の一部に準専
門職種を活用しています（Task shifting）。
しかし、医療費は急上昇しています。アメリ
カの医療のクオリティにも問題がないとは考
えられません。英国も同様です。こういうこ
とをやっているから、英国の医療はだめにな
る可能性があります。誰も責任を負わないし、
働けない医療になっています。そういう状態
が世界的に拡大するといろいろな問題が起こ
りますので、慎重に考えるべきだと思います。
　特に他職種の活用は、世界医師会でも今、
相当議論をしていますし、日本で開かれる ３
月のアジア大洋州医師会連合の会合でも重点
的な問題になると思います。
　医師不足は、医師の責任ではありません。
私も医師ですけれども、医師の責任で医師が
不足するとか、過剰になるのではありません。
政治がだめだからそうなるのです。
　それから、私は時々政府にお話ししていま
すけれども、emergency center、緊急患者
センターは韓国でも水準上の問題が生じてお
ります。理由は何であるかと言いますと、十
分な投資をしていないからです。どこの病院
でも緊急センターを作ったら赤字になるから
です。政府が十分な補助をしていないのでこ
んな結果が起こっているのです。
　医師の地域的偏在に対しては人口の都市集
中化が主な原因の一つでありますので、半強
制的に調整することは、どの国でも不可能で
あると考えております。
　民主主義的な市場経済システムにはsupply 
＆ demandという原則がありますが、それが

医療においても尊重されるべきだと思いま
す。医療だけが例外だと、民主主義とか市場
経済の原則は、医師に対しては例外だという
議論を私は納得していません。
　それから医師の勤務環境を整えるのは政府
の責任です。医療事故の増加と不適切な対応
で、多くの医師が相当苦しんでいます。韓国
でもそのような問題が増加していますけれど
も、誰も合理的な解決策を出していないので
す。不幸にも韓国の医療事故は暴力的な問題
に発展することがあります。医師にアンケー
ト調査をしてみましたら、 若い医師の約５0％
が医師になったことを後悔しているとの返事
がありました。その問題に関しては医師会だ
けでなく政府や国民みんなで回答を探せなけ
ればならないと思っています。
　最後にもう 1 つのトピックを追加したいと
思います。
　WHOで1970-80年代に、“Health for All”
つまり、全人類に対して健康を保障するとい
うスローガンを打ち出しました。それで私は
ジュネーブの総会で発言するときに、「WHO
のアイディアはよいけれども、それを実現さ
せるための実践可能な十分な方策がないのが
問題である」と指摘しました。
　世界では、 1 年に医療費を 1 ドル〜 10ド
ルしか使っていない国の人が多くいます。そ
ういう国における問題を解決できる方策が必
要だと信じております。韓国で 1 人当たり国
民所得がわずか1,000ドルに過ぎなかった状
態でも健康保険の導入と定着に成功しまし
た。私たちの経験は貧困な国、開発途上国で
参考になることを期待しております。もちろ
ん、国際的な経済支援が伴えばもっとすばら
しい成果を挙げられると思います。貧困な国
であってもその社会に合うモデルを発見する



8686

ことが可能であると信じていますし、それら
の実践可能な方法を見つけ出すのは私たちの
責任でもあります。
　 1 ドルしか使えない人は特に医療保険の必
要な人たちです。その国の実情に合わせて医
療保険制度を導入し、発展させて行くことが
私たちの重要な課題の 1 つであると信じてお
ります。
　ありがとうございました。
石井　ありがとうございます。今日はまさに
今、話題の方向性であるグローバルヘルスの
専門家であり、また日医総研の特別研究員も
していただいています武見敬三先生がいらし
ていますので、今のような様々な論点を踏ま
えながら、コメントをいただければと思います。

皆保険制度の原点 ｢平等主義｣ を
いかに維持していくか

武見　貴重な機会を頂戴しまして、ありがと
うございます。今日の議論をお聞きして、テ
ーマが「国民皆保険５0周年〜その未来に向け
て」というものであるわけで、おそらく中心
の課題になるのは、今後の後期高齢者医療制
度を廃止したあと、どういう医療保険制度を
わが国は構築すべきかというのが 1 つのポイ
ントになるかと思ったら、それが出てこなか
ったので、もし時間があれば、どなたか先生
方からその基本的な考えについてご指摘いた
だければと思います。

　第 1 点、まずわが国が皆保険制度を導入し
今日に至るまで、どういう原則に基づいてこ
れを運用してきたかというと、２ つあるのです。
　 1 つは平等主義です。これは金持ちであろ
うが、貧乏人であろうが、人間であれば誰で
も等しく平等に健康を守る権利があるのだ
と。したがって、それに対応した医療のサー
ビスというものを等しく提供するというの
が、その平等主義の原点です。
　この考え方で、わが国は昭和３6年に皆保険
制度を導入したときに、まず4,000ぐらいあ
った保険者のなかで全て単一の診療報酬を導
入させたのです。この単一の診療報酬の導入
によって、医療給付の平等化を図りました。
　 ２ つ目は自己負担率の平等化というのを何
十年もかけて、かなり ３ 割負担で高止まりに
なってしまったけれども、こういう形で自己
負担率の平等化というのを図りました。
　ただ 1 つ大きな平等化で残された柱があっ
て、それが実は今日も話題になっている保険
料なのです。この保険料は今、わが国は
3,500の保険者があり、このなかで雇用者保
険の保険料率は、同じ雇用者保険の保険者の
間のなかにおいてさえ、 ３ 倍から 4 倍の格差
があります。それから国民健康保険、これを
見ても、その保険料率というのは ３ 倍から 4
倍の格差があります。同じ所得でも住んでい
る所が違うことによって、保険料率が変わっ
てしまうのです。
　そのなかでさらに問題なのは、むしろ地域
医療のサービスを十分受けられないところの
ほうが、国保などでは保険料率が高くなった
りしていて、実態はむしろ不平等化に向かっ
ていると言っても過言ではない状況にありま
す。はたしてこの保険料率を巡る平等化の議
論というものを、今後どう進めたらよいのか
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というのは、これからの医療保険制度改革を
考えるときに私は基本だと思います。その点
についてのご認識を伺いたい。
　特に、私は権丈先生の意見と全く同意見で
す。社会保険料を医療費の主たる財源とする
ことによって、安定的財源の確保を目指すと
いうのは当然だと思います。
　税制を通じた財源の確保というものも必要
ですが、消費税に関わる財源配分というのは、
おそらく所得保障の年金のほうに回ることは
火を見るよりも明らかです。したがって、所
得保障の年金会計と、医療保険の会計との間
に、どういう相互の関係を構築しながら、社
会保障制度全体の会計制度というものを作り
上げていくのかというのが、そこで大きな議
論になってきます。しかし、そういう観点も
含めて、後期高齢者医療制度に関わる医療保
険制度をどう構築したらよいかというのは、
まさに本来、今の ｢社会保障と税制の一体改
革｣ という政治の流れからいっても、最も現
在しなければならない議論であるはずなの
に、意外とされないというのは一体どういう
ものかというのが、私の意見の 1 つ目です。
　 ２ つ目、田中先生のご指摘というのを私は
ある意味で非常に謙虚に受け止めまして、こ
れは医学部教育とわが国における医療のニー
ズとのミスマッチが起きているという認識な
のです。どういう医療のニーズというものが
わが国のなかにあって、それが医学教育にお
いてどう満たされていないのかという議論に
つながります。今後、わが国の未来の地域医

療をどういう仕組みで充実させていくかとい
う議論と密接に関わってくるわけで、その鍵
が総合臨床医の今後の養成と、その配分、あ
り方の問題なのです。
　この点について、どのように田中先生をは
じめ皆さん方がお考えになるのか、どこまで
GP（General Practitioner）を制度化するこ
とが、わが国の地域医療における初期診断、
初期治療の質の向上、予防及び介護との連携、
それからもう 1 つはゲートキーパーとしての
機能というものを強化することになるのか。
これは英国（UK）のような登録医制度とい
うところまで考えるのか、あるいはフランス
のような中等ぐらいの規制の枠組のなかで実
現することを考えるのか、あるいは日本独自
の仕組みを考えるのか、これはむしろ地域医
療の担い手である日本医師会自身がしっかり
とした考えをまとめて、その政策提言をすべ
き最も要となるところだなと私は思いますの
で、この点についてのご意見を伺いたいと思
います。
　ほかにも言いたいことは山ほどありますけ
れども、皆さん方も意見を言いたいことはた
くさんあると思いますので、ほかの方にお譲
りしたいと思います。ありがとうございました。
石井　ありがとうございます。いろいろな問
題点が明らかになったということが今日の成
果かと思います。また次の機会にこれを深め
る事を継続できればと考えます。それでは、
閉会のご挨拶を横倉副会長にお願いします。
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　どうも皆様、お疲れさまでございました。
そして文先生、thank you very much。演者
の皆様方も特に、田中さんは集中砲火を浴び
てかわいそうだったなと思いましたが、今、
武見敬三さんが言ったように、田中さんの指
摘というのは、われわれはやはり真摯に受け
止めなければいけないなと思います。われわ
れはいろいろ考えて情報発信をしているけれ
ども、国民にまだ通じていないということを
反省しながら、もっと頑張らなければいけな
いと思います。
　今日のテーマは、国民皆保険50周年という
節目の年に今年なりました。国民皆保険がで
きた昭和36年、この年はどういう年であった
か。医療の状況がその時どういう状況にあっ
たかというのは、文先生の韓国での国民皆保
険をスタートする時に、先生が本当に経験さ
れた、農家の方の自分のお子さんに対する非

常に辛い思いで言われた、そのことがスター
トになったと。たぶん日本の国民皆保険もそ
ういうことでスタートしたのでしょう。
　そして今、「平成の開国」という言葉のな
かで、規制改革やTPP等のなかで、日本の今
までの公的医療保険のあり方がもう一度問わ
れています。今、様々な財源から提供に対し
ての議論がありました。このなかで、われわ
れ医療を提供する立場、またある意味では患
者さんに一番近い立場にある専門職のわれわ
れとして、今からどういうメッセージを出し
ていくのかということを問われたシンポジウ
ムであったと思います。
　本当に本日は全国からたくさんの皆様方に
お集まりいただいて、ありがとうございまし
た。次の機会にまた熱い議論ができればと思
っています。
　ありがとうございました。

閉会挨拶

日本医師会副会長

横倉　義武
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