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１．予算についての整理

（１）「経済財政改革の基本方針2007」2007年6月19日閣議決定

「平成23年度までの5年間に実施すべき歳出改革の内容は、機械的に5年

間均等に歳出削減を行うことを想定したものではない。それぞれの分野が抱
える特殊事情や既に決まっている制度改革時期とも連動させ（以下、略）」

（２）「平成20年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針に
ついて」（概算要求基準）2007年8月10日閣議了解

年金・医療等の経費「自然増（7,500億円）に対し、制度改革等による削減・
合理化（▲2,200億円）を図り、5,300億円の増。」

（「平成20年度一般歳出の概算要求基準の考え方」より）
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シーリングと概算要求（8月末）の状況

シーリング シーリング 前年度 当年度 増▲減額

（億円） 後の金額 予算額 要求額

（兆円） （Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ）

2002（H14） 9,400 7,000 18.1 173,068 179,445 6,377 除施設費

2003（H15） 9,100 6,900 - 169,415 176,326 6,911

2004（H16） 9,100 6,900 - - - -

2005（H17） 10,800 8,600 - - - -

2006（H18） 8,000 5,800 20.1 193,938 199,737 5,798

2007（H19） 7,700 5,500 20.4 196,335 201,623 5,288

2008（H20） 7,500 5,300 21.0 201,910 206,123 4,214

概算要求基準と毎年8月末時点での要求額

年金・医療等に係る経費

8月末時点での要求額（億円）

厚生労働省　

備　考
自然増
（億円）

概算要求基準

②''

当年度要求額は、8月末時点ではすべて要求されて
はおらず、予算編成時点で決まるものもある。
たとえば診療報酬改定も予算編成時点で決まる。マ
イナス改定の場合は、要求額に比べて、予算額が減
少する（②）。

（予算編成段階で、社会保障費が区分されず、

義務的経費に含めて示された年）

①

他省庁分もあり、厚生労働省分は5,000億円。
①は4,214億円に止まっているが、厚生労働省に
よると他の経費に区分替えされたものもあり、全
体では5,000億円で要求しているとのこと。

②'
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過去の状況

（億円）

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 累計 2007年度

全体 9,400 9,100 9,100 10,800 8,000 46,400 7,700
医療 5,500 3,200 3,900 4,500 3,300 20,400 2,800
年金 2,000 2,100 3,500 2,000 13,500 2,700
介護
福祉等
雇用保険 1,150 1,150 -300

削減目標 -3,000 -2,200 -2,200 -2,200 -2,200 -11,800 -2,200
医療制度改革 -970 -900 -1,870
診療報酬改定 -1,830 -717 -2,390 -4,937
介護保険制度改革 -420 -420
介護報酬改定 -300 -90 -390
年金物価スライド引下げ -1,150 -100 -100 -110 -1,460
支援費制度見直し -43 -43
公費負担医療 -38 -38
生活保護 -167 -167 -420
雇用保険 -500 -500
その他 -200 -250 -270 -720 -1,810
ここまでの小計 -3,000 -2,200 -1,254 -601 -3,490 -10,545 -18,090

参考 三位一体改革*1） -2,320 -6,300 -6,707 -15,327

*1）2004～2006年度については、三位一体改革の一部でも社会保障費の削減が行われている。

*出所：参議院厚生労働委員会調査室資料

2,200

社会保障費削減一覧（予算ベース）

自然増

削減額の
内訳

3,900
2,750 3,100 2,800 3,000 11,650

過去も、機械的に毎年2,200億円が削減されてきたわけではない（結果
的に1.1兆円になっただけである）。

10,545億円に三位一体改革の
一部を加えて5年間で1.1兆円
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２．2008（平成20）年度予算に向けての課題

（１）医療費と国庫負担

（２）緊急医師確保対策

（３）レセプトオンライン化に向けての環境整備

（４）保険者間の財政調整
－特定健診にかかわる国庫負担の 小化－

（５）高齢者の患者一部負担の見直し



社団法人 日本医師会 5

（１）医療費と国庫負担

制度改革前 １人当たり医療費の伸びを70歳未満2.1％、70歳以上3.2％として推計。

制度改革後 平均して１人当たり医療費の伸びは3.5％、医療費総額の伸びは3.2％

（厚生労働省の医療費推計から逆算）。

2001～2005年度（診療報酬マイナス改定の年を除く）の１人当たり国民医療費の伸び

2.6％で推計。この期間の国民医療費総額の伸びの平均は2.7％。

厚生労働省

日本医師会

医療費の見通し

34.0

35.2

36.5

33.0

33.0

34.7

35.2

34.1

33.8

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

2006年度 2007年度 2008年度

（兆円）

*厚生労働省の数値は2006年1月推計。2006年度、2015年度、2025年度のみの推計であるので、途中伸び率が

同じとして延伸。

制度改革前（厚労省）

制度改革後（厚労省）

近の動向から（日医）

近の医療費は、厚生労働省の制度改革後の医療費予測と比べても、さら
に抑制されつつあると推察される。
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このままの抑制がつづけば、2008年度の医療費（国庫負担）は85,539億円
になると推計される。厚生労働省の概算要求額より約1,300億円少ない。
仮に、社会保障費▲2,200億円の土俵に上がると、医療費分は約▲1,000億
円*1）であるが、現状の延長だけで▲1,300億円になる。医療は行き過ぎた抑

制から引き返すべきである。なお、医療崩壊に直面するこの時期に機械的に
▲2,200億円とすべきでないことは当然である。

2008年度　医療費の国庫負担額

85,539

86,815

85,000 86,000 87,000

日本医師会
見込み

厚生労働省
概算要求

近の医療費動向をもとに
推計した医療費から計算 約1,300億円

日本医師会見込み＝厚生労働省概算要求額（国庫負担）÷制度改革後医療費（厚労省）× 近の動向から推計した医療費（日医）

（億円）

*1 社会保障費の自然増7,500億円のうち、医療費の自然増は3,000億円台半ば（3,500億円として計算して約47％）



社団法人 日本医師会 7

（２）医師確保対策
概算要求は項目としては評価できる。しかし、予算額が小さく、即効性がない。
根本的な解決には、診療報酬全体の底上げが大前提である。

概算要求

百万円

厚生労働省 1 医師不足地域に対する国レベルの緊急臨時的医師派遣システムの構築 2,968

16,034 2 1,321

3 女性医師等の働きやすい職場環境の整備（病院内保育所、復職研修への補助） 2,328

4 2,537

5 医療リスクに対する支援体制の整備（産科補償制度、医療事故調査会の設置準備） 225

文部科学省 1 26,778

26,928 2 （再掲）女性医師等の働きやすい職場環境の整備（質の高い医療人養成プログラム） 855
3 医師不足地域や診療科で勤務する医師の養成の推進 150

*内訳は再掲であり、合計とは合致しない

日本医師会　　医師の不足に対する施策（2007.8）

緊急対策 ①医療現場を守る診療報酬の引き上げ
②医師の就業環境改善のための財政的措置（女性医師の就業支援を含む）
③臨床研修募集定員の適正化
④医学部定員地域枠の拡大と奨学金制度の充実

短期的対策 ⑤医療上の問題における刑事訴追の限定化
中期的対策 ⑥大学医学部定員の適正化

⑦医師の就業延長・再就職支援

病院勤務医の過重労働を解消するための勤務環境の整備（交代勤務制等導入病
院への支援、診療報酬全体の見直しの中でも検討）

研修医の都市集中の是正のための臨床研修病院の定員の見直し等（研修補助事
業の創設、補助金の在り方、マグネットホスピタル研修事業の推進）

病院勤務医の過重労働を解消するための勤務環境の整備（国立大学附属病院の
機能強化など）
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（３）レセプトオンライン化に向けての環境整備

基本方針2007（2007年6月19日閣議決定）

「レセプトオンライン請求について、請求システムの標準化、互換性等の環
境整備を図りつつ、期限内に確実に達成」

財務省概算要求基準（2007年8月10日閣議了解）
厚生労働省概算要求：レセプトオンライン化の推進23億円

・・・ナショナルデータベース構築費用のみと推察される。

「基本方針2007」において環境整備を行なうことが明記された。このための

予算は必須である。

なお、もし環境が整ったとしても、どうしても対応できない医療機関（小規模
なところが多い）を排除することがないよう強く求める。

日本医師会の主張
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レセプトオンライン化に必要なコスト（概算）

オンライン化スケジュール

レセコンなし

19千件*1）

レセコンあり

69千件

診療所

97千件78千件3千件1千件延べ件数

レセコンあり

6千件

レセ電対応済

400床未満 2千件

レセ電対応済

400床以上 1千件

病院

2011年度2010年度2009年度2008年度

費 用

70億円56億円2.2億円

月額6千円×延べ件数

0.7億円

運用費用
（回線）

４年間で累計757億円（運用費用は継続して必要）累計

ハード 14.2万円

オンライン請求用パソコン10.0、電子媒体用読み込みドライブ1.0、

電子証明書発行料・更新料0.4、ネットワーク回線接続初期費用2.8
ソフト（レセプト電算導入費用） 診療所25.0万円、病院300.0万円

初期費用

2011年度2010年度2009年度2008年度

×
病 院 9千件
診療所88千件

628億円

*1）レセ少数のところは2011年度から2年間の猶予あり



社団法人 日本医師会 10

（４）保険者間の財政調整

日本医師会は、保険者間の財政調整、具体的には第一ステップとして保険料
率を公平化すべきであると主張してきた。
政管健保なみの保険料率に公平化した場合、財政効果は1兆円と推計される。

保険料率
保険者 政管健保なみ

（　　）内は実績年 （0/00） 保険料率の場合

政管健保（2005） 82.00 6.0 6.0 －
組合健保（2005) 73.96 5.8 6.4 0.6
国家公務員共済（2004） 63.44 0.5 0.6 0.1
地方公務員共済（2004） 73.27 1.3 1.4 0.1
私学教職員共済（2004） 66.00 0.2 0.2 0.0
計 － 13.7 14.7 1.0
*保険者等の事業年報から作成。共済組合は年金給付他も行っており、単純比較は難しいが、ここで

は、短期給付（医療給付）のみを抽出した。

保険料率の公平化による効果

保険料収入（兆円）
財政効果
（兆円）

（2004年度または2005年度実績による試算）

実績
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高齢者の医療の
確保に関する法律

保険者が実施する40歳以上

の被保険者・被扶養者を対象
とする特定健康診査・特定保
健指導

2008年度概算要求

571億円

（従来）

老人保健法

市町村が行なう40歳以

上に対する住民健診

2007年度予算

273億円

2008年度からは、特定健診等のため、保険者（健保組合、政管健保も含む）

に国庫補助が行なわれる。
しかし、財政面で、たとえば保険料率の公平化のような財政調整を合わせて
行なった上で、実施すべきである。

（2008年度～）

*健診にかかわる主な費用を抜粋
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前期高齢者（70～74歳）については、現在、与党から一部負担2割引き上げを

凍結する案が出ている。

2006年10月～ 2008年4月～ 2008年4月～    70～74歳

外来（個人ごと）

80,100＋医療費×1％

（44,000）
*2）

62,100

（44,000）*2）

低所得者 Ⅱ 24,600

Ⅰ*1） 15,000

*1）低所得者Ⅰは年金収入80万円未満等

*2）多数該当（4か月以上入院するような場合）の限度額

70歳 75歳～70歳～

現役並み所得者
（月収28万円以上）

一般

高齢者の患者負担の見直し

24,600

44,400

8,000

患者一部負担 患者一部負担 自己負担限度額（円）

3割

3割

1割

3割

3割

2割 1割

（５）高齢者の患者一部負担の見直し
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前期高齢者の一部負担引き上げが厳しい背景として、70～74歳の可処分所
得が、75歳以上よりも低いという現実がある。

（万円）

65～69歳

70～74歳

75歳以上

* 所得等は、厚生労働省「平成17年 所得再分配調査報告書」より。所得には私的な仕送り・企業年金・生命保険金等を含む。紙面の都合により縮尺は合っていない。70～74歳の世帯人員

はすべて70～74歳として計算した。なお、ここでは１人当たりの所得を計算している。「所得再分配調査」は、世帯当たりで公表されており、世帯単位の可処分所得は70～74歳354.5万円、75

歳以上347.5万円であるが、世帯人員が70～74歳2.36人、75歳以上2.25人なので、１人当たりにすると70～74歳のほうが低くなる。

世帯主の年齢階級別　所得等の状況（１人当たり概算）

税・社会保険料
29.2

所得　120.4 年金・恩給等　80.1

所得　77.9 年金・恩給等　94.8

所得　88.0 年金・恩給等　91.0

①可処分所得171.3

①可処分所得150.2

①可処分所得154.4

②医療費
２割　12.2

②医療費
１割　8.2

①－②　138.0（一部負担１割なら144.1万円）

①－②　146.2（一部負担２割なら138.1万円）

②医療費
３割　13.3

①－②　158.0

税・社会
保険料
22.5

税・社会
保険料
24.6
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* 2006年度の医療費見通しをベースに制度改革後の姿で推計して図示。生活保護等の「公費」は除いて図示。組合健保への事務費に対する補助も省略。
※1）患者一部負担割合は70歳未満のもの。

公費６兆円
保険料・患者一部負担（３割※1）

１３兆円
後期高齢者

支援金４兆円

公費５兆円 ２
後期高齢者

支援金４兆円

一般

後期高齢者 後期高齢者の医療費は１１兆円

一般の医療費は１９兆円

一般医療保険が徴収する額は１７兆円

一般 保険料・患者一部負担（２割）１９兆円

後期高齢者 公費１０兆円 １

日本医師会は、後期高齢者は「保障」の理念の下で支えるべきであり、医療
費の9割を公費負担にすべきと主張してきた。

前期高齢者のみならず、後期高齢者や現役並みに所得がある高齢者の患
者一部負担軽減についても検討を求める。

一般に公費を投入せず、後期高齢者に
集中的に投入する。

2008年

度施行
改正法

日本医
師会案

（社）日本医師会「グランドデザイン2007－国民が安心できる 善の医療を目指して－総論」（2007年3月）より


