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１．基本問題小委員会の開催状況と議題（１／２）

在宅療養支援診療所といった特定の施設の評価に偏
重しないよう求める。

医療安全対策コストは、ほとんど評価されておらず、適
正な評価を望む。

医師の処方権を実質的に薬剤師へ委譲することに反
対。

主治医は複数。診療科も限定されない。

介護保険施設で提供される医療についても議論すべ
き。

産科医療は、診療報酬上の評価だけでは対応できな
い。

特定機能病院は「７対１」の算定外とする。

日本医師会の主張（ポイント）

画像診断の評価について

処置について

地域医療について

10.31

後期高齢者の在宅医療等について

医療安全対策について

救急医療について

心の問題への対応

後発医薬品使用促進のための環境
整備について①

患者の視点の重視について

後期高齢者医療について

・後期高齢者医療の診療報酬体系
の骨子について

・入院医療について

産科医療について

がん対策の推進について

７対１入院基本料について

小児医療について

議題

510.26

1310.19

1010.17

頁月日

310.12

1310.5

610.3
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１．基本問題小委員会の開催状況と議題（２／２）

調査を継続し、個別疾病ごとの検証を求める。

医師の処方権の尊重を条件に、処方せん様式の
見直しを受け入れる。

有床診療所の入院基本料（一般病床）は、療養病
床の医療区分１や通所リハビリテーションよりも低
い。入院基本料の全体的な底上げが必要である。

診療所の初・再診料見直し（特に再診料の引き下
げ）に反対。

主治医の認定は、人頭払いを現実化させ、かつ、
フリーアクセスを制限するので反対。

日本医師会の主張（ポイント）

検査・病理等の評価体系について

精神科医療について

手術に係る施設基準について

糖尿病対策について

後発医薬品使用促進のための環境整備につ
いて②

訪問看護の充実について

在宅医療を支援する病院の評価について

疼痛緩和の推進について

歯科診療における患者への文書による情報
提供の在り方について

入院医療の評価のあり方について

有床診療所の評価について

勤務医の負担軽減策について

・初再診等の外来医療

・外来管理加算について

後期高齢者の外来医療に係る評価について

議題

11.16

11.14

頁月日

11
12

11.9

14

11.7

8
9
4

11.2
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「医療の基本的な内容は、74歳以下の者に対する医療と連続しているも
ので、75歳以上であることをもって大きく変わるものではない。」

骨子（案）*1

後期高齢者医療について（2007.10.12）

１．骨子（案）に明記されているが、後期高齢者の医療が74歳以下と同じ

ように実施され、決して医療の質を落とすことはない点を再確認する。

２．在宅偏重の政策であるが、後期高齢者の３分の１は、独居またはい

わゆる「老々世帯」での暮らしであり、危険も伴う。

３．４疾病５事業では、患者から見れば複数の主治医が存在する。患者１

人に主治医１人ではなく、診療科も限定されるものではない。

４．成功報酬は、不適切な退院につながるおそれがある。受け皿整備が

先決である。

５．現在、介護保険施設で提供される医療は十分に評価されておらず、こ

の点は、医療保険と介護保険の狭間に陥っている。中医協の場におい

てもきちんととりあげるべきである。

日本医師会
の主張・意見

・退院後の生活を見越した計画的な入院医療について「地域の主治医と

の適切な連携の下・・・」

・退院前後の支援について「計画に基づき退院ができた場合に評価する」

厚生労働省

資料より

*1 社会保障審議会 後期高齢者医療の在り方に関する特別部会「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（案）」
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（１）後期高齢者は、既往歴等を詳細に聴取することが必要なことか

ら、初診に係る診療報酬上の評価を引き上げてはどうか。

（２）後期高齢者の再診は、経過観察や慢性疾患の継続的な管理が

中心となることから、再診料については引き下げはどうか。

主治医が、後期高齢者を総合的に診る取組を進めるための診療報
酬上の評価について検討してはどうか。

厚生労働省

資料より

（要約）

後期高齢者の外来医療に係る評価について（2007.11.2）

１．後期高齢者の初・再診料の変更は、医療の継続性（75歳未満・以

上）を否定するものであり反対する。

２．後期高齢者に対しては、予防や慢性疾患の継続的管理が必要で

あり、その中では「経過観察」も非常に重要であるので、むしろ再診

料を引き上げるべきである。

３．主治医については、

（１）厚生労働省の「総合科医構想」につながる。人頭払いを現実化さ

せ、フリーアクセスを制限することになるので、反対である。

（２）主治医は診療報酬で評価するものではない。

日本医師
会の主張・

意見
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１．高齢者が多く生活する施設への往診については、時間的・距

離的な負担が少ないこと等を考慮して評価してはどうか。

２．居住系施設等では、当該施設内で疾病の管理等の医療サービ

スが提供できる体制となっているかという点を踏まえ、評価する

必要があるのではないか。

３．終末期医療については、あらかじめ家族等に情報提供等を行う

ことについて評価の在り方を検討してはどうか。また、在宅の看取

りにおいて、頻回にわたる電話での対応や訪問看護等も踏まえて、

評価の在り方を検討してはどうか。

厚生労働省

資料より

（要約）

後期高齢者の在宅医療等について（2007.10.26）

１．高齢者が多く生活する施設において、患者全員についての公正

な評価は賛成するが、評価の低下は認められない。

２．現在、介護保険施設で提供される医療が十分に評価されていな

いが、これが助長されないこと、むしろ改善されることを求める。

３．在宅療養支援診療所といった特定の施設の評価に偏重しない

よう求める。

日本医師
会の主張・

意見
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７対１入院基本料について（2007.10.3）

建議書（2007年1月31日）に「看護職員の募集・採用に当たっ

て、地域医療の実情に配意し、節度を持って行われるよう、強
く期待したい」と記されたが、今日まで尊重されておらず大きな
問題。

「７対１」の影響もあり、医療機関数、病床数が減少している。

特定機能病院や大病院が「７対１」の算定を進めると、地方で
はますます病棟が閉鎖される。

１．「建議書」を踏まえて、あくまでも看護必要度で「７対１」を

評価すべき。

２．特定機能病院、主として大学病院が、行き過ぎた人員確保

に走らないよう、特定機能病院は「７対１」の算定外とする。

日本医師会の
主張・意見
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一般病棟入院基本料を算定する病院は、2006年5月から2007年5月にかけ
て、医療機関数が165、病床数が1万8,111床減少した。

病床数

医療機関数 ▲1655,5675,732
一般病棟入院基本料

▲18,111705,373723,484

増減2007.5.12006.5.1

特定機能病院入院基本料（一般）一般病棟入院基本料

23.1%
（＋17.0ポイント）

162,730

705,373

2007.5.1

36.5%
（＋21.1ポイント）

15.4%6.1%比率

23,1789,38244,8317対1の病床数

63,48461,068723,484届出病床数

2007.5.12006.5.12006.5.1

過去1年間で、一般病棟入院基本料7対1を算定するところは、6.1％から
23.1％に増加、特定機能病院では15.4％から36.5％に急増した。
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「診療所の開業時間の夜間延長など、時間外診療に対する評価
を重視してはどうか。」

「診療所の初・再診料を見直し・・・」

厚生労働省

資料より

勤務医の負担軽減策－初再診等の外来医療－（2007.11.2）

１．初・再診料は、医師の技術料そのものであり、その評価は、上

方修正されなければならない。

２．勤務医師の疲弊は、日勤帯の診療にあり。議論の履き違えで

ある。

３．自院での夜間診療のインセンティブが高まると、休日夜間急患

センターや、在宅当番医などの医師の確保が難しくなる。地域の

休日夜間診療システムが崩壊しかねない。

４．時間外は、あくまで標榜時間に対しての時間外である。夜６時、

７時であっても、通常の標榜時間内であれば、加算をつけるの

はおかしい。

日本医師
会の主張・

意見
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「患者にとって分かりやすい診療報酬体系とするためにも、患者
への懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等に要する時間の目
安を設けてはどうか。」

厚生労働省

資料より

勤務医の負担軽減策－外来管理加算について－（2007.11.2）

時間の評価は論外。

外来管理加算は、そもそも、計画的な医学管理を評価するもので
ある。これからも計画的な管理と、そのことについての十分な説明
はますます必要になると推察されるので、患者への分かりやすさ
という面からも、そのことに努めていく。

日本医師
会の主張・

意見
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「後発医薬品の処方を増やすための方策として、（中略）処方箋様
式について検討すべきではないか。」

「流通量の少ない銘柄について、薬剤師の判断で他の銘柄に変
更可とする。」

「薬剤師の判断で、剤形が異なっていても、先発品から後発品へ
変更可とする。」

厚生労働省

資料より

後発医薬品使用促進のための環境整備について①
（2007.10.17）

医師の処方権を実質的に薬剤師へ委譲しようとする動きであり、
反対である。医師は、患者への処方について、従来どおり責任を
果たしていくべきと考える。

日本医師
会の主張・

意見

※上記コメントの後、「日本医師会 後発医薬品の使用に関するアンケート調査（2007
年9・10月実施）結果」を発表（2007年11月9日）。

処方せん様式の変更について：反対34.9％、賛成26.1％、わからない34.9％
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疑義照会なしには反対。医師の処方権、裁
量権が侵害される。銘柄指定であるからこ
そ、様々な問題が抑制されている。

２．「後発医薬品への変更」不可欄に署名
等がない処方せんについては、薬局の薬
剤師が、処方医に疑義照会することなく
別銘柄の後発医薬品を調剤。

日本医師会の主張・意見中医協での論点

全体および個別の両方で「不可」のチェック
欄があれば、医師の処方権の尊重（以下
に示す疑義照会の問題等）を条件に、処方
せん様式の見直しを受け入れる

１．処方せん様式を変更し、「後発医薬品
への変更不可」欄に署名等を行う方式と
する。 現在は「変更可」の場合に署名。

反対。薬剤の使用感は患者にとって大変
重要な問題である。また薬剤師による剤形
の変更は、医師の処方権を侵害する。

３．剤形は異なっていても同一の先発品と
同等であることが確認されている範囲で、
薬局の薬剤師が、別剤形の後発品に変
更して調剤してはどうか。

後発医薬品使用促進のための環境整備について②－１
（2007.11.9）

本来、後発品を利用するか否かは、医師と
患者が決めるものである。経済誘導には賛
成しかねる。

４．後発品の調剤率が一定以上の薬局を、

重点的に評価。
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現時点では反対。本来は医師が患者に説
明するか、または薬剤師が医師に問い合
わせた上で分割を行うべきである。点数を
つけて誘導すべきではない。

６．分割調剤。

日本医師会の主張・意見中医協での論点

論点１の医師の処方権の尊重が確保され
た上でのこと。ただし、勤務医の負担軽減
財源に回せることも踏まえ、大筋賛成。

５．「変更可」処方せんが数多く交付される
ことが予想されることから、後発品の処方
を促進するために行ってきた処方せん料
の評価を見直す。

後発医薬品使用促進のための環境整備について②－２
（2007.11.9）
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産科医療について（2007.10.5）

産科医療は訴訟リスクも高く、刑事訴追されるケースも出てきて
いる。診療報酬上の評価だけでは対応できない。

日本医師
会の主張・

意見

医療安全対策について（2007.10.19）

厚生労働省「平成18年度医療安全に関するコスト調査業務報
告書」（中医協・医療機関のコスト調査分科会資料, 2007年6月
18日）によれば、病院入院患者の１日当たりコストは406円。現
行は入院初日のみの50点（500円）であり、あまりに乖離してい

る。

患者の医療安全ニーズが非常に高くなっていることも踏まえ、
適正な評価を望む。

日本医師
会の主張・

意見



社団法人 日本医師会 14

平成18年の医療法改正により、平成19年1月1日から療養病床以
外の病床に対する48時間規制が廃止された。

経緯

有床診療所の評価について（2007.11.9）

１．高齢社会にあっては、有床診療所は小規模多機能、あるいは

介護施設との連携医療機関として、その有用性が非常に高まる。

２．地方では、有床診療所が病院に代わる重要な役割を担ってお

り、これを失うことは地方にとってフリーアクセスの崩壊につな

がる。

３．有床診療所の入院基本料（一般病床）は、療養病床の医療区

分１や通所リハビリテーションよりも低い。特に入院8日以上の

評価が下げられたことは問題であり、入院基本料の全体的な底

上げが必要である。

４．夜間でも複数の看護職員を配置しているところは少なくない。

高齢社会にあっては、夜間の手厚い看護はより重要であり、強

化するという意味からも、夜間介護配置の評価を求める。

日本医師
会の主張・

意見


