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2007年11月19日、財政制度等審議会より「平成20年度予算

の編成等に関する建議」（以下、財政審建議）が提出された。

財政審の考え方に対する日本医師会の見解は、
「財政制度等審議会での検討に対する日本医師会の見解」

（2007年11月7日、定例記者会見資料）

などに示したとおりであり、なんら揺らぐものではない。

今回は財政審建議を受け、日本医師会として強く主張する点
に絞って、あらためて見解を述べる。



社団法人 日本医師会 2

財政審建議（13頁）：

（基本方針2007では）「「これまで行ってきた歳出改革努力を決して緩め
ることなく、・・・『基本方針2006』に則り、最大限の削減を行う」とされて

おり、この方針に沿って、歳出改革に取り組むべきである。特に、平成
20年度は、診療報酬・薬価改定の年でもあり、国民負担の軽減や公平

の観点も踏まえ、医療を中心に削減努力を行っていくべきである。」

（１）平成20年度予算についての考え

地域医療の崩壊を食い止め、国民の安心を守るため、診療
報酬の引き上げを要望する

詳しくは、「国民が安心できる医療のために－産科・小児科・救急
医療を守る－」（2007.11.21定例記者会見）

日本医師会の主張

１．医療費抑制について
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財政審建議（19頁、要約）： 診療報酬本体の改定率を、賃金や物価の動向か

ら見ると引き続き大きな乖離（3.6％）がある。

日本医師会の
見解

百歩譲って、財政審の土俵に上がるとしても、小泉政
権下から今までの厳しい医療費抑制の間では、診療
報酬の伸びは、賃金（実質賃金）・物価を1.0％下回る。

（１）2007.11.5 財政審資料「社会保障（2）（医療関係）」 （42頁）－1998年を起点とする－

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 累計

人事院勧告
＊1 -1.5% -1.1% -0.2% -2.3% -2.6% 0.0% -0.1% 0.0% 0.7% -6.9%

消費者物価指数 -0.3% -0.7% -0.7% -0.9% -0.3% 0.0% -0.3% 0.3% -0.1% -3.0%

*消費者物価指数は暦年。2007年は1～9月の平均。 ↓

人件費率（5割）・物件費（3割）に基づく加重平均 -4.4%

-3.6%
診療報酬本体改定率 1.9% -1.3% 0.0% -1.36% -0.8% の乖離

（２）人事院勧告ではなく実質賃金で、2001年度を起点に見ると・・・

2002 2003 2004 2005 2006 2007 累計

実質賃金
＊2 -1.9% -0.4% -0.7% 1.0% -0.1% -0.5% -2.6%

消費者物価指数 -0.9% -0.3% 0.0% -0.3% 0.3% -0.1% -1.3%

*実質賃金、消費者物価指数とも年平均。実質賃金の2007年は1～8月の平均。 ↓

人件費率（5割）・物件費（3割）に基づく加重平均 -1.7% 逆転

1.0%
診療報酬本体改定率 -1.3% 0.0% -1.36% -2.6% の乖離

*1 人事院勧告は、事業所規模50人以上を対象とした「民間給与実態調査」を参考にしている。

*2 実質賃金は、５人以上の事業所を対象にした厚生労働省「毎月勤労統計調査」より。

財政審
の主張

01年度
以降の
厳しい
医療費
抑制
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『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）」

（億円）

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 累計

9,400 9,100 9,100 10,800 8,000 46,400

削減目標 -3,000 -2,200 -2,200 -2,200 -2,200 -11,800
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
その他 -200 -750 -437 -1,387
ここまでの小計 -3,000 -2,200 -1,254 -601 -3,490 -10,545

参考 三位一体改革 -2,320 -6,300 -6,707 -15,327
予算額（当初） 182,795 189,907 197,970 203,808 205,739 980,219
*2004～2006年度については、三位一体改革でも国庫負担見直しによる社会保障費の削減が行われているため、合計数は合わない

*出所：参議院厚生労働委員会調査室資料

社会保障費削減一覧（予算ベース）

自然増

削減額の
内訳

これまでの厳しい医療制度改革の下、医療費抑制を強いられて
きたが、もはや限界である。医療崩壊が現実化しつつあることを
踏まえ、「基本方針2007」の記述を尊重すべきである。

医療は削減額
の約6割を担っ

てきた
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財政審建議（11頁）： 「社会保障給付は、高齢化の進展等に伴い、平成18
年度（2006年度）の90兆円から、平成37年度（2025年度）には141兆円」

（２）社会保障給付費の予測について

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012年度
年度 年度 年度 年度 年度 年度 以降

物価上昇率 0.5% 1.1% 1.6% 1.9% 2.1% 2.2% 1.0%

賃金上昇率 2.0% 2.7% 3.1% 3.4% 3.2% 3.2% 2.1%

運用利回り 1.9% 2.6% 3.1% 3.5% 3.9% 4.1% 3.2%

国民所得の伸び率 2.0% 2.5% 2.9% 3.1% 3.1% 3.2% 1.6%

*出所：厚生労働省「社会保障の給付と負担の見通し－平成18年5月－」

厚生労働省の経済前提－Ａケース（並の経済成長）－

上記の金額は、以下の経済前提で計算されている。
一方、日本医師会は、厳しい現状を認識した上で、厚生労働省の経済前提も踏
まえ、物価上昇率0.5％、賃金上昇率0.5％で診療報酬改定要望率を計算した。

詳しくは社団法人 日本医師会「2008（平成20）年度診療報酬改定に向けて 要望書」（2007年10月30日、定

例記者会見資料）参照。

これに対し、財政審は「高すぎる」と指摘した（2007.11.5財政審資料「社会保障
（2）（医療関係）」 57頁）が、厚生労働省の経済前提に問題があるのであれば、

まずその点を是正すべきである。

日本医師会の見解
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財政審建議（79頁）： 「一人当たり医療費の伸び率を「社会保障の給付と負
担の見通し」（厚生労働省 2006年5月）の数値と同じ（一般医療費：2.1％、
高齢者医療費：3.2％）とし、（中略）計算」

（３）医療費予測について

上記の伸び率は、1995～1999年度実績平均である。
医療費抑制により、最近の平均値は一般、高齢者とも1％台もしくは

それ以下であり、上記の伸び率を用いた推計は過大である。

日本医師会の見解

厚生労働省「国民医療費」より （％）

2001年度
2002年度

改定
2003年度

2004年度
改定

2005年度
2006年度

改定
2007年度

診療報酬
改定年を
除く平均

75歳未満 1.6 -0.5 1.5 0.8 2.6 1.9
75歳以上 2.5 -4.6 -1.2 0.7 0.5 0.6

厚生労働省「最近の医療費の動向」より

2001年度
2002年度

改定
2003年度

2004年度
改定

2005年度
2006年度

改定 2007年度*2

診療報酬
改定年を
除く平均

70歳未満 -1.2 0.4 0.9 1.5 -0.8 1.8 1.3

高齢者*1 -3.6 0.8 0.2 2.0 -1.4 2.0 1.6

*1 70歳以上の医療保険適用者。老人医療受給対象となる65歳以上の障害認定を受けた者を含む。

*2 4～7月の平均。

１人当たり医療費の前年度比

未発表

この区分での

公表なし
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財政審建議（14頁脚注5 ）： 「医療費の国際比較については、そもそも

国ごとに制度等が異なっていることに留意する必要があり」

と述べる一方で、

財政審建議（15頁）： 「諸外国と比較して、病床数が多く（諸外国の2～4
倍）、入院日数が長い（諸外国の3～5倍）、外来患者の受診回数が多い

（諸外国の2～5倍） 」と述べている。

２．国際比較について

基本的考えを統一すべきである。
日本医師会は、中長期的には、日本の対ＧＤＰ総医療費（8.0％）を先進国
並み（8.9％）にすることを主張している。
なお、日本は対GDP公的医療費支出で見ても、29か国中15位にすぎない。

日本6.6％。 OECD平均6.4％ （メキシコ3.0％、韓国2.9％を含む平均）

詳しくは社団法人 日本医師会「財政制度等審議会での検討に対する日本医師会の見解」（2007年
11月7日、定例記者会見資料23頁）参照。

日本医師会の見解
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財政審建議（16頁、要約）： 医師不足問題については医療費の抑制が
背景にあるのではないかとの指摘があるが、医師数自体は毎年3,500人
～4,000人増加している。
財政審建議（17頁）： 「勤務医の厳しい勤務環境など」

３．医師不足についての認識

現在までの医師数の増加は、6年以上前（医学部入学以前）に決まってた

ことである。財政審も認めているような勤務医の厳しい勤務環境は、医療
費抑制の結果である。

日本医師会の主張

マクロでは
「偏在」といわれてき

たが・・・

直接的要因

新医師臨床研修制度

医療訴訟の増加と刑事訴追

本質的要因－医療政策の失敗－

１．医療費抑制

２．財源手当を伴わない拙速な制度変更
－財源手当なし

平均在院日数の短縮化等
－財政中立

疾患別リハの算定日数上限
緩和と逓減制の導入等

３．勤務医の低待遇マクロでも不足

ミクロ（現場）
では不足

医師不足
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保険者 政管健保なみ

（　　）内は実績年 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）実績

保険料率
（0/00）

日本医師会も、かねてより、保険者間の保険料率の公平化等を主張してい
るところであり、社会保障という観点から、財政調整に同意する。

１兆円

このほか、標準報酬月額上限の廃止 0.4兆円

４．保険者間の財政調整について
財政審建議（22頁）： 「保険料により調整を行うことが適切である」


