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＊2007年12月26日定例記者会見で配布した資料から一部変更したものを掲載しています。
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１．いわゆる「混合診療」の見直し

規制改革
２次答申

混合診療の禁止措置は原則廃止されるべき

当会議はいわゆる混合診療問題を引き続き 重要課題と位置付
け、今後も、厚生労働省による原則禁止措置が続く限り、このスタ
ンスを変えるつもりはない

先進医療に係る（中略）薬事法承認の要件を解除

国内未承認の薬物・機械器具を用いた先進的な医療技術に関す
る保険診療との併用を認める枠組みを創設

日本医師会の見解
ｰ混合診療解禁は、大枠として認めるべきではない。
ｰ有効性、安全性が確認された医療は個々に検討し、普遍的な医療は
必ず保険適用するということを国民に保証すべきである。
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混合診療にかかわる２つの問題

医療技術

保険医は、特殊な療法又は新しい療法等について
は、厚生労働大臣の定めるもののほか行ってはな
らない。（第18条）

医薬品
保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬
物を患者に施用し、又は処方してはならない。（第
19条）

療養担当規則

あくまでも保険医に対する制限。たとえば患者自らが、保
険で給付された薬と市販薬を併用するのは自由。

公的医療保険下では、「医療技術」「医薬品」の２つに制限がかけられている。



社団法人 日本医師会 42007/12/26

混合診療をめぐるこれまでの主な経緯

「いわゆる「混合診療」問題に係る基本的合意」厚生労働大臣・規制改革担当大臣

－国内未承認薬の使用について／先進技術への対応について／制限回数を超え

る医療行為等

2004.12.15

－特定療養費を「評価療養」と「選定療養」へ組み替え。

－治験中の国内未承認薬を評価療養へ。

治験後、保険収載を求めるかどうかはメーカーの判断。

→ニーズの高い新薬が保険外のままとなるおそれも。

2006.10.1

規制改革・民間開放推進会議 規制改革・民間開放の推進に関する第１次答申

－混合診療の全面解禁見送り

2004.12.24

規制改革会議 規制改革推進のための第２次答申

－混合診療の全面解禁見送り

2007.12.25

財政制度等審議会『平成１７年度予算編成の基本的考え方について』

「いわゆる混合診療、差額ベッド等限定的に認められている特定療養費の抜本的
拡充（先発薬の使用等）」

「医薬品等に係る保険適用の見直し（市販類似医薬品等）」

2004.5.17

アメリカ通商代表部『規制改革要望書』

「医療機器・医薬品に関する薬事規制と償還価格の問題を引き続き解決する努力
を活発に行うこと」 承認のスピードアップと自由価格販売を求める→市場拡大

2004.10.14

医薬品保険外し
の第一歩
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日本の公的医療保険とは

「フリーアクセス（いつでも、どこでも、誰でも）「国民皆保険」「現物給付」

規制改革会議委員も言うように
「保険を破たんさせないためには、少数にしか効かない治療や、副作用が
甚だしい薬品に保険を給付してはならない」（2007.11.28読売新聞）

一方で、個別例外的な医療が必要な人もいる。その部分だけ自費にして、
全体のうちの残りは保険給付すべきという意見もある。

日本医師会の見解
－合理的な理由の下に国民にとって真に必要な医療は、保険給付されるべき。
－混合診療の解禁は、公的保険範囲の縮小につながるおそれがある。
（公的保険に組み込もうというインセンティブが働かなくなる。特に医薬品）
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混合診療解禁の問題点

（１）保険外診療は、事前に有効性、安全性が認められていないために保
険外となっているものである。これを保険と併用し、なんらかの問題が
発生した場合、患者にとって不利益となるばかりか、公的保険の信頼性
が損なわれる。

（２）「混合診療」が解禁され、新しい医療技術等は自己負担という流れが
できると、新たな医療技術等を保険下に組み入れようとするインセン
ティブが働きにくくなり、その結果、公的保険給付範囲が縮小する恐れ
がある。

（３）混合診療が解禁された場合、「全額自己負担」は、「保険診療の一部
負担＋保険外診療の自己負担」になる。しかし、すべての国民に、保険
外診療の自己負担が可能なわけではない。逆に保険給付範囲が狭
まった場合、保険外となるものが出ることも予想され、所得の少ない国
民にとっては負担増となる。
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足下の課題は、評価療養の検証である

安全性や有効性の観点から
保険導入のための評価を行うもの

患者の選択に任せるべきであり、
保険導入が前提とならないもの

・先進医療
・医薬品の治験に係る診療
・医療機器の治験に係る診療
・薬事法承認後で保険収載前の
医薬品の使用

・薬事法承認後で保険収載前の
医療機器の使用

・保険収載医薬品の適応外使用

・特別の療養環境（差額ベッド）
・予約診療
・時間外診療
・200床以上の病院の初診
・200床以上の病院の再診
・180日以上の入院

・制限回数を超える医療行為
・歯科の金合金等
・金属床総義歯
・小児う触の指導管理

評価療養 選定療養
国民に必要な
医療は先ず

ここに入るべき

厚生労働省・先進医療専門家会議で、医療技術の科学的評価

ほぼ月１回開催。国民・患者へのわかりやすい説明など改善の余地あり。
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混合診療解禁論の背景

公的医療費抑制
＝国庫支出抑制

ビジネスチャンスの
拡大（民間保険活用）

所得に関係なく同じ
医療を受けたい＊

＝平等・公平の担保

○国庫支出の抑制と「医療費」
拡大の両立

○公的保険給付範囲の縮小（保険外し）
⇒自由診療の拡大

政府（内閣府・財務省）

経済界

国 民

双方の利害を一致させる方法

○患者の差別化の発生
○不公平・不平等の発生
⇒秩序の崩壊
⇒公的医療保険の危機

○患者の差別化の発生
○不公平・不平等の発生
⇒秩序の崩壊
⇒公的医療保険の危機

民意の否定

＊国民の72.1％が所得に関係なく同じレベルの医療を受けられる仕組みを支持
（第２回 日本の医療に関する意識調査（2006.12 日医総研ワーキングペーパー№137）
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現物給付から現金給付への流れの加速

混合診療は、わが国の優れた保険システムである「現物給付」から「現金給付」への流
れを加速させる。

混合診療解禁に伴う保険者等の動向
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あるべき対応

１．保険外併用療養費制度の秩序ある運用（附帯決議＊の尊重）
－新たな医療技術等に対する安全性、有効性の迅速な検証体制の構築
－保険外併用療養費の無制限な拡大への歯止め（民間療法、代替医療等
の排除）

２．保険適用の迅速化
－安全性、有効性に加え、普遍性のあるものの速やかな保険適用（ルールの確立）

＊参考
「新たな保険外併用療養費制度においては、医療における安全性・有効性が十分確保されるよう
対処するとともに、保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切な配慮をすること」
（2006.6.13参議院厚生労働委員会「健康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を

提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」より）

公的医療保険の拡大・充実

国民の安心感の醸成
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２．医師と他の医療従事者のそれぞれの役割分担の見直し

即効性のある対策が不可欠

医師が行うこととされている医療行為のうち、看護師など医師以外
の医療従事者でも実施可能なものについては、積極的に実施

ナースプラクティショナーなどの職能の導入が必要

訪問看護等における医師の事前の指示に基づく看護師による薬
の投与量の調整、正常分娩における助産師の活用、訪問介護員
等による経管栄養の取扱い、介護施設内における介護福祉士や
ヘルパーによるたんの吸引等

医師と他の医療従事者間の役割分担の見直し（業務範囲、責任
の所在等）について、平成19年中に一定の結論を得る。

日本医師会の見解
－「基本方針2007」にもあるとおり、責任の所在をどうするかがきわめて

重要。看護職員等の業務範囲の拡大ありきであってはならない。
－勤務医負担増の主要因のひとつは事務作業の増加にある。

規制改革
２次答申

基本方針
2007
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よりよい医療を実践するための改革や環境整備

-病院医師、診療所医師-(複数回答)

42.6%

9.7%

14.4%

31.7%

10.6%

27.1%

67.8%

65.4%

52.3%

29.4%

36.3%

37.0%

40.2%

51.9%

57.6%

58.6%

67.7%

69.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

診療報酬支払い制度の効率化

組織の体制や病院の管理体制

の見直し

コメディカルの業務分担の強化

教育や研修の強化

自院の医師の増員

医師を援助する専門技術者

(コメディカルスタッフ)の増員

国民の医療への不信をなくし、

国民と医師の信頼関係を向上さ

せる

診療報酬の増額

医療行為以外の業務軽減

病院医師(N=684)

診療所医師(N=575)

*（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

中医協・基本問題小委員会
（2007.11.2）

メディカルクラークについての議論

医師の事務作業を支援する事務職
員の人員配置について診療報酬上
の評価を検討してはどうか。

医師が行う事務的作業の軽減には
異論はない。

ただし、医師の仕事を補助するため
には守秘義務や豊富なキャリアが
要求されるので、安易な人員配置
は、かえって現場に混乱を招く 。

日本医師会の見解
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３．医療従事者の派遣拡大

規制改革
２次答申

できるだけ限定条件をつけることなく、医療従事者の派遣労働を可
能とするべく検討し、結論を得るべき。

これまでの経緯
・反対意見：チーム医療においてスタッフ、患者とのコミュニケーションが取りにくい

・2004年、医師、紹介予定派遣に限って容認
・2006年、医師、へき地等を含む市町村の病院等への派遣について解禁
・2007年、都道府県自らが設置する医療対策協議会の協議を通じた医師派遣解禁

（派遣元は医療機関のみ）

現在の日本医師会の見解

－チーム医療の質が維持・向上されることが大前提
－医師も看護職員なども、不足は明らかであり、絶対数の確保が必須。
世の中も派遣よりも、正規雇用を求める動きが強くなっている。
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４．包括払い・定額払い制度への移行の促進

規制改革
２次答申

一入院当たりの包括的・定額払い制度の試行を次期診療報酬改定
において導入すべき（現在は１日当たり）

DPCの意味合いについての日本医師会の見解
－DPCは患者分類のデータ分析目的では意味もある（もちろん出来高でも分析は可能）。しかし、
「DPC＝包括払い」となったため、在院日数の無理な短縮等を招いた。

－出来高では過度な医療が行われるというが、DPCでは必要な医療が実施されないおそれもある。

－特定機能病院は、民間病院とは異なる土俵、たとえば包括払いで評価すべきことが目的であった。
したがって、必ずしもDPCである必要はなかった。

日本医師会は2007年12月12日の中医協・基本小委で、以下の点をあらためて確認。
１．DPCはあくまでも支払方式の選択肢のひとつであり、急性期病院の要件ではないこと。

２．今後も、出来高払いを採用する急性期病院を適切に評価すること。
３．２年後にむけて、急性期病院の診療報酬のあり方について、新たな議論を開始すること。
４．具体的なルールが決まるまでの間、準備病院だけでなく、対象病院であっても、自主的

DPCを辞退することができるようにすること。

５．軽症の急性期入院医療も含めることで合意されているが、これについてはルール等の
見直しが行われるまでの「暫定措置」であること。
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５．レセプトオンライン請求化を踏まえたレセプト審査の質の向
上、医療費分析の推進

（規制改革２次答申）
－レセプトオンライン請求化の目的は、業務の効率化によるコストの劇的な削
減と、審査の質の向上

－審査の質の向上とは、電子的データの収集・蓄積・分析によるＥＢＭの推進
を通じて医療そのものの高度化に貢献すること

－傷病名とそれに対応する医療行為の対応関係を明らかにし、かつ一般にも
公開

日本医師会の見解
－第一に営利目的で活用しないことを担保すべき。
－仮に、公益目的に限って営利企業でなないところにデータの提供を行
うとしても、その使用方法等を限定し、守秘義務を厳密に守る仕組み
が必要。
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６．介護保険関連

指定事業所の基準の見直し
－事業者の指定要件である人員、設備、運営に関する基準が厳格
かつ画一的に運用されるあまり、本来活かされるべき事業者の創
意工夫を阻んでいるとの意見が多くある

－現行の配置基準の妥当性について検証し、結論を得るべき
－近隣の事業所間での配置数の合算や一時的な兼任を認める

日本医師会の見解：介護保険は、当初から株式会社等の参入が認められたが、現
実に不正請求事件も発生している。事業参入に際して、適切な事業者を選定するた
めの一定の規制は不可欠。安易に緩和すべきではない。

規制改革
２次答申

規制改革
２次答申

介護サービス情報の開示の促進
－利用者の選択に資するという観点から、公表項目の見直しを進めるべき
－各地方公共団体における評価制度の実施状況等の調査結果を踏まえ、
選考事例の紹介や自治体間の意見交換を行うことにより、第三者評価制
度の活用を促進すべき

日本医師会の見解：サービス利用者が情報を見分けることは困難。サービス利用
者にとって何が有用な情報かをじっくり検討することが先決である。


