
財政制度等審議会
「平成21年度予算編成の基本的考え方

について」（2008年6月3日）

に対する日本医師会の見解

2008年6月11日

社団法人 日本医師会

定例記者会見



社団法人 日本医師会 （2008年6月11日 定例記者会見） 1

建議「現在の社会保障給付に係る公費負担のために必要な財源を現世代が負担する税財源で賄
い切れておらず、財政赤字が多額に上っている。」（p10）

税財源の例として、消費税を見てみると、社会保障給付費の国庫負担のうち、基礎
年金、高齢者医療、介護の国庫負担は消費税収で賄うこととされている。消費税収（国
分）は2008年度当初予算ベースで7.5兆円、国庫負担は13.3兆円である。ただし、消

費税は「目的税」ではないので、差額はその他の税収で埋められる仕組みである。

国の税収は、道路特定財源を除いても、社会保障給付費の国庫負担よりも大きい。

しかし、社会保障費だけではなく、地方交付税、公共事業費、文教科学費、防衛費な
どもあるので、全体としては税財源だけでは賄い切れない。逆にいえば、社会保障費
だけのために財政赤字が発生し、債務残高が増加しているわけではなく、社会保障費
だけをターゲットにするのは筋違いである。

財政審建議は、弱者である国民への皺寄せを強いているが、公務員の人件費、経費
の削減、独立行政法人改革などの行政改革が先決である。

目的税：目的税とは、特定の経費に充てることを目的として課される税であって、税法上その使途が特定されている。
原則、税収の範囲内で事業を行う。

福祉目的化：予算総則で使途は決まっているが、不足した場合には、その他の税収で補う。

日本医師会の主張
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消費税収と消費税を充てる経費
－2008年度当初予算－

計13.3兆円

スキマ
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消費税収（国分）は目的税ではないので、必要な費用と消費税収との差額（スキマ）
は、消費税収以外の一般財源で補う仕組みである。

消費税収以外の一般財源は、公共事業費や防衛費ほかにも使われており、社会保
障費だけのために財政赤字を生じているわけではない。

（億円）

2007年度 2008年度

一般会計 所得税 165,450     162,790     
法人税 163,590     167,110     
消費税 106,450     106,710     
揮発油税 21,350       20,860       
石油ガス税 140            140            
自動車重量税※ 7,160         7,150         
その他（含印紙収入） 70,530       70,780       
一般会計　計 534,670     535,540     

交付税及び譲与税 地方道路税（譲与税） 3,044         2,962         
配付金特別会計 石油ガス税（譲与税） 140            140            

自動車重量税（譲与税） 3,580         3,575         
その他 282            292            

国債整理基金特別会計 たばこ特別税 2,138         2,065         
社会資本整備事業特別会計 揮発油税 7,099         6,825         
特別会計　計 16,283       15,859       
合計 550,953     551,399     

道路特定財源（下線部）を除く税収 510,051     511,356     
※は収入の77.5％が特定財源。特別会計の名称は2008年度のもの。

（億円）

2007年度 2008年度

一般歳出 469,784     472,845     
うち社会保障費 211,409     217,824     

構成比 45.0% 46.1%
一般歳出＝歳出－国債費－地方交付税交付金等

国の租税および印紙収入（当初予算ベース）

当初予算

一般会計の歳出
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建議「自助と公助の役割分担（公的分野が関わるべき内容・範囲の重点化）」（p11）

建議「我が国の医療の実態を見ると、諸外国と比較して、病床数が多く、入院日数が長い、外来患
者の受診回数が多いなど様々な課題がなお山積している状況」（p13）

日本では諸外国に比べて、国民所得に対する社会保障給付費が低い。特に医療給付
費は、メディケア（高齢者、障害者向け）とメディケイド（低所得者向け）だけのアメリカより
も低い。

2004年には、対GDP公的医療費もイギリスに追い抜かれた。日本は、保険給付範囲の

拡大を目指すべき状況にある。

社会保障国民会議サービス保障（医療・介護・福祉）分科会でも、述べられているように、
日本は限られた資源の下、世界一の健康を得てきた。これは、十分な病床数、入院期間
に支えられてきたからであるととらえるべきである。

同分科会の骨子案では、病床数が国際標準に比べて長いことが問題視されている。財
政審・建議も諸外国との比較を持ち出している。しかし病床数の多さや、在院日数の長さ
が悪いと決めつけるべきではなく、健康達成度が日本より低い諸外国のシステムを志向
すべきでもない。

日本医師会の主張
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社会保障給付費の国民所得比（2003年）
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*内閣府「社会保障国民会議（第３回）参考資料」から作成。

Ｇ７の対GDP比公的医療費
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「社会保障国民会議第二分科会（サービス保障（医療・介護・福祉））中間とりまとめ 骨子（案）」 （2008年6月5日）より抜粋

p2
○ 世界保健機構（WHO）の「健康達成度」調査（2000年）では、平均寿命や費用負担の公平性な

どから見た結果、日本は世界１位。少ない医師や専門職と医療費にもかかわらず、国民皆保険と
いうシステムの下で質の高い医療を提供。

○ 日本は世界一の長寿国になっているにもかかわらず、国民所得比から見た社会保障の給付水
準は、諸外国と比較して高いとは言えない。

p5
○ 国際標準から見て過剰な病院病床の思い切った適正化
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建議
「「基本方針2006」等で示された歳出改革の方針は、政府全体の方針として閣議決定されたものであ
り、社会保障についても、「基本方針2006」において、「過去５年間の改革（国の一般会計予算ベース
で▲1.1兆円（国・地方合わせて▲1.6兆円に相当）の伸びの抑制）を踏まえ、今後５年間においても
改革努力を継続する」とされている。平成21年度（2009年度）予算においても、これまでの歳出改革
の方針に沿って、更なる給付の合理化・効率化に取り組まなければならない。」 （p11）

現在、全国各地で医療崩壊が現実化している。救急での搬送に時間を要し、産科医療
機関は閉鎖され、高齢者にきびしい医療費の負担増になっている。

今後も、毎年2,200億円を削減するということは、2002年度から2011年度までに、12兆
1,000億円の国庫支出を削減することになる。医療費ベースに換算すると、その削減は、
2002年度からの累計では30兆円以上であり、１年分の医療費に相当する。

日本医師会は全国の医療崩壊を阻止するために、来年度からの予算編成において、毎
年2,200億円の社会保障費削減を止めることを、強く要求する。

日本医師会の主張
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増加分

10年間で12.1兆円の抑制

あるべき国庫支
出の自然増

社会保障費の国庫負担年2,200億円の削減がつづくと、10年間では、そもそもの自然増
に対し累計12.1兆円が失われることになる。

社会保障費の国庫負担 ▲12.1兆円

▲12.1兆円のうち、医療費の国庫負担
は▲7.5兆円（過去の削減額から）

国民医療費のうち国庫負担は25％

10年で国民医療費30兆円（約１年分）
が失われたに等しい（7.5兆円÷25％）
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建議「我が国の医療費は、高齢化の進展等に伴い、毎年度3～4％程度（1兆円程度）増加してい
る。」（p12）

医療費の伸びは、診療報酬改定のない年でも2～3％台に抑制されてる。厚生労働省は、

厚生労働省は過大な医療費推計の下に、医療費を抑制しつづけてきたが、これを反省し、
適切な推計を行うべきである。

金額：兆円

一般 高齢者 計

（75歳以上） 増加額 伸び率

2003年度 17.0 12.1 29.1 0.5 1.9%
2004年度 17.0 12.6 29.7 0.6 1.9%
2005年度 17.2 13.3 30.6 0.9 3.1%
2006年度 17.0 13.6 30.6 0.0 0.0%
2007年度 17.1 14.3 31.3 0.8 2.5%
*厚生労働省「ＭＥＤＩＡＳ　－最近の医療費の動向－」。2007年度は2007年4月～2008年1月分を年換算。

最近の公的医療保険医療費の動向

日本医師会の主張
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建議「高齢化の進展に伴い、公費負担割合の高い高齢者医療費が増大すること等により、公費負
担は給付費の伸びを上回って増加してきており、財政健全化の観点からも、引き続き医療費国庫負
担の抑制が課題となっている。」（p12）

過去には、老人医療費に対する公費負担割合の引き上げも行われた。しかしここ数年
は、一般と高齢者とを合わせた国庫支出はまったく横ばいにすぎない。国民の負担、医療
現場の努力は限界に来ており、これ以上の医療費抑制には耐えられない。

老人保健法の制度改正

　2002年10月以降、5年間で

・公費負担割合を毎年4ポイントずつ引き上げ30％から50％へ

・対象年齢を毎年1歳ずつ引き上げ70歳以上から75歳以上へ

公的医療保険における国庫支出の
最近の推移
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*国の予算書、決算書から作成。2006年度までは決算。

2007年度以降は当初予算。
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国民医療費における公費負担の
割合の推移

28.0

33.0

38.0

1990 1995 2000 2005

（年度）

（％）

*厚生労働省「国民医療費」

日本医師会の主張
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建議「平成20年度（2008年度）においては、（中略）診療報酬（本体）については、病院勤務医の負

担軽減や産科・小児救急等を重点的に評価する観点からプラス改定とされたが、一方で、国民負
担の増ともなっている。」（p12）

建議「 国民負担の軽減の観点から、医療サービス提供コストの縮減・合理化を進めること。」
（p14）

2008年度診療報酬改定では、診療報酬本体は0.38％（医科0.42％）のプラスであった
が、全体では0.82％のマイナスであった。本体のみを取り上げ、国民負担増を強調する

のは、国民負担に名を借りて、さらなる医療費の削減を狙っているからにほかならない。

これまでの合理化は間違っている。療養病床の削減により、医療難民、介護難民を生じ
させた。平均在院日数の短縮化により、在宅に戻った患者の負担が増し、病床数も減少
してさらに行き場を失っている。

合理化が節約や無駄の排除を意味しているのであれば、医療現場は必死にそれを行っ
てきた。しかし、国民の我慢、現場の努力も限界である。

社会保障費の自然増に対する５年間で1.1兆円（地方とあわせて1.6兆円）、年間2,200
億円の削減を撤回しない限り、現在の危機的状況は改善されない。

日本医師会の主張
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建議「今回実施した有識者からのヒアリングでは、（中略）病院や診療所の役割・機能とそれに応じ
た財源の配分といった課題に対し取組を強化していくべき」（p13）

社会保障国民会議の中間とりまとめ骨子案と合わせてみると、急性期病院への資源集
中の狙いがうかがえる。 しかし、地域医療は、病院、診療所の連携によって支えられ
ているものである。そして医療は、急性期から慢性期まで切れ目なく提供されなければな
らない。

地域医療の継続性を担保するためにも、急性期病院だけでなく、地域の医療機関全体
の問題としてとらえるべきである。そして、そのためにも財源の手当ては必須である。

日本医師会は、予算編成における毎年2,200億円の社会保障費削減を止めることを重

ねて要求する。

社会保障国民会議第二分科会（サービス保障（医療・介護・福祉））中間とりまとめ 骨子（案）」 （2008年6月5日）より抜粋

p5「病院部門に対する医療費配分が十分病院の経営を支えることができるものになっているか、「再

投資可能な診療報酬」となっているかなど、改めて検討が必要」
「専門的な医療提供を行う中核的病院（特に急性期病院）を中心に、（中略）人的配置の思い切った
拡充、病院・病床機能に対応した機器設備の充実」

日本医師会の主張
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－先発品の保険給付の見直し

後発品が存在する先発品について、公的医
療保険給付は後発品の薬価の水準までとし、
後発品との差額は自己負担とする仕組みの
導入

－食費・ホテルコストの取扱いの見直し

－高額療養費の見直し

－市販類似薬の保険給付の見直し

－保険免責制の導入

「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）によると、後

発医薬品に全く問題がないわけではなく、後発
医薬品を使用していたとしても、慎重に選択して
使用している可能性が高いことが分かった。

2008年度診療報酬改定において、後発医薬品

の使用促進を図るため、処方せん様式を変更し
たばかりであり、その結果を検証することが先決
である。

公的医療給付の抑制・縮小は、患者の経済力に
より受けられる医療に差を生じさせ、医療給付の
格差拡大につながる

建議「後発医薬品の使用促進については、（中略）
国際的にみて後発医薬品の使用が少ない我が国
においてもより一層の努力が求められる」（p13）

保険免責制は、医療費が小さいほど、患者負担
割合が高くなる。受診抑制や、保険料支払いの
低下にもつながる。限度額の引き上げによって
保険給付範囲を狭め、医療における格差を助長
するおそれも大きい。

過去の

指摘

事項

（今回の
建議の
p70）

日本医師会の主張建 議

財政審・建議は、具体例をあげて保険給付範囲の縮小を主張しているが、それぞれ以
下の理由で反対である。


