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先月、財政審のいわゆる「11月建議」、経済財政諮問会議の「平成21年度予算編成の

基本方針（案）」が発表された。両者ともに、基礎的財政収支の黒字化目標については、
努力目標にトーンダウンしているが、平成21年度の概算要求基準は堅持するとしている。

財政制度等審議会（2008年11月26日）
成 年度 算 編成等 関する建議

経済財政諮問会議（2008年11月28日）
成 年度 算 基本方針 案平成21年度予算の編成等に関する建議 平成21年度予算の基本方針（案）

プライマリー・バランスの黒字化等の目
標達成に向けた取組を怠ってはならな

基礎的財政収支を平成23年度までに

黒字化させるとの目標を達成すべく努標達成に向けた取組を怠ってはならな
い（p5）

黒字化させるとの目標を達成すべく努
力する（p2）

本年 月 閣議 解された 成 年度 「 成 年度予算 概算要求 当た本年7月に閣議了解された平成21年度
（2009年度）概算要求基準を堅持すべ
き（p7）

「平成21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」（平成20
年7月29日閣議了解）を堅持（p2）

年度 算 「重 課題推進枠 中 師 足対策等を進める方向性も

日本医師会の主張

2009年度予算では、「重要課題推進枠」の中で、医師不足対策等を進める方向性も

示されている。しかし、社会保障全体の底上げを図らなければ、医療崩壊は食い止め
られず、国民の平時の安全は守られない。今こそ緊急事態と認識し、社会保障費抑
制を撤廃すべきである
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制を撤廃すべきである。



財政審が建議している内容のうち、すでにいくつかは、日本医師会が主張してきたとこ
ろである。特に社会保障費、医療費の財源確保のため、以下の４本柱を掲げて活動し
ているている。

日本医師会 財源確保のための４本柱 財政審11月建議

医療保険財政

の改革

－保険料上限の見直し

－保険料率の公平化

被用者保険者間の負担の調整。
2009年度も組合健保等による政

管健保（協会けんぽ）支援。の改革 保険料率の公平化
（p18）

特別会計 積立金等の活用と同時に、決算を
重視し、そもそも剰余金が発生しづ

積立金等の取り崩しは臨時・特
例的な措置 （ 8）の改革

重視し、そもそも剰余金が発生しづ
らい仕組みにすべき。

例的な措置。（p8）

独立行政法人

の改革

さらなる改革の徹底とスピードアップ
が必要

運営費交付金等の財政支出の
抑制を図る （p9）の改革 が必要。 抑制を図る。（p9）

－上記３つの対策と合わせて検討。

－現状での不足額（スキマ）につい

2007年政府税調答申（消費税が

税制における社会保障財源の中

消費税の検討
てもきちんと認識すべき。

－年金、医療、介護を同じ土俵で議
論すべき。

核を担うにふさわしい）に沿って
可及的速やかに対応すべき。既
存の不足額を十分踏まえた上で、
必 な規模を検討
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必要な規模を検討。（p5）



日本医師会はかねてから、一般医療保険における強力な財政調整を提案してきた。
今回の財政審建議のなかで被用者保険者間の保険料率の調整について言及されたことは評価できる。

財政審・11月建議から抜粋財政審 11月建議から抜粋

保険者努力が及ばない要因については、各保険者の自主性・自立性には配慮しつつ、保険料に
よって調整を行うことが適切であり、協会けんぽか健保組合かといった区分ではなく、個々の保険
者の状況に応じ、きめ細やかな調整を保険料によって行うことが、負担の公平を図り、保険運営を
安定させる上 重要 ある （ 18）

共済組合

被用者保険の平均標準報酬月額と保険料率

安定させる上で重要である。（p18）

協会けんぽ 組合健保
共済組合

国家公務員 地方公務員 私学教職員

平均標準報酬月額（千円） 285.2 369.5 415.4 361.8 378.7

保険料率（ ）保険料率（0/00） 82.00 73.90 64.34 73.52 65.20

保険料収入の試算（2008年度見込みでの粗い試算）

*協会けんぽ、組合健保は2008年度見込み。共済組合は2006年度実績。共済は医療給付に相当する短期給付のみを抽出しているものの、医
療以外の給付も行っており完全に単純比較はできない。

協会けんぽ
6.3

組合健保
6.1

共済
1.9現状

合計
14.3兆円

保険料収入の試算（2008年度見込みでの粗い試算）

*共済組合は2006年度実績

保険料率 協会けんぽ
6 3

組合健保
6 8

共済
2 2

合計
15 3兆円

協会けんぽと同じ保険料率にした場合。 ＋1兆円
共済組合は2006年度実績。
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公平化 6.3 6.8 2.2 15.3兆円



医師不足について
大学病院の医師派遣機能の低下の要因は新医師臨床研修制度にあるが 同制度大学病院の医師派遣機能の低下の要因は新医師臨床研修制度にあるが、同制度

が、医師配置の偏在化を通じて、医師不足を顕在化させたことは、日本医師会の調査
からも明らかである*1）。

2008年6月 「安心と希望の医療確保ビジョン」 では 従来の閣議決定に代えて医師2008年6月、「安心と希望の医療確保ビジョン」 では、従来の閣議決定に代えて医師
数を増加させることが明記され、「基本方針2008」 では、医学部定員を過去最大程度
まで増員することとしている。財政審は現在の医師不足を正しく認識すべきである。

財政審 11月建議から抜粋

日本医師会は、医師不足・偏在が顕著な地域および診療分野について
実態調査を行っており、12月中に最終結果を発表する。

財政審・11月建議から抜粋
医師数自体は全体で見れば毎年3,500人～4,000人程度増加していることから、こう

した問題の発生の背景には、むしろ大学病院の医師派遣機能の低下や病院勤務医の
厳しい勤務環境及びそれを背景とした医師の病院離れ（開業医志向）などにより 医師厳しい勤務環境及びそれを背景とした医師の病院離れ（開業医志向）などにより、医師
を適正かつ効率的に配置できていないことが大きな要因の一つ。 （p15）

したがって こうした問題に対応するためには 病院と診療所間の診療報酬の配分のしたがって、こうした問題に対応するためには、病院と診療所間の診療報酬の配分の
在り方や医師の配置等に関する規制の在り方の見直しなど、背景となっている実態一
つ一つに焦点を当てた対応を的確に行っていく必要がある。 （p15）
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*1）「日本医師会 新医師臨床研修制度と医師偏在・医師不足に関する緊急アンケート調査」結果報告（2008年4月
実施）（2008年6月11日，定例記者会見）



医療費について

財政審はいまだに医療費が年3～4％伸びるとしているが 最近では医療費の伸び

財政審・11月建議より抜粋
我が国 療費は 高齢化 進展等 伴 毎年度 程度（ 兆 程度）増加 おり

財政審はいまだに医療費が年3 4％伸びるとしているが、最近では医療費の伸び
はいちじるしく抑制されている。

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）増加しており、
その結果、保険料・税負担といった国民負担も大幅に増大していくこととなる。（p15）

医療費の伸び率医療費の伸び率

3.2 3.1 3.13.2 3.2
4.0

メディアス（医療保険医療費+公費） 国民医療費
（％）

2.1 2.0 2.01.9 1.8
2.0

診療報酬改定の
なかった年の平均

-0.7

0.1

-0.5

0.0
0.0 メディアス 2.9％

国民医療費 2.8％

-2.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

－ あり － あり － あり － あり改定
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*2008年は4～7月の前年同期比



公的医療保険の範囲について
財政審は公的医療保険を縮小しようとしているが 日本の対GDP公的医療費は メ財政審は公的医療保険を縮小しようとしているが、日本の対GDP公的医療費は、メ

ディケア（高齢者・障害者）・メディケイド（低所得者）だけのアメリカより小さい。

財政審が過去の建議において主張している保険免責制も、少額の医療ほど、患者負
担割合が高くなり、受診抑制や、保険料支払いの低下を引き起こすおそれがある。

財政審・11月建議より抜粋

保険料・税で支える公的医療給付については、サービス産業としての総医療費と峻別し、介護
給付等との役割分担も踏まえながら 真に必要なものに給付の範囲の重点化を図ること（ 16）

担割合が高くなり、受診抑制や、保険料支払いの低下を引き起こすおそれがある。

給付等との役割分担も踏まえながら、真に必要なものに給付の範囲の重点化を図ること（p16）

主要国の対ＧＤＰ総医療費（2005年）

8 4

15.2

11.2 10.7
9.9

8 9

15.0

（％）

6 9
8.9 8 2

6 9 6 8 7 1

8.4
2.2 2.5

2.9 2.1 1.1 1.4

8.9
8.2 8.2

5.0

10.0

私的医療費

公的医療費

6.9
8.2

6.9 6.8 7.1 6.7

0.0

アメリカ フランス ドイツ カナダ イタリア イギリス 日本

社団法人 日本医師会（2008年12月3日 定例記者会見）
6

*OECD Health Data 2008 Version: June 2008から作成。四捨五入差があるため、 内訳と合計が合致していないところがある。


