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2008年12月22日、規制改革会議が「規制改革推進のための第3次答申」（以下「第3次

答申」という）をとりまとめた。

第3次答申は、医療について、「国家が誤った需要予測の下に供給調整した結果、『政府

の失敗』による医療崩壊が随所に顕在化している」とし、「すべてを国家管理にした上で、
民の知恵を発揮する場を奪った、当然の帰結である」 と述べている。

そのうえで、「消費者の自由を拡大し、『質の医療』を実現するため、官が国民のすべて
を管理しようとするパターナリズムの現れである様々な規制の撤廃をこれからも訴えてい
く」とし、混合診療禁止措置の撤廃もその代表例としてあげている。

このように、患者＝消費者という概念は到底受け入れられるものではない。患者を「消費
者」と扱うことにより、医療提供者が「生産者」と位置づけられ、市場原理の導入という発想
につながるのである。

このほか、ＤＲＧ－ＰＰＳの対象の拡大や、ナースプラクティショナーの導入を検討すべき
としている。しかし、非常に大きな問題があるため、これらの３点について、以下、日本医
師会の見解を述べる。

１．混合診療全面解禁の問題点
２．DRG－PPSの対象拡大についての問題点

３．ナースプラクティショナー導入の問題点
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１．混合診療全面解禁の問題点

総合規制改革会議「中間とりまとめ －経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」

規制改革特区の構想例の「高度先端医療の推進」として「先端的治療に関する『混合診療』の容認」

2002.7.23

規制改革・民間開放推進会議『中間とりまとめ』

「いわゆる『混合診療』を全面解禁すべき」

2004.8.3

総合規制改革会議『規制改革推進のためのアクションプラン・12 の重点検討事項に関する答申』

「『混合診療』の解禁の意義：公的保険だけで国民の医療ニーズを全て賄うのは 早限界。医療技
術の発展も阻害。」

2003.7.15

「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。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２次答申」

「いわゆる『混合診療』の解禁の厳格な監視」

2005.12.21

第３次答申は、「混合診療禁止措置を撤廃することも、消費者の権利を守る一環であ
る」（要約）、「混合診療禁止措置は新しい医療技術の普及をも阻害し、結果、消費者が享
受すべき恩恵が失われるということも惹起する」と述べている。しかし、社会保障は「消
費」ではなく、国民の権利であり、国は日本の国民皆保険を堅持しなければならない。規
制改革会議は、その点を十分認識すべきである。

また、過去の経緯を振り返ると、2006年に、特定療養費が評価療養と選定療養に組み

替えられたところである。
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現在の制度では、評価療養という形で、保険給付と保険給付外の併用が認められて
いるが、現状の課題は、評価療養を検証し、国民に真に必要な医療は可及的すみやか
に評価療養に、さらに保険適用へという流れを強化していくことである。

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（高度医療含む）
・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
・適応外の医薬品の使用
・適応外の医療機器の使用

・特別の療養環境（差額ベッド）
・歯科の金合金等
・金属床総義歯
・予約診療
・時間外診療
・大病院の初診
・小児う触の指導管理
・大病院の再診
・180日以上の入院

・制限回数を超える医療行為

評価療養 選定療養
国民に必要な
医療はここに

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、改善および機動性を高める余地あり。
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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。

日本医師会は、混合診療の解禁について、かねてから次の問題を指摘して
いるところである。
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混合診療が解禁されると・・・
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現 状（評価療養以外） 混合診療が解禁された場合

合理的な理由のある医療等は、保険給付さ
れるのが当然。有効性、安全性が認められた
医療であれば、保険収載を急ぐべき。
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２．DRG－PPSの対象拡大についての問題点

第３次答申は、「診断群別定額払いであるDRG－PPSのほうがDPCより
も有効な場合があるが、日本では15歳未満の鼠径ヘルニアの入院医療に
包括支払方式が導入されているに過ぎず、DRG－PPSの拡大を検討して

いくべきである」（要約）と述べている。
また、「アメリカでは、より直接的に医療の質を評価し、支払いの対象とす

べきとの試みが認められる」（要約）、ともしている。

しかし、DPCについてすら、医療の質向上に寄与したという十分な検証結
果はない。むしろこれまでDPCは、光と影の「光」の部分が強調されすぎて

いる面もあった。医療の質については、なお時間をかけて検証し、慎重に評
価すべきである。



社団法人 日本医師会（2009年1月7日 定例記者会見） 7

たとえば、DPC病院では、治癒率が低下し、再入院率が上昇するという傾向も見られ

る。これが本来の急性期の入院医療であるとの意見がある一方、現場の医師の実感と
しては、「医療サービスの質が低下した」が「向上した」を上回っているという実態もある。

日本医師会は、ＤＰＣ、出来高払いを採用する急性期病院それぞれについて、適切に評
価していくべきであるとしてきたところである。今後も、この方針の下、DPC病院における

医療の質の変化について、適切に検証していくべきであると考える。

治癒率と再入院率―H15年度対象病院―

11.87
13.03 13.62 13.86

8.08

6.52 6.56

5.05 5.00

0.0
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再入院の割合 治癒の割合
（％）

*診療報酬調査専門組織・ＤＰＣ評価分科会「平成19年度『DPC導入の影響評価に関する調査結

果および評価」 終報告概要』2008年5月9日

入院中に提供している医療内容の変化
（医師の回答、主なものを抜粋）

2.0%

5.9%

7.8%

11.5%

14.1%

19.6%

20.0%

20.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

医療サービスの質が向上した

医療サービスの質が低下した

無理な退院や中途半端な退院が増加

した

クリティカルパスの利用が増加した

患者への説明が増えた

コスト意識が高くなった

書類などの事務作業が煩雑になった

入院期間が短縮した

*診療報酬調査専門組織・ＤＰＣ評価分科会「医療の達成度、患者満足度に係る調査」2005年
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規制改革会議の第３次答申は、「アメリカでは、より直接的に医療の質を評価し、支払
いの対象とすべきとの試みが認められる」（要約）とし、アメリカの支払方式（Pay For 
Performance）を目指している。しかし、民間保険主導のアメリカでは、医療市場が拡大

しつつある一方で、効率化重視のあまり無保険者が増大している。

Pay For Performance（P4P）とは（日本医師会「グランドデザイン2007」より）

医療提供のパフォーマンスに応じて診療報酬が変動する仕組み。以下の弊害が指摘されている。
１．医療費の質を向上させる目的であるが、医療費の懲罰的抑制にもなりうる。
２．P4Pを行なっていない病院に対して診療報酬が減額される可能性があり、医療機関のモチベーション低下、

医療機関運営の悪化を招く可能性がある。
３．貧困層の医療機関へのアクセスを制限することでP4Pの成績を向上させようという動きが起きる可能性がある。

対GDP総医療費と米国の無保険者の割合
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*OECD Health data2008, U.S. Census Bureau
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３．ナースプラクティショナーについて

規制改革会議第3次答申は、深刻化する医師不足問題への対応として、医師

と他の医療従事者の役割分担の推進を提言している。その具体的施策として、
「慢性的な疾患・軽度な疾患に対し、看護師が処置・処方・投薬ができる、いわ
ゆる『ナースプラクティショナー』などの導入を検討すべき」（要約）としている。

経済財政諮問会議「基本方針2007」においては、医師と他の医療従事者の間
の役割分担の見直しに関して、「業務範囲、責任の所在等」が併せて明記された。

責任の所在を明確にしないままに、医師不足に名を借りて役割分担だけを先
行させるべきではない。医師の養成数の増加と、これに伴う教育の質の担保を

優先させるべきである。

医師の高度な専門性は、科学的に確立された教育体系に立脚したものである。
「ナースプラクティショナー」の導入は、医療の本質である安全と質の確保に逆

行することになりかねず、容認できない。

医師や医療従事者の資格制度は、医療の安全、すなわち患者の生命・健康を
守るためにあり、その業務は現行法制度のもとに行われるべきである。


