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医療関連40団体で組織する国民医療推

進協議会は 9 日、東京・本駒込の日本医

師会館で「日本の医療を守るための総決

起大会」を開催した。受診時定額負担の

導入と環太平洋連携協定(TPP)参加交渉

などによる医療の市場化に反対し、国民

皆保険を断固として守り続けるとする決

議を採択した。国会議員 33 人を含め約

1,000 人が来場し「頑張ろう」と気勢を上

げた。定額負担導入に反対する署名は 773
万 2801 人分が集まった。 
    原中勝征会長(日本医師会長)は挨拶で

「高額療養費に手当てをしないとならな

いのは十二分に分かっているが受診者か

ら徴収するのは本来の医療保険制度から

離れている」と指摘。TPP については「医

療に関することは手を付けないで交渉し

てほしい」と求めた。開催に協力した東

京都医師会の野中博会長も国民皆保険の

意義を強調し「一致団結して行動しよう」

と呼び掛けた。 
    民主党の鈴木克昌筆頭副幹事長、国民

新党の下地幹郎幹事長、自民党の茂木敏

充政務調査会長ら出席した各党の代表者

が挨拶した。日医の横倉義武副会長が開

催の趣旨を説明した後、署名活動の結果

を報告した。集まった署名は衆参両院の

議長に請願として提出したと説明した。

大久保満男副会長(日本歯科医師会長)と
児玉孝副会長(日本薬剤師会長)が決意表

明を述べた後、日本精神科病院協会の山

崎學会長が決議を読み上げ、採択された。

日医の羽生田俊副会長の掛け声で出席者

が「頑張ろう」と声を上げ、締めくくっ

た。 
「本体 1%の重み考え議論を」 
    総決起大会後には、原中会長、大久保

副会長、児玉副会長が出席し、会見を開

いた。9 日に始まった診療報酬改定をめぐ

る厚生労働省と財務省の政務折衝で、財

務省が示した診療報酬本体を 1%程度引

き下げる提案について、原中会長は「1%
がどれほどの重い意味を持つか政策的な

議論をしてほしい」と述べ、「現場を考え

なければ大きな間違いになる」と指摘し

た。財務省が示した長期収載品の薬価を

10%程度引き下げる提案については児玉

副会長が「反対したい」と述べた。 
 診療報酬改定の方針を問われた質問で

は、原中会長が「今までの削減されてき

た分をプラスして、地域医療を復興させ

る義務が政府にあると主張していく」と

述べた。大久保副会長は、大規模災害の

備えとしても公的医療保険制度の充実が

重要とし「充実した改定率を政府が示す

ことがきわめて大事」と主張した。  
            【MDF】

  
 
 
 
 
 
 
 2012 年度の診療報酬改定をめぐる厚生

労働省と財務省の政務折衝が 9 日、始ま

った。財務省の吉田泉政務官によると、

厚労省に対して診療報酬本体の 1%程度

引き下げを要求。財務省が想定している

12 年度医療費 40.7 兆円を基に計算する

と、薬価の約 5,000 億円(医療費ベース約

1.23%)と医療材料の約 370 億円 (約
0.09%)の引き下げ分を合わせ、ネットで

2.32%程度の引き下げを求めたことにな

る。厚労省側は具体的な数字は示さず、

まずは財務省の提案を持ち帰った格好だ。 
 同日は両省の政務官が折衝した。財務

省は吉田政務官、厚労省は藤田一枝政務

官が出席。非公開で 10 分間程度の短い折

衝となった。 
 折衝後、記者団の取材に応じた吉田政

務官は「提言型政策仕分けの結果を踏ま

え、厚労省に 3 つの提言をした」と説明。

◆本体マイナス 1%程度 
◆長期収載品の薬価 10%程度引き下げ 
◆市販類似薬であるビタミン剤などの取

り扱い─の 3 点を挙げた。 

 財務省が本体 1%下げの根拠にしたのは、

前回改定以降の人事院勧告 (マイナス

1.7%)と消費者物価指数(マイナス 0.5%)
による賃金・物価動向だ。診療報酬本体

のマイナス 1%は「実質、据え置き」(吉
田政務官)との解釈をしている。 
 長期収載品の追加引き下げ 10%の提案

は、薬価調査で後発品数量シェアが

22.8%にとどまったことが背景にある。

13 年 3 月の目標は 30%だが、吉田政務官

は目標期限に達した時点での後発品シェ

アについて「まだ 25%ほどの見込みしか

ない」と指摘。「差額の 5%を先発品を 10%
下げることでカバーしていただきたい」

と語った。 
長期収載品の追加下げで 2400 億円、改

定率 0.59%分 
 財務省によると、10%下げで生まれる

財源は約 2400 億円。しかし、この追加引

き下げ分は「薬価改定とは別枠」(新川浩

嗣主計官)と説明し、前回改定同様、改定

率の計算には含めない方針を示した。 
12 年度の概算要求ベースの医療費は推

計 40.7 兆円で、追加引き下げを改定率に

置き換えれば約 0.59%になる。仮に本体

改定率と長期収載品の追加引き下げが財

務省提案通りとなり、追加引き下げ分も

改定率の計算に含めた場合、ネット改定

率はマイナス 2.91%と 3%近いマイナス

になる。 
 市販類似薬については、保険から外す

ことや、自己負担を引き上げることなど

「いろいろ方法はあるが、現場に混乱が

起きないような格好で検討をお願いし

た」(吉田政務官)という。 
 介護報酬は議題にならなかったが、吉

田政務官は「おそらく引き続きこちらか

ら何らかの提言をして、折衝に入ること

になるだろう」との見通しを示した。 
厚労相は「ネットプラス」 

 こうした財務省の主張に対し、厚労省

の藤田政務官は、救急、産科、小児科、

在宅医療などの現状に目配りをする必要

があるとの考え方を示した。 
「日本の医療再生は、民主党のマニフェ

ストの約束事項であることを踏まえて協

 

国民医療推進協議会                                 平成 23 年 12 月 9 日 

    定額負担反対に 770 万人の署名･･･日臨技から 5名参加 

 

財務省                                        平成 23 年 12 月 9 日 

診療報酬、「本体マイナス 1%」を要求 
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議をさせてほしいと申し上げた」という。

対して吉田政務官は「地方の病院の勤務

医が大変という問題は、総枠の中での重

点配分をお願いしたいと付け加えた」と

述べており、平行線の様相だ。 
 小宮山洋子厚生労働相は同日の朝、閣

議後の会見で「折衝では当然ネットプラ

スを求める考えは変わっていない」と強

調した。 
来週以降、政務折衝は本格化する。   

【MDF】

 
 
 
 
 
 
  
厚生労働省と財務省とが 12月 9日に開

催した、次期診療報酬改定にかかる政務

折衝において配付された資料。 そこで

は、財務省サイドから(1)診療報酬本体は

1％程度引下げるべき(2)先発品の薬価を

10％程度引下げるべき(3)ビタミン剤の一

部について医療保険の対象から外す―こ

となどが要求されている(p2 参照)。  
 (1)については、行政刷新会議の提案型

政策仕分けの指摘(p22-p23 参照)も踏ま

えたものと言える 。 
 財務省では、前回(平成 22 年度)以降の

賃金下落が平均でマイナス 0.85％、物価

の下落が平均でマイナス 0.25％と見積も

り、「今回の診療報酬本体改定率がマイナ

ス 1.0％より上であれば、実質的にプラス

改定」であるとし(p8 参照)、「本体マイナ

ス 1％程度の引下げ」を求めている。  
 そのうえで、「急性期医療など特に負担

の重い分野に重点配分すべき」とも付記

している。  
薬価と医療材料については、薬価調

査・材料価格調査の結果、過去の水準に

照らして、医療費ベースで 1.3％程度の引

下げになると見込まれており(p5 参照)、
合計(ネット)で 2.3％程度の引下げを要求

していることになる。  
 一方、(2)は、後発品の使用割合 30％と

いう目標達成が見えないことから、先発

品の価格引下げによって、目標達成と同

じ効果をあげるべき、との考え方に基づ

くものだ。  
 さらに(3)は、市販品と類似した医薬品

を保険給付対象外とし、国庫負担を縮減

する狙いがある。財務省は、フランスに

おいて薬剤費の患者負担割合が効能等に

よって異なり、ビタミン剤等は全額患者

負担であることに着目している(p21 参

照)。          【m3c】
 
＜資料＞ 
 
P2 

① 政策仕分けの提言、賃金や物価の下落傾向などを踏まえると、診療報酬本体は▲1% 程度引き下げるべき、その上で急性 
 期医療など特に負担の重い分野に重点配分すべき。 

② 「先発医薬品の薬価は後発医薬品の薬価を目指して大幅に引き下げ」という政策仕分けの提言を踏まえ、24 年度に 30% 
という厚労省の目標を前提に考えると、先発薬の薬価を▲10%程度引き下げるべき。 

③ 「ビタミンザ剤など市販品類似薬は、一部医療保険の対象から外すことについても検討すべき」という政策仕分けの提言 
を踏まえ、医療現場で混乱が起こらないようにしつつ、ビタミン剤の一部について医療保険の対象から外す方策についてお 
示しいただきたい。 

 
P22                      P23 
 

  
 
 

 

財務省                                      平成 23 年 12 月 12 日 

厚生労働省と財務省、政務折衝本格化 
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P8 

   
P5 

      
P21 
                   諸外国における薬剤費負担 
【先発品・後発品の取り扱い】 
 
○ フランスでは、一部の医薬品(外来)の償還額は後発医薬品を基に設定され、それを上回る部分については患者負担(2004 年～)。 
○ ドイツでは、外来薬剤費の 1 割を患者が負担することとなっているが、これに加え、薬剤費が参照価格を超過する分について 
 も患者が負担。 
 

【薬剤費の負担割合】 
 
○ フランスでは、薬剤(外来)の内容によって負担割合を変更。 

  ・代替性のない重要薬         ：  0% 
  ・ほとんどの治療薬          ： 35% 
  ・胃薬など、軽治療薬         ： 65%  (2011 年 5 月以降 70%) 
  ・再評価で有効性が乏しいとされたもの ： 85% 
  ・ビタミン剤等            ： 100% 
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中医協・DPC 評価分科会(分科会長＝小

山信彌・東邦大医学部教授)は 9 日、次期

診療報酬改定に向け、地域医療への貢献

などを評価する「地域医療指数」を含む

既存 6 項目の機能評価係数Ⅱの見直しに

関する分科会案をまとめた。14 日の次回

分科会では、中医協総会への中間報告の

文案について議論する方針だ。 
 この日の提案では、機能評価係数Ⅱの

中で「地域医療指数」については、次期

改定で地域医療計画等での一定の役割を

10 項目で評価する。これによって病院群

の役割や機能の違いに着目した機能分化

を促進する仕組みが導入される。例えば

「脳卒中地域連携」の項目については、

大学病院本院群、高診療密度病院群では

「地域連携診療計画管理料を算定した患

者数」と「医療資源病名が脳卒中に関連

する病名(例えば脳梗塞など)の患者数」の

比率で実績評価することを提案。その他

病院群では「地域連携診療計画管理料」

「地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)」ま
たは「地域連携診療計画退院時指導料

(Ⅱ)」を算定している患者数と医療資源病

名が脳卒中に関連する病名(例えば脳梗塞

など)の患者数の比率で実績評価。大学病

院本院群、高診療密度病院群に連携計画

管理の役割をより重点的に求めている。

「救急医療」の項目では、大学病院本院

群、高診療密度病院群では救命救急セン

ターの指定を重点的に評価する。その他

病院群は、2 次救急医療機関で病院群輪番

制に参加している病院などを評価し機能

分化と連携を評価している。こうして 10
項目の実績評価を積み上げ、7 ポイントを

上限として評価する。 
 地域医療指数の中に新設する「定量評

価」は、所属医療圏で発生した患者数に

占める自院患者数の比率で評価する。大

学病院本院群と高診療密度病院群では、

所属地域での患者数とその 3 次医療圏で

発生する患者数の比率で評価する。DPC
対象病院に入院した患者のうち、小児(15
歳未満)と 15 歳以上に分けて評価する。 
 地域医療指数に投入される財源は、体

制評価に 2 分の 1、定量評価の 15 歳未満

と 15歳以上にそれぞれ 4分の 1ずつ配分

する予定だ。 
これらの提案に対して樫村暢一委員(手

稲渓仁会病院副院長)は、「脳卒中地域連

携」などについて「(大学病院本院群、高

診療密度病院群で)地域連携診療計画管理

料を算定していること自体はポイント評

価にしないのか」と質問。厚生労働省は

「連携体制については施設基準だけでは

評価しない」と回答した。 
 一方、三上裕司委員(日本医師会常任理

事)は、高診療密度病院群の実績要件であ

る「医師研修機能」「高度な医療技術の実

施」「重症者診療機能」の 3 要件の中で、

医師の初期研修機能について「福島県で

初期研修医の受け入れが減少しており、

配慮してもらいたい」と要望した。厚労

省保険局医療課の迫井正深企画官は「東

日本大震災の影響への一定の配慮をすべ

きことは認識している。基準自体の緩和

を図ることは、なかなかなじまないので

はないか」との感触を示した。 【MDF】

 
 
 
 
 
 
 
消費税増税を柱とした社会保障と税の

一体改革大綱素案の年内策定に向け、政

府、民主党は 12 日から集中討議に入る。

だが社会保障改革で国民の負担増となる

政策に異論が続出し既に作業が遅れてい

るのが実情。消費税増税反対派議員らの

動きも活発化しており、素案決定は越年

との見方も出始めた。 
 素案作成作業の中心は、政府は藤村修

官房長官や安住淳財務相らによる関係 5
閣僚会合、民主党は一体改革調査会(会
長・細川律夫前厚生労働相)と税制調査会

(会長・藤井裕久元財務相)の合同会議とな

る。 
 12 日以降、合同会議はほぼ連日総会を

開く予定で、5 閣僚が示す社会保障改革案

骨子を基に16日までに社会保障改革案を

事実上決定。19 日からは税制改革の議論

に移る予定だ。 
 当初は 23 日にも素案を決定する予定だ

ったが、社会保障論議の遅れで年末への

ずれ込みは必至。ただ年末には 2012 年度

予算編成や野田佳彦首相の中国、インド

訪問がそれぞれ検討されている。このた

め一部には日程の窮屈さや反対派への配

慮から越年せざるを得ないとの声も漏れ

始めた。 
 社会保障改革協議での焦点は、国民の

負担増となる医療、年金の政策の是非だ。

特に(1)外来受診時に 100 円程度を上乗せ

する「受診時定額負担」(2)70～74 歳の患

者窓口負担割合の１割から２割への引き

上げ(3)本来より 2.5%高い公的年金支給

の「特例水準」解消-の 3 点で主に意見が

割れている。 
6 月に決めた一体改革政府与党案では

こうした「効率化策」で財源を捻出し、

高額療養費軽減策の拡充など「充実策」

に充当するとされていたが、党内では負

担増見送りを求める声が大勢。 
 それでも政府、党幹部には「増え続け

る高齢者の社会保障費を抑制しなければ、

持続可能な制度にならない」との意見も

根強く、厳しいやりとりが続きそうだ。 
 消費税増税が中心となる税制改革では

(1)税率 10%に向けた段階的な引き上げ時

期と幅(2)増税の前提となる「経済状況の

好転」の定義の仕方(3)低所得者ほど負担

感が大きい「逆進性」の対策-が主な論点

となる。 
 党内では「景気回復や行財政改革を優

先するべきだ」として、小沢一郎元代表

支持グループらが署名集めや勉強会を実

施。増税時期や幅の表現を曖昧にするこ

とや経済状況好転の経済指標を厳格にす

ることで、事実上の増税先送りを狙って

いる。 
 政府側は増税実施を目指し、経済指標

はあくまでも「参考」にとどめ、リーマ

ン・ショックのような極度の景気後退局

面のみ増税実施を延期する「凍結条項」

を設ける方向で理解を求める。 
 逆進性対策は、党内には食料品など生

活必需品の税率を低く抑える「軽減税率」

導入を求める声が多い。ただ政府、党幹

部は否定的で、低所得者を対象に税金の

還付や給付金の支給を行う「給付付き税

額控除」の導入が浮上している。【m3c】

 
 
 
 

 

政府・民主党                                   平成 23 年 12 月 12 日 

社会保障と税、負担増で調整難航 

 

DPC 分科会                                     平成 23 年 12 月 10 日 

機能評価係数Ⅱの分科会案まとまる 
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厚生労働省の「看護師国家試験におけ

る母国語・英語での試験とコミュニケー

ション能力試験の併用の適否に関する検

討会」(委員長：中山洋子・福島県立医科

大看護学部教授)は 9 日、現在日本で経済

連携協定(EPA)に基づいて受け入れを行

っている外国人看護師候補に対する母国

語や英語での看護師国試実施について議

論した。委員からは「日本語で試験を実

施すべき」との意見が大勢を占めた。 
 現在、インドネシアとフィリピンから

EPA に基づいた看護師候補者を受け入れ

ており、2008～11 年で 572 人が来日。そ

のうち就労・研修中が 394 人、雇用契約

終了・帰国者が 112 人、看護師国試合格

者は 19 人にとどまっている。また、今後

ベトナムからも受け入れることが10月の

両国首脳会談で確認されている。 
 EPA 看護師候補者の看護師国試受験に

当たっては、11 年 2 月の第 100 回看護師

国試から、難解な漢字への振り仮名付記

や疾病名の英語併記などの対応を実施し

ている。 
 今回の検討会設置は、政府の「成長戦

略工程表」や「EPA に基づく看護師・介

護福祉士候補者の受け入れ等についての

基本的な方針」で、看護師国家試験での

コミュニケーション能力、母国語・英語

での試験実施について「適否を検討する」

とされていることを受けたもの。関係団

体からのヒアリングや国民からの意見募

集などを行った上で、来年 3 月にも取り

まとめたい考えだ。 
 同日の検討会で、委員からは母国語や

英語での試験実施に対し否定的な意見が

多く上がった。母国語や英語で看護師国

試を実施し、日本語能力が不十分なまま

看護師となった場合について、「看護記録

の記載は日本語以外となるのか。他の看

護師は日本語以外で記載された看護記録

を読めるのか。現実的でない」「看護記録

など開示が前提。患者と共有できない(言
語)は難しい」「医療安全は『確認』が重要。

それも記録での確認。正しい読み書きが

できることを担保すべき」など、日本語

能力が不十分なままでは医療安全や情報

開示の点で問題があるとの指摘が相次い

だ。このほか「患者の主訴が理解できな

い可能性や医師の指示を拾えない可能性

もある」とした意見もあった。 【MDF】

 
＜参考＞  経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師候補者の受け入れと看護師国家試験の概要＜厚生労働省＞ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xy3p-att/2r9852000001xy6o.pdf 
 
 
 
 
 
 
厚生労働省が 2 年ごとに実施している

「医師・歯科医師・薬剤師調査」の 新

集計によると、2010 年末時点で保健所に

届け出のあった全国の薬剤師数は、前回

から 8,766 人増加して 27 万 6,517 人とな

った。薬学 6 年制への移行期を反映し、

近年 4%台後半から 6%で推移していた伸

び率は 3.3%と低水準にとどまったが、医

師の 2.9%増、歯科医師の 2.2%増を上回

る伸びを見せている。 
薬剤師の就業先は、薬局が全体の

52.7%と も多く、病院・診療所が 18.8%、

医薬品関連企業が 17.1%、大学が 2.7%を

占める。 

 薬局薬剤師は毎年増加しており、00 年

の 1.5 倍まで拡大したが、病院薬剤師は

概ね横ばい状態で、この 10 年間で 1 割弱

しか増えていない。また、大学の薬剤師

のうち大学院生・研究生は、6 年制教育が

始まった影響で前回２年前に比べると約

4 割減少。企業の薬剤師では販売業の従事

者が前回から減った。 
 薬局と病院・診療所で働く薬剤師を男

女別に見ると、男性が 6 万 5,648 人、女

性が 13万 1.968人で女性が 6 割を占める。

特に 40-50 歳代は女性が 7 割と多い。 
 また、人口 10 万対の薬剤師数は 215.9
人で、前回から 6.2 人増加している。薬

局と病院・診療所の薬剤師の人口 10 万対

数は 154.3 人で 8.6 人増え、都道府県別だ

と徳島の 196.7 人、東京の 189.9 人、兵

庫の 178.5 人が多く、福井の 117.1 人、

沖縄の 119.7 人、青森の 120.9 人が少な

い。 
医師数は、総数 29 万 5,049 人、人口

10 万対 230.4 人だった。このうち病院・

診療所の医師は 28 万 431 人、人口 10 万

対 219.0人で、診療科別では内科が 22.1%
で も多く、整形外 7.1%、外科 6.0%が

続く。  【m3c】

 
 
 
 
 
 
 
厚生労働省によると、11 月 28 日～12

月４日のインフルエンザ定点当たり報告

数は 0.57 で、前週(0.29)より増加し 9 県

で流行指標(1.00)を上回った。患者報告数

は 2781 人だった。 
定点当たり報告数を都道府県別に見る

と、宮城の4.10が も多く、三重の2.86、
愛知の 2.33、沖縄の 2.09、岡山の 1.88、
山口の 1.29、鳥取の 1.24 と続いた。38
都道府県で前週よりも報告数が増加した。 

 今シーズン初めて注意報レベル(10.00)
を超えた保健所地域が宮城と愛知で 1 ヵ

所ずつあった。 
インフル患者 851 人で学級閉鎖が増 

 インフルエンザ様疾患発生報告(学校報

告)によると、同週のインフルエンザ患者

は 851 人で前週(275 人)より増加した。学

年閉鎖などの措置を取った施設は、学年

閉鎖が 6 校、学級閉鎖が 52 校で、休校は

ゼロだった。学級閉鎖は前週の 20 校から

大幅に増加した。 
31 人がインフルで入院 

 同週のインフルエンザ入院サーベイラ

ンスによると、全国の基幹定点医療機関

へ入院したインフルエンザ患者数は31人
だった。入院時の状況は、ICU 入室が 4
人、人工呼吸器の使用が 2 人、頭部の精

密検査実施が 2 人だった。  【m3c】

 
 

 

厚生労働省・看護師国家試験検討会                         平成 23 年 12 月 9 日 

国家試験は「日本語で」 

 

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」                     平成 23 年 12 月 9 日 

薬剤師の増加、医師上回る 

 

厚生労働省                                     平成 23 年 12 月 9 日 

インフルエンザ定点･･･9 県で流行指数を上回る 


