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８月８日 在宅医療の推進には回復期リハビリの充実が必
要との観点から, 回復期リハビリテーション病棟
に患者改善度の導入を検討｡ (中医協総会)

８月29日 舛添厚労相)
社会保障費の自然増2,200億円の圧縮は, ①薬価

改定, ②後発医薬品の促進, ③被用者保険の財政
調整で臨むと説明｡ (専門紙各社との会見)

８月30日 宮島総括審議官)
社会保障費の自然増2,200億円の圧縮は, 保険者

間の財政調整で行い, 患者負担増, 診療報酬マイ
ナス改定はしないと言及｡

連合)
厚労省の被用者保険の財政調整の提案に対し,

政管健保の国庫負担肩代わりは断じて認めないと
の声明を発表｡

◆社会保障審議会医療部会

９月14日 改定検討項目を提示

初・再診料は地域の役割を踏まえて評価｡ ｢後期高齢者の診療報酬体系のあり方について｣ と
題する日医見解を発表－開業医の地域活動を診療報
酬で評価するよう指摘｡

平成20年度診療報酬改定の論点

平成20年度診療報酬改定に向けて, 中医協における具体的な議論が始まっているところであるが, ８月に中医協に示された改定スケジュール(案)では,

年末を目途に, 内閣において改定率が決定され, 年明けには社会保障審議会において策定された基本方針に基づき厚労大臣の諮問が行われ, ２～３月に

かけて答申されることになる｡

これを受けて中医協では, 10月以降, 診療報酬基本問題小委員会を週２回のペースで開催しており, 支払側と診療側による論戦が熱を帯びてきている｡

そこで本号では, 現在までの論点を整理すべく, 中医協における厚労省および日医の動きを中心にその内容をお知らせする｡
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10月29日 社会保障費2,200億円の圧縮策のひとつである被用者保険間の財政調整について審議

支払側)
保険者努力の減退等を理由に反対を表明｡
公益側)
財政調整による格差是正に賛意, 厚労省案に支

持表明｡

勤務医の負担軽減について

勤務医の負担軽減を図るためには, 初・再診料
の見直しが必要｡

勤務医の負担軽減には新たな財源を充当すべきで
あり, 財源確保のための診療所の初・再診料の引き
下げには反対｡ ｢財政中立｣ ではなくプラス改定が先
決｡

◆中医協・診療報酬基本問題小委員会

10月３日 勤務医の負担軽減, 勤務医個人の苦労に報いる手当に言及

①小児入院医療管理料を充実｡

②７対１入院基本料への看護必要度を導入｡

①小児専門病院への偏重を危惧した上で, 初期医
療外来への対応も併せて議論することを提案｡
②７対１入院基本料の導入により, 一般病棟入院
基本料算定医療機関, 病床数がともに減少して
おり, 地域住民が医療を受ける機会を奪われて
いると指摘｡

10月５日 ハイリスク分娩管理加算の対象拡大等, 産科の評価拡大で一致

10月17日 患者視点の重視(①), 後発医薬品(②, ③) の使用促進について議論

①400床以上の病院は, 患者が求めた場合に限り,
明細書の発行を義務付け (実費徴収可)｡
②諸外国に合わせて, 変更不可の場合にチェック
する処方せん様式に変更｡
③銘柄処方の後発品は処方医に疑義照会なくても
変更可｡

①義務化には反対｡

②現場の混乱を考慮し, 度々の変更に反対｡

③処方権の侵害｡

支払側)
①明細書の発行は無償で提供すべき｡

公益側)
③処方権の侵害には該当しない可能性を指摘｡ 患
者の利益を守る意見には理解｡
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10月19日 医療安全対策に係る評価等を議論

薬剤管理指導料はリスクの高い薬剤 (抗がん剤
等) の服薬指導に手厚い評価｡ 医療安全対策加算の引き上げおよび算定要件も

緩和｡

10月26日 後期高齢者医療の在宅医療についての評価の見直し等について協議

①後期高齢者の在宅医療について, 後方支援病院
への円滑入院を評価｡
②24時間対応できる訪問看護の評価の充実｡
③居住系施設への外部からの医療提供を診療報酬
で適切評価｡

10月31日 地域医療(①), 画像診断(②), 処置(③)等について審議

①地域連携パスの対象疾患に脳卒中を追加｡ 複数
医療機関による連携パスの共有も評価｡
②デジタル映像化処理加算を廃止し, フィルムレ
ス加算へ｡
③患者でも可能な処置等は初・再診料に包括｡

11月2日 勤務医の負担軽減策(①, ②), 後期高齢者医療(③, ④)について協議

①診療所の初・再診料を引き下げ, 夜間診療を評
価へ｡
②入院時医学管理加算を充実｡

③後期高齢者の外来主治医の包括評価｡

④後期高齢者に係る初診料の引き上げ, 再診料の
引き下げ｡

⑤外来管理加算に患者への説明や指導に要する時
間の要件を設定｡

①技術料引き下げは論外｡

②大病院の外来縮小, 中核病院の入院機能の評価
は, 医師の集約化, 拠点化を促し, 看護師の７
対１問題が医師へ波及することに危惧｡

③主治医を手上げ方式によって診療報酬で評価す
る方法は登録医制度であり, 認められない｡
④75歳を境に受けられる医療内容が変わることは
認められない｡ 家族への病状説明等を考慮し,
再診料の引き上げを要望｡
⑤医業収入に占める割合も大きく, 慎重な取り扱
いを要求｡
診療側)
⑤現行点数を維持した上で, 時間をかけた場合に
上乗せを｡

支払側)
①患者の利便性を考慮すれば, 検討に値する｡
②外来患者減少による減収に見合うか疑問｡
公益側)
②外来縮小が入院収入の減収をもたらし, かえっ
て勤務医の就業環境の悪化を招く｡
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11月7日 特殊疾患療養病棟入院料等(①, ②, ③), 有床診療所(④)の評価について検討

①平成20年度３月末で廃止が決まっていた一般病
床と精神病床の特殊疾患療養病棟入院料は, 対
象患者を見直した上で来年度以降も存続｡
②平成19年度６月末に廃止された療養病床の特殊
疾患療養病棟入院料は, 対象患者を明確にした
上で平成20年３月末までとなっている経過措置
期間を延長｡
③障害者施設等入院基本料は, 難病疾患等手厚い
医療が必要な患者に対象を絞る方向で検討｡
④有床診療所については, 入院患者の急変時の対
応, 連携医療機関の確保, 夜間複数看護体制の
確保等を加算で評価｡

①②③対象外となった患者の受け皿等, 十分な配
慮が必要｡

④有床診療所の評価に関する要望書を提出｡ 地方
における有床診療所が病院に代わる重要な役割
を担っていることを強調した上で, 入院基本料
全体の点数の底上げを要望｡

支払側)
④夜間や在宅への対応等, 有床診療所の実態が分
かる資料の提示を要望｡

11月９日 後発品を原則使用に, 日医が処方せん様式の見直しを条件付きで容認

｢平成19年度後発医薬品の使用状況調査｣ から,
医師の８割が後発品の使用自体に抵抗を感じてい
ないことおよび医師, 薬剤師からの説明を受けて
安全性等に納得できた場合は後発品を選択する消
費者が７割強を示した結果等を踏まえて,
①処方医が先発品を記載し, 後発品への変更に支
障があると判断した場合のみ, ｢変更不可｣ の
欄にチェックする方式に変更｡
②処方医が先発品の一部のみを, 後発品への変更
に支障があると判断した場合は, ｢変更不可｣
の欄にチェックせず, 先発品の銘柄の横に個別
に ｢変更不可｣ と表示｡
③後発品を含む処方せん料の上乗せ分 (＋２点)
の廃止｡

｢後発医薬品の使用に関するアンケート調査｣ か
ら, 様式変更に対する反対意見が35％, 賛成意見
が26％と想定していたほど反対意見が多くなかっ
た結果を踏まえて,

①②後発品の品質の問題点を指摘した上で, 処方
権の全面的な尊重と様式の変更の工夫を前提
として, 現行様式の見直しに賛成｡

③廃止される２点分は勤務医の負担軽減策へ｡

支払側)
①②品質に問題がないなら, 安価な薬剤提供を促
進すべき｡
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11月14日 手術に係る施設基準(①), 生活習慣病管理料(②)の評価について

①｢手術に係る施設基準等調査分科会｣ の報告を
受け, 手術料の加減算の次期改定での再導入見
送りを決定｡
②生活習慣病管理料を普及させるため, 点数の引
き下げを提案｡
③人工腎臓の時間評価 (４時間超の長時間透析等)
を復活｡

①同意｡今後も慎重な検討が必要｡

②生活習慣病の指導は普段から行っており, 指導
料という形での評価を提案｡
③時間による評価変更を行うエビデンスを示すよ
う要請｡

支払側)
①同意｡

11月16日 精神医療(①, ②), 検査料(③, ④)等について検討

①精神科の初・再診料については, 診療時間に応
じた点数格差を導入し, 一定時間以上の診療に
対する点数の引き上げを検討｡
②退院後, 一定の要件のもとに, 精神科訪問看護・
指導料の算定回数を緩和｡
③検査の迅速実施体制, 24時間実施体制を重点評
価｡
④コストに見合わず受託検査所が減少している検
査項目等について, 再評価｡

①時間よりも診療内容の重要性を指摘し, 内容を
加味した算定を要求｡

②認知症患者の行き場の確立, 退院後の受け皿整
備を要望｡
③精度が落ちないよう, 全体的な議論の必要性を
指摘｡
④再評価のための判断料の引き下げには反対｡

◆中医協・診療報酬改定結果検証部会

10月10日 18年度調査結果を報告

①紹介患者加算, 急性期入院加算廃止の影響はな
く, 加算点数がなくても地域連携は進行｡
②診療情報提供料(Ⅱ)の影響により, セカンドオ
ピニオン件数も増加｡
③地域連携診療計画管理料算定医療機関では, 大
腿骨頸部骨折による入院患者の平均在院日数が
短縮｡
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10月26日 ◆医療経済実態調査の結果報告

①７対１, 10対１届出病院の赤字に加えて, 公立・
公的病院の赤字幅が拡大｡

②職種別給与では, 法人開業医の平均月収は211
万円, 勤務医は118万円と報告｡

①定点調査ではないことに対し, 調査手法の抜本
的見直しに言及｡ ７対１算定病院の拡大にも懸
念｡ ＴＫＣ全国会の定点調査結果を示し, 改め
て診療報酬全体の底上げを提案｡

②勤務医 (42.9歳) と開業医 (59.4歳) の平均年
齢の違いに言及｡

支払側)
①全体の統計の取り方については日医と共通認識
であり, ＴＫＣ分析が迅速に提出されたことに
謝意を表明｡ 11月中旬までに支払側の意見を提
出すると説明｡

◆日医 ｢平成20年度改定に向けての要望書｣ を厚労省へ提出

10月30日 本体5.7％の引き上げを要求

◆財務省・財政制度等審議会

11月５日 マイナス改定で合意

唐澤会長が財政審に反論｡ 実調の調査方法に改
めて言及｡ ＋5.7％の改定要望については, データ
に基づく根拠ある数字であり, プラス改定は譲れ
ないと主張｡ 自民党厚労関係議員も財務省方針に
反発｡

財務省)
人事院勧告と消費者物価指数をもとに, 1999年

度以降の賃金・物価動向の累計を－4.4％と算出し
た結果, 過去の改定率の累計－0.8％と3.6％の乖
離があると言及｡ 実調の結果を踏まえて, 開業医
と勤務医の年収格差を指摘した上で, 病院と診療
所の点数格差にも言及｡ 日医の＋5.7％改定要望に
も疑問｡
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◆中医協総会

11月14日 病院医療は疲弊

①平成18年度改定以降の賃金・物価の動向を提示
し, 人事院勧告を基にした賃金動向が２年間で
0.7％のプラス, 消費者物価も２年間で0.7％の
プラスであることを報告｡

①病院医療崩壊の阻止に異論なし｡
診療側)
賃金・物価の上昇傾向と赤字病院拡大の状況か

ら見てプラス改定しかないと主張｡
②経年変化を見ることができない定点調査の限界
を指摘しておきながら, 経年変化の分析をする
ことは理解できない｡

支払側)
①病院医療崩壊の阻止に異論なし｡

健保連)
②定点調査ではない実調の手法に問題点もあるが,
一般診療所が経年的に大きな黒字幅を示してい
るとの分析結果を報告｡

◆経済財政諮問会議

11月14日 民間議員が ｢診療報酬体系の見直しに向けて｣ を提示, 診療所初・再診料の引き下げ等を主張

舛添厚労相)
全体として同意｡




