
前回 (６月15日号) の前半部分 (第１・２章) に引き続き, 今号は (その２) として後

半部分の第３・４章について解説する｡

第３章 医療保険制度の在り方

第３章は, ｢１. 医療・介護費の将来推計, ２. 公的保険医療制度のあり方｣ の２項目

に分かれ, あるべき医療費を推計し, その財源について, 2008年度施行改正法下の推計と

比較している｡

１. 医療介護費の将来推計

(１) 最近の国民医療費

国民医療費は, 過去には１兆円以上増加した年もあったが, 介護保険制度の施行

(2000年度) や医療費抑制の影響もあり, 最近では2001年度 (31.1兆円) から2004

年度 (32.1兆円) の間に１兆円増加したにすぎない｡

(２) 医療費の将来推計

医療制度改革まっただ中の激変時に, 過去の単価トレンドで推計すると信頼性を

欠くものになりかねないとの理由で, 最近の１人当たり医療費の伸びを延伸してい

く方法で推計を行っている｡ ただし, 医療療養病床は高齢化に伴い増加することが

妥当であるというスタンスをとっているため, １人当たりの医療費が最近の伸び率

以上に増加する恐れがあり, 2006年10月のデータを起点として, 診療報酬マイナス

改定の年を除く最近の伸び率で延伸していく方法をとっている｡ あるべき医療費は,

2015年度は42.8兆円, 2025年度には51.8兆円と推計された｡ (図７)
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以下, 推計手順, 内訳を示す｡

１人当たり医療保険医療費の伸び率

老人保健の受給対象者が2002年９月までは70歳以上であったが, その後年１歳ず

つ引き上げられ, 2006年10月以降は75歳以上になったため, この間の老人保健１人

当たり医療保険医療費の伸びが著しく, 傾向値として使用できない｡ このため, 後

期高齢者 (75歳以上) の伸び率については高齢者 (70歳以上) のデータで代替し,

さらに, 診療報酬の技術料本体が引き下げられた2002年度と2006年度は除いたが,

それでも2003年度から2005年度の間の伸び率は, 一般0.9％, 高齢者 (後期高齢者)

1.0％である｡

医療保険医療費

2006年４月～10月実績を年換算すると, １人当たり保険医療費は, 一般168.8千

円, 後期高齢者817.2千円, これをそれぞれ伸び率で延伸すると, 2015年には一般

183.6千円, 高齢者897.6千円, さらに推計人口を乗じると, 医療保険医療費は一般

20.0兆円, 高齢者14.8兆円, 計34.8兆円と推計された｡

公費負担医療費等

生活保護法, 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によるものなどの公費負

担医療費, 労災保険, 全額自費などであり, 微増しているが, ここでは公費負担医

療費等が国民医療費に占める比率は今後も一定であるとし, 2004年度の7.9％を用

いて推計したところ, 2015年度は3.0兆円であった｡ (図８)

2007年(平成19年)７月１日 No.1864( 2 )

医療保険医療費

＝１人当たり医療保険医療費を同伸び率で延伸した値×将来推計人口

最近の傾向から推計した医療費 (国民医療費)

＝医療保険医療費＋公費負担医療費等

あるべき医療費

＝最近の傾向から推計した医療費＋安全・安心向上のために追加すべきコスト



医療の安全・安心向上のためのコスト

2003年12月, 日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会は, 医療の質の確保の

ため医療安全確保のためのコスト等をカバーするための診療報酬引き上げを求めた

が実現していない｡

今回の推計では, 医療の安全・安心向上のために追加すべき最低限のコストとし

て, 医療安全従事者の配置, 医療従事者の質の確保 (賃金上昇率の補償), 地域医

療体制維持のためのコスト (再生産のためのコスト) を示し, 2015年度には5.1兆

円 (推計医療費37.8兆円×13.4％) が必要であると試算した｡ (図９)

(３) 介護費の将来推計

介護費全体を便宜的に65歳以上の人口で割って, 65歳以上人口１人当たり介護費

(2006年５月～10月審査分を年換算し232.3千円とした) として推計を行っている｡

過去２年は介護報酬改定により介護費の伸び率は頭打ちになっているが, １人当

たり伸び率３％と５％のケースで推計を行い, 2015年度の介護費は伸び率３％の場

合10.2兆円, ５％の場合12.2兆円と推計された｡

厚生労働省は, 介護費を2004年度補正予算で6.3兆円, 2005年度6.8兆円と推計し
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てきたが, 実績はそれぞれ6.2兆円, 6.3兆円であった｡ 医療費だけでなく介護費に

ついても過大な推計をしてきており, 今後も注視する必要がある｡

２. 公的医療保険制度のあり方

(１) 公的医療保険の範囲

1961年の国民皆保険達成時40％近くあった患者負担率は, 1982年には10.5％まで

下がったが, その後上昇に転じ, 2004年度は15.3％になっている｡ 厚生労働省は,

1996年度以降の国民医療費の増加は, 医療の高度化 (全額自費部分) を含む自然増

などの影響が少なくないとしているが, 全額自費部分は1996年度～2003年度まで

1.3％で推移しており, 医療の高度化の多くの部分は公的保険の守備範囲に吸収さ

れてきたといえる｡

公的保険の守備範囲は守りつづけ, 拡大することはあっても後退させないことを,

公的医療保険の基本理念とし, 普遍的で社会性の高い医療については, ｢普遍性の

ある医療｣ として位置づけ, 完全に公的医療保険の給付対象とする｡

先進医療の一部, 遺伝子治療, 臓器移植, 生殖補助医療等は普遍性, 社会性が高

まった時点で, すみやかに公的保険の範囲に吸収し, 包容力の高い公的医療保険を

追及するとしている｡ (図10)

(２) 後期高齢者医療制度

基本理念および財源については, 以下の図表に示すように厚労省案と比較してい

る｡
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後期高齢者医療制度の基本的スキーム

社団法人 日本医師会

表５ 後期高齢者医療制度の比較
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１. 目的

国民が ｢格差｣ に苦しむことなく, 安心して高齢期を迎えることができるよう, 公

平な医療を受けられることを約束する｡

２. 対象

75歳以上｡

３. 保険者

都道府県を単位とする｡

４. 理念

後期高齢者は疾病が発症するリスクが高く, 保険原理が働きにくい上, 保険料, 自

己負担は後期高齢者にとって大きな負担になる｡ 後期高齢者が所得格差の不安なく

過ごせるよう, 国は ｢保障｣ の理念の下で支えるべきである｡

５. 財源

医療費に対して, 公費９割, 後期高齢者の保険料・患者一部負担１割｡

６. 診療報酬

外来は出来高払い｡

入院も原則出来高払いとし, 慢性期の一部のみ選択性の包括払い｡

都道府県単位の特例診療報酬の設定は認めない｡

日本医師会案
高齢者の医療の確保に関する法律
(2008年４月施行改正法)

対 象 75歳以上 75歳以上

保険者 都道府県単位
全市町村が加入する都道府県単位
の広域連合

財 源

医療費に対して
・公費 ９割
・後期高齢者の保険料および
患者一部負担 １割

給付費に対して
・公費 約５割
・後期高齢者の保険料 約１割
・後期高齢者支援金 約４割



2008年度施行改正法では, 財源のうち保険料は１割となっているが, 今後若人人

口の減少が見込まれることから, 若人減少率の１／２の割合で後期高齢者の保険料

の負担割合を引き上げ, 一方, 後期高齢者支援金の負担率を引き下げることとされ

ている｡ つまり, 将来の後期高齢者自身の負担増をすでに織り込み済みである｡

日医案では, 後期高齢者医療制度は保障原理で運営すべきとし, 一般医療保険制

度への公費をすべて後期高齢者に投入し, 医療費の９割を公費で賄い, 残りの１割

が保険料と患者一部負担になっているが, これでは国による管理医療に繋がりかね

ないため, やはり共助は必要と思われる｡ また, 支援金が免除されても公費がすべ

て引き揚げられると, 国保の運営は大変厳しくなる｡

終末期医療のあり方についての基本理念を, １. 本人・家族の意思を尊重する,

２. 医療提供者の倫理に基づく最善の医療を逸脱しない, ３. 多様な看取りの形を

提供する, としている｡ 厚労省は, 患者の意見を基本とし患者自身の選択が重要で

あるとしているが, 高齢者の場合, 自己決定が困難なケースが少なくなく, 自己決

定を求めることが行き過ぎると患者を追い詰めることになるため, 患者・家族とも

に医療提供者がその最善性を追求することを責務とするということである｡

(３) 一般医療保険制度

一部負担金が３割になって受診抑制を引き起こしており, 患者 (一般被保険者)

が必要な医療を受けづらくなっているとしたら大きな問題であり, 一部負担を２割

に戻すことを提案している｡

(４) 公的医療保険制度の財源

日医案と2008年度施行改正法下での医療費を2015年度推計値で比較しており, 医

療費はそれぞれ42.8兆円：44兆円, 給付費は37.5兆円：37兆円, 公費は15.1兆円：

14.7兆円, 一般医療保険制度の保険料は18.1兆円：17.4兆円となっている｡ 一般医

療保険制度の保険料は日医案が高くなっているが, これを補うために, 第一に組合
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健保, 共済組合の保険料率を政管健保の1,000分の82にまで引き上げ保険料率を公

平化し, 第二に標準報酬月額上限を引き上げ, 高所得者の給与総額全体に保険料を

かけることにより, それぞれ約0.9兆円, 約0.4兆円の財源を確保するとしている｡

しかし, 組合や共済の理解が得られるとは考えがたく現実的ではない｡

もともと推計された医療費総額が違う中で財源の議論をしてもあまり意味がない

のではないか｡ 日医は2008年度施行改正法下での推計より医療費が少ないことをア

ピールしているが, 今は医療費が少ないことが問題である｡ 近年, 診療報酬改定の

度に抑制されてきた本来必要な医療費を推計し, 要求していく必要があるのではな

いか｡

第４章 社会保障財源の可能性について

第４章は, ｢１. 社会保障の意味合い ２. 国家財政の実態 ３. 財源の創出へ｣ の３

つの項目に分かれる｡ 要約すると国民が安心して生きてゆくことを制度として支えるのが

社会保障であること, 国家的借金の主要因は医療費をふくむ社会保障費ではないこと, 社

会保障給付の拡大は何に求められるかといったことが述べられている｡

１. 医療保障の意味合いについては, 現代社会においては社会保障なしに安心して生きる

ことは困難であるがゆえに, 社会保障は ｢平時の国家安全保障｣ ともいえる｡ 外交と防

衛は ｢有事の国家安全保障｣ であるが, このふたつの国家安全保障は国民が安心して生

きるための両輪である｡ 国家の財政面の苦境から ｢社会保障費の削減しかない｣ という

議論に陥りがちであるが, その呪縛から離れ国家の全体像を財産面から示し, 社会保障

財源の可能性について検討している｡ (図12) はライフサイクルと安全保障の考え方が

示されている｡

２. 国家財政の実態では, まず日本の借金 (政府の国債および借入金現在高：2006年末で

832兆円) の本質について言及している｡ ｢骨太の方針2006｣ は日本の借金が巨額である
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という認識のもとに, 2001年度には基礎的財政収支 (プライマリーバランス) の黒字化

を目標に掲げている｡ しかし財務省は一般会計歳出増加分のみを巧妙に示して, 借金の

主要因は高齢化に伴う社会保障関係費の増加によるものであるかのように主張している｡

日本の借金の増加額と, 一般会計における社会保障費の増加額の推移をみれば, 社会

保障費の削減が借金の削減に何ら大きなインパクトを与えるものではないことは明らか

である｡ つまり, 日本の借金の主要因を社会保障費に負わせるということは間違った見

解であることを共通認識としておきたいと述べている (図13)｡

また, 予算編成時には ｢一般歳出の４割以上を占める社会保障費｣ とあたかも社会保

障費が予算の多くを占めるかのように報じられるが, 一般歳出は, 国の一般会計だけの,

かつ債務償還費, 地方交付税等を除いた部分にすぎない｡ 一般会計全体で見れば, 社会

保障費はその約２割である｡ さらに国には, 一般会計のほかに特別会計があるが, この

連結国家財政における連結社会保障費の内訳を見ると, 年金給付費は少なくとも過去４

年間は継続して増加している｡ 一方, 医療給付費は横ばいである (図14)｡ 医療費にお

いては患者一部負担割合の引き上げ等を繰り返すことで医療給付費に対する国庫負担は

比較的容易にコントロールされてきたのである｡ 年金給付と医療給付とでは成り立ちも,

意味合いも異なるが年金には年金積立金という財源が確保されていることは認識してお

きたいとしている｡
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３. 財源の創出については, 2000年以降実質ＧＤＰ (国内総生産) は明らかに増大してお

り実質な経済成長は起きている｡ しかし, ＧＤＰの上昇が社会保障給付の拡大にはなか

なか結びつかない｡ その背景には日本の外需依存体質があるとして内需拡大を提案して

いる｡ 外需依存から脱却して海外に流出している黒字を国内に戻せば消費も拡大する｡

また少子高齢化により労働力人口の減少が危惧されているが, ｢団塊の世代｣ が定年を

迎えるここ数年は内需拡大の好機でもある｡ 定年延長で雇用拡大が得られ就業者数も確

保できることは内需拡大ひいては歳入の増加につながるとしている｡

日本は先進各国と比べると保健・社会保障分野の支出が少ない (表６)｡ ここ数十年,

家庭内の無償労働が労働市場に流出する現象が進展してきた｡ こういった日本の産業構

造, 家族構造の変化に対応するためには, 十分な大きさの社会保障を目指さなければな

らない｡ 国の歳出改革は, 社会保障費の削減が主目的になっているかのようであるが,

充実した社会保障があってこそひとびとは安心して生きられるのであり, 改革は本来社

会保障費を捻出するためのものでなければならないとしている｡

国家財政規模での医療費の財源論が論じられたことは, 今回のグランドデザインが初

めてである｡ 医師会が財源論を論じることについては, 賛否両論があると思われる｡ 我々

が ｢国家の財政危機による医療費抑制という呪縛から逃れ, 攻勢に転じる｣ という意味

では評価したい｡ しかし, 医療と年金を社会保障という枠組みで括り, 年金積立金を医

療費に流用しようとの考えは, 必ず国民の反発を招くことになる｡ 医療と年金は切り離

して考えるべきであると思う｡
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表６ 主要国の政府支出の内訳 (対名目ＧＤＰ) (2002年)
(対名目ＧＤＰ比, 単位：％)

(備考) １. OECD“General Government Accouts”より作成
２. 分類は, SNA (国民経済計算) に基づき, 以下のようにまとめた｡
一般サービス ：一般公共サービス, 防衛, 公共の秩序・安全
経済・公共 ：経済業務, 環境保護, 住宅・地域アメニティ
文化・教育 ：娯楽・文化・宗教, 教育
保健・社会保障：同左

３. アメリカは, SNA統計の分類を用いていないため, 除外した｡

＊出所：内閣府 ｢平成17年度 年次経済財政報告｣ 2005年７月
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日本 英国 フランス ドイツ イタリア

一般サービス・治安
経済・公共
文化・教育
保健・社会保障

5.5
7.6
4.7
20.4

9.2
3.6
5.8
23.2

10.7
7.0
6.8
29.0

9.1
5.8
4.9
29.0

12.4
4.9
5.8
25.0

合 計 38.1 41.8 53.4 48.7 48.0


