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繰り返し課題に挙がる医療制度の改革事項 ～財務省審議会の議論

新たな分類については、経済性の⾯からの評価

保険給付範囲の在り方の見直しや、
外来受診に係る自己負担の在り方、
地域別の診療報酬の活用など
財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会における2019 年度の議論で、医療についてはこれまで
に引き続き、保険給付範囲の在り方の見直しや保険給付の効率的な提供に係る改革の方向性が案とし
て示されました。薬剤に係る自己負担の見直し、紹介状なく大病院等を受診する際の自己負担の在り方、
年齢でなく負担能力に応じた負担、地域別の診療報酬の活用 ─ などが繰り返し挙げられています。

担のみ全額自己負担とする仕組みを例示しました。

に⾒合う価格を超える医薬品等の場合、
見合う価格

OTC化された医薬品を単に保険給付から外すだ

までを保険適⽤と同等の負担とし、
当該価格を超え

けでは、現行の仕組みだと、
その他の診療（技術料

る部分については⾃⼰負担とする仕組みを挙げて

等）
も含めて全額が⾃⼰負担となるためです。

います。
また、医療⽤医薬品と一般用医薬品（OTC医薬

受診時定額負担の導入にも改めて触れる

品）
のバランス、
リスクに応じた⾃⼰負担の観点などを

保険給付範囲の在り方に関しては、受診時定額

踏まえ、
薬剤の⾃⼰負担引き上げについて具体的な

負担の導入についても繰り返し触れています。限ら

案を作成・実施すべきという方向性も示されました。

れた医療資源の中で医療保険制度を維持していく

薬剤の種類に応じた保険償還率の設定や⼀定

観点からも、
比較的軽微な受診について、
一定の追

額までは全額⾃⼰負担といった諸外国の例も参考

加負担は必要ではないかとしたもので、
かかりつけ

にするよう求めたもので、
この場合も、保険外併⽤療

医以外を直接受診した場合と、
かかりつけ薬局以

た上で、
保険収載とならなかった医薬品等について

養費制度の柔軟な活⽤・拡⼤について併せて検討

外で調剤を受けた場合は、定額負担を求めるという

は、安全性・有効性があれば保険外併⽤療養費制

すべきとしています。一般用医薬品と同⼀の有効成

案が示されています。

度で柔軟に対応するか否かの検討も⾏うべきとして

分を含む医療⽤医薬品は、医療機関で処⽅される

「効率的で質の⾼い医療を提供する上で、
かかり

医療関連の改革に関する議論は、
政府の「新経

います。
その際、経済性の⾯からの評価に⾒合う価

ことにより、
⾃ら一般用医薬品を求めるよりも⼤幅に

つけ医や、
かかりつけ薬局へ患者の受診⾏動を⼀

済・財政再生計画と改革工程表2018」
などに掲げら

格までは保険適⽤と同等の給付を⾏う新たな受け

低い負担で⼊⼿が可能で、
セルフメディケーションの

定程度誘導する必要があるが、医療機関等にはイ

れていた保険給付と負担の見直しなどの改革検討

⽫の類型を設定すべきとも指摘しました。保険外併

推進に逆⾏し、公平性も損ねているとの考え方も示

ンセンティブとなる⼀⽅で負担増となる患者にとって

事項を踏まえたものです。
改革工程では、
2019年度か

⽤療養費制度の柔軟な活用を指しています。

されています。

はディスインセンティブとなり得る診療報酬での評価

薬剤に係る自己負担について保険外併用
療養費制度の柔軟な活用などを求める案

保険診療と保険外診療の併用を可能にしている

保険外併用療養費制度の柔軟な活用等につ

保険給付範囲の在り方の見直しでは、保険外併

保険外併用療養費制度は現在、先進医療など保

いては、医療用からOTC化された医薬品に係る負

用療養費制度の柔軟な活用・拡大によって、
薬剤に

険導入のための評価を行うという考え方の「評価療

係る新たな患者負担の仕組みを導入すべきという

養」、特別の療養環境の提供（差額ベッド）
や大病

案が挙がりました。

院の直接受診に係る負担など保険導入を前提とし

ら21年度の3年間が基盤強化期間とされています。

加え費⽤対効果や財政影響などの経済性の⾯か

険導入への評価を行うものとされる
「患者申し出療

らの評価も踏まえ、保険収載の可否も含めて公的

養」がありますが、
これらに新たな分類を加えるよう提

保険での対応の在り⽅を決める仕組みにすべきとし

案したものです。

● 所得だけでなく資産の保有状況を適切に評価しつつ、
「能⼒」に応じた負担
● 後期⾼齢者の窓⼝負担

● 医療費について保険給付率(保険料・公費負担)と患者負担率のバランス等を定期的に⾒える化しつつ、

診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負担についての総合的な対応
● 医療・介護における｢現役並み所得｣の判断基準の⾒直し
● 新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、
費⽤対効果や財政影響などの経済性評価や保険外併
⽤療養の活⽤など

（財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に基づいて作成）

Mesa 2019 Summer

【保険診療部分】
保険外併用療養費

【保険外診療部分】
全額自己負担

保険外併用療養費
3 割等の自己負担

【当該医薬品等】
差額自己負担

}②

⎫
⎬①
3 割等の自己負担
⎭

保険外併用療養費

※①経済性の評価に見合う価格までを保険適⽤と
同等の負担とし、
②当該価格を超える部分につい
ては⾃⼰負担。

保険給付

保険給付

3 割等の自己負担

3 割等の自己負担

OTC化された医薬品を単に保険給付から外
すと、
技術料や他の薬剤も含めて全額が⾃⼰
負担 ( 全て自由診療の扱い)となるため、
保険
外併用療養費制度を柔軟に活用。

3 割等の自己負担

【保険診療部分】

■ OTC化された医薬品の場合

【OTC化済み医薬品】【その他の技術料等】

【OTC化済み医薬品】【その他の技術料等】

〈柔軟な活用〉

● 外来受診時等の定額負担の導⼊

＋

〈新たな分類〉

保険給付と負担の見直し

● 薬剤⾃⼰負担の引き上げ

■経済性の面からの評価に見合う価格を超え
る医薬品等の場合

〈現行の仕組み〉

ない「選定療養」、患者からの申し出に基づいて保

と⽐べ、
定額負担は有効な⼿段」
などとしています。

保険外併用療養費制度の柔軟な活用・拡大として挙げられた方向性の案

〈現行の仕組み〉

医薬品・医療技術については、安全性・有効性に

新経済・財政再生計画と改革工程表2018における医療保険関係の主な改革検討事項
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全額自己負担

保険外併用療養費
3 割等の自己負担

※OTC化された医薬品についてのみ全額自己負
担とし、他の医薬品や技術料等は保険外併用
療養費 (保険給付 )とする仕組み。
（財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に基づいて作成）
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際の定額負担を導⼊すべきとしたほか、
⼤病院の直

定額負担は診療報酬への上乗せに
ならない仕組みにすべきなどの案

接受診時の選定療養による定額負担については、
仕

⾼齢者となっている者についても、
数年かけて段階的

組みを⾒直すべきとしました。
かかりつけ機能の評価に係る診療報酬上のインセ

に2割負担に引き上げるべきというものです。

ンティブについては、
初診料の機能強化加算や再診

組みの見直しを求めています。
保険給付の効率的な提供に関しては、紹介状な

大病院の選定療養による定額負担は、
患者を適

料の地域包括診療加算が設定されていることを例に

く大病院等を受診した場合の負担の在り方につい

切に誘導するための施策として必ずしも効果が⼗分

挙げ、
患者にとっては加算による負担増がディスインセ

て、現行の仕組みの見直しを求める案などが挙がり

とは⾔えないとした上で、
定額負担分は病院独⾃の

ンティブとなる可能性を指摘しています。

ました。

収⼊となるため外来患者の増加が収⼊の増加につ

改革の方向性の案では、
「かかりつけ医のほうが

医療費適正化に向けた地域別の診療報酬の設

ながる構造だと指摘しています。
そのため、
定額負担

患者負担が⼩さくなるとともに、
病院の追加収⼊も⽣じ

定も、
保険給付の効率的な提供に関して挙げられま

適切かつ効率的な外来診療体制の提供を進める観

の対象範囲・⾦額をさらに拡⼤し、
診療報酬への上

ないことから、
より効率的なインセンティブを発揮し、
国

した。
地域別の診療報酬について、
具体的に活⽤可

点から、
かかりつけ機能の評価を整理しつつ、
かかり

乗せ収⼊とするのではなく保険財政の負担軽減につ

⺠医療費も増加しない」
といった仕組みが挙げられま

能なメニューを国として都道府県に⽰すよう求めてい

つけ医や、
かかりつけ薬局以外に外来受診等をした

ながるよう診療報酬の中で定額負担を求めるなど、
仕

した。
また、
かかりつけ機能を評価するためには包括

ます。

保険給付範囲の在り方で示した方向性と同様に、

払い形式が望ましいとの考え方も添えています。

初診患者数に対する紹介状なしの患者の割合
2017年10月 2018 年10月

75歳以上の自己負担割合を原則2割へ
引き上げるべきとの案も

定額負担の徴収

患者負担については、
75歳以上の自己負担割合

特定機能病院

37.7%

地域医療支援病院
(一般病床 500 床以上 )

地域医療支援病院
( 上記以外の許可病床 400 床以上 )
地域医療支援病院
( 許可病床 200 床以上400 床未満 )
その他の病院
( 許可病床 200 床以上 )

34.7%

2016 年 4月から義務付け

47.1%

42.7%

2018 年 4月から義務付け

45.7%

43.9%

病院の判断で徴収可能

67.8%

65.5%

病院の判断で徴収可能

を1割から2割に引き上げるべきとの案も、
昨年度まで

( 財務省の財政制度等審議
会・財政制度分科会の資料
＝出典：中医協の診療報酬
改定結果検証部会の調査
結果＝に基づいて作成 )

紹介状なく大病院等を受診する際の自己負担の在り方とされたイメージ
【現行制度】

※かかりつけ医を受診するほうが患者負担が大きく、
大病院は
直接受診の外来患者が多いほど収入増。
かかりつけ医に対する診療報酬の評価(加算)
かかりつけ医

負

患者負担増

担

＝

診療報酬

医療機関
の収入

大病院

保険給付

担

患者負担

負

診療報酬

医療機関
の収入

保険給付

担

＝

を定めることができる旨の法規定があるものの、
2006
年の法律改正でそれが規定されて以来、
これまで実
施例はないとし、
発動の要件やどのような内容の診療
報酬の定めが可能かについても都道府県に具体的
に⽰されていないとの指摘も挙げられました。

の議論に引き続き挙がりました。
世代間の公平性や

また、
2018年度からの国保改⾰により、
都道府県

保険制度の持続可能性を確保していく観点から、
で

は、
医療費の⽔準や⾒通しを踏まえた保険料設定と

きる限り速やかに75歳以上の後期⾼齢者の⾃⼰負

住⺠への説明責任を負うとともに、
医療提供体制の

担について原則2割負担にすべきとしています。

在り⽅と⼀体的な検討を⾏うことになる点や、
国保の

負担の引き上げは、
70歳〜74歳について段階的

都道府県単位化を機に、
地域別の診療報酬の活⽤

に2割への引き上げを実施したのと同様に、
75歳に到

を検討するなど医療費適正化に向けて積極的に取

達した後も⾃⼰負担割合を2割のままとし、
すでに後期

り組もうという都道府県も現れているとの見方も示され

現行の負担割合
現役並み
所得者

１割

かかりつけ医以外

保険財政負担軽減

患者負担

負

＝

診療報酬

保険給付

医療機関
の収入

患者負担

担

診療報酬

負

保険給付

医療機関
の収入

患者負担

担

診療報酬

保険給付

患者負担
負

＝

※かかりつけ医以外または⼤病院の受診
には、
診療報酬の中で追加の患者負担
を設ける。
追加負担額は、
かかりつけ医
以外、
大病院それぞれに設定。
かかりつけ医

医療費適正化の観点から、
地域ごとの診療報酬

ています。

【改革の方向性案】

病院の収入増
患者負担増

診療報酬を加算

患者負担増

＝

かかりつけ医以外

大病院受診時の
追加負担(選定療養)

地域別の診療報酬は
「国が活用可能なメニューを示すべき」

医療機関
の収入

２割

３割

その上で、
地域別の診療報酬の活⽤として考えら
すでに75歳に達してい
る者も、
数年かけて段階
的に2割に引き上げ

75 歳
以上

新たに
75 歳に到達

70 歳

75 歳 に達し
ても1割負担
にはならず、
2 割を維持。

３ 74 歳
割

69 歳
以下

1割→２割
2割

２割

見直しの方向性(案)

( 未就学児は 2 割負担 )

※ 1 割だった 70 歳～ 74 歳の負担割合は、2014 年 4月
以降 70 歳に到達した者から2 割負担とする段階的
な引き上げが実施され、2018 年度をもってそれが
完了し、2 割負担に統一された。

れるケースに、
次のような例を挙げました。
①医 療費の伸びが⾼く、
住⺠の保険料負担
が過重となる場合での診療報酬の1点単価
の調整
②⼊院医療費の地域差是正等の観点から
の、
特定の病床が過剰な地域における⼊院
基本料単価の引き下げ
③調剤業務の需要に⾒合わない供給増
（薬
剤師や薬局数の増加）
が⽣じた場合の調
剤技術料の引き下げ

（財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に基づいて作成）
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