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ない）
というものでした。
また、2019年度時点で既に

改めて挙がった形です。

後期高齢者の医療費負担の在り方、外来受診時の
定額負担の導入、薬剤自己負担の引き上げなど挙がる
～財務省の審議会でも検討の方向性を例示～

後期高齢者とされる75歳以上の医療費の自己負

75歳以上に達している者についても、
数年かけて段

担（窓口負担）
については、
世代間の公平性や制度

階的に2割負担に引き上げるべきとした案が挙げら

の持続性確保の観点から、在り方を検討するとされ

れていました。

ていました。
どういう方向性で検討すべきかという案
では、現役並み所得者以外の自己負担割合を、現
行の1割から2割に引き上げるべきという考え方が示

外来受診時の定額負担は、
現行の選定
療養による仕組み以外の措置として

政府の
「経済・財政再生計画改革工程表
（2017 改定版）」
「経済財政運営と改革の基本方針 2018」
（骨太
方針 2018）に、医療保険制度関連の改革検討事項として、後期高齢者の医療費負担の在り方や外来受

されていました。
70歳～74歳の負担割合は、
2014年度以降、
段階

外来受診時の定額負担は、
現行の定率負担とは

診時の定額負担の導入、薬剤自己負担の引き上げなどが挙げられました。また、財務省の審議会の議論で
は、
どういった方向で検討すべきかの案も示されました。改めてそれらの内容を抜粋して振り返ります。

的に原則1割から2割に引き上げられ、2018年度で

別に定額の自己負担を求めるというもので、病院・診

それが完了します。
こうした見直しを踏まえ、75歳に

療所間の機能分化や医療保険財政の持続可能性

到達しても2割を維持するとした案が挙がっていまし

の観点等を踏まえた検討が求められていました。
か

討対象に挙げられた事項はこれまでも、
財務省の審

た。
また、
それに加え、
すでに後期⾼齢者となってい

かりつけ医の普及を進めるとともに、
かかりつけ医以

議会等で見直しなどを検討すべきとされていた経緯

る者についても、数年かけて段階的に2割負担に引

外を受診した場合の定額負担の導入を含め、外来

があり、75歳以上の医療費負担の在り方や外来受

き上げるべきという考え方も示されていました。

受診時の定額負担の在り方について検討するとさ

75歳以上の医療費窓口負担も原則2割
にすべきという方向性の案
改革工程表、骨太方針2018において、改革の検

診時の定額負担の導入などに関する検討は、
また

改革工程表、
骨太方針2018に記載されていた医療保険関係の改革に係る主な検討項目
項目

経済・財政再生計画改革工程表（2017 改定版）

経済財政運営と改革の基本方針 2018

医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方について、 団塊世代が後期高齢者入りするまでに、世

後期高齢者の 70 歳〜 74 歳の窓口負担の段階的な引き上げの実施状況等も 代間の公平性や制度の持続性確保の観点か
踏まえ、関係審議会等において検討し、結論。
【2018 年度末結 ら、後期高齢者の窓口負担の在り方について
窓口負担
論】

病院・診療所間の機能分化や医療保険財政の持続可能性の観
点等を踏まえ、かかりつけ医の普及を進めるとともに、かかり
外来受診時の つけ医以外を受診した場合の定額負担の導入を含め、外来受
診時の定額負担の在り方について、関係審議会等においてさ
定額負担
らに検討し、その結果に基づき必要な措置を講じる。
【2018 年
度末結論】

薬剤自己負担
金融資産を
勘案した負担
項目
新規医薬品・
医療技術の
保険収載
現役並み所得
の判定基準

検討する。

病院・診療所の機能分化・機能連携等を推進
しつつ、かかりつけ機能の在り方を踏まえな
がら、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かか
りつけ薬剤師の普及を進めるとともに、外来
受診時等の定額負担導入を検討する。

薬剤自己負担の引き上げについて、市販品と医療用医薬品との間の価格バランス、医薬品の適正使用の促進
等の観点を踏まえ、対象範囲を含め幅広い観点から、引き続き関係審議会等において検討し、
その結果に基づ
き必要な措置を講じる。
【2018 年度末結論（改革工程表での記述）】
マイナンバーの導入等の正確な金融資産の把握に向けた取り
組みを踏まえ、引き続き、医療保険制度における負担への反映
方法について関係審議会等において検討し、その結果に基づ
き必要な措置を講じる。
【2018 年度末結論】

高齢者医療制度や介護制度において、所得
のみならず資産の保有状況を適切に評価し
つつ、
「能力」に応じた負担を求めることを検
討する。

経済財政運営と改革の基本方針 2018

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
の活用などを検討する。医療技術評価の在り方について調査・研究・検討を推進するとともに、そのための人
材育成・データ集積・分析を推進する。

年金受給者の就労が増加する中、医療・介護における
「現役並み所得」の判断基準を現役との均衡の観点から
見直しを検討する。

医療費については、
これまでも、その水準を診療報酬改定等によって決定するとともに、その負担について、随
保険給付率と 時、保険料・患者負担・公費の見直し等を組み合わせて調整してきたところ。支え手の中核を担う勤労世代が減
患者負担率の 少しその負担能力が低下する中で、改革に関する国民的理解を形成する観点から、保険給付率（保険料・公費
バランスの｢見 負担）と患者負担率のバランス等を定期的に見える化し、診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負担につい
える化 ｣
て総合的な対応を検討する。

財務省の審議会の議論では、2019年度以降に

れていました。

75歳に達する者は、
引き続き2割負担を維持すべきと

2018年度診療報酬改定で、
紹介状なしで受診し

いう考え方が示されていたこともあります。70歳〜74

た患者から選定療養の下で定額負担を徴収する

歳について段階的に実施された負担割合の2割へ

責務がある医療機関の対象範囲が拡大されました

の引き上げが終了した後の2019年度以降、
引き続き

が、
それ以外の措置として、
定額負担の在り方をさら

75歳以上についても延伸する
（1割負担には移行し

に検討するというものです。

現行の医療費の自己負担割合の区分と
75歳以上の負担割合見直しの方向性
（案）

逆方向のインセンティブを指摘し
「定額負担は有効」との考え方も示す
財務省の審議会の議論では、
骨太方針2018にお

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

新たに75 歳
に到達
75歳に達して
も1割負担に
はならず、
2割
を維持。

1割→２割
2割

２割

見直しの方向性(案)

現行の負担割合
現役並み
所得者

１割

２割

局へ患者の受診⾏動を⼀定程度誘導する必要が
あるが、
医療機関等にはインセンティブとなる⼀⽅で

75 歳
以上

３ 74 歳
割

70 歳
３割

ける記述などを踏まえ、
「かかりつけ医やかかりつけ薬

69 歳
以下

( 未就学児は 2 割負担 )

※70 歳～ 74 歳の負担割合は、法定 2 割のところ、予算措
置により1割に凍結されていたが、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。70 歳～
74 歳は 2 割負担に統一される。

負担増となる患者にはディスインセンティブとなり得る
診療報酬での評価などと⽐べ、
定額負担は有効な
⼿段」
といったことが論点に挙げられていました。
諸外
国と比べ、
わが国の外来受診頻度は⾼く、
多くは少額
受診であるとの見方も示していました。
その上で、
制度の持続可能性の観点から、
少額の
受診に⼀定程度の追加負担を求めていくべきとし、
そ
の際、
かかりつけ医やかかりつけ薬局への患者の誘
導策として、
定額負担に差を設定することについても
検討を進めるべきという案を例示していました。

（厚生労働省資料に基づいて作成）
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診療報酬の中で定額負担を求めるなどの
検討の方向性も示される

院の追加収⼊も⽣じないことから、
より効率的なイン

湿布薬は、
医師が医学上の必要性があると判断

センティブを発揮でき、国⺠医療費も増加しないとさ

し、
やむを得ず計70枚を超えて投薬する場合（その

れています。

理由を処方箋と診療報酬明細書に記載）
を除き、
超

また、介護保険では、低所得者への補足給付が

過分の薬剤料は算定できないという規定が設けられ

福祉的・経過的な性格を有するということに照らして

ました。

資産を勘案しているが、
医療保険で保険給付として

また、外来診療等の提供体制の在り方の中でも、
診療報酬の加算など、
かかりつけ医等に対するイン

薬剤の自己負担は、
諸外国の仕組みを
参考に検討すべきとの案も

センティブの付与は、
その財源を患者の⾃⼰負担と

また、
医療機関の外来診療時や薬局で薬剤の支
給を受ける際に、医療保険の定率負担のほかに、

保険給付で賄うことを通じて保険料・国⺠医療費の
増加につながるとともに、患者の⾃⼰負担が増加す

薬剤自己負担については、市販品類似薬に係る

薬剤の種類数などに応じて一定額の負担を求める

るため、患者にとってディスインセンティブとなる可能

保険給付について見直しを検討するとされていまし

制度が、
1997年9月に導入され、
2003年４月に廃止さ

性がある、
といったことが論点に挙げられていました。

た。薬剤自己負担の引き上げについて、市販品と医

れたという経緯もあります。

そのため、
かかりつけ機能の評価の整理を⾏い

療用医薬品との間の価格バランス、医薬品の適正

この薬剤の別途負担は、
内服薬の場合、
1種類だ

つつ、かかりつけ医やかかりつけ薬剤師以外に外

使用の促進等の観点を踏まえ、対象範囲を含め幅

と負担はなく、
2～3種類が30円、
4～5種類が60円、
6

来受診等をした際の定額負担を導⼊すべきという

広い観点から検討することが求められていました。

種類以上は100円 ─ などとした仕組みでした。

案が例示されました。

財務省の審議会では、
薬剤の種類に応じた保険

併せて、⼤病院を直接受診した際の選定療養に

償還率（自己負担割合）
の設定や一定額までの全

よる定額負担の仕組みについて、対象範囲をさらに

額自己負担といった、
技術料とは異なる仕組みが設

拡⼤しつつ、診療報酬への上乗せ収⼊とするので

けられている諸外国の例を挙げ、
それらを参考にし

はなく、保険財政の負担軽減につながるよう診療報

ながら見直しを検討すべきという案も挙がりました。

あることを考えると、時期尚早ではないか、
といった
意見もありました。

いる入院時の食費・居住費とは、
そもそも性格が異な
るのではないかとの指摘も出ていました。

「現役並み」
の判定基準は現役世代の
平均所得水準とは異なるとの指摘が
高齢者の「現役並み所得」の判定基準見直しに
関する検討は、医療費の窓口負担割合などに影響
する問題です。

医療保険における負担に、
所得だけで
なく金融資産も勘案するという考え方

現役世代の平均所得水準を基に、
それ以上の所
得があれば現役と同様とされていますが、財務省の
審議会の議論では、実際の判定基準は、現役世代

医療保険制度における金融資産を勘案した負担

の平均所得水準以上の所得があっても現役並みと

なお、
これまでの薬剤に係る保険給付の見直しで

については、
マイナンバーの導入など正確な金融資

は評価されない仕組みになっている、
といったことが

は、2012年度診療報酬改定の際、単なる栄養補給

産の把握に向けた取り組みを踏まえ、
引き続き、
医療

論点に挙がっていました。

改革案は、
かかりつけ医以外または⼤病院を直

目的でのビタミン剤の投与は算定できない旨の規定

保険制度における負担への反映方法について検

接受診する場合に、
診療報酬の中で追加の患者負

が設けられたほか、2016年度改定では、外来患者

討するとされていました。

担を求める
（追加の患者負担に相当する分の保険

に対して1処方につき70枚を超えて投薬する湿布薬

こうしたテーマは、
以前にも議論されたことがありま

酬月額を基礎として、現役世代の平均収入額を算

給付を減らす）
というものです。
この仕組みだと、
かか

についての制限が設けられるなどの見直しが行わ

す。
介護保険における補足給付と同様の、
金融資産

出し
（約386万円）
、
そこから平均的な課税所得を算

りつけ医のほうが患者負担が⼩さくなるとともに、病

れています。

等の保有状況を考慮に入れた負担を求める仕組み

出したもの
（145万円）
とされています。
ただし、課税

の適用拡大が、
2017年に議論の対象になりました。

所得が145万円以上の被保険者がいる世帯でも、

酬の中で定額負担を求めるなど、
仕組みの⾒直しを
⾏うべきという方向性も案として示されました。

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概要
（イメージ）
かかりつけ医
患者負担増

患者負担増

負

保険財政負担軽減

担

＝

モデルに、2004年度当時の政管健保平均標準報

その際は、将来的にはマイナンバーを活用した金

世帯の被保険者の収入合計が520万円未満であ

融資産等を勘案する仕組みを考えるべきという意見

る場合などは、現役並みに該当しないという扱いに

があった一方、医療保険は市町村が運営している

なっています。

介護保険とは異なり、被用者保険者が金融資産を
把握するのは現実的ではない、現状では金融資産

診療報酬

  医療機関の収入

大病院

保険給付

＝

かかりつけ医以外

患者負担

担

病院の収入増

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

＝

改革案

大病院

現行の判定基準は、現役世代の夫婦2人世帯を

  医療機関の収入

を正確に把握する仕組みはなく、
自己申告ベースで

介護保険における補足給付

る仕組みに見直され、一定額を超える預貯金等（単身で1,000万円

介護保険制度では、介護保険施設等における食事・居住サービ

超、夫婦世帯で2,000万円超）がある場合などは、補足給付の対象

スについて、在宅との公平性等の観点から、保険給付の対象外（原

外となった。預貯金等は本人の申告で判定されるが、預金通帳等

則自己負担）になっている。ただし、福祉的な観点から、低所得者

の写しや、保険者が金融機関に対して預貯金等の額の照会を行う

（住民税非課税世帯）に対して食費・居住費を軽減するものであ

ことについての同意書等が必要添付書類とされている。補足給付

る補足給付の制度がある。それが2015年8月から、資産を勘案す

の不正受給にはペナルティ
（返還時の加算金）がある。

（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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