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要約 

そもそも日本ではなぜ国民皆保険制度なのか、診療報酬制度という制度が何のためにあ

るのか、国民はどのような医療を望んでいるのかについて考察していく。診療行為の点数

を決めている診療報酬と国民皆保険制度が密接な関係にあるため、診療報酬制度を議論す

る上で国民皆保険制度も考察する必要がある。また、問題があると言われている診療報酬

制度にも、国民が望んでいる医療の姿を実現させるためには存在する必要がある。上記で

述べたような「根本となる考え」を軽視して行った政策提言は意味をなさないと私たちは

考えたため第 1 章で述べていく。 

第 2 章では、日本の診療報酬制度はどのような歴史的背景から創設され、具体的に誰が

価格を決めているのか、どのように決めているのかを詳しく考察していく。 

第 3 章は問題提起として、診療報酬の具体的な点数配分をする委員会において、日本医

師会という団体が存在することを述べる。日本医師会は病院の開業医よりはるかに診療所

の開業医が多く、点数決定過程における日本医師会の存在が点数配分に影響を及ぼしてい

ると考えた。この影響というのは、診療所と病院に点数差が生じていることである。 

 そして、点数差は病院の赤字経営の一因であり、赤字経営は医療崩壊を引き起こした。

それは、私たちの考える望ましい医療に影響を及ぼすことを示していく。 

医療機関の経営状態の悪化が、病院の閉鎖に繋がり、医療機関のない地域を生むという

ような医療問題の大きな要因の１つであると私たちは考える。よって、医療機関の経営を

安定化させることでそれらの問題は解決する。医療機関の赤字は中央社会保険医療協議会

によって決定される、医療行為の点数である診療報酬点数に偏りがあるため生じている。

現在の中医協構成員は中小病院や診療所などの医療機関の規模に応じた代表はいるが、

「赤字の医療機関」を代表する者はいない。そこで、「赤字の医療機関枠」を新設するこ

とによって、赤字病院の経営が安定化し、医療の問題も解決する。モラルハザードが発生

しないように、「赤字の医療機関枠」候補としての規定として設定した指標である「人件

費比率」と「病床利用率」を設定する。 

このような流れで進め、「はじめに」で問題意識を述べ、第 1 章で診療報酬制度と国民皆

保険の関係性や存在意義を述べ、第 2 章では診療報酬制度とは何かを説明する。第 3 章で

医療崩壊に繋がる医療行為の価格決定過程の問題点を提起し、第 4 章で政策提言、第 5 章

で政策の検証を行う。 
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はじめに 

日本の医療現場では、医療崩壊が起きている。医療崩壊とは、ある地域から医師が居な

くなる、または病院自体が無くなることで、その地域における医療行為の供給維持が出来

なくなることを言う。医療崩壊の事例として、日本大学医学部付属練馬光が丘病院や、銚

子市立総合病院などが挙げられる。日本大学医学部付属練馬光が丘病院について取り上げ

ると、多くの診療科が存在する大規模な総合病院であり、年間 9 万 7,000 人の入院患者を

受け入れ、1 万 9,000 人もの救急患者の診療を行っている。しかし、2012 年 3 月に撤退す

る予定である。 

この他にも地方の病院などを中心に多くの病院で診療科の廃止や閉鎖が続いている。全

国自治体病院協議会が発表した「2008 年度決算見込額調査」の結果によると、100 床当た

りの経常収支が赤字だった病院は、回答した 501 病院（地方独立行政法人立を除く）のう

ち 352 病院（全体の 70.3％）、２年連続で赤字だった病院は 311 病院 （同 62.1％）と赤

字傾向が続いている。また、日本病院団体協議会のアンケートによれば、アンケートに回

答した 2,847 病院のうち、2004 年以降にいずれかの診療科を廃止した病院は 439 にの

ぼっている。 

そもそも、なぜ病院が撤退を迫られるのか、その背景には病院の赤字経営という実態が

見えてくる。小松秀樹氏の『医療崩壊』（2006 年出版）が 3 万 5,000 部も売り上げ、医

療崩壊という言葉がマスメディアでも多く取り沙汰された当時、赤字病院数は病院全体の

7 割以上に及んだ。先に事例として挙げた日本大学医学部付属練馬光が丘病院の撤退理由

も赤字経営が原因であった。その赤字経営の原因は、1.医療サービスの価格を決めている

のは「診療報酬制度」の改定 率が抑えられている点、2.抑えられた価格の配分の仕方が不

適切な点と、3.医師が不足している点が挙げられる。3 点目の医師不足に対しては、本稿

は医療サービスの価格に焦点を当て、医療サービスの価格を決める主体の構造を変えるこ

とで問題への対応を図るため詳しくは述べない。また、診療報酬制度では医療の価格を点

数に換算 して評価する。 

赤字の原因の 1 点目、改定率が抑えられていることは政府の医療費抑制策に起因する原

因であるが、この原因を考察する以前に、原因 2 点目の配分の問題が解決していないの

で、本稿では診療報酬点数の配分の仕方について考察する。赤字経営の原因の 2 点目、医

療の価格である診療報酬点数の配分の仕方について、医療機関ごとに差があることが判明

した。具体的に言えば、ベッド数が 20 未満または無床の「診療所」に区分される医療機

関と、ベッド数が 20 以上の医療機関である「病院」で、同一の診療行為であっても点数

が異なる場合があり、その項目の点数の変動が病院の経営状態と連動した動きをしている

ことから、私たちは赤字の原因である診療報酬制度に着目した。 
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第1章  診療報酬制度を議論する上

での前提 

本章では、私たちが考える「望ましい医療の姿」を提示し、その上で現在の日本の医療

保障制度を支える「国民皆保険制度」と「診療報酬制度」について考察をおこなう。 

安価に医療にアクセスすることを目的とした国民皆保険制度と、診療行為の点数を決め

ている診療報酬制度は密接な関係にあるため、診療報酬制度を議論する上で国民皆保険制

度も考察する必要がある。また、問題があると言われている診療報酬制度にも、国民が望

んでいる医療の姿を実現させるためには必要不可欠な制度である。 

上記で述べたような「根本となる考え」を軽視して行った政策提言は意味をなさないと

私たちは考えたため、この点を第１章として論じていく。 

第1節 望ましい医療の姿 
 本節では、国民が病気や怪我をした際にどのような医療が望ましいと考えられるのかを

述べる。さらに、現に病気や怪我を負っている患者としての国民だけではなく、病気や怪

我になり医療を受けなければならない可能性のある人にとって、どのような医療が望まし

いのかについても説明していく。 

 医療には３つの特徴と望ましい姿がある。その特徴とは、いつ誰が病気や怪我などにな

るかということが「不確実」であること、「外部性」があること、そして、医療が「社会

的基盤」になっているということだ。そして、３つの特徴をもとに考える医療の望ましい

姿とは、所得やリスクなどに関係なく低い負担で国民全体に医療が提供されること、フリ

ーアクセスが保障されていることであると考える。 

１点目の特徴である「不確実」とは、人々が社会生活を送る上で障害となる出来事がど

の程度発生するかが個人には分からないということである。集団としてはどの程度発生す

るか確率として把握することができていても、個人としては「いつ」、「どこで」、「ど

のような障害が」起きるかが分からないのである。いつ発生し、どれ位の費用が必要にな

るかが分からないため、個人で不確実なものに備えることは困難である。 

２点目の特徴である「外部性」とは、個人の行動が社会全体にも影響を及ぼすことであ

る。結核やインフルエンザなどの感染症の予防・治療を例にして説明する。個人がこれら

の予防・治療を行うことはその個人にとって幸福を上昇させることである。また、社会に

とっても個人個人がしっかりと予防・治療を行うことは望ましい。その理由は、予防・治

療を個人が徹底することによって、結核やインフルエンザなどの感染症が社会全体に蔓延

する可能性が減るからである。そのためにも、医療へのアクセスを容易にし、社会保険な

どによって個人が負担する費用を下げて、個人が受診しやすくする必要がある。 

３点目の特徴である、医療が「社会的基盤」になっているというのは、医療が個人の健

康を維持することによって、個人は労働などの社会的営みを行えるということである。個
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人が病気になった時に医療を受けられないとすると、その個人は労働が出来なくなり失業

してしまう可能性が高い。病気が理由で失業者が出ることを医療が防いでいるのである。 

このように、「不確実」であるために個人で怪我や病気に備えることは困難であるが、

「外部性」が存在するために個人が医療を受けやすくすることが望ましい。また、「社会

的基盤」になっているという観点からも様々な条件の個人が医療を受けやすいことも望ま

しい。 

そのため、国民にとって医療の望ましい姿とは、所得やリスクなどに関係なく低い負担

で国民全体に医療が提供されること、フリーアクセスが保障されていることの２点である

と私たちは考える。フリーアクセスとは、いつでも、どこでも、誰でも自分の望んだ医療

機関で医療を受けられるということである。つまり、深夜であろうと、過疎地などの人口

の尐ない地域の人でも、高齢者や幼児でも、大学病院や診療所などの医療機関の中から自

分の行きたい医療機関に行けるということである。 

これまで述べてきたように、私たちの考える望ましい医療の姿とは、「医療へのアクセ

スが容易であること」が実現された社会である。現在の日本では、医療機関へのフリーア

クセスが相当程度保障されている。また、医療費に関しても低い自己負担で医療を受ける

ことができる。つまり、金銭的なアクセスも容易になっている。これを実現しているのが

国民皆保険制度である。 

第2節 国民皆保険制度の存在理由 
国民皆保険制度とは、全ての国民がいずれかの公的保険に加入しなければならないとい

う制度である。国民皆保険制度は第１節で説明した望ましい医療を実現するために存在す

る制度である。国民にとっての医療の望ましい姿は、所得やリスクなどに関係なく低負担

で国民全体に平等に医療が提供されることである。しかし医療提供側にとって、医師の所

得や病院経営を安定して行える価格設定になっている必要がある。医師の所得や病院経営

を安定させるには医療の価格を上げなければならないが、価格が上がれば患者の負担が大

きくなり、医療にアクセスできない人も増加する。 

国民皆保険制度は、強制加入の社会保険とすることによって、加入者である国民が医療

を受ける際の負担を低く抑えることを目的としている。一方、医療提供側にとっては、保

険からの給付がおこなわれることによって、低い患者負担でも収入が確保される仕組みと

なっている。保険者が医療費の一部を患者の代わりに請け負うのである。患者負担の一部

を請け負うことによって、国民にとっての望ましい医療の姿と、医師の所得や病院経営を

安定させることの両立を図っている。 

国民皆保険制度の特徴は、全ての国民が公的保険に加入していることと、被保険者の保

険料が「応能負担」になっていることである。「応能負担」とは、リスクに関係なく所得

に応じて保険料を払う方式で、反対にリスクに応じた額の保険料を払う方式を「応益負

担」という。私的保険はある程度「応益負担」となっている。以降から、なぜ全ての国民

が加入しなければいけないのかと、公的保険がなぜ「応益負担」ではなく「応能負担」な

のかを説明する。 

まずは、全ての国民が加入しなければいけない理由を説明する。全ての国民が加入しな

ければならない理由は、病気になるリスクの高い人でも保険に加入出来るようにするため

である。強制加入の国民皆保険の場合はリスクの高い人もリスクの低い人と同じ条件で加

入することになる。しかし民間保険の場合、リスクの高い被保険者には高い保険料を徴収

する必要があり1、高リスクで所得の低い人は保険に加入出来なくなってしまう。保険に加

入しなければ病気になった時の費用が高額となり、医療を受けられなくなる人が出てしま

                                                   
1 民間保険の場合、給付・反対給付の原則というものがある。 
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う。そのことは、医療には外部性などがあるため、医療を受けられない人が存在すると社

会的に見た際にデメリットが大きい。そのために医療を受けられなくなる人が出ないよう

に国民全員が強制的に加入しなければならないことになっている。 

 次に、なぜ「応益負担」ではなく「応能負担」であるかというと、リスクに関わらず国

民全員が医療を平等に受けられるようにするためである。医療には不確実性、外部性があ

り、社会的基盤としての役割を持っているため、所得やリスクに関わらず医療を受けられ

るようにする必要がある。 

図 1-1 は保険があることによって患者負担額が下がることを示している。公的医療保険

が存在せず、医療が競争自由市場で取引される場合、価格は供給曲線と需要曲線との均衡

から決まる。公的医療保険があることによって、患者は全体の３割の自己負担で済むの

で、図の「保険適用後の価格」にまで下がる。値段が下がったことによって、所得の低い

人でも医療を受けられるようになる。保険を適用した結果、患者の負担額がＰ1 まで下

がったとすると、医療の需要量は需要曲線に合わせてＱ1 になる。その結果患者が支払う

額の合計は、Ｐ1×Ｑ1 になる。保険者負担は、医療が提供されている量（Ｑ1）×患者が

負担していない分の額（Ｐ*－Ｐ1）となる。 

 しかし、図から明らかなように、医療の価格が低く抑えられることは超過需要の発生を

意味する。このような超過需要の発生に対して、長い待ち時間や医療提供者の過重労働な

どが指摘されている。 

 

 

図 1-1 医療保険制度導入による患者負担の減尐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 
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第3節 診療報酬の存在理由 
日本は、第 2 節で説明したように国民皆保険になっている。保険があることによって患

者は実際にかかった費用の一部の負担で済み、残りは保険者と税で負担している。公的医

療保険医よって患者負担が低くなることによって、医療需要は増大する。ここで、医療提

供側において価格設定が自由である場合、どのような問題が発生するだろうか。 

医療に関しては、供給側と需要側で高い「情報の非対称性」が存在している。通常、私

たち患者側は適切な診療方法や薬剤、治療期間や費用に関して充分な知識を持っていな

い。一方で、供給側は豊富な知識・情報を持っており、望めば恣意的に高い価格で医療

サービスを購入させることが可能になってしまう。その場合、医療保険財政に対して過度

に負担がかかることになる。 

また、医療供給側が恣意的に高い価格設定をしなかったとしても、公的医療保険の導入

が患者の医療へアクセスの改善に十分につながらない可能性がある。図 1-1 にあるよう

に、保険によって患者の払う医療費は安く抑えられるため超過需要になり、病院側からす

れば過尐供給になる。つまり、需給ギャップが発生する。そのため、価格の設定が自由な

市場では超過需要を解消するために医療の価格は上昇することになり、患者負担も保険者

負担も上昇することになる。価格の設定が自由な市場では、治療費は需要量と供給量が一

致するところまで上昇するのである。需要量と供給量が一致する価格とは、需要曲線と供

給曲線の交わる点であり、図 1-1 のＰ*の価格である。この価格は、保険が適用される前と

同じ価格である。医療保険によって「医療を受けられる」患者は自己負担が尐なくなる

が、供給が拡大しないので全ての患者が医療を受けられるかどうか問題が残る。 

このような問題に対処するために導入されているのが診療報酬制度である。診療報酬制

度とは、診療報酬制度は、外来や入院、検査や処置、手術、投薬・注射など様々な医療行

為を点数化し、行った診療行為の点数を合算し、円換算（1 点＝10 円）するものであり、

公的医療保険を利用する場合、全国一律の「医療の公定価格」を価格として用いる必要が

ある。つまり、診療報酬制度によって医療行為の価格は公的に一定に抑えられており、医

療機関側が恣意的にこれを変更することはできない。医療需要側にとっては医療の自己負

担や医療保険財政への負担という点で大きな意味を持つ。一方、医療供給側にとっては収

入に直結するため、こちらも大きな意味を持つ。 

 仮に、診療報酬が低い水準で設定されている場合、患者の自己負担や医療保険財政への

影響という意味では好ましいかもしれないが、病院経営にとってはマイナスとなる。この

状態が続くようであれば医療機関の経営が危うくなり、医療現場の疲弊、病院の撤退や供

給不足などを引き起こす可能性がある。つまり、私たちが考えるフリーアクセスが保障さ

れた望ましい医療の姿とは乖離することになる。 

 このように、診療報酬制度は医療保障体制を考察する上で非常に重要な要素であると私

たちは考える。 
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図 1-2 診療報酬を低く設定しているケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

第4節 国民の望ましい医療の姿を実現する医

療機関 
国民皆保険制度によって国民の望ましい医療である、所得やリスクに関係なく誰もが医

療を受けられることと、フリーアクセスが保障されていることである。第 2 節で説明した

通り、この 2 点は、国民皆保険制度によって、制度的には保障されている。しかし、制度

だけでは保障したことにはならない。実際に医療行為を行う主体がいて初めて保障される

からだ。実際に医療行為を行う主体が医療機関である。 

医療機関が医療をしっかりと供給するには、安定した経営を行うことが可能な価格設

定、つまり診療報酬になっていることが必要である。2010 年の診療報酬改定では、病院経

営の安定化に重点をおいた改定が行われた。図 1-3 は病院と診療所の経営状況を示したも

のである。病院経営の主体別に、損益の平均値の推移を示したものである。2010 年の改正

以前では、公立病院や公的病院など、地域の医療を担う中核病院が赤字であり、他の病院

もほとんどゼロに近い状況であった。しかし、2010 年の改正により、赤字であった医療機

関も黒字になっていることが分かる。黒字化することによって、医療機関は安定した病院

経営を行うことが可能になる。 
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図 1-3 医療機関の損益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「医療経済実態調査の報告」より作者作成 

 

 以上のことからわかるように、医療の価格である診療報酬の水準やその改定は、病院経

営に対して非常に大きな影響を及ぼしている。そこで、第 2 章では具体的な診療報酬の仕

組みと決定・改定のプロセスについて検討していく。 
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第2章  診療報酬の概要と歴史 

診療報酬制度の目的は、厚生労働省によると 2 つある。 

1 点目は診療行為の技術とサービスの評価、2 点目は薬や材料などを含む物の価格評価

である。診療報酬制度は、外来や入院、検査や処置、手術、投薬・注射など様々な医療行

為を点数化し、行った診療行為の点数を合算し、円換算（1 点＝10 円）している。 

そして、この制度は 2 年に 1 度中央社会保険医療協議会で診療点数の改正が行われ、価

格は全国一律である。つまり、医師が不足している過疎地であっても、物価の高い都市部

でも同じ点数なのである。 

本章では、日本の診療報酬制度はどのような歴史的背景から創設され、具体的に誰が価

格を決めているのか、どのように決めているのかを詳しく考察していく。 

第1節 診療報酬の概要と歴史 

第1項 診療報酬の歴史 

そもそも診療報酬の基となっているのは、1958 年に作成された「新医療費体系」であ

る。当時は、個人医師による診療所が中心であり、患者の大部分は伝染病等の急性疾患で

あった。衛生状況やインフラの整備状況、患者の経済的状態も、現在と比較して不十分で

あった。そのため、医師が価格を自由に設定するよりも、国家が全国一律の価格を決定

し、治療行為の数に応じて加算される出来高払い方式が適当とされた。 

適当であると判断された理由を説明するには、当時の疾病の中心であった急性疾患につ

いて説明する必要がある。急性疾患とは、感染症や肺炎のように疾病の原因と発病の因果

関係が明白であり、手術･投薬等の対応措置がほぼ確立されている。また、適切な治療を

行えば比較的短期間で回復する疾病の事である。この様に、治療方法が明確であり、治療

後の二次感染や病気の再発が起こりにくい急性疾患が多い状況では、医療行為単位で報酬

が支払われる出来高払い方式が、診療内容の把握と医療費の計算をしやすい。反対に、複

雑な医療費計算を行う事は医者と患者の双方に大きな負担を課すものであった。そのた

め、全国どこでも均一かつ安価な医療を普及させる事が優先されたと考えられる。 

日本の医療制度は、当時必要とする医療の変化や社会状況、国民皆保険と連動して今日

の制度に至っている。 

 

1603～1867 年 

医療制度の基底にある自由開業医制2は 1700 年代（18 世紀）中ごろまでに形成されてい

た。当時の医療は、生薬を調剤する漢方医学が主流であり、医師は薬師（くすし）とも呼

ばれた。 

                                                   
2 自由開業医制とは、自由に開業して良いという制度 
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診察料は形式上、薬代として徴収していた。しかし、医療の提供は人道的行為3だったた

め、患者に代金を請求すべきではないと考えられていた。そのため、患者に必ずしも支払

い義務はなかった。医療は人道的行為という考えは、幕府が貧困者に医療を提供する責任

を医師に転嫁できた。 

 

1868～1912 年 

 明治初期はとくに欧化政策がとられた。明治政府は富国強兵をかかげ、国の基盤を強化

し欧米に追い付く事を目標としていた。そのため、医学においても欧米の影響を強く受け

ることになりそれまでの漢方医学から西洋医学へと移行することとなった。 

 明治以前は欧米のような、病院の核となる公的、あるいは宗教的な救貧施設はほとんど

なく、病院は主に政府や個人の医師によって、1．医療教育のための施設、2．軍事的な負

傷者治療、3．伝染病患者などの隔離、4．開業医が自分の診療所に増設したなどの目的と

経緯で設立された。 

支払いは一般的に薬に対して行われ4、医療保険が整備されるまでは明確な料金体系はあ

まり用いられず、開業医には人道的行為の一部としてのなごりもあった。国民の病院利用

はあまりなく、大学病院では、エリート以外の患者はあまり診てもらうことができなかっ

た。 

 

1882 年 

この頃の診療報酬は所得慣行料金（低い価格設定をする医療機関の発生を防ぐため医師

会が最低料金を規定していた）を採用しており、一定の価格以上であれば自由な診療報酬

請求であった。 

 

1927 年 

健康保険法の施行（1922 年制定）により、医療機関への支払いが保険によって負担され

るようになった。この頃の診療報酬は人頭請負方式がとられていた。人頭請負方式とは、

日本医師会・日本歯科医師会と国が契約を結び、被保険者 1 人につき一定の年額を算出

し、被保険者数に基づく年額を国から各医師会に支払う仕組みである。そして、その報酬

を各医師会が各県に配分し、県から医療機関へ出来高に応じ配分する。1 点の単価は厚生

大臣により決められており都道府県ごとに異なっていた。 

この診療報酬表が提示されて以来、（何が？）制度的に行われるようになる。当初は保

険適用の対象者が一部のブルーカラー5だけに限られており業務傷病などに対する保険であ

ったため、大部分の患者は自由診療であった。また、この当時の「医療」とは、主に開業

医が外来で行う診察を意味していた。 

 

1927～1957 年 

医療の価格設定は、国民健康保険を運営する市町村ごとにそれぞれ独自なレートで点数

を円に換算したり、あるいは自ら開設した医療機関は自由に料金を定めたりすることがで

きた。 

 

1934 年 

健康保険法が改正され6、保険の適用事業所を従業員 5 人以上に拡大した。 

                                                   
3 人道的行為とは、人として守るべき道のことで、つまり、医師が人命を救うのは当たり前、もしくは恩

恵や優しさ、慈悲である意味 
4 1967 年まで、薬を出した場合には再診料を請求できなかった 
5 ブルーカラーとは、作業員や技術職など、主に肉体労働に就く者。⇔ホワイトカラー（主に、事務に従

事する者） 
6 健康保険法の改正はその後も何度もされた。 
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1938 年 

国民健康保険法制定（農漁村を念頭）。実施主体は市町村・職業7を単位とする任意設立

の組合保険であり、被用者以外も加入していた。 

 

1943 年 

医療保険の対象者は、順次全国民に拡大した。1943 年には、全国の市町村の 95％まで

国民健康保険が普及する。支払い方式は、人頭請負方式から点数単価方式（国から医療機

関に出来高算定で直接配分）へ変更される。 

 

1945～1954 年 

 昭和 20 年代の終わりに、厚生労働省は国立病院を中心に大掛かりなコスト分析を行っ

た。その結果、調査した病院間にあまりにも点数の差があることが判明した。その調査に

基づいて策定された新しい料金表（診療報酬点数表 甲表）に対して、日本医師会が猛反

発したため、従来からの料金表が乙表8として残り、各医療機関は甲乙のいずれを採用して

も良いことになり、ほとんどの医療機関が乙表を選んだ。つまり、診療報酬は医療機関の

コストに基づいていないことがこのことからも明らかである。 

 

1958 年 

診療報酬点数表が改正される。医科は甲表（物と技術を分離した表）と己表（出来高算

定を中心とした表）を制定する。開業医と厚生労働省の合意により医療機関に対する支払

いが診療報酬に一本化され、さらに全国一律 1 点＝10 円と固定された。 

 

1961～1973 年 

 1961 年に国民皆保険が実現されたことにより、全国民が総医療費の 1 割～3 割の自己負

担で医療を受けられるようになったことと医療へアクセスしやすくなった。 

第2項 中央社会保険医療協議会の歴史 

 続いて、診療報酬を決定している中央社会保険医療協議会（以下、中医協と表記）の歴

史の説明をする。1927 年、健康保険法執行当時は診療報酬点数は、支払い側と診療側の契

約によって決められていた。1943 年には、厚生大臣が最終決定する体系になったが、この

時も支払い側と診療側両者の意見を聴いて決定していた。 

 1944 年に現在の中医協の原型となる組織が誕生する。厚生大臣が診療報酬を定めるにあ

たり意見を聴くための組織として「社会保険診療報酬算定協議」が設立され、これまでの

支払い側と診療側に加え学識経験者の意見の聴取も取り入れられることとなった。続く

1950 年には、社会保険医療協議会法が制定されて中央社会保険医療協議会が発足する。こ

の当時は、保険者の代表、被保険者・事業主等の代表、医師・歯科医師及び薬剤師の代

表、公益代表の４者により構成されていた。 

 1961 年、社会保障審議会の答申を踏まえ保険者・被保険者・事業主等の代表、医師・歯

科医師及び薬剤師の代表、公益代表の 3 者により構成され現在に至っている。 

                                                   
7 職業単位での保険は、1905 年に鐘紡や八幡製鉄所が業務上の傷病に共済組合としての保険制度を導入

している。これらの共済組合や国民健康保険法の「職業別」や「地域別」が現在の保険者が複数存在
し、被保険者の負担額の差に繋がってると考える 

8 乙表の原型となったのは、1927 年の健康保険法施行当時の料金表である 
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第2節 診療報酬点数が決定するまでの流れ 
 診療報酬点数が決定されるまでの流れは、大きく３段階に分けることができる（図 2－1

参照）。 

 

図 2-1 診療報酬決定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩崎充孝『スーパー図解・診療報酬のしくみと基本 5 分でわかる、保険診療&看

護に役立つポイント 120』p.9「社会保障審議会の基本方針」・読売新聞医療情報部『完全

図解 医療のしくみ』p.43「医療の値段はどうやって決まる？」より、筆者作成 

 

 第 1 段階は、改定の基本方針を決定する作業が社会保障審議会で行われ、7 月から 12 月

の間に決定される。 

 社会保障審議会には、さらに 24 の分科会・部会があり、中にはさらに委員会ごとに分

かれている場合もある。診療報酬改定についての議論は、「医療部会（分科会）」と「医

療保険部会」で行われる。例えば、2010 年度の診療報酬改定の基本方針が 2009 年 12 月

に両部会合同の指針として厚生労働省ホームページに掲載されているが9、2010 年度の診

療報酬改定においては、救急や産科等の医療の再建と病院勤務医の負担軽減という２つの

重点課題と、効率的な医療を実現する視点や、患者に配慮した医療を実現する視点などの

４つの視点が示され、基本方針の終わりは、中央社会保険医療協議会へのメッセージの様

な文章がつづられている。 

 第 2 段階は、全体の改定率、つまり医科・歯科・薬価の 3 つ全てを含めた全体の改定率

を決める。改定率というのは、前年の診療報酬予算と比較して今改定は何パーセント増減

したのかということを示す。全体の改定率は医療機関の経営状況がわかる医療経済実態調

査を参考にしながら国全体の政治や経済状況を把握しながら首相が決定する。財務省の予

算原案に間に合わせるため診療報酬の改定が行われる前年の 12 月中旬までを目安として

いる。 

 第 3 段階では、各診療行為に細かく点数を配分する作業に入る。この作業は厚生労働省

の諮問機関である中央社会保険医療協議会が行い、医療提供者・医療供給者・学者など医

療をあらゆる視点から捉えるために中央社会保険医療協議会は、保険者側の代表七名、医
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師及び薬剤師側の代表七名、公益側代表の 6 名、計 20 名で構成されている。時期は年末

から翌年 2 月にかけて行われ、全国の医療機関において各診療行為の実施回数が記載され

ている社会医療診療行為別調査を参考にしている。 

 厚生労働省には、法律または政令の定めによって設置された尐なくとも 14 の審議会や

研究会が存在し、検討会なども含めるとさらに多くなる。具体的には、薬事・食品衛生審

議会や中央最低賃金審議会、がん対策推進協議会などが該当し、そこに社会保障審議会と

中央社会保険医療協議会も含まれる。 

構成員は毎年数名ずつが入れ替わり、全員同時に変わることはない。支払側委員は、保

険組合、労働組合、経団連、市長で構成され、医療側委員は日本医師会を始めとした医師

組織から構成され、公益側は近年では全員が大学教授となっている（図 2-2 参照）。 

 

図 2-2 中医協構成員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 HP『中央社会保険医療協議会委員名簿』より筆者作成 

 

 診療報酬には、治療行為に対する報酬部分である本体部分と、薬に対する部分である薬

価に分かれている。図 2-3 からも分かるように、近年では本体部分が上昇傾向なのに対

し、薬価は下降傾向にある。これは上記の通り、診療報酬全体の改定率が先に決定される

結果、本体部分のプラス改定したい分を薬価がマイナス改定しなければいけないからであ

る。 
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図 2-3 近年の診療報酬の改定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『スーパー図解・診療報酬のしくみと基本 5 分でわかる、保険診療&看護に役立

つポイント 120』より、筆者作成 

第3節 政策誘導の手段としての制度 
  

 医療保険は、診療報酬が定めた医療行為にしか適用されない。医療保険が適用されない

医療行為は患者負担率が 100％になるため、患者にとって高額となる。そのため、保険適

用外の医療行為がされることはあまりない。また、診療報酬点数が高い治療行為ほど医師

への報酬が高いので、医師はその様な治療を積極的に行おうとする。そのことを利用し

て、政府は診療報酬を決める際に、現在の医療で不足している医療行為に高い点数を設定

し政策誘導を行う。例えば、2010 年の改定では、救急医療や小児科などの点数に対して、

大きなプラス改定を行っている。 
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第3章  問題提起 

 診療報酬の具体的な点数配分をする委員会において、日本医師会という団体が存在す

る。 

 日本医師会は病院の開業医よりはるかに診療所の開業医が多く、点数決定過程における

日本医師会の存在が点数配分に影響を及ぼしていると考えた。この影響というのは、診療

所と病院に点数差が生じていることである。 

 そして、点数差は病院の赤字経営の一因であり、赤字経営は医療崩壊を引き起こした。

医療崩壊は、私たちの考える望ましい医療に影響を及ぼすことを最後に示していく。 

第1節 日本医師会の存在 
本節では、日本医師会の存在により診療所に有利な点数決定が行われていることを示す

ために第 1 項で日本医師会の構成や特色について、第 2 項では各診療行為に具体的な点数

を配分する作業を行う中央社会保険医療協議会における日本医師会の存在が点数にどう影

響を与えているのか示し、病院に比べて診療所にとって利益の多い点数設定が行われてい

る事を説明する。第 3 項で日本医師会の存在により診療所有利な点数設定が行われていた

と考えている前厚生労働省の長妻昭氏による、診療所に有利に行われないためのこれまで

の厚生労働省の対策を、新聞記事を参考に挙げていく。 

第1項 日本医師会の特色 

 日本医師会とは、医学教育の向上、医学と関連科学との総合進歩などを目的とした  

活動を行っている組織で、本会の入会は医師の任意である。2008 年度は、全国の医師数は

286,699 人、日本医師会会員は 165,360 人なので全国の約 6 割の医師が入会している。 

その内勤務医と開業医の割合は約半分だが(図 3－1 参照)、開業医の内訳は病院開業医に

比べて診療所開業医が多いことがグラフからわかる。(図 3－2 参照) 
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図 3－1 日本医師会の診療所・病院の開業医、管理者と勤務医の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日本医師会日本医師会会員数調査より著者作成 

 

図 3－2 日本医師会の診療所開業医と病院開業医の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         出典：日本医師会日本医師会会員数調査より著者作成 

  

 日本医師会は、病院と診療所の開業医・管理者と勤務医の割合は約 5 割だが、開業医の

内訳は病院開設者より診療所開設者が圧倒的に多いことを特色にもつ組織である。 

第2項 点数の差 

 診療点数の中には、同じ診療行為なのにも関わらず診療所と病院で診療点数が異なり、

病院より診療所の方が点数が高く設定されている項目がある。 

 診療所の方が高く設定されていた診療項目は初診料、再診療、通院精神療法の３つであ

る。(表 3－3、3－4、3－5 参照) 
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表 3－3 初診点数表 

 

 診療所 病院 

1994年 221点 208点 

1996年 250点 230点 

1998年 270点 250点 

2000年 270点 250点 

2002年 270点 250点 

2004年 274点 255点 

2006年 270点 

270点 

270点 

2008年 

2010年 

出典：参議院質問主意書より著者作成 

 

表 3－4 再診点数表 

 

 200床未満の医療機関 200床以上の医療機関 

 診療所 病院 外来診療料 

1994年 61 点 50 点 

1996年 70 点 59 点 

1998年 74 点 59 点 

2000年  74 点 59 点 70 点 

2002年 81 点 65 点 68 点 

2004年 73 点 58 点 72 点 

2006年 71 点 57 点 70 点 

2008年 71 点 60 点 70 点 

2010年 69 点 70 点 

出典：参議院質問主意書より著者作成 

 

表 3－5 通院精神療法の点数表 

 

 診療所 病院 

2000年 392点 340点 

2002年 370点 320点 

2004年 370点 320点 

2006年 360点 330点 

2008年 30 分以上 360点 未満 350点 30 分以上 360点 未満 330点 

2010年 30 分以上 400点、未満 330点 

出典：WEB 診療報酬点数表、厚生労働省診療報酬改定説明より著者作成 

  

 上記に記されている診療項目の点数において、診療所が病院より高く設定されている理

由は、病院は入院機能を強化、診療所は外来機能を強化する機能分化を目的としていると

説明されている。しかし、診療所が病院より高く点数設定されている理由は機能分化のた

めだけではないと私たちは考える。 

 その理由は、2009 年に厚生労働省の指示により、点数決定を行う中央社会保険医療協議

会から日本医師会を排除し、排除された 2009 年に日本医師会の在籍数は 0 名となり（表
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3－6 参照）、翌 2010 年の診療報酬改定年に、再診療と通院精神療法においては点数が統

一される結果となっているからである。 

 

表 3－6 中央社会医療保険協議会に在籍している日本医師会の人数推移 

 

年度 在籍人数 

2004 年  日本医師会 5 名 

2005 年  日本医師会 3 名 

2006 年  日本医師会 3 名 

2007 年  日本医師会 3 名 

2008 年  日本医師会 3 名 

2009 年…日医排除命令 日本医師会 0 名 

2010 年  日本医師会 1 名 

2011 年 日本医師会 1 名 

          出典：厚生労働省中央社会保険医療協議会委員名簿より著者作成 

 

 2009 年度の、中央社会保険医療協議会に在籍する日本医師会が 0 名になったと同時

に、翌 2010 年度の診療報酬改定で、初診料と通院精神療法の点数が統一されたため中央

社会保険医療協議会において日本医師会の存在が点数決定に影響を及ぼしていると考え

る。 

第3項 厚生労働省による対策 

 診療報酬点数の決定において診療所へ高い点数が設定されており、それは日本医師会の

存在が関係していることは厚生労働相の長妻昭氏も考えていたことである。 

 前厚生労働相の長妻昭氏が考える日本医師会の点数決定における影響と、その問題に対

する厚生労働省の対応を新聞記事から抜粋して載せていく。 

 

  

 2009 年 10 月 24 日 日本経済新聞朝刊掲載 

 ・日本医師会をゼロにする方針発表 

『長妻昭厚生労働相は、23 日、中央社会保険医療協議会の委員について日本医師会の推

薦枠を従来の 3 人からゼロにする方針を固めた。来年度の診療報酬改定では大病院に手厚

く対応する考えだ。自公政権時代の厚労相は自民党を支持してきた日医の推薦者を「日医

枠」として追認してきた。(中略) 開業医優遇とされた政策を病院重視に転換する狙いがあ

る。』 

 

2009 年 10 月 27 日 日本経済新聞朝刊掲載 

 ・日本医師会をゼロにすることを正式発表 

『長妻昭厚生労働相は、26 日、日本医師会の推薦枠を従来の 3 人からゼロにすると正式発

表した。開業医の発言力が強い日本医師会の影響力を薄め診療報酬改定で病院の勤務医に

手厚く対応する。日医に対しては「診療報酬の改定で開業医を優先させてきた」との批判

がある。開業医の診療報酬が優遇された結果病院勤務医の年収は開業医の約半分しかなく

なり手不足が深刻化。』 

  

 2009 年 10 月 27 日 日本経済新聞朝刊掲載 
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・日本医師会は診療所の利益を重視 

『日医は診療所を経営する開業医の発言力が大きく、開業医の利益を代弁する傾向が強

い。厚生労働省で医療政策を担当する勤務医出身の足立信也政務官は「日本医師会は医療

現場の意見を代弁していない」と主張した。』 

 

 2009 年 10 月 28 日 日本経済新聞朝刊掲載 

 ・病院より診療所に手厚い配分を見直す 

『中央社会保険医療協議会の新委員を長妻厚労相が内定した。日本医師会の執行部が推し

た人を外した。病院に勤める専門医より診療所に手厚いといわれる診療報酬の配分を見直

すきっかけになる可能性はある。厚労相は患者の立場を第一に議論する中医協に再生して

ほしい。日医の執行部は診療所の開業医の利益を重視する傾向が強いと言われる。それも

あって専門医に報いる診療報酬体系への改革が思うように進まなかった。』 

第2節 点数差から発生する問題 
  

本節では、第 1 項で病院と診療所の診療報酬点数の差が病院の赤字経営に繋がること

と、第 2 項では赤字経営が医療崩壊に繋がること、そして第 3 項で医療崩壊は、第 1 章で

示した国民の望ましい医療の姿に反することを示す。 

第1項 点数差と病院の経営状況 

第 1 節で、同一の診療行為であるにも関わらず、病院10と診療所11で点数が異なる診療

項目を示した。再診料について見てみると、2003 年から 2007 までの隔年の推移で 65 点

から 58 点、57 点へとマイナス改定が続いている（表 3-7）。それに対して、病院の経営

状態を見てみると、再診料がマイナス改定の年は病院の総損益もマイナスになっている。

次に、2007 年から 2011 年を見ると、再診料と病院の総損益どちらもプラス変動をしてい

る。この事実から診療行為の点数を変えると、病院の経営に影響を及ぼすことが言える。 

 

表 3-7 病院の損益と再診料の推移の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『医療経済実態調査の報告』、参議院質問主意書より著者作成 

 

 また、再診料だけではなく、診療報酬点数全体の変動と病院の経営状態にも同一の関係

性が見られる（図 3-8）。点数の改定は 2 年に 1 回であり、図 3-8 より、偶数年に改定が

行われていることがわかる。改定された点数が反映された翌年（奇数年）のあるひと月の
                                                   
10 病院とは、病床数 20 床以上の医療機関 
11 診療所とは、無床または病床数 20 床未満の医療機関 
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総損益は、点数がマイナス改定の場合、前回の損益状況より悪化または赤字幅は多尐改善

されたものの赤字の状況である。点数がプラス改定された場合、病院の赤字も改善し図中

では黒字に転じているのがわかる。つまり、診療報酬点数の変動に合わせて、病院の経営

状態も変動するということである。 

 

図 3-8 病院の損益と診療報酬点数全体の改定率の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『医療経済実態調査の報告』、 

読売新聞医療情報部『完全図解 医療のしくみ』より著者作成 

 

さらに、病院に関しては 2009 年に向かい段々、赤字になる病院が増え、2007 年・2009

年は一般病院全体で赤字になっている（表 3-9 参照）。2009 年までの医療機関12の傾向と

して、病院は赤字体質であり、診療所は黒字体質という点が挙げられる。病院の経営が黒

字化した前年の 2010 年度の診療報酬改定では、再診料と通院精神療法が病院・診療所で

統一された。病院にとっては点数、つまり価格が上がったことで、収益が上がり、経営が

黒字になったと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 医療機関とは、医療サービスを提供する施設、または、病院と診療所を足した合計 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

24 

 

表 3-9 医療機関の損益状況13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省、隔年の『医療経済実態調査の報告』より著者作成 

 

 以上の結果より、診療報酬点数の変動が病院の経営状況に影響を及ぼすことがわかっ

た。ただし、病院赤字の原因には診療報酬点数の改定率が総枠として抑えられているとい

う医療費抑制政策の問題や、医師不足による赤字経営との相互の影響もあるが、本稿で

は、点数の分配の仕方に焦点を当てて進める。医療費抑制政策については、例えば、診療

報酬の改定率が物価水準に見合って上昇していないことが根拠の 1 つとして挙げられる

（図 3-10）。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 集計 1 は、医業・介護収益に占める介護収益の割合が 2 パーセント未満の医療機関の集計を表し、集

計 2 は、医業・介護収益に占める介護収益の割合が 2 パーセント以上の医療機関の集計を表す。また、
下線部は税引き後のデータを使用して計算。マイナスと赤色で示した数値は赤字経営の意 
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図 3-10 診療報酬改定率と物価変動の時系列推移14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局『中分類指数（昭和 45 年～最新年）』、 

遠藤久夫『日本の医療費水準と財源を考える』より著者作成 

 

第 2 項では、点数差が原因で赤字になる病院が撤退に向かうことで、医療崩壊が進む現

状を説明する。 

 

第2項 赤字経営から医療崩壊へ 

医療崩壊とは、主に病院の経営が成り立たなく撤退する場合や、病院に勤務する医師が

退職したことをきっかけとして、ある地域の医療提供体制が維持できなくなる現象であ

る。医療崩壊の具体的事例として、日本大学医学部付属練馬光が丘病院や、銚子市立病院

などの総合病院15が挙げられる。 

 日本大学医学部付属練馬光が丘病院の事例について、以下の様に 2011 年 9 月 6 日の日

本ビジネスプレスでは報じている。 

 

『（2011 年）7 月 15 日、日本大学医学部付属練馬光が丘病院（東京都練馬区）が 2012

年 3 月をもって撤退することを発表し、病院を引き継ぐ新たな医療機関の公募が始まりま

した。同病院は、東京 23 区内で年間 9 万 7000 人の入院患者を受け入れ、年間 1 万 9000

人もの救急患者の診療を行っていた大学病院です。東京都内の地域医療の要であった大学

病院が実質的な破綻状態に陥っていました。積み重なった赤字額は、20 年間で 140 億円

に達するといいます。』 

 

日本大学医学部付属練馬光が丘病院が撤退する理由として、赤字による経営難を挙げて

いる。しかし、同病院の病床稼働率は 80 パーセントを超えており、これは財政破綻した

                                                   
14 基準年は 1970 年で、基準値を 100 パーセントとする 
15 総合病院とは、病床数 100 床以上、かつ、内科や外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の 5 科以上ある

医療機関 
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夕張市の夕張市立総合病院の約 40 パーセントを大きく上回っており、全国でもトップク

ラスの優良病院である。それにも関わらず、病院の赤字経営が続いてきたということであ

る。 

病床稼働率の高さからも見られるように、多くの患者がいるにも関わらず病院が赤字経

営になる理由について、以下の様に松下政経塾医療研究会は述べている。 

 

『政策投資銀行作成の資料によると、全国の一般病院の一施設、1 ヵ月当たりの平均医

業収入は約 2 億 3700 万円、それに対し医業費用は約 2 億 5000 万円である。すなわち、2

億 3700 万円の利益に対して、2 億 5000 万円の経費、費用がかかり、収支差額は約 1300

万円のマイナス（割合でマイナス 5.5 パーセント）である。』 

 

以上のことから、そもそも診療報酬点数が医療機関の支出に見合って計算されていない

ことがわかる。また、図 3-10 で示したように、物価水準に見合った改定率になっていな

いため、医療機関の支出を考慮して計算された数字とは到底言えない。 

 医療崩壊について書かれた田辺功氏『ドキュメント医療危機』では、医療崩壊の原因と

して、病院勤務医の現場の声も基にして診療報酬点数が低いことに触れている。特に、川

崎市立井田病院の鈴木厚地域医療部長へのインタビューでは、病院が使える資金が限られ

ている点を問題視している。 

 以上のことから、医療崩壊の原因として病院の赤字経営を挙げた。 

 

第3節 まとめ 
 診療所と病院の点数に差があり、開業医に有利な点数設定が行われていることの背景に

は中央社会保険医療協議会にいて日本医師会の存在が関係していることを述べた。 

 病院と診療所の点数差は、病院の赤字経営の一因であり、その赤字経営が問題の 1 つと

なり医療崩壊に繋がった。さらに、医療崩壊により地域の病院が無くなることは第 1 章で

示したフリーアクセスを阻害する原因になる。フリーアクセスが出来なくなってしまった

ことで、国民にとっての望ましい医療の姿は実現されなくなる。「診療報酬制度」とい

う、一見私たちには知りもしない制度・改定作業は、実は私たち国民そして患者という立

場に立ったとき利用する医療サービスの価格を決めている大事な制度で、その点数次第で

は医療崩壊が起き、私たち国民が望む医療が実現されなくなるのである。 

 以上の事実より、国民の望ましい医療の姿を実現するには、赤字経営の病院を黒字経営

にすることが必要と考えた。 

 そのための政策提言を次の章で述べていく。 
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第4章 政策提言 

医療機関の経営状態の悪化が、病院の閉鎖に繋がり、医療機関のない地域を生むというよ

うな医療問題の大きな要因の１つであると私たちは考える。よって、医療機関の経営を安

定化させることでそれらの問題は解決する。医療機関の赤字は中央社会保険医療協議会に

よって決定される、医療行為の点数である診療報酬点数に偏りがあるため生じている。現

在の中医協構成員は中小病院や診療所などの医療機関の規模に応じた代表はいるが、「赤

字の医療機関」を代表する者はいない。そこで、「赤字の医療機関枠」を新設することに

よって、赤字病院の経営が安定化し、医療の問題も解決する。 

第1節 中医協に「赤字の医療機関枠」を新設 
現在の中医協は、構成員がどこの機関に所属しているかで決まっているが、財政状態は

考慮されていない。そのため、医療機関の中には、経営努力を行っているにも関わらず、

自信の医療機関に関係する診療報酬点数が低いことで赤字になっている医療機関がある。

例えば、日本大学医学部付属練馬光が丘病院は、経営収支比率などの経営健全度を示す指

標が良いにも関わらず閉鎖に追い込まれている。 

医療機関の閉鎖は、上述したように、国民にとっての望ましい医療を実現できなくする

要因である。そのため、医療機関が赤字で閉鎖することを防がなければならない。そのた

め、私たちは中医協構成員に「赤字の医療機関枠」を新設することを提言する。「赤字の

医療機関枠」とは、赤字の医療機関であれば、どの組織に入っているかを問わず中医協構

成員になれる枠である。また、「赤字の医療機関枠」は 2 年に一度、診療報酬改正ととも

に入れ替えることとする。 

「赤字の医療機関枠」を新設することによって、中医協に赤字病院からの視点が取り入

れられるため、赤字病院の経営を考慮した点数配分になる。赤字病院の経営が考慮され、

赤字が解消されるような診療報酬点数になることによって、医療機関は赤字を脱し閉鎖の

危機から脱することが可能になる。医療機関が閉鎖の危機を免れれば、国民にとっての望

ましい医療の姿であるフリーアクセスも確保される。 

図 4-1 は現在の中医協の構成員の組織図である。医師側は医師 5 名、薬剤師 1 名、歯科

医師 1 名の計 7 名から構成されている。私たちは 3 名の「赤字の医療機関」の枠を医師側

に加える。その際、元の 7 名に 3 名を加えると 10 名になる。支払側 7 名、公益側 6 名と

医師側 9 名を比較した際に、人数に著しい開きが出来てしまう。そのため、人数調整をす

る必要がある。「赤字の医療機関」は医師の代表であると考えられるので、5 名いた医師

の代表を 2 名に減らす。 

この人数調整を行うことによって、医師側は医師 2 名、薬剤師 1 名、歯科医師 1 名、赤

字の医療機関 3 名になる。（図 4-2）医師 2 名には、病院の代表として「日本病院会」や

「全日本病院協会」等、そして診療所の代表として「京都府医師会」16等からそれぞれ一

                                                   
16 診療所の代表となる組織は多く存在するが、ここ数年の中医協では「京都府医師会」の安達秀樹氏が就

任している 
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人ずつ配置し、医療機関同士のバランスを考慮する。なお、提言をする前の中医協では、

病院の代表 5 名、診療所の代表 1 であった。診療報酬点数自体が「医科点数表」、「歯科

点数表」、「調剤点数表」の 3 つに分かれているため、薬剤師と歯科医師は 1 名ずつとす

る。そして、赤字の医療機関 2 名は、1 名では発言権が弱く 1 種類の医療機関に有利な点

数になるのに対し、3 名では多くの種類の医療機関に点数が分散されてしまうからであ

る。 

 

図 4-1 現在の中医協構成員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：中央社会保険医療協議会委員名簿より筆者作成 
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図 4-2 提言後の中医協構成員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：中央社会保険医療協議会委員名簿より筆者作成 

 

第2節 モラルハザードへの対処 
「赤字の医療機関枠」を新設することに生じる弊害に、経営状態が悪い医療機関による

モラルハザードが考えられる。モラルハザードとは、「赤字の医療機関枠」が新設される

ことによって、経営努力をしなくても自分の医療機関に有利な点数になることによって、

どこの医療機関も経営を安定化する努力をしなくなることである。 

 モラルハザードが生じないために、「赤字の医療機関枠」に医療機関が選ばれるための

規定を設ける必要がある。経営努力を怠った医療機関は、たとえ、になるほどの赤字が積

み上がっていても、「赤字の医療機関枠」には入れないようにするのである。具体的な規

定の値として、「人件費比率」と「病床利用率」を用いる。 

 「人件費率」とは、原材料費や設備費などの費用に占める人件費の割合がどれ位である

かを表したものである。人件費の内訳は、医師に対する給料が大部分を占めているため、

削減することが難しい。総費用のうちの人件費が占める割合が高い（人件費率が高い）場

合、原材料費などの比較的削減しやすい費用は削減していることを意味する。 

 「病床利用率」とは、医療機関全体にあるベッドの内の何割が使われているかを意味す

る。病床利用率が高ければ、使われていないベッドが尐ないことを意味する機関にある

「ベッド」という設備を有効に活用していることを意味する。 

 この 2 つの値を使うことによって、費用の無駄をどれだけ削減しているかと、設備をど

れだけ有効に活用しているかが分かる。この 2 つの数値が良いにも関わらず赤字であるな

らば、その医療機関は上手な経営をしているにも関わらず、診療報酬の点数に問題がある

ために赤字になっていることになる。よって、この 2 つの数値を「赤字の医療機関枠」の
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規定値とすれば、経営努力を怠っている医療機関は含まれないためモラルハザードは生じ

ない。 

第3節 点数の平等性 
 「赤字の医療機関枠」を新設することで、点数の平等性が守られるのかについて私たち

の考えを述べる。「点数の平等性」をどの医療機関も経営努力の行った量に応じて赤字か

黒字かが決まることと定義する。つまり「点数の平等性」とは、経営努力をすればした分

だけ報われるような点数になっているかどうかを指す。私たちの政策提言によって、経営

努力を行っているにも関わらず赤字になっている医療機関が、診療報酬の点数を決定して

いる中医協の構成員に選ばれる。そして、中医協で赤字病院の代表として発言すること

で、中医協に赤字病院からの視点が取り入れられる。そして、赤字病院の経営を考慮した

点数配分になり、点数配分がより平等なもの（経営努力をすればした分だけ報われるよう

な点数配分）になると私たちは考える。 
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第5章 検証 

 第５章では、第４章で行った政策提言の検証を行っていく。具体的には、「赤字の医療

機関枠」を新設したことによって、赤字病院の経営を考慮した点数配分になるのかと、私

たちが「赤字の医療機関枠」候補としての規定として設定した指標である「人件費比率」

と「病床利用率」が、経営努力をしいていない医療機関を「赤字の医療機関枠」から排除

出来るのかを検証する。 

 まずは、「赤字の医療機関枠」を新設することによって、赤字病院の経営を考慮した点

数配分になるのかを検討する。第 3 章で説明したように、中央社会保険医療協議会は

2008 年まで 3 名の日医がいた。日医は診療所の組織であるが、彼らは再診料を診療所に

なるような点数にしていた。自分たちの組織に有利になるように点数決定をしていたので

ある。この事からも分かるように、中央社会保険医療協議会に「3 名」いるということ

は、発言権は十分にあることが言える。 

次に、「人件費比率」と「病床利用率」が、経営努力をしいていない医療機関を「赤字

の医療機関枠」から排除出来るのかを検証する。図 5-1 は 2010 年の国立病院で赤字経営

の病院である。これらの医療機関が「赤字の医療機関枠」の候補になるわけだが、この中

には、経営努力をしないことで赤字になっている病院もある。そこで、私たちの設定し

た、「赤字の医療機関枠」候補としての規定の指標を用いると、例えば、函館病院は人件

費率 49.4 パーセントで低く、舞鶴医療センターは病床利用率が 34.3 パーセントと低い。よっ
て、これらの医療機関は「赤字の医療機関枠」から排除される。日本経済新聞に舞鶴医療セ

ンターについての記事があるので引用する。 

 

2008 年 9 月 15 日 日本経済新聞 

『市民病院は市の補助金に依存し、市は〇六年度、自治体の病院事業の収益に占める不良債

務の比率が全国ワーストの八四二％に達した。』 

 

とある。このことからも分かるように、舞鶴医療センターは市の財源に頼り、経営努力を

怠っていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

32 

 

図 5-1 赤字経営の医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立病院機構より筆者作成 

 

 

医療機関名 経常利益・損失（円）

北海道医療センター △ 864,959,950

函館病院 △ 236,672,695
盛岡病院 △ 417,784,478
福島病院 △ 310,690,389
霞ヶ浦医療センター △ 483,245,333
千葉医療センター △ 100,650,479
千葉東病院 △ 143,948,192
下総精神医療センター△ 118,356,039
東京病院 △ 446,207,232
神奈川病院 △ 26,639,831
甲府病院 △ 296,533,216
まつもと医療センター △ 139,044,012
長野病院 △ 775,086,386
静岡富士病院 △ 33,003,222
東尾張病院 △ 101,789,541
榊原病院 △ 153,920,423
滋賀病院 △ 522,093,360
舞鶴医療センター △ 161,856,440
大阪南医療センター △ 271,826,287
指宿病院 △ 121,394,310
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 『平成 22 年度 診療報酬改定の概要』 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/setumei_06.pdf 
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 (2011 年 10 月 30 日) 

 『全国の医師数」http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/08/dl/gaikyo1.pdf 

 『中央社会保険医療協議会 議事録』 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008ffd.html 

 (最終アクセス 2011 年 11 月 9 日) 

『WEB 診療報酬点数表』 

 http://sites.google.com/site/sikatensu/sika-mokuzi/01-igaku-kanri-tou/b001-2 

 （最終アクセス 2011 年 11 月 12 日） 

『日経テレコン 21』http://t21.nikkei.co.jp/g3/CMN0F12.do(2011 年 11 月 9 日) 

参議院 質問主意書 

 『平成４年～12 年初診・再診料』 

  http://www.sangiin.go.jp-japanese-joho1-kousei-syuisyo-147-touh-stimage-t147035 

  03gif(2011 年 11 月 9 日) 

 『昭和 49 年から～平成 2 年 初診・再診料』 

  http://www.sangiin.go.jp-japanese-joho1-kousei-syuisyo-147-touh-stimage-t147035 

  02.gif(2011 年 11 月 9 日) 

 『平成 33 年～49 年 初診・再診料』 

  http://www.sangiin.go.jp-japanese-joho1-kousei-syuisyo-147-touh-stimage-   

  t14703501.gif(2011 年 11 月 9 日) 

・日本医師会  (最終アクセス 2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 22 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem21.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 21 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem21.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 20 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem20.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 19 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem19.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 18 年日本医師会会員調査』 

   http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem18.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 17 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem17.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 16 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem16.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 15 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem15.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 14 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem14.html(2011 年 11 月 7 日) 

 『平成 13 年日本医師会会員調査』 

  http://www.med.or.jp/jma/gaiyou/mem13.html(2011 年 11 月 7 日) 

総務省統計局『世界の統計 第 14 章 国民生活・社会保障 14-3 医療費支出・医師数・

病床数』http://www.stat.go.jp/data/sekai/14.htm#h14-03（2010 年 10 月 5 日） 

『世界の統計 第 13 章 物価・家系 13-3 主要食料品の小売価格』   

 http://www.stat.go.jp/data/sekai/13.htm#h13-04（2011 年 10 月 5 日） 

『日本医師会総合政策機構』 

 http://www.jmari.med.or.jp/research/dl.php?no=458（2011 年 9 月 18 日）  
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『病院情 報局』 http://ir.ugakugei.ac.jp/bitstream/2309/107997/1/18804322_62_11.pdf

（2011 年 9 月 18 日）  

国立病院機構 http://www.hosp.go.jp/12,10109,74.html 
 

 

 

 


