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○幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事）

　次に、流通についてのちょっと意見と言いますか、こ

れ毎回言ってる話で恐縮なんですが、流通は非常に煩雑

で昔からの悩みであるということは非常によく理解でき

るんですが、

　この資料を見てみますと、この本質として経済課のほ

うにちょっとお伺いしたいんですが、

　いわゆる医療機関が行う、この適正使用支援業務とか

ですね、医療機器の在庫管理なんですが、これは本来、

医療機関が担うべき役割を卸、いわゆる販売業者のほう

がサポートしているっていう構図になってるっていうこ

となんですが、これについてはどうお思いでしょうか。

○厚労省医政局経済課医療機器政策室・前田彰久室長

　医政局医療機器政策室長でございます。医療機器と医

薬品の違いというところもあろうかと思っております。

　まず、医療機器自体はご案内のとおり、少量多品目と

いうところがございますので、多くの物、医薬品であり

ましたら１つの管理ができるところが多数あるというと

ころもありますし、

　医薬品の場合は薬剤部でご管理をいただいてますけれ

ども、医療機器、使われる場はそういった集約というよ

りも外科の場であったりとか、あるいはリハビリの場で

あったりとか、画像の場であったりとか、

　そういった場所も限定されていないというところで、

そういった医療機器の特性として、そういった卸なり、

メーカーのほうからお手伝いをさしあげるというところ

は一定程度、生ずるものかと思っております。

　その中でですね、ご指摘のように、立会い自体を野放

図に認めてしまうところについては、これ、平成 17 年

の話になりますけれども、公正取引委員会のほうからも

「公正な取引の確保の観点から問題があるのではないか」

とのご指摘もございまして、

　平成 18 年から立会いの回数でありますとか、立ち会

いを行う際の実施確認書の入手といったような医療機器

の立会いに関する業界の自主基準というものは議論をさ

せていただいた上で、

８．適正使用支援業務をめぐる議論
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　平成 20 年４月にですね、そういった基準を実施をさ

せていただいて周知徹底をしているところでございま

す。

　そういった意味では、冒頭に戻りますけれども、医療

機器の特性として、医療医薬品と違う対応を一定程度、

行う必要があるところもございますし、

　その中で、そういった公正な取引で非難されるような

ことがないような形で、今、実施をいただいているもの

という形で承知をしてございます。

○幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事）

　いや、そういう指導を出されたということは分かるん

ですけど、実態として今、守られていないっていう現状

を問題点として指摘しているわけで、

　さらに言いますとありますと、ここに資料にあります

ように、この流通業務にかかる適正支援業務の経費が

3.8％を占めてて、これは回り回って患者負担してるっ

ていうことですよね。

　ということは、本来、医療機関がやらなきゃいけない

ところを販売業者、卸業者が負担して、その負担を回り

回って患者が負担してるっていうのは、これは支払側に

とって容認できないことであって、今すぐ是正すべき問

題であると思います。

　通達を出されて適正にするようにっていうことはあっ

たんですけど、それが現状として行われてないっていう

のは今日のヒアリングで、苦情として行われてるわけで、

　経済課として、これ、何らかの対策をこれから取らな

きゃ、これ、ずーっとたぶん、５年たっても 10 年たっ

ても、この商慣習というか、やり方っていうのは変わら

ないと思うんですね。

　どっかで変えていかなきゃいけないと思いますし、こ

の適正支援業務だけじゃなくて、在庫管理までもがこの

卸とかがやってるというふうなとこ。

　その経費が回り回って患者の負担になってるというの

は、本当に、早急にこれ、改善しなきゃいけない問題だ

と思いますんで、指導するんであれば、ぜひ指導を徹底

していただきたいということと、

　このまま放置していくと、これ、５年たっても 10 年

たっても、これは同じ、患者が負担し続けるということ

になりますんで、何らかの形でこれは是正すべきだとい

うふうに思います。
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　それから、機器の団体のほうにお聞きしたいのは、こ

ういう状態があるというふうなことを申し上げられてる

んですが、認める、認めないは別にして、もし診療報酬

上でこういった要件とか、ものが設定されれば、この効

率化につながるとか、在庫管理がうまくいくとか、適正

支援業務が軽減されるとか、というふうなご提案があれ

ば、これは検討に値すると思うんですが。

　なぜかというと、この 3.8％が軽減されるんであれば

検討の余地はあると思いますんで、そういったもの、例

えば何らかの要件に「医療機器を集中購買するような施

設を医療機関内につくる」とか、あるいは、「ＩＣＴ化

を進めてって、在庫管理とか出入庫管理を病院側でやっ

てもらう」とかっていうのを要件に、何らかの要件に入

れてもらえれば、この医療卸とか販売業者の負担軽減に

つながるというふうなものがあれば、ご提案いただきた

いと思うんですが、

　そういうものは、お考えであればお聞きしたいと思う

んですが、いかがでしょうか。

〇厚労省医政局経済課医療機器政策室・前田彰久室長

　すみません。まず事務局、事実関係だけ述べさせてい

ただきたいと思いますけれども、ご指摘のとおり、そう

いった立会い、適正支援業務というところについては、

過去に、おしゃるとおりな、「過剰なものではないか」

という形の指摘を頂いたのは事実でございます。

　ただ、平成 17 年の指摘以降ですね、20 年に自主ライ

ンを決めさせていただいてから、各団体、これはメーカー

も卸ともですね、厳格に運用いただいておりまして、現

時点では指摘がないというところについて申し添えさせ

ていただきたいというのが１点目でございますし、

　また、こういった流通経費なんですけれども、これ実

際、価格にどのように反映されているかというのはご案

内のとおりかもしれませんけれども、医療機器のうちの

ですね、特定保険医療材料だけであるということ、

　かつ、追加をいたしますと特定保険医療材料、多くは

既存の類似機能区分に、新たな新製品でも入るというこ

とでございまして、これは価格の、実勢価格に基づいて

定期的に見直しが行われておりますから、医薬品と同じ

形でございます。

　その中で、特に新しい区分をつくるという場合に、そ

の中で類似区分をベースに行った場合でなく、原価計算

方式を行った場合に限ってですね、流通経費を反映して

いるということですので、新規に保険収載いたします医

療機器の中の、極めて限られた中で、そういった、この

係数を用いているという前提を事実関係としてご報告さ

せていただきます。以上でございます。

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事）

　原価計算方式だから無視していいということですか？

〇厚労省医政局経済課医療機器政策室・前田彰久室長

　医療機器政策室長でございます。決してそういった趣

旨ではなくて、医療機器、年間２千数百件の新しい、保

険医療材料だけでもその程度ございますけれども、

　その中で、新しい医療機能区分をつくらなきゃいけな

い、つまり革新性の高いものについて申請があったとき

に、もともと類似の機能区分を用いるか原価計算を用い

るかと選んでいただいて、原価計算を選んでると。

　すなわち、そういった原価計算に基づいて価格を決め

させていただいているものっていうのは、相当高度でイ

ノベーティブなものでございますから、

　トレーニングであったりとか、当然、実施の際にです

ね、これ、薬事承認上もトレーニングを必要とされてお

りますし、医療現場で使われる場合も全く新規で行える

革新性の高い医療機器でございますので、一定の立会い

も必要であろうと。

　そういった中で、この流通経費を用いて評価を頂いて

いるという現状を、ご説明をさせていただきました。 
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〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事）

　じゃあ、団体の方にお聞きしたいんですが、今、経済

課がおっしゃったように、

　「通達が出て適正支援業務が負担軽減になったのか」

ということをお聞きしたいのと、

　先ほどの「診療報酬上で何か」っていうことであれば、

お聞きしたいんですが、何かございましたらお願いしま

す。

〇医器販協・流通研究委員会・阿部篤仁委員長

　医療機器販売業協会の阿部と申します。ありがとうご

ざいます。

　まず、協会としてしっかり押さえておかなければいけ

ないことがですね、立会いに関してということなんです

けれども、われわれの言っている「立会い」というのは、

公取の基本的なルールに則ってやってるというところを

申し伝えておきます。

　それとですね、適正使用支援 38％というお話を差し

上げましたけれども、「預託在庫の管理」「短期貸出し・

持ち込み」「立会い」「修理・保守」などを含めて 38％。

（編注：幸野氏は 3.8％と言い、阿部氏は 38％と言う。医
器販協の資料では 38％となっている）

　立会いについては、その一部だというふうに考えてお

りますので立会いが極端になくなったから全部なくなる

という話ではないのかなと考えておりますし、これ、ど

ちらがやるべきかってのはちょっと分かりませんけれど

も、過去からの流れの中で、われわれがそれに対応して

きて今の形があるんだというふうに考えております。

　それと、「保険収載の中でどこかで見てほしい」とい

う要望については、われわれはそれについて保険の中で

話し合う場がないというか、原価計算方式も、われわれ

流通なのでメーカーさんの話になるかと思います。

　逆に、どちらかでそれを議論していただければ、それ

はそれで、席に着いてお話も差し上げたいというふうに

思っております。

　もう１つはですね、効率化については電子化ですね。

ＥＤＩ。先ほども、約８割が電話とＦＡＸのやり取りで

医療機関とはやり取りしております。

　われわれと、これは以前も話ししたんですが、われわ

れとメーカーさんの間では相当な、紙のほうでは相当な

ＥＤＩ化が進んでおりまして、それを一気通貫に病院ま

で持っていきたいというのがわれわれの前回の主張でも

あったんですけれど、

　流通の効率化が進むというのは、やっぱりＩＣＴ化、

病院との連携、チェーンマネジメントをつくるといった

ようなことかなというふうに考えております。以上でご

ざいます。



66

第 101 回 保険医療材料専門部会

〇関ふ佐子部会長（横浜国立大学大学院教授）

　はい、城守委員。

〇城守国斗委員（日本医師会常任理事）

　ありがとうございます。ちょっと事務局も含めて確認

なんですが、基本的に薬剤の場合はですね、その薬剤の

効能・効果から使用に関して、メーカーの方が販売時に

医療機関に説明に来られます。なおかつＭＲさんもです

ね、かなり、要するに、いろいろな説明をされます。

　そういうものが薬剤費の販管費の中にたぶん、薬剤の

コストの中に入ってるんだろうというふうに認識してる

わけですが、今、事務局のほうからご説明あったように、

新規の医療機器っていうのは使用に関しても非常にやっ

ぱり難しい。

　ですから、その使用を指導するということも含めて、

本来はですね、メーカーとして流通経費の中に組み込む

ものであろうと私は思います。

　ですので、それをですね、卸さんが肩代わりしている

部分というのもあるのではないかなと私は思いますの

で、

　そこはですね、本来はこの流通経費に関してですね、

特に要するに、適正使用支援に関してはオリジナルメー

カーさんがそれを負担するということじゃないかと思う

んですが、その考え方でよろしいでしょうか。

〇米国医療機器・ＩＶＤ工業会・加藤幸輔会長

　ＡＭＤＤの加藤でございます。ご質問ありがとうござ

います。今おっしゃったことっていうのは、非常に、真

正面からお答えするのは難しいんですけれども、

　販売業者さんとメーカーとの一般的な役割分担ってい

うのは、適正使用に関してはですね、新規製品の導入の

時の初期の集中的なトレーニング、これは薬事法上、承

認要件に書かれている場合もございまして、そういった

のはメーカーが、それから、

　そうは言っても、その手技が毎日毎日あるわけじゃな

いですし、病院側でもオペレーターの方が異動されたり

とかで継続教育とか、それから新たな組み合わせ機器と

かが出てきたりという、そういったときはメーカー、あ

るいは卸さんが情報提供を適正支援をしているというと

ころでございます。

　それともう１つ、実態といたしまして、日本の医療の

場合は非常にユニバーサルアクセスと言いますか、全都

道府県、いろいろな所で新しい手技にアクセスできるん

ですけれども、

　企業の性格として、やはりそういった地域に強い販売

業者さんが、ともすれば集中的な企業運営をしている

メーカーを補って、特にメーカーの拠点のない所は販売

業者さんが非常に大きな役割を担うと、そういったこと

になってます。
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　ですから、筋論からすれば「これはメーカーが作った

ものだからメーカーが全てやるべき」というのはあるか

もしれませんけれども、日本の医療保険提供、保健医療

提供体制の実態からすると非常に難しいものがあって、

その中で販売業者さんがかなり大きな役割を担っていた

だいていると、そういう整理だと思います。

〇関ふ佐子部会長（横浜国立大学大学院教授）

　はい、城守委員。

〇城守国斗委員（日本医師会常任理事）

　今、お答えになって、お答えしていただいたのが実情

であろうというふうに思います。

　ですから、先ほどですね、幸野委員がおっしゃった「医

療機関と卸の関係」ではなくてですね、本来は「メーカー

と卸さんのやり取り」の中で処理をしていただくという

ふうな形に考えるのが妥当ではないのですか？

〇米国医療機器・ＩＶＤ工業会・加藤幸輔会長

　ＡＭＤＤの加藤でございますが、もう１つ付け加えさ

せていただければ、これもご案内のとおり、日本の医療

機関というのは欧米の医療機関に比べまして、いろいろ

な、主要な手技の症例数が少ないということがあります。

　従いまして、病院の実態としてどういうことがあるか

と言うと、技師の方がいろいろな分野の医療機器の管理

をしていて、いろいろな分野かける、いろいろなメーカー

があるので、とてもではないですけれども、１つひとつ

のメーカーの製品の細かいことまで把握してない。安全

な医師への助言とかが困難になる場合があります。

　そういった訳で、日本の場合は販売業者さんが、例え

ば整形、例えば循環器、そういったものに特化した販売

業者さんが病院に対して適正支援をやっております。

　欧米ですと、病院の中に循環機器の、それもま循環器

の中でもカテーテル系とか、それから電気伝導系の特化

した技師さんがいらっしゃって、そういった方がいらっ

しゃる、そういった方を支える十分な症例数がある中で

やっておられますけれども、

　そうじゃない中では、日本では診療領域に特化した販

売業者さんが複数の病院を支援している。ですから、病

院と販売業者間の役割分担もこれまた欧米とは違って、

「本来、病院がやるべきでは云々」と言われているよう

なところも販売業者さんが結果的に効率的にやっている

というふうに、われわれは理解しております。 

〇関ふ佐子部会長（横浜国立大学大学院教授）

　はい、城守委員。

〇城守国斗委員（日本医師会常任理事）

　今、ご説明をされたのはですね、形態的なお話をされ

てるんだろうと思いますけど、実質上、この流通経費の

問題が今、議論されてるわけですから、

　この流通経費ということになると、その部分を卸さん
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が担っている、担っていないは別にしてですね、その分

も含めて本来はメーカーさんがそういう適正使用支援を

するという分をコストの上に積みますということになる

わけでしょうから、

　本来はやっぱりオリジナルメーカーさんが、ここは負

担をされるというのが筋だろうなというふうに思いま

す。以上です。

〇関ふ佐子部会長（横浜国立大学大学院教授）

　はい、幸野委員。 

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事）

　日本の特有な事情として、いわゆる医療機関における

いろんな技術が分散されてると、欧米においてはこれ、

集中化されてるんでそのような問題がないっていう差が

あるわけなんですけど、

　これをメーカーなり卸の方が容認されると、これ以上、

話が進まなくてですね、われわれとしても困ってしまう

んですが、

　これを何とかして、例えば技術について、いろいろな

病院に集中化させるとか、大きなＭＲＩとかＣＴの共有

化っていうのも議論されてますけど、そういう方向に

持っていかなきゃいけない時に、「こういう状況だから

しょうがない」というふうに団体の方がおっしゃられる

と、

　それは、われわれ負担する側から見ると、ちょっと違

うなという感じがあって、そこは是正すべくですね、訴

えていかれるのが団体のご主張だと思うんですが、

　そこで、「まあ、致し方ない」みたいな感じで言われ

ても、ちょっとその先が進まないんで、そこはちょっと

ご検討をお願いしたいなというふうに思います。

〇関ふ佐子部会長（横浜国立大学大学院教授）

　はい、どうぞ。

〇米国医療機器・ＩＶＤ工業会・加藤幸輔会長

　ＡＭＤＤの加藤でございます。

　「致し方ない」というのは、ちょっと私の趣旨とは違

うんです。そうなっている事実を述べただけであって、

私どもは「集中化せよ」とか、そういう、「日本の保険

医療制度そのものをこういうふうに変えたら医療機器の

コストが下がりますよ」とか、そんなことは言うつもり

はございません。

　患者さんの目線に立って、患者さんのこれからの超高

齢化社会の中で行動範囲がどうであるか、そのためにど

れだけ拠点が必要であるか、それを中心に考えていただ

いて、それが決まっているのであれば、それに基づいて

われわれは「コストがかかります」と、「かかるところ

はかかります」と言いながら、堂々と「こういう経費が

かかってます」というふうに申し上げさせていただきた

いと思います。
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　ですから、医療機器、全体の医療保険財政の 10 分の

１くらいだと思いますけれども、それを下げるために集

中化するという、それはもう、議論は全く逆ですし、そ

こに医療機器メーカーが団体として「こうしてくれたら

コストが下がりますよ」なんていうことは申し上げるつ

もりはございません。

〇関ふ佐子部会長（横浜国立大学大学院教授）

　城守委員。

〇城守国斗委員（日本医師会常任理事）

　今、私が言いたいことをですね、おっしゃっていただ

いたので、そのとおりだなというふうに思ってお聴きし

ておったのですが、

　再度申しますけども、「患者さんのために」というお

話であればですね、適正に医療機器が使用されるという

ことがどれだけ重要なのかということをしっかりと、１

号（支払）側がしっかりとご認識いただいてですね、そ

して、そのためのコストがかかるから経費が上がるので

あるという認識に立っていただくのが私はよろしかろう

というふうに思います。

〇医器販協・流通研究委員会・阿部篤仁委員長

　医器販協の阿部と申します。

　先ほど、幸野先生のほうからご指摘もありましたけれ

ども、私ども、どこかでそれを検討していただきたいと

いうふうには思っております。

　そして、先ほどの償還価格がですね、そのまま購入

価、そのまま買ってくださればいいんですけども、昨今

ちょっと事情が違いますですね、商社系のＳＰＤですね。

まとめ買いをして、今、価格だけでただ安くしてるとこ

ろですけれども、

　経営支援コンサルというところがですね、ベンチマー

クだけをもとにした価格提示を行って、病院さんはもち

ろん、それで交渉されるわけなんですけれども、

　そこには、ボリュームもですね、地域差も全く関係の

ないデータが出てきて、われわれ拘束されてしまうと。

結果的にどういう値か分かりませんけれども、それで「売

らされてしまう」と言うんですかね、そういう現象があっ

て非常に厳しいというところはそうです。

　先ほども申し上げましたように、われわれが保険点数

に関わる部分がないので何か言ってくれてもどっかで検

討してくださいというお願いはここでしたいと思うんで

すけれども、

　ぜひ、この適正使用支援が継続できるように、ここ（中

医協）なのかどこなのか分かりません。

　どちらかでぜひ検討していただいて 、われわれも出席

させて（いただき）、ご意見を述べさせていただければ

というふうに思います。よろしくお願いいたします。


