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これらを受けまして、41 コマ目に「かかりつけ医機能の評価」として、論点をまとめさせていただいてお

ります。 

まず、１点目でございます。 

かかりつけ医機能の評価として、現行の機能強化加算および地域包括診療料等につきまして、患者がかかり

つけ医に求める機能等を踏まえ、算定要件および施設基準等を見直すことについて、どのように考えるのか。 

２つ目でございます。 

小児かかりつけ診療料および小児科外来診療料について、それらの趣旨を踏まえ、対象患者等の要件を見直

すことについて、どのように考えるか。 

この２点につきまして、論点を整理させていただきました。 
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【質疑前半】かかりつけ医機能に係る評価について 

 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 はい、どうもありがとうございました ただいまの説明につきまして、以下、論点ごとに議論していきたい

と存じます。 

はじめに、「かかりつけ医機能に係る評価について」に関しまして、何かご質問等ございましたら、よろし

くお願いいたします。では松本委員、お願いいたします。あ、では、幸野委員、お願いいたします。 

 

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事） 

 ありがとうございます。41 ページの論点の機能強化加算について、支払側の意見をまとめましたので、私

が代表して発言させていただきます。まず、診療報酬というものは患者自らが受けた医療行為に対する対価と

いうことが基本的な考え方であるということに変わりはないと思います。 

 機能強化加算は、かかりつけ医機能を推進していくため、その機能を有する「体制」を評価するものという

ことは、かかりつけ医を推進していくために必要であるということは百歩譲って理解いたします。 

 一方、患者がかかりつけ医に求める役割っていうのは 25、26 のスライド（患者調査の結果）にあるとおり、

「どんな病気でも、まずは相談に乗ってくれる」「必要な時に専門医、専門医療機関を紹介してくれる」「これ

までの病歴や家族背景等を把握してくれている」というのが、患者が求めているものであるというのが示され

ております。 

 従って、機能強化加算が算定されている患者は、この医療機関を自分が求めるかかりつけ医としての機能を

有しているということを理解した上で、必要な時に適切な医療を受けるということが求められるということが

あります。 

 そのような観点で現状の資料を見てみますと、例えば 14 ページのように機能強化加算を届け出ているにも

かかわらず他の医療機関の受診状況やお薬手帳を見ていない、他の医療機関で処方されている薬の内容を確認

していない医療機関が一定割合存在しているという事実があります。 

また、かかりつけ医の役割さえも説明していないという医療機関が過半数存在しているということは、「体

制」は有しているんですが、かかりつけ医としての「機能」は果たしていない、果たしているとは言い難いと

いう事実がこの資料から見て取れるというところです。 

 17 ページのスライドでは、医師の診察を受けた場合の費用について 休日加算、時間外加算、機能強化加算

等を算定された経験のある患者の 33.5％が「診療の前に事務スタッフから説明してほしい」、25.3％が「会計

時に事務スタッフから説明してほしい」、7.5％が「医師自身から費用についても説明してほしい」と、そうい

う対応を望んでいます。 

 地域包括診療加算や地域包括診療料、小児かかりつけ診療料のように患者の同意が算定要件とされていない

機能強化加算については、例えば４ページにあります医師会・四病協の合同提言で定義されてますような、か

かりつけ医の機能を有しているということを院内掲示するっていうことはもちろんのこと、診察を行う前に院
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内のしかるべき者が患者に文書を提示することにより、丁寧に説明を行うことを要件化すべきということを提

言いたします。 

 医療機関が患者に丁寧な説明を行い、患者が自分の求める機能を有した医療機関であることを理解した上で、

患者自らがかかりつけ医を選択することが必要で、これによって、かかりつけ医が推進されるということにつ

ながるというふうに考えます。 

 繰り返しになりますが、体制を評価するっていうことであれば、患者がその体制をきちんと理解して、その

成果に対して支払うという仕組みをつくることが必要で、診療前の説明の要件化を提案いたします。以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 ありがとうございました。では松本委員、お願いいたします。 

 

〇松本吉郎委員（日本医師会常任理事） 

 はい、ありがとうございます。まず１つ目のかかりつけ医機能の評価についてですけれども、生涯を通じて

ですね、健やかに過ごしていくために、かかりつけ医が学校医や産業医としての機能を担う中で、予防や健康

づくりに努めていくことや、不幸にも病にかかられた場合には治療にあたる一方で、適宜、専門医療機関等を

紹介すること、そしてさらに、住み慣れた地域で生涯を終えたいという思いに寄り添い、地域包括ケアシステ

ムの要として生活を支える体制づくりを推進していくこと、このような、防ぎ、治し、支える医療をかかりつ

け医が中心となって国民に提供していく姿こそが、この人生 100 年時代の医療を象徴する姿であると考えてい

ます。 

 そのため日本医師会では、４ページ目にありますけれども、四病院団体協議会と合同提言して以降、今後の

さらなる少子高齢化社会を見据えて地域住民から信頼されるかかりつけ医の機能のあるべき姿を高めるべく、

その能力を維持・向上するために「かかりつけ医機能研修制度」を実施しております。受講者は既に延べ３万

５千人に上り、一層の充実とさらなる普及・定着を図っている状況にあります。 

 かかりつけ医機能の評価として、平成 26 年度の改定で地域包括診療料等が創設され、翌 28 年度改定では、

これを認知症や小児に評価を拡大し、前回改定ではかかりつけ医機能を強化した医療機関の体制を評価した

「機能強化加算」が新設されております。 

 ４ページにありますけれども、日本医師会と四病協はかかりつけ医を「なんでも相談できる上、最新の医療

情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉

を担う総合的な能力を有する医師」と定義しております。 

 機能強化加算はまさにこの機能を強化したものであります。 

 かかりつけ医機能の評価につきましては、まだまだ途に就いたばかりと理解していますけれども、そのよう

な状況の中でも、今回提出された資料にあるような検証結果によって、かかりつけ医を持つことの意義が少し

ずつ国民に浸透してきたのではないかと感じるとともに、現場でかかりつけ医が頑張っていることが垣間見れ

る結果となっておりますことは大変喜ばしいことと思っています。 

 さらに努力をすべきとは思いますけれども、令和２年度改定においても引き続き、かかりつけ医機能の一層

の充実が図れるような対応をすべきと考えております。 

 先ほど幸野委員から、これまでも繰り返しのご意見を頂きましたけれども、まず１つはですね、この体制の

加算は機能強化加算以外にもたくさんの体制がございます。その体制の中でですね、１つひとつ、もちろん周
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知を図っていかなきゃいけないことは当然かとは思いますけれども、それを１回１回の体制とかですね、加算

を取っている中で、全ての患者さんに診察する前にそれを全ての加算とかですね、体制を説明していくことっ

て非常に難しい話でございます。 

 働き方改革と言われている中でも、非常にここにですね、どのような形で国民の理解を得るかというのは非

常に大きな問題とは思いますけれども、ある意味では保険者の方々もですね、そういった医療機関のかかり方

であったり、医療費を意識した受診行動を患者さんに促すというのは、それは医療機関だけで行う話ではなく

て、保険者の仕事でもあるというふうに考えております。 

 また、そのかかりつけ医機能に関する説明を実施し、同意を得た旨を診療録や文書に掲載することも働き方

改革という流れの中では少し矛盾した考え方ではないかなというふうに思います。 

 患者さんとしても、診療とは別に説明と同意の時間が取られることに負担を感じることもあると思いますの

で、検討するにしても、「事前の周知で十分かな」というふうに思いますし、今回のデータからもですね、そ

ういったことは垣間見れるのではないかなというふうに思っております｡ 

 まあ、これも繰り返しになりますけれどもですね、ハードルの高い、この施設要件がかかっているために、

ある意味では逆に医療機関はこれを 10％しか取れていないという事実があります。 

 従いまして、決してですね、無条件にこの機能強化加算が取られているわけではなくて、一定のですね、往

診をしたり在宅医療をしたり 24 時間の体制を取ったりとかですね、そういうことができる医療機関のみにし

か、この機能強化加算が取れていないと、取ることができない、ということを改めて発言したいと思います。

以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 ありがとうございました。ほかいかがでございましょう。では吉森委員、お願いいたします。 

 

〇吉森俊和委員（全国健康保険協会理事） 

 はい。今、かかりつけ医機能の発揮について診療側でご努力なさっている、研修もなさっているというのは

よく理解できますし、この、要は、体制として、そういうようなかかりつけ医機能を発揮する診療機関にかか

る場合には、当然、評価加算として評価されるんだと。 

 一方、患者サイドとすれば、そういうような診療機関にかかることについて、かかりつけ医としての機能発

揮によって、「メリットはこういうものがあるんだ」っていうのは当然実感できることが非常に大事だと思っ

てます。そういう意味で、これを進めていくということについては特段異論はないわけでございますけれども。 

 今、おっしゃってましたように、患者への説明というか、患者への理解度、これはわれわれも受診行動も含

めて保険者としてあらゆるチャネルを使って啓蒙活動も含めてやってるわけですけれども。 

 ここのアンケートにもありますように、やはり診療の先生なり、信頼をしている先生にいろいろ教えていた

だいて、リテラシーを高めていくっていうことは非常に必要な行為であるというふうに思います。 

 そういう意味からいけば、この、かかりつけ医機能強化加算においても、かかりつけ医の在り方、費用の在

り方も含めて、 

まあ、院内掲示が要件になっておりますけれども、院内掲示には費用の要件化っていうか、費用については

特段触れられてませんので、そういうものも含めて院内掲示をもう一度きちんとしたものにしていただく、要

件化というのも事務局である程度、最低限の要件として、こういうものを掲示すべきだっていう示し方をして
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いただくということも必要ではないかというにも思ってますし。 

 やはり、一番、患者にとって理解が進むのは、かかりつけ医としての、指定している診療機関ならびに、初

めてそういうような体制の整っている医療機関で診療を受ける際に、説明をしっかりとしていただいて理解を

深めることが一番必要でないかと思います。 

 今、おっしゃったように、働き方改革ということも当然、視野には入れないといけないわけですけれども、

必要な義務、と言うとあれですけれども、責務を果たすことと、働き方改革というのをどう考えるかっていう、

これは非常に難しい問題ですけども、果たしていただくことっていうのは当然、時間がかかってもやっていた

だかないといけない。 

 この、果たしていただくところに、この「説明」が入るのかどうかっていう議論をしっかりとすべきだとい

うふうに思います。 

やはり、直接説明は誰がするのか、医師なのか看護師なのか、はたまた病院のその他の診療に関わる人たち

なのかっていうのも整理も必要がありますけれども、患者としてはやはり、かかりつけ病院へ行っている、か

かりつけ機能、体制を有している病院できちんと説明を頂いた、なおかつ、それが今、「何回も疾患によって」

っていうお話もありましたけれども、文章で、１回初診時にこういう説明をしていれば２回目どうだっていう

のは分かるわけでありますし、そういった工夫も必要じゃないかというふうに思います。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

〇松本吉郎委員（日本医師会常任理事） 

 はい、ありがとうございます。今、吉森委員から周知をしっかりすべきだと、患者さんの理解も促したいと

いうことですけど、その点については基本的にはよろしいかと思いますけども。 

 何回も繰り返しますけれども、こういった体制とか、それから時間外の加算とか対応の加算とかも、たくさ

んの加算が医院、それから医療機関には付いていて、そういった事前のですね、説明を全てやれば患者さんに

30 分、40 分、１人ひとりに初診時にしなきゃいけないんでしょうかっていう話になるんですよね。これを丁

寧に説明すれば、当然そうなるので、そこまで医療機関に求められているのかどうかっていうことは、ご理解

を賜りたいというふうに思います。 

 しかも、機能強化加算だけ特化して今、議論されていますけれども、今、何回も申しましたけれども、たく

さんのことがあって、それのみを周知、徹底するっていうのはちょっとおかしな話ではないかなと思いますし。 

 体制を評価した点数はですね、総合入院体制加算や後発品医薬品使用体制加算など、本当にたくさんのもの

があります。これを、（機能強化）加算だけは特別に周知しなければならないっていうのは理屈が立たないわ

けで、周知するっていうんであればですね、機能強化加算というよりも、「かかりつけ医機能を持っている医

療機関」ということをうまく分かる形で周知するような形が望ましいんじゃないかなというふうに思います。 

 

〇吉森俊和委員（全国健康保険協会理事） 

 今の意見に賛成で、かかりつけ医機能、患者が行っている診療機関として、ここはこういうかかりつけ医機

能として一般的なこの、示されているようなところをきちんと、まあ、医療相談もできますし、専門医も紹介

できますよ、というところがまずは大事であって、それぞれ、例えば、それぞれの診療料を取る場合には、そ
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れぞれの診療料の要件として、いろいろ説明をするとか、どうこうするとかっていうような、個別に要件とし

て入っているはずでありますから、そこで責務を果たされるんだろうと思いますんで、この機能強化加算とい

うことで、診療（患者）が来た時には、「かかりつけ医機能はこういうことだ」っていう説明まではいいのか

な。その次にどうするのかっていうことなんだろうと思いますし。 

 合わせ技があるわけで、それぞれの診療科にいて、その診療科を受けて初診で機能強化加算がプラスされる

んなら、それはそれで役に立つわけでありますから。 

 例えば、そういう体制の所に風邪ひきで行って初診で機能強化加算を取られるケースがあるんなら、「かか

りつけ医機能はこういうことなんで、ここの体制として、こういうことをやっているんで、ぜひ今後も理解を

して、かかりつけ医として使ってください」というようなお話になるのかなと。下世話な話をすれば、そうい

うことなんだろうと思います。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事） 

 今、松本委員がおっしゃってる「体制加算というのはたくさんある」と、「これだけじゃない」というふう

にいつもおっしゃるんですけど、この機能強化加算はちょっと意味が違うと思うんですよね。 

機能強化加算というのは、いわゆる、かかりつけ医機能を持ってて、「この病院であなたがかかりつけ医と

して決めると、こんなにいいことがありますよ」と、「こんなこともしてもらえますよ」というふうなことを

説明するわけです。 

 この 14 ページの資料にもありますとおり、かかりつけ医の役割に対する説明もしてないっていうところが

過半数を超えて、説明を受けた自覚をしてないっていうのを含めると過半数を超えてるんですが。 

 これ、せっかく、その機能を持ってるのに、そういうことを知らずに患者は帰っていって加算を取られてる

わけで。 

もしかしたら、その説明を聞いて、「こういった時に、この先生はこういうことをしてくれるんだ。じゃあ、

自分のかかりつけ医にしよう」という意思決定をするかもしれない。それなのに、その説明を受けてないから、

その患者は知らずにかかりつけ医を選択しないというふうなことも、もしかしたらあり得るかもしれないんで。 

 かかりつけ医を推進していくためには、こういったことをきっちりと説明して、「この医療機関はこういう

機能を持ってますよ、あなたにとってこういうメリットがありますよ」ということを説明した上で、かかって

もらうと、その人がかかりつけになるかもしれないんで、 

それはすなわち、かかりつけ医を推進していくことにもつながるということで、ほかの総合入院体制加算と

か後発医薬品使用体制加算とはちょっと趣旨が違うと思いますんで、それとは同一には語れないというふうに

思います。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 では松浦委員、お願いいたします。 

 

〇松浦満晴委員（全日本海員組合組合長代行） 
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 ありがとうございます。先ほど松本委員からお話があったことはですね、大賛成です。松本委員がおっしゃ

るとおりだと思います。 

 ただ、多くのですね、機能強化加算があるにしても、患者の立場からすると、かかりつけ医を決めていくの

に、どういうかかりつけ医の機能があって、何をかかりつけ医として決めた先生がしてくれるのか。 

それに対して、どれだけの対価を払わなきゃいけないのかというのはですね、少なくとも松本先生が「説明

に時間がかかる」っていうお話がありましたけれども、最低限、誰が説明するかっていうのを決めるわけでは

なくて、掲示よりも、紙で提示されたり、誰かが説明をしてくれて、それに納得して初めて患者はかかりつけ

医を決めれるんだろうというふうに思いますし、それがあるべきだと思うんで、少なくとも、何て言うんです

かね、患者が選ぶにあたって、かかりつけ医に対する機能であったり、払う対価とか払う金額というものがで

すね、説明してもらわないと患者としてはちょっと困るのかな、選びづらいのかなっていう気はいたします。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

ありがとうございました。では城守委員、お願いいたします。 

 

〇城守国斗委員（日本医師会常任理事） 

 はい、ありがとうございます。先ほどから、この機能強化加算だけはですね、ほかの体制加算とは異なると

いうお話でございますが、保険者の方々はですね、よくご存知のこととは思いますけども、基本的には、医療

というのはですね、自分が受けた医療行為に対する対価としての、個別の、要するに診療報酬とは別にですね、

それぞれの医療機関が体制をしっかりと整えているということに対して、それだけのコストがかかっているの

で、そこを評価しようという、体制加算という２つがあるわけですよね。 

 で、総合入院体制加算とかですね、ほかの体制加算と、かかりつけ医機能強化加算。この機能強化加算の「機

能強化」というのは、「かかりつけ医機能」を強化する加算ですから、そういう意味においては、ほかの、要

するに、体制加算とは何も変わるところはないというのが基本的な認識として持っていただきたいと思います。 

 その中において、この機能強化加算がですね、受診をする初診の方なんかに分かりにくい、見えにくいとい

うことに関して、丁寧な説明が必要なのではないかというお話でございますが。 

 現実問題ですね、例えば、かかりつけ医機能を、医療機関でありますよ、という掲示をするぐらいなら、お

そらくみんな見れると思うんですけども、それぞれに対応する加算であるとか点数であるとかというのはです

ね、掲示せよということになると、非常に煩雑になりますし、現実問題、利用される患者さんたちはそれを果

たして見られるのかどうかというということもございます。 

 説明に関しても、これは松本委員のお話の繰り返しになりますが、それを１つひとつですね、説明するとい

うことになると、現実問題としては診療がおそらく立ち行かなくなるぐらいの時間が必要になるということに

もつながります。 

 本来ですね、この、要するに、医療費を意識した受診行動と、そして医療機関のかかり方に関して誰が……、

先ほど、「（誰が）説明をするのか」というお話がございましたが、基本はですね、まずは保険者の方の、これ

は、お仕事ですよ。 

ですから、保険者の方がしっかりと周知をしていただいて、それに基づいて、かかりつけ医機能を持ってい

る医療機関でやられている表示と、今後していくというのはよろしかろうと思いますが、それ以上ですね、医

療機関に求められるということは、私は筋が違うのではないかなというふうに思います。 
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〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 では間宮委員、お願いいたします。 

 

〇間宮清委員（連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員） 

 はい、ありがとうございます。かかりつけ医のことで。 

機能強化加算というのは、かかりつけ医機能を強化するものであるというのは理解していますけども、これ

がまあ、14 ページにあるように、それについての説明がなされていない、届け出をしているのに説明してい

ない医療機関が多いというのは、非常にこれ、びっくりしました。 

 さらに言うと、強化加算をしている医療機関でありながら、やっぱり、お薬手帳を見てないとか、ほかの医

療機関で処方されている薬について把握してないとかですね、ましてや、ほかの医療機関での受診状況ですね。

受診状況というのは当然、検査結果とか、そういうものも含めているわけですから、それについても３割ぐら

いがですね、内容を把握してない、情報共有してないというのは、これはあり得ないじゃないかなと思います

よね。 

 実際、私もですね……、実際っていうか、かかりつけ医っていうのは基本的には、多くの患者はですね、昔

から通っている地域の医院で、よく知っている。もっと言えば、親の代からとか、おじいちゃん、おばあちゃ

んの代から診てもらってるとかっていう、そういう所なのかなと思いますけれども。 

 そこだったらずっと家族の病歴も含めてですね、把握していただいてるっていうことはあると思うんですけ

れども、初めて行くような病院で、かかりつけ医としてこれから通っていこうというふうに考えた時には、や

はりいろいろこう、手厚く診ていただけるという医院のほうがいいわけであって、その機能が果たせてないよ

うな状態にあるように、これ、思いますんで、これは非常に問題でありますし、それをお知らせしてないとい

うことは、やっぱり問題だと思いますんで、院内に掲示するっていうだけではなくて、やっぱり直接、こう、

説明をしてもらうっていうのが大事だというふうに思います。 

 働き方改革の話、出てきましたけど、患者への丁寧な説明っていうのが働き方改革を考えることによって、

まあこれ、手厚くしないでいいなんていう話はない話であって、働き方改革っていうのはもうちょっと、やっ

ぱり別の部分でやるべきだというふうに思います。 

 夜間・休日の加算とかっていうのも説明する必要はないっていう話がちょっとありましたけど、今、ＡＴＭ

なんか行ったってですね、今の時間帯はお金がかかりますよ、とかっていうのは出ますんで、そのあたりって

いうのはやっぱり患者に分かりやすくね、お知らせする必要があるんじゃないかなと思います。 

まあもちろん、患者自身がですね、自分が病院にかかるにあたって、どういう病院にかかるのかとか、どう

いう先生にかかりたいのかっていうことを前もってこう、考えてですね、その上でこう、自分でもいろんなこ

とを調べて医療機関を選ぶということができるような、やっぱり情報を、やっぱりこう、出しておくというこ

とは大事かなというふうに思います。以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 ありがとうございます。では松本委員、お願いいたします。 

 

〇松本吉郎委員（日本医師会常任理事） 
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先ほど来、14 ページ目のですね、資料について、ちょっと誤解が私はあるように思うんですけれども、こ

れをよく読んでいただければ分かりますけど、患者さんがですね、受診状況について、これ、聞いてるとか聞

いてないとかっていうんじゃなくて、患者さん側が伝えているか、伝えていないかというデータなんです。 

 

 

 

それから２番目の、処方されている内容についても患者さんが伝えているか伝えていないかという視点で書

かれていますので、別にこれ、見ていないとか、そういうことではないんです。 

３番目のお薬手帳もですね、患者さんが見せてるか、見せてないか。患者さん、見せない患者さんもたくさ

んいらっしゃるんです、あえて。 

そういうこともたくさんあるんで、これは見てるか見てないかっていう問いではないので、かなりそこは 

誤解があるんではないかなっていうふうに思います。 

それから、かかりつけ医の説明についても周知しておりますけれども、ここのところは本当にもっと考える

べきであって、これをかかりつけ医機能をですね、本当に先ほどから何回も言ってますけど、これを説明しよ

うと思ったら何十分かかるのか。 

われわれの本来の、患者さんを診察させていただいて、診断をして治療をするっていう行為がですね、本当

に阻害されるぐらいの仕事量になってしまうことがあるっていうことは、ご理解を賜りたいと思いますし、院

内掲示も、全ての患者さんとか体制加算をもし掲示してなかったら、これ、診察室とかですね、院内中に貼っ

ても間に合わないですよ、はっきり言って。それを医院に全部、求めるということなんでしょうか？ 
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〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では宮近委員、お願いいたします。 

 

〇宮近清文委員（経団連社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理） 

 かかりつけ医制度をですね、地域包括医療の要としてより普及させて、機能させていくということは今後ま

すます必要になっていくと思いますんで、そういった観点からの患者としての見方を話させていただきますと、

やはりかかりつけ医機能を果たす医療機関であるということを掲示等で分かりやすく示してほしい。それは、

おっしゃるように複雑なことをたくさん、いろいろ並べるということではなくて、やはり掲示の仕方を工夫し

ていただいて、まあ、新たに入った制度ですので、今後の普及のことも考えながら、この病院・診療所がかか

りつけ医である機能を持っているということを示していただければ、患者としては非常にありがたいというこ

とです。 

 それからまた、かかりつけ医というものがどのような役割を果たしているかということについては患者サイ

ドの責任もあるし、保険者の責任もあるんでしょうけれども、現実的にまだ十分に周知されておりませんので、

患者に対して書面等でですね、分かりやすく説明していただく。 

まあ、その、誰が説明するかという議論もありますけれども、やはり先生方が 10 分も 20 分もかけて説明す

るっていうことは、これは本来あってはいけないことでしょうから、診療行為の阻害につながりますんで、や

はりそこいらへんは、何て言うんですか、周知の仕方をどうするか。 

書面でやるのが私は非常に分かりやすいし、それに同意していただくともっと分かりやすくなりますので、

決して医療機関の負担になることを求めるということではなくて、周知が進むような形、われわれ例えば、予

防接種をしたら書面を頂いて、今後、今晩こういうことはやめてくださいという注意事項も頂きますけれども、

それとはちょっと次元が違うかもしれませんけれども、書面でいただくとやはり患者としてもきちっと読みま

すので、そういった周知方法について工夫をしながら、このかかりつけ医制度が少しずつ普及していって、か

かりつけ医が地域包括医療の要として機能するような形に持っていきたいというのがわれわれの、私の意見で

す。以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では松本委員、お願いいたします。 

 

〇松本吉郎委員（日本医師会常任理事） 

宮近委員、本当にありがとうございます。冒頭のですね、宮近委員の発言には医療機関として非常にホッと

しましたけれども。 

 

 ▼ 経団連には反論できない日本医師会。 

 

まあ、かかりつけ機能ということでですね、ある程度、周知をしていくということに関しましては非常にい

いことかと思いますけれども。 

 もともとですね、８ページ目に書かれております施設基準の中にですね、地域におけるかかりつけ医機能と
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して云々と言うということで、見やすい場所に掲示していることはもともと要件になっております。 

これについては今後の、さらに工夫が必要というご意見だろうというふうに思っておりますので、掲示して

ることは掲示しております。 

 

 

 

今後ですね、そういったご意見もを賜りながら、また、かかりつけ医機能をですね、強化をどうやって患者

さんに周知していくかっていうのが、これは国の責務でもあるし、保険者の責務でもあるし、また、われわれ

医療機関の責務でもあるということは理解しておりますので、まあ、そうあるべきだと思っておりますので、

まだまだ、このかかりつけ医のですね、強化についてはまだ途に就いたばかりということでありますので、今

回の資料（にある調査）結果を参考にして、しっかりと取り組んでいくべきだということについては賛同いた

します。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 後半の小児の医療の部分が誰も言及されておりませんので、そちらも含めてお願いいたします。では間宮委

員、お願いします。 

 

〇間宮清委員（連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員） 

 14 ページのデータの件ですけど、これ、患者のほうが見せてないとかっていうのは、これはまあ、もちろ

んここに書いてありますから理解してますけど、これ、医療者からですね、「お薬手帳を見せて」って言われ
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てるのに見せてないという話ではなくてですね、「見せて」って言われりゃ見せるんじゃないのかなと思いま

すし。 

 データの、検査結果とかそういうのだって、「見せてください」って言われれば、やっぱり見せるんじゃな

いかなと思うんですよね。 

 だから、これ、患者側から見せるかどうかっていうデータ自体がですね、これ、なんかちょっと……、おか

しいんじゃないかな、この出し方がね、そういうふうに思いました。以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事） 

 機能強化加算についてもう１点だけ。１つは、この算定状況が示されてるんですけど、６月審査分で 178 万

件算定されてるっていうことで、６月審査分っていうことは５月診療分ということだと思いますが、５月はゴ

ールデンウィークがあって、かなり診療日数が少ない月にもかかわらず、こういった算定がなされているとい

うことで、医療費に対する影響も懸念しております。 

 ということで、これは 30 年５月診療分なんですけど、直近のデータをまず、これ、次回議論する時にお示

しいただきたいということを事務局にお願いします。 

 それから、現行の審査基準の妥当性を判断する観点から、どういった所が算定してるかというところ。 

 診療所、病院、在支診、在支病の区分別に、どういったところが算定してるのか、という内訳についてもデ

ータを示していただきたい。その上でまた議論を継続していきたいというふうに思いますんで、よろしくお願

いします。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 では医療課長、お願いします。 

 

〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長 

 はい……。今すぐにですね、全てのデータがそろうかどうかって、ちょっとお答えできませんけれども、で

きる限り、資料はそろえてお出しをさせていただきたいというふうに思います。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 ほかいかが、では松本委員、お願いします。 

 

 ▼ 続いて、ここからは小児かかりつけ診療料・小児科外来診療料に関する質疑へ。 

 

〇松本吉郎委員（日本医師会常任理事） 

 では、２つ目の論点ということでよろしいでしょうか。 

 前々回の改定で、３歳未満という限定した形で創設し、前回、要件を見直し、一層の普及を目指した小児か

かりつけ診療料ですけれども、抗菌薬の適正使用など一定の効果が見られたことから、急性期への対応やアト




