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【説明】外来医療（その３）について 

 

 

 

 

 

 それでは再開いたします。次に、次期診療報酬改定に向けた議論として「外来医療（その３）につい

て」を議題といたします。 

 事務局より資料が提出されておりますので、事務局のほうより説明のほうをお願いいたします。では

医療課長、よろしくお願いいたします。 

  

 

 はい。そうしましたら、資料「総－３」に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。 
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 「外来（その３）」という整理でございまして、「かかりつけ医機能、その他」ということで２コマ目

にありますとおり、５つのテーマについて整理をさせていただいておるところでございます。 
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 まず１つ目、「かかりつけ医機能について」でございます。 

 １つ目の「機能強化加算等について」について整理をさせていただいております。 

 ４コマ目、５コマ目、６コマ目、７コマ目を飛ばしまして、８コマ目に前回のご議論いただいた内容

を整理をしておりますので、それを中心にご説明をさせていただきたいというふうに思います。 
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 ８コマ目については、まず整理しました点でございますが、まず「機能強化加算に係る個別の説明」

について、誰が、誰からするのか、どのような内容のことをするのかという観点から、 

 また「体制の評価」という観点からご議論をいただいたというふうに認識をしております。 
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 それから９コマ目でございます。 

 ９コマ目でございますが、これはかかりつけ医機能に関する説明について、「かかりつけ医機能の普

及・啓発」という観点から、 

 また「患者さんの理解を高める」という観点からご議論をいただいた、そのご意見をまとめておりま

す。 
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 かいつまんでご説明いたしますと、まず機能強化加算に係る説明については、 

 ８コマ目のほうになりますけれども、 

 「診察前に文書を交付して説明することが望ましい」というご意見がある一方で、「個別の説明を行う

ことは診療そのものに支障をきたすため望ましくない」といったご意見がありました。 

 また、機能強化加算だけ特に説明を求めることについては「その理由はないのではないか」というご

意見がございました。 

 また、説明する内容につきましてでございますが、「費用負担に係る内容を明示すべきである」といっ

たご意見や、「医療機関の負担に配慮した運用を検討するべき」といったご意見がございました。 
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 続きまして、９コマ目の所でございますが、 

 かかりつけ医機能の普及という観点から、かかりつけ医機能に関する説明や普及・啓発は重要である

という点では一致していたかと思いますけれども、 

 その説明については、「医療機関で行うと患者にしっかり伝わり、理解が深まる」といったご意見があ

る一方で、「医療機関だけでなく保険者が行うべきである」といったご意見がございました。 

 患者さんの理解度を高める手法として、「文書の交付や文書を用いた説明が望ましい」というご意見が

ある一方で、「個別の患者さんに対して医師が直接説明することは診療の妨げとなりうる」といったご意

見があったということで整理をさせていただいております。 
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 10コマ目でございます。 

 前回のご議論を踏まえまして、「院内の掲示を要件とする項目」と、「個別の同意取得を要件とする項

目」を整理をしております。 

 10コマ目は「院内掲示を要件とする項目」を整理をしておるものでございます。 

 下線の太字、これは外来で算定する項目となっています。 

 こちらは医療機関の有する体制の評価から個別の、個々の診療行為の評価まで、その趣旨はさまざま

となっておるところでございます。 
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 11コマ目をご覧いただきたいと思います。 

 こちらは、「個別の同意取得を要件とする項目」を整理しております。 

 基本的には、「体制に係る評価」は含まれておりませんで、個々の診療行為そのものについての評価を

趣旨とする項目となっております。 
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 12コマ目でございます。 

 次に機能強化加算の届出医療機関の地域包括診療加算等の届出状況、これも前回、ご質問あったと思

いますので、それぞれの診療料を取っている診療科のうち、どのくらいの医療機関が機能強化加算を取

ってるのかといったところをそこに提示させていただいているところでございます。 
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 13コマ目。 

 これは地域包括診療料等について、その届出にあたりまして満たすことが困難な要件を伺ったものに

なっております。 

 在宅医療の実績要件や、往診等の 24 時間体制を満たすことが困難であるということが見て取れるかと

思います。 
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  14 コマ目から 16 コマ目は、地域包括（診療）加算等の要件、基準というものをお示ししていると

ころでございます。 
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 17コマ目に飛んでいただきたいと思います。 

 17 コマ目、これは、かかりつけ医を決めた理由について患者さんにお尋ねをしたその理由をまとめた

ものでございます。 

 最も多いものは「どんな病気でもまずは相談に乗ってくれる」、次いで「必要時に専門医、専門医療機

関に紹介してくれる」が多く、在宅医療や夜間・休日の対応についてはやや低い傾向にございました。 
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18 コマ目。 

 以上を踏まえまして、論点を整理させていただいております。 

 ３つ挙げてあります。 

 １つ目が、 

 「機能強化加算を届出る医療機関において、患者に対して説明する内容は、かかりつけ医機能及び当

該患者が得られるメリット等に係る説明をすることについて、現場の負担感や、診療時間への影響も踏

まえ、どう考えるか。」 

  

 ２つ目でございます。 

 「説明をする際には、書面を渡すこととした上で、必ずしも医師からの説明でなくともよいこととし

てはどうか。」 

  

 ３つ目でございますが、 

 「地域包括診療加算等の施設基準については、医療機関に対して患者が求める機能や、医療機関への

負担等を踏まえ、在宅医療に係る要件や、時間外の対応に係る要件等について、必要な見直しを行うこ

ととしてはどうか。」 

 ということで、３点整理をさせていただきました。 
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 続きまして、「紹介状なしで大病院を受診する場合の定額負担等について」となっております。 
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 20コマ目は制度の説明となっております。 
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 21コマ目。 

 紹介状なしで大病院を受診する場合の定額負担に関する意見でございます。 

 紹介状なしで大病院を受診する場合の定額負担の対象については、10 月 30 日の総会でご議論をいた

だきまして、「200床以上の地域医療支援病院に対象を拡大すべき」といったご意見や、「地域医療支援病

院の性格や認定の内容を考えれば、地域医療支援病院に関しては対象を広げるべきとしてはどうか」と

いったご意見を頂いているところでございます。 
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 22コマ目でございます。 

 また、大病院の定額負担のほかに、現在、定額負担の対象となっている特定機能病院および許可病床

400 床以上の地域医療支援病院につきましては、全額負担徴収の責務のほか、紹介率や逆紹介率の低い病

院において、紹介なしに受診した患者に係る初診料および外来診療料が減算となる規定、これを設けて

おるということでございまして、そこに説明が付いておるところでございます。 
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 23コマ目でございます。 

 これは平成 30 年度の改定における病床数要件の見直しの中で、定額負担の対象病院の拡大とあわせて

初診料等の減算の対象病院も見直しをしたいうものでございます。 
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 24コマ目。 

 論点としまして整理をさせていただいております。 

 １つ目でございますけれども、 

 「紹介状なしで大病院を受診する場合の定額負担の対象となる病院について、これまでの中医協での

議論等を踏まえ、外来医療の機能分化を進めていく観点から、特定機能病院及び地域医療支援病院（一

般病床 200 床未満を除く）を対象病院とすることとしてはどうか。」 

  

 ２つ目でございますが、 

 「定額負担の対象病院について見直しを行うに当たって、初診料等減算に係る対象病院についても、

定額負担の対象病院と同様とする見直しを行うこととしてはどうか。」 

 ということで、整理をさせていただきました。 
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 続きまして、「女性の健康に係る課題等について」ということで整理をさせていただいております。 
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 26 コマ目は、現代女性のライフサイクルにおいて、成熟期を中心にさまざまな健康問題が生じている

ということを整理した資料でございます。 
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 27コマ目。 

 これは「第１ラウンド」の資料の再掲でございますが、仕事から離職経験がある者について、女性が

仕事を辞めた理由として「定年のため」や「契約期間満了」に次いで、「健康がすぐれなかったから」が

多く挙げられていることが分かるかと思います。 
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 28コマ目。 

 これは月経痛や子宮内膜症等により、働く世代の女性のＱＯＬが損なわれるということが課題になっ

てるということでの資料でございます。 
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 29コマ目でございますが、 

 患者調査によりますと、月経障害を有する総患者数は 13 万人。20代から 30～40代に多く、最多は 30

代となっております。 

 子宮内膜症を有する患者は６万 7,000人で、40 歳代が最多となっております。 

 また学会の報告によれば、子宮内膜症に卵巣がんが合併する割合、これは 40歳以上で高くなりまして、

子宮筋腫の発生率、子宮腺筋症の発生率も 40 歳代でピークになるという報告がございます。 
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 それから 30コマ目でございますけれども、 

 女性のフルタイム職員を対象としましたアンケート調査によりますと、現在または過去に月経異常を

経験している人は約半数となっております。 

 また、月経異常が出現してから婦人科、産婦人科を受診するまでの期間が４カ月以上空いている人が

半数以上でした。 

 また、婦人科、産婦人科に行くべき時に行かなかった経験がある人は 37％ありまして、その理由とし

て挙げたものでございますが、「自分の症状は重大な病気では無いと思った」ということが最多という回

答を頂いておるということでございます。 
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 31コマ目でございます。 

 男女の、これは健康意識に関する調査報告をまとめたものでございますけれども、これによりますと、

月経困難症、子宮内膜症、卵巣嚢腫は３カ月に１回から２回、子宮筋腫は６カ月に１回から２回が最多

となっております。 

 また婦人科・産婦人科に通院する患者へのアンケート調査では、過去に婦人科・産婦人科通院中に中

断をした理由として、そこにありますように、多忙により中断した。 

 ２つ目は、薬剤等の治療を開始してもすぐには効果は実感できなかったから、通院しても意味がない

と自己判断した。 

 ３つ目が、そもそも通院の必要性を理解をしていなかったから、といったような回答が得られており

ます。 
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 32コマ目でございます。 

 これは月経異常と関連して生じる月経困難症、子宮内膜症等について詳細をまとめた表となっており

ます。 

 月経困難症は月経期間中に月経に随伴して起こる下腹痛、頭痛、抑うつ等の部位的症状の総称となっ

ております。 

http://chuikyo.news/


 

111 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

  

  

 続きましてですね、33 コマ目。 

 これは月経困難症と器質性の疾患、この治療のイメージというのをお示ししております。 

 初経から閉経まで月経がある期間については月経困難症が起こり得ます。 

 生活指導や対症指導を行いながら器質性疾患がある場合は個別の状態や状況に応じてホルモン療法や

手術等の治療を組み合わせて継続的に治療を行うのが一般的となっております。 

 また、子宮内膜症に対するホルモン療法、これについて子宮、そこの枠囲いにありますけれども、こ

の子宮内膜症に対するホルモン療法の効果というのは子宮体癌、卵巣癌に対する予防的効果が確認され

てるというのが、この枠囲いの上のほうにあるものでございます。 
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 34コマ目でございます。 

 月経困難症の治療管理において注意するべき点でございますが、 

 子宮内膜症や子宮筋腫を発症するリスクがあることに加えまして、これらの器質性疾患は悪性腫瘍等

の重大な疾患につながるリスクがあるということでございまして、 

 例えば、子宮内膜症のうちチョコレート嚢胞がある場合は卵巣がんのリスクが 8.95倍になる、 

 ということが報告をされている、 

 ということが示されているものでございます。 
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 続きまして、35コマ目でございます。 

 これらを踏まえまして、月経困難症や子宮内膜症に対しては、専門医師による定期的・継続的な医学

管理を行うことで続発性疾患の早期発見や早期治療ができ、起きてしまった疾患や治療や症状に対して

も重症化を防ぐことができるされております。 

 なお、婦人科、産婦人科疾患の治療については学会等により作成されている標準的なガイドラインが

あるいうことでございます。 
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 36コマ目でございますけれども、 

 これは参考として、定期的な医学管理に関する評価の例として、小児運動器疾患指導管理料の例を示

しておるところでございまして、 

 専門的な知識を有する医師が計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合、 

 例えばこのような場合では６カ月に１回算定できる 

 といったようなものがつくられておる、 

 ということでございます。 
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 37コマ目でございますが、 

 論点といたしまして、 

 「月経関連の症状や疾病により、働く世代の女性のＱＯＬが損なわれていることが課題とされている

ことを踏まえ、月経困難症や子宮内膜症等の継続的・定期的な医学管理を行った場合の評価のあり方に

ついてどのように考えるか。」 

 ということでございます。 
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 38コマ目以降は、「分割調剤について」でございます。 
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 39コマ目をご覧いただきたいと思います。 

 これ、「１ラウンド」の資料になりますけれども、 

 処方日数が 31 日以上の算定回数というのは増加傾向にございます。 
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 40コマ目。 

 これは、「１ラウンド」で同じように示させていただきましたものでございますが、 

 病床規模別の処方日数の分布でございます。 

 これはＮＤＢのデータを集計したものになっておりまして、 

 グラフの左端の２列、これは診療所、 

 それから 20床未満の有床診の処方日数の約９割が 31日以内となっております。 

 また、赤枠部分でございますが、 

 これ、病院等では病床数が増えるにつれて処方日数が増加しておりまして、 

 31日以上の処方割合っていうのは、 

 200床から 300 床の病院では約４割、 

 500床以上の病院では約５割となっておる、 

 ということでございます。 
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 41コマ目でございます。 

 続いて、平成 28 年度の診療報酬改定でまとめました「長期投薬の取扱の明確化」というものについて、

そこに付けております。 

 上の枠囲いでございます。 

 まず、30 日を超える長期投薬を行う場合は、 

 長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、かつ、 

 服薬管理が可能である旨と医師が確認する場合、かつ、 

 症状が変化した際の対応方法や医療機関の連絡先を患者に周知する、 

 ということとされております。 

 

 一方で、これらを満たさない場合には、 

 30日以内に再診、 

 200床以上の病院では、他の医療機関を紹介する、 

 患者の症状は安定してるが服薬管理が難しい場合は分割調剤で対応する、 

 というふうにされております。 

 下の箱でございますが、平成 28 年度の改定で医師の指示による分割調剤が制度化されたということで

ございます。 
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 スライドの次の 42、43については、「分割調剤の手続きの明確化」ということで、 

 平成 30年の診療報酬改定で分割調剤の明確化を行ったというものでございます。 

 平成 30年度の改定においては、分割指示の上限、これを 3回といたしまして、 

 また、分割調剤が明確になるよう処方箋の様式を追加した。 
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 43コマ目に様式が付けられております。 
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 44コマ目でございますが、 

 続きまして、薬局における分割調剤の種類ということで整理をさせていただいております。 

 分割調剤についてはそこにありますように、３つに分類されております。 

 １つ目が長期保存が困難な場合等の理由によるもの。 

 それから２つ目が、後発医薬品を試しに使用する場合。 

 ３番目が、医師による指示がある場合。 

 これが今、これまでご紹介したものになります。 

 それぞれの算定件数は下の棒グラフでございます。 

 緑の部分が医師による分割の指示によるものとなっております。 
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 45コマ目でございます。 

 続いて、分割調剤に関する平成30年改定の影響に関するアンケート結果をまとめたものでございます。 

 左上の円グラフでございますが、 

 「分割指示による処方箋を発行している」と回答したい医療機関は約９％。 

 左下と右下の円グラフですが、 

 平成 30年度改定の影響を医療機関、薬局にそれぞれお聞きしたものでございますが、 

 いずれも「変わらない」という回答が多かった、 

 ということでございます。 
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 スライド 46でございます。 

 これは分割調剤を活用した事業、 

 こういうものも行われておりまして、岡山県で実施されたものでございます。 

 岡山県では、分割調剤と多職種連携を活用して患者の服薬状況や有害事象の有無を確認し、その結果

を医師に情報提供する、 

 そういう取組が行われておるということでございます。 
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 47コマ目は、医師への報告。 

 これにつきましては、服薬情報等提供料で評価されておりまして、 

 医師の指示があった場合には 30 点ということで評価をされております。 
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 スライド 48でございます。 

 これは「医師の指示に基づく分割調剤を行った場合の調剤報酬」の仕組みをそこに提示しております。 

 調剤基本料、調剤料、薬学管理料は分割回数で割りますので、患者の追加負担が生じない、 

 そういう仕組みになっています。 

 具体的には、具体例としてそこに 90 日分の処方を 30日３回に分割した場合、 

 これの場合の点数を例示しております。 

  

 赤枠の部分を見ていただきますとおり、 

 点数が３分１回にそれぞれなっておりまして、 

 この分割される点数の中には、青い所でくくりました「服薬情報提供料」も含まれて３分の１となっ

ている、 

 というのが分かるかと思います。 
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 49コマ目でございますが、 

 「参考」といたしまして、その他の分割調剤の算定ルールを示しております。 

 先ほど言いましたように、 

 医薬品の長期保存が困難な場合、 

 それから後発医薬品の使用を目的とするような場合、 

 この２つでございますけれども、 

 患者の、縷々、ありますように、 

 後発医薬品の分割調剤については、薬剤服用歴管理指導料が別途算定できるというふうになってござ

います。 
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 続きまして、スライド 50コマ目でございますが、 

 これは処方箋料の概要でございまして、 

 これについては分割調剤に関する規定は特段、気になるところはないという状況でございます。 
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 51コマ目でございますけれども、 

 患者調査の結果を、お尋ねをしておりまして、 

 これは 30 年度改定の影響について調べたものでございまして、 

 左上の円グラフ、内服薬を 30日以上処方されている患者を対象に調査を行ったところ、 

 分割調剤を「よく知っている」または「少し知っている」と回答した患者は全体の約３割。 

 右上の円グラフ、医師から分割指示のある処方箋をもらったことのある患者は約２％でございますが、 

 左下の円グラフ、 

 これらの患者のうち約８割は「大変満足している」または「やや満足している」と回答しております。 
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 これらを受けまして、論点として 52 コマ目に３点、整理をさせていただきました。 

  

 １つ目でございますが、 

 「医師の指示に基づき分割調剤を実施する場合、患者の服薬状況や副作用の状況等を処方医にフィー

ドバックすることが重要であることに鑑み、服薬情報等提供料について、分割回数で除した点数ではな

く、通常の点数（30 点）を算定できることとしてはどうか。」 

  

 ２つ目ですが、 

 「医師が分割指示に係る処方箋を交付した場合、薬局からのフィードバックの情報等も踏まえて次回

診療に備える必要があることなどを踏まえ、一定規模以下の病院や診療所について、分割指示の処方箋

を発行した場合について評価を検討してはどうか。 

  

 ３つ目ですが、 

 「分割調剤の活用実態や患者の認知度等を踏まえ、このほかどういった対応が考えられるか。」 

 ということで、３点整理をさせていただきました。 
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 続きまして、53 コマ目以降については「ギャンブル依存症に対する集団療法プログラムについて」で

ございます。 
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 まず 54コマ目。 

 11月 20 日の総会では、ギャンブル依存症の治療法については、 

 「海外における研究も含め、更にデータを提示した上で検討する必要がある」 

 といったご意見を頂いたところでございます。 

http://chuikyo.news/


 

133 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

  

  

 55コマ目、ご覧いただきたいと思います。 

 ギャンブル依存症を疾患として位置づけるエビデンスとしてまとめたものでございます。 

 これは、そのエビデンスとしまして、脳の形態ではなく、機能活性を見る脳の機能画像解析のメタ解

析結果を示しておるところでございます。 

 

 右側の図でございますが、健常者と比較しまして、ギャンブル依存症患者の脳には「報酬系」と呼ば

れる回路の異常を認めております。 

 左側の図でございますが、この回路の異常は、アルコール等の物質依存の患者の脳においても認めて

おります。 

  

 それから下の図でございますが、写真でございますが、ギャンブル依存症では、脳の報酬系のうち意

思決定にかかる部位に異常をきたす、ということも報告をされております。 

  

 このような異常がありますと、例えば、ギャンブルを自らの意思でやめるといった意思決定に支障を

きたし、ギャンブルを過剰に続けてしまうといった状態になると考えられておる、 

 ということでございます。 
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 56コマ目は、ご指摘いただきましたギャンブル依存症の治療プログラムの海外における研究について、 

 小規模な研究を除きまして調整しましたメタ解析において、 

 ギャンブル依存症に対する認知行動療法の有効性、これをまとめたものでございまして、 

 これにおきまして有効性が示されております。 

 左の下でございますが、依存症治療で一般的に行われる自助グループセラピーのみ行なった群と比較

して、認知行動療法を行った群で、 

 ギャンブルの頻度やギャンブルに使った費用が減少しているということが報告されております。 

  

 また、さらに右下のほうでございますが、 

 ギャンブル依存症に対しての認知行動療法の集団プログラム、 

 これを実施したところ、ギャンブルの頻度や費用が減少したということが報告をされております。 
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 57コマ目のほうを見ていただきますと、 

 これは海外のエビデンス、 

 今までのお話で説明しました海外のエビデンスをもとに、日本におけるギャンブル依存症集団療法の

プログラムとして、 

 「標準的治療プログラム」が開発をされております。 

 この治療ブログラムは、認知行動療法の手法を用いた集団療法を行うというものでございまして、 

 プログラムの内容といたしましては、２週間に１回、60 分以上 10 人程度のグループセッションを全

６回行う、 

 となっております。 
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 58コマ目でございますが、 

 「標準的治療プログラム」の効果検証を行いましたところ、以下の結果が得られております。 

  

 左の図でございますが、断ギャンブルの継続率でございまして、 

 この断ギャンブルとは、ギャンブルを断ち、一度も行わない状態を指しまして、 

 断ギャンブル継続率とは、断ギャンブルが持続してる人がそれぞれの群の何パーセントを占めてるの

か、ということを指しております。 

  

 断ギャンブル継続率は、介入群において有意に高く、その効果は３カ月後、６カ月後においても一定

程度で持続をしております。 

  

 真ん中と右の図でございますが、 

 通常、ギャンブル依存症の研究においても効果の手法として用いられるギャンブルの頻度と金額につ

いても、プログラム終了後の１・３・６カ月の時点、それぞれで介入群が対象群よりも低くなっており

ました。  

 これらを踏まえて、「標準的治療プログラムは有効性が確認されたと言える」というふうに、 

 結論となっております。 
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 59コマ目。 

 これは依存症の治療に対する診療報酬上の評価として「依存症集団療法」という項目があります。 

 依存症集団療法は、現在は薬物依存症を対象とした治療、集団療法プログラムであり、 

 物質障害治療プログラムに沿った治療を行った場合に評価されるものとなっております。 
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 60コマ目は「参考」として、物質障害治療プログラムについてでございまして、 

 通常、ＳＭＡＲＰＰと言われているものでございまして、 

 ギャンブル依存症の治療と同様に、認知行動療法の手法を用いた集団療法を行うものとなっておりま

す。 
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 これらを踏まえまして、61 コマ目に論点として、 

 ギャンブル依存症に対する集団療法プログラムの有効性が示されたことを踏まえ、依存症集団療法の

対象にギャンブル依存症を位置付け、「標準的治療プログラム」に沿った治療を行った場合に評価するこ

ととしてはどうか。 

 と整理をさせていただきました。 
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 続きまして、ニコチン依存症管理料について整理をさせていただいております。 
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 63コマ目に、11 月 22日の中医協総会で頂きましたご指摘をまとめております。 
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 64コマ目でございますが、 

 ニコチン依存症管理料の概要でございまして、 

 右下、12 週にわたり５回の診療を実施するとなっております。 
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 65コマ目。 

 喫煙による健康影響を示しておりまして、ご案内のとおり、喫煙はさまざまな疾患に関係しておる。 

 また、その悪化要因になっているということが示されております。 
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 66コマ目。 

 喫煙が生存に及ぼす影響については、 

 喫煙者は非喫煙者に比べ、各年齢での生存率が低く、禁煙した年齢が早いほど 70歳の生存率が高いと

いうことが分かっております。 
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 67コマ目。 

 全死因のうち、27.8％。 

 全がんのうち、38.6％が、喫煙が原因として考えられるという報告が出されております。 
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 68コマ目。 

 これは「国際がん研究機構」でございまして、 

 （国際がん研究機構）によりますと、 

 たばこは人に対する発がん性を示す十分な根拠がある「グループ１」と整理をされております。 
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 69コマ目でございますが、 

 加熱式たばこの主流煙には、紙巻たばこと同程度のニコチンを含む製品もあります。 
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 70コマ目には、上の囲みを見ていただきますと、 

 ＷＨＯによると、「加熱式たばこが従来のたばこ製品よりも有害性が低いことを示すエビデンスはな

い」 

 とされております。 

   

 下の囲みのございますが、 

 日本呼吸器学会の見解として、加熱式たばこの使用は「健康に悪影響がもたらされる可能性がある」 

 との見解が示されているところでございます。 
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 71コマ目。 

 これは、現在のニコチン依存症管理料の算定の状況を示したものでございまして、 

 このニコチン依存症管理料の５回治療終了の割合というのが 36.13％でございました。 

 計５回の禁煙治療を終了した方の禁煙成功率というのは 90.63％ということでございまして、 

 この５回の治療を終了しますと、９割の方は禁煙に成功する、 

 という治療効果が出ておるということでございます。 
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 72コマ目。 

 これは経年の変化で見たものでございまして、 

 上の段でございますが、 

 ５回の禁煙治療終了後割合は約３割で推移しておりまして、 

 真ん中、５回の禁煙治療を終了した方の禁煙成功割合は約９割で推移をしております。 

 また、５回の治療を終了して禁煙に成功した人数および、 

 途中で治療を中止したものの、中止時に禁煙していた実人数は下段にお示しをしておりまして、 

 治療患者を拡大した平成 28 年度改定前後で大きな変化は見られていないという状況でございます。 
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 73コマ目でございますが、 

 上段、５回の指導を最後まで行わず治療を中止した者のうち、 

 中止時に禁煙していた者の割合というのは約５割でございまして、微増傾向となっております。 

  

 下段でございますが、 

 ニコチン依存症管理料の平均継続回数は約 3.3回となっております。 
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 74コマ目でございますが、 

 初回の指導の算定回数と５回目の指導の算定回数の比率を見ておりますと、 

 年齢が上がるほど比率が高くなるという傾向がございました。 
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 75コマ目。 

 これ、平成 28 年度診療報酬改定の検証調査においてでございますが、 

 ニコチン依存症管理料における禁煙治療の効果等について調査をしておりまして、 

 調査結果をお示しをさせていただきます。 

  

 ニコチン依存症管理料の算定回数を年齢階級別に見ますと、 

 「５回終了」の割合というのは年齢階級が高くなるほど割合が高くなるという傾向が見られておりま

す。 
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 76コマ目でございます。 

 また、途中で治療を中止した患者のうち、 

 治療を受けた回数が多いほど、中止時に禁煙した人の割合が高くなるという傾向が見られております。 
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 77コマ目は、治療終了９カ月後の禁煙状況を見ますと、「５回終了」した方は約５割が禁煙を継続して

おりまして、 

 治療回数が多いほど、禁煙を継続している割合が高くなる傾向が見られております。 
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 続きまして、78コマ目でございます。 

 これ、「参考」として付けておりますけれども、 

 検診の場で診察医師の禁煙の助言と保健指導実施の者による１～２分の気炎支援を行った場合、 

 熟慮期、準備期の方の６カ月後の禁煙率が 11.2％でございました。 
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 続きまして、79コマ目でございますが、 

 平成 28年度改定で設けました平均継続回数が２回未満の減算規定が入っておりまして、 

 それの算定状況をお示しいたします。 

  

 平成 30年の６月審査分で、 

 「初回」が 257回。 

 「２～４回」が 515回。 

 「５回目」が 55回 

 となっております。 
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 80コマ目でございますけれども、 

 前回お示ししたものでございますが、初回診療を対面で実施し、 

 ２回から６回までの診療を情報通信機器を用いて行なった群と、 

 全ての診療を対面で行った群を比較したＲＣＴ研究において、 

 継続禁煙率に有意な差は認めなかったという報告を頂いておるところでございます。 
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 これらを受けまして、81コマ目に論点として整理をさせていただきました。 

  

 「ニコチン依存症管理料について、たばこの健康への影響や加熱式たばこに対するエビデンス、ニコ

チン依存症管理料の算定状況等を踏まえ、加熱式たばこについても対象としてはどうか。」 

  

 「また、情報通信機器を用いたニコチン依存症治療については、初回及び最終回を対面で指導するこ

とを前提とし、対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた診療を評価することを検討しては

どうか。」 

  

 というものでございます。以上でございます。 

  

 

 はい、どうもありがとうございました。 
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【質疑１】かかりつけ医機能等について 

 

 

 

  

 

 以下では、かかりつけ機能と、それから女性の健康に対する管理の部分、 

 それから残りの分割調剤と依存症の２つに関してご議論いただきたいと思います。 

 まず 37ページまでの、かかりつけ医機能と、それから女性の健康に対する医学的管理ということに関

する説明に関しまして、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。 

  

 

 はい、まず 18 ページ目の論点に沿って意見を述べさせていただきます。 

 １つ目と２つの論点につきましては、この 10ページ目に院内掲示を要件とする項目ということと、11
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ページ目には個別に同意を取得することを要件とする項目ということで整理がなされております。 

 ここに示された他の項目の取り扱いからしてもですね、やはり医療機関の体制を評価した、この機能

強化加算だけ個別に説明しなければならないってことにつきましては了承できません。 

 他の体制を評価した加算と同様に、院内掲示で十分であると考えます。 

 かかりつけ医、かかりつけ医療機関に関する患者側の認知度を上げることを目的とするならば、診療

報酬の要件として医療機関から患者に説明をするのではなくて、保険者や厚労省、自治体などが医療機

関に受診していない人も含めて機能強化加算を算定する医療機関について広く周知に努めることのほう

が先ではないでしょうか。 

 今回の提案では、個別の診療行為ではなく、かかりつけ医機能を発揮できるような体制を整えている

医療機関を評価するという、この加算の意味を欠いてしまうことになり、ひいては今後の外来医療の在

り方として求められている、かかりつけの普及を停滞させることになるのではないかと考えますので、

了解できません。 

 ３つ目の論点につきましては、これまで繰り返し主張いたしましたとおり、現在の算定要件は非常に

ハードル高く、実質的にはかかりつけ機能を発揮していても評価されていない医療機関が多くあること

から、そうした医療機関も評価されるよう、要件の見直しを行うべきと考えます。 

 

 

 

 24 ページ目の大病院への受診時定額負担等についてですが、これまでの議論を踏まえ、診療側として

論点にある提案に賛成いたします。 
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 それから 37ページ目の論点ですが、この問題につきましては、現状と課題に示されているとおりであ

り、これらの疾患が十分に管理され、女性が無理のない形で社会生活を営めるようにするためには、論

点に示された方向性に賛成いたします。以上です。 

  

 

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

  

 24ページの紹介状なしの大病院受診時定額負担のことですが。 

 今までの議論の中で、やむを得ないかなあという気はしております。 

 ただ、流れとして、前回、500 床が 400 床に変更になったばかりであり、ちょっとその変更が早すぎ

るのかなという気がしております。 

 それから、その 200 床まで下げた場合にですね、地域医療支援病院ではあると同時に、その地域にこ

う、密着した形の診療を行ってる病院もあるわけですね、そのクラスですと。 

 そうしますと、この場合に、その定額負担を取らない場合、例えば緊急受診とかですね、周囲等の医

療機関が少ないために、そこが診なきゃいけないと、さまざまなことが考えられますので、十分にそこ

は周知徹底してですね、現場に混乱が起きないようにお願いしたいというふうに思います。 

 またですね、その地域医療支援病院、これは病診連携という意味では非常に意味がある病院、ものだ

と思いますけども。 

 今回、これが下がることによって、その地域医療支援病院そのものが減ってしまうということをちょ

っと危惧しております。 

 ですから、そこら辺についてはですね、導入されたあとも十分に注意深くですね、動向を調べていた

だきたいというふうに考えております。 

  

 

 ありがとうございました。ほかいかがでございましょう。では幸野委員、よろしくお願いいたします。 

 

 

 はい。まずかかりつけ医機能について私のほうから言わせていただきます。 

 資料で出てきたとおり、どのようなところがかかりつけ機能強化加算を取ってるかというところ、12

ページを見てみますと、在宅医療、それから在総管（在宅時医学総合管理料）、施設総管（施設入居時等

医学総合管理料）を取ってる所が圧倒的に多いという資料が分かったのですが。 

 一方、17 ページで見ると、国民が求めてるもの、在宅医療がかかりつけかと言うと、在宅医療を行っ

ている機関がかかりつけ医になってるかと言うと、１割の方しか、かかりつけ医機能じゃないというふ
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うな意識が表れてるっていうことが改めて分かったということで。 

 機能強化加算について、患者が地域包括診療料等のかかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている

医療機関を受診した場合、一律に、分からないまま 80 点が加算されてるという仕組み。 

 患者が知らない間に医療費が、負担が重くなるという点で言うと、2019年１月に凍結された妊婦加算

と同じような意味合いを持つんじゃないかというふうに思ってます。 

 そういうところを受けて、患者・国民に身近な医療の実現に向けて、機能強化加算については前回も

申し上げたとおり、継続的な指導・管理が必要な患者に診療を行う前にかかりつけ医機能を有している

医療機関であるということをしっかりと説明して、それによって患者が享受するメリット、それから初

診料に上乗せされる費用等についても文書を提示し、診察前に丁寧に説明するということを算定要件に

追加し、かかりつけ機能についてしっかり理解した上で、その医療機関を受診するということが必要と

いうことで、この説明責任を求めるということについては強く求めたいと思います。それが１点目の論

点でございます。 

 それから、３点目の論点であります地域包括診療加算の施設基準の緩和でありますが、これ、数次の

改定によってどんどん常勤緩和とかでされてるんですが、在宅に係る要件とか時間外の対応に係る要件、

24 時間に係る要件については、これはもう、かかりつけ医機能を評価するための極めて重要な要件であ

ると考えておりまして、今回これを緩和するということについては反対であります。 

 もし、この要件を緩和するんであれば、現行の点数設計も見直す必要があるというふうに思います。 

 そして、この機能強化加算もこの加算に紐づいて設定されるものでありますので、もし緩和されるの

であれば、機能強化加算の点数も併せて見直すべきというふうに思います。 

 ほかにもいろいろありますが、とりあえず機能強化加算の論点について、意見として申し上げます。 

  

 

 では今村委員、お願いいたします 

 

 

 はい、ありがとうございます。今、幸野委員から、かかりつけ医機能強化加算について、知らないう

ちに患者さん側は負担が増えているという、そういうご意見もございましたけれども。 

 そもそも前回も、いろいろ議論したように、明細書っていうの、原則的にみんな発行するということ

になってるわけですね。 

 これ、たぶん明細書の中にきちんとそういう項目っていうのは書かれていて、患者さんが、前回もお

話あったように、何か、「それどういうことなんですか」ってことがあれば、いくらでも先生方に伺うこ

とっていうのは可能になっているわけです。 

 全く知らないうちに何か、全部、患者さんに負担を負わせてるみたいな話では、ちょっと違うのかな

と。院内にきちんと掲示した上で、その行った診療行為については、きちんと患者さん側にお知らせす

るっていう仕組みはちゃんとできているわけですので、現場の負担を考えていただいて、どこまでそう

いった説明が必要かってことを改めて考えていただきたいなというふうに思います。 
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 それから３つ目のかかりつけ医のいわゆる診療料、あるいは加算についてですけれども。 

 これにつきましても、先ほど松本委員からもお話があったように、そもそも機能を発揮していても、

ちょっとこれ、要件が非常になかなか厳しくて取れないっていう、そういう話になってると思います。 

 13 ページを見ていただくと、例えば無床診療所の、今、具体的に常勤換算というお話も出ましたけれ

ども、そもそも医療機関側で努力してできることと、そうでないものがこれ、混じっているんですね。 

 例えば、研修をしっかり受けた医師がいるかどうか。こういうものは医療機関が努力して研修を受け

ればいいわけですけれども。 

 例えば、24時間の薬局と連携できるかといっても、地域に 24 時間開業してる薬局がなければ、これ、

連携のしようがないわけですし。 

 それから医師についても、１人の医師で地域で頑張ってる、かかりつけ機能を発揮してる先生っての

はたくさんいると私は思っています。 

 それが、常勤換算で２人いなければいけないという、いわゆる規模の大きい診療所についてはできる

んだけれども、規模の大小によって、かかりつけ医機能が評価されているわけではないので、小さな診

療所であっても、かかりつけ医機能を十分発揮しているものはそれなりに評価されるべきではないかと

いうふうに思っています。 

 例えば、外来の今、在宅診療についても、例えば自分の診ている患者さんが多数いれば、そこから在

宅に移行してる患者も当然、一定数いるわけですけれども、外来患者がそんなに多くなければ在宅に移

行する患者も当然、その割合に応じて少なくなってくると。 

 だから、この辺の要件設定が本当に適切かどうかっていうことについては改めてきちんと検証してい

ただきたいというふうに思ってます。以上です。 

  

 

 では松本委員、お願いいたします 

 

 

 はい。何回も繰り返されてる議論でありますけれども。 

 これ、機能強化加算、体制を評価した加算でございますので、はっきり申し上げまして、体制に対す

る加算はですね、この 10 ページ目にも先ほどお話ししましたけども、たくさんの評価がございます。 

 例えば、入院基本料であってもですね、これは体制に対する評価で段階がございます。 

 こういったことをですね、例えば入院前に全ての患者さんに体制に対する加算であることを全てに、

加算とかあるいは基本料であることを、全ての患者さんに説明していくというのは非常に大変なことで

ございますし、この理解を得るのにも非常に時間を要します。 

 やはり、これは厚労省、それから医療機関、それから保険者の方におかれましてもですね、ホームペ

ージ等でそういった診療報酬そのものについてのご理解をですね、加算とか含めてですね、やはり周知

をして、患者さんに理解をしていただくということが基本であるかと思います。 

 もし、医療機関だけにですね、そういった事前の、受診前の説明を一人ひとりにしなさいってことで
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あれば、これは保険者にも、受診前に、初診前に一人ひとりを呼んでですね、説明をしていただきたい

というふうに、そういった論理になるかというふうに思います。 

 それは医療機関だけに求めることは非常に無理があろうかと思います。 

 それから、12 ページ目を改めてご覧いただきたいと思います。 

 機能強化加算の届出医療機関は病院も診療所もほぼ同じ全医療機関と比較して、だいたいこれ、11.6％

ぐらいがこの機能強化加算の届出医療機関になっております。 

 ということは、これは 11.6％がですね、体制をなんとかと整えるだけのハードルを越えているという

ことなのであって、別に無制限にこの加算が取られているわけではなくて、こういった体制を整えてた

所にだけ、この加算が認められているということがございます。 

 従いまして、誰かれ関係なく取ってるという、そういった加算にはなっておりません。非常にハード

ルが高い要件をきちんと機能を強化してる所だけがこの加算が取れるという仕組みになっておりますの

で、これについては重ねてご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。18ページの１つ目の論ですけれども。 
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 先ほどから診療側の委員の先生と支払側のすれ違ってるとこですけれども。 

 そもそも機能強化加算というのは体制加算だ、それはそのとおりでございますけれども、かかりつけ

医機能、これについて適切で分かりやすい情報を患者に提供して理解を求める、これが患者・国民にと

って身近で分かりやすい医療の実現、こういうこと、考え方としてはそういうことだと。 

 先ほどからおっしゃってるように保険医療に携わっているステークホルダーとしての保険者、診療サ

イド、その他公的機関含めて、基本的にそれぞれの在り方、特にかかりつけ機能に絞って言えば、これ

をしっかり分かりやすく説明していくっていうことが当然ながら前提としては十分果たさないといけな

いことでありますけれども、やはり患者にとって一番、医療機関への信頼性ってのが高いわけでありま

すから、そこで掲示だけではなく文書を渡していただく。 

 その文書を懇切丁寧に説明しろというふうには、納得いくまでっていうことは、本来ならば、そうで

あるんでしょうけれども、そこまで求めるかどうかは別にして、口頭説明、院内掲示だけで、よりも、

きちっとした文書を渡していただいて、そこでまずは診療の最初に、当然、問診とかいろんなアンケー

トを書くってのもあるわけで、そこに入れていただくっていう工夫だけでもできるんだろうというふう

に思いますんで、そういうような行為があって、その上で、われわれステークホルダーも含めてさらに

理解を求めるための運動をしていくっていうことが大事なんだろうというふうに考えますんで。 

 掲示だけでいいってことではなくて、やはり文書を渡すことにどれだけの労力が要るのか。 

 本来ならば、医師の先生に説明していただくのが十分だろうと思いますけれども、患者が一番納得し

やすいと思いますけど、そういうことから言えば、働き方改革も含めて、その診療行為に対する時間的

な配慮ってのが十分必要だっていうのも理解しますんで。 

 そういう意味では、その他の医療関係者が説明する。医療関係者に説明していただくには、やはり質

の担保から言えば、きちんとした研修なり、ガイドなりを遵守していただくような対応をしていただく。 

 そういうことで、このかかりつけ機能っていうのをより深めていくってことが大事なんだろうという

ふうに考えます。 

 やはり患者っていうのは、よく言われる非対称性から言えばですね、われわれが説明するよりもはる

かに医療機関の先生がいろんなことをおっしゃっていただくのが納得性が高いのも事実でございますの

で、そういう意味では、診療、医療機関で文書をもらった、こういうことか、これ、分かんないよねっ

てことで、先ほど、ありましたけども、われわれにも、保険者に問い合わせするのか、医療機関に問い

合わせするのかっていうような行為が、重ねていくことが大事だろうというふうに考えます。  

 

 

 では松浦委員、お願いいたします。 

 

 ありがとうございます。機能強化加算の話ですね、両方でいろんな話が出てるっていうのもよく分か

ってますし、前回も私も発言をさせていただきましたけれども。 
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 患者の立場から考えるとですね、やはり医師の先生にこういう病院で、こういうものがあって、こう

いうことに加算されてるんだっていうことについてはですね、先生に説明をされることが一番、患者か

らしては、安心をします。 

 ですが、やっぱり働き方改革の問題等々もあって医師の先生にそれを全て求めるのかっていうことに

ついては、やはりちょっと疑問を感じますんで、やっぱり医療関係者の方からしっかりモノを示してい

ただいて、その説明をしていただいて、最終的にその患者が理解を全てしなきゃいけないとは言いませ

んけれども、しっかり説明をしていただいた上で、その病院の機能についての加算、まあ、どっちにし

てもその患者がですね、払う部分っていうか、プラスになる部分ってのがあるわけですから、それにつ

いては納得をして払えるということが必要だろうというふうに思います。  

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。今、ご意見ございましたけども、われわれ医療機関ではですね、例えば１時間の中に限られた

患者さんを、ある程度の患者さんを、人数、診ているという現状がある中で、非常に、正直なところ、

患者さんの診察、治療、それから診断の中身の説明、治療の中身の説明を話すだけで非常に時間が精一

杯という状況が続いています。 

 こういった中で、患者さんに対して受診前にそういった説明をするということは、非常に診察時間が

さらにさらに長くなってしまうってことになりますので、非常に難しいことがございます。 

 で、またですね、正直なところ、この 80点という限られた加算でございます。これをですね、できれ

ばその説明にですね、時間をかけて、そこに充てるというよりは、やはり本来の、例えば診療、それか

ら診療の機能を高めるという本来の意義にですね、しっかりとこの加算を充てていただきたいと、充て

るようにさせていただきたいというのがわれわれ医療機関のお願いでございます。  

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。患者の立場に立って、ちょっと考えていただきたいと思うんですけど。 

 体制加算っていうのはよく分かります。体制加算なんですけど、来た患者は、体制加算、見えないん

ですよ。その医療機関の。どういった機能を持ってるかっていうのは。見えないまま受診するわけで。 

 本当に、医療機関も、自分の病院、診療所をこの患者にかかりつけになってもらいたいんであれば、

この医療機関はあなたにとってどんなメリットがあるんですよっていうことを説明すれば、その体制を

患者が見えることができて、ああ、じゃあこの病院をかかりつけ医にしようというふうに思うんで、医
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療機関にとってもこれ、メリットがあると思うんですが、受診を終わったあとに何の説明もないまま明

細書を見て機能強化加算っていうのが付いてて自己負担が増えてると、何これって、なんで増えるのっ

ていうふうな感じで見てしまうわけなんです。 

 ですから、かかりつけ医に、こう、誘導していくためにも事前に説明していただいて、この医療機関

はほかの医療機関と違って、こういった機能を持ってて、あなたにこんなメリットがありますよ、だか

らこういうフィーを頂くんですよっていうことを、きちっと説明していただくっていうことは、医療機

関にとってもメリットがあるというふうに思いますし、そうしていただきたいと思いますし、医師に、

別に、やっていただきたいというふうにわれわれは要望してないですよ。診察前に、院内のスタッフの

方に説明していただければ十分なことなんで。 

 特に医師による説明も求めていませんので、診察前にそういうメリットをちゃんと言っていただけれ

ば、かかりつけ医になっていただくことができると思いますんで、ぜひやっていただきたいというふう

に思います。  

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 まあ、これも繰り返しの議論になりますが、果たしてその体制に対する加算とかですね、先ほど言っ

た入院基本料とかありますけど、なぜこの機能強化加算だけを事前に説明をいちいち、一人ひとりにし

なければならないのかってことが非常に問題だということ。ほかの加算も全てありますからね、体制に

対する加算は。 

 それからもう１つ。保険者が何をするかってことは何もお話しになっていない。なぜ保険者には、こ

ういった役割というか、そういった提案が全くない。対する答えが全くありません。保険者は何もしな

くていいということなんでしょうか。そういうことに対する全くお話がないということを非常に疑問に

感じております。やはり保険もこういった事についてしっかりと取り組んでいる。一人ひとりに説明す

るんであれば、患者さんに対しても、あるいは被保険者でしょうか、に対しても、保険制度の仕組みと

かですね、そういったことをしっかりともうちょっと周知する必要があるんではないでしょうか。 

  

 

 じゃあ、吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。お言葉ですけれどもっていう話になっちゃいますけど、保険者として

の役割、保険者機能を果たすという意味では、それぞれ診療行為に対してどうだとかっていうのもわれ
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われも啓発、啓蒙に努めてるわけで、今回のテーマであるかかりつけ医については医師会さんのホーム

ページ等にも出てます、かかりつけはこう。こういうものを参考に、かかりつけはこうですよ。 

 今回のかかりつけ、機能強化加算については、文章でこういう考えでこうだってものがあれば、それ

をもとに、まあ、われわれもそういうものを作れっておっしゃるんなら作ってもいいですが、それには

やっぱり、それぞれすり合わせをして、こういう考え方がいいかっていうことをやればいいんで、そう

いう意味では、かかりつけ機能体制をとってらっしゃる委員で、文章を出していただくってのも、非常

に説明しやすいということでもあると思います。  

 

 

 では宮近委員、お願いいたします。 

 

 １号（支払）側委員が言ってることの繰り返しになりますけれども、やはり患者の立場からすると書

面を示していただいて医療機関から説明を受けること。それはそのかかりつけ医に対する認識も高まっ

て、同時にその信頼も増すと、そういう意味合いもありますから、望ましい姿ではないかと思います。 

 公的機関、行政、あるいは保険者含めて、そのかかりつけ医機能についてもっと周知すべきだという

ご指摘はおそらくそのとおりだろうと思いますが、その論点について言えば、医療機関が患者に対して、

かかりつけ医機能についての書面を提示し、説明することを要件にすることによって、その地域医療構

想の核となるかかりつけ医機能の普及につなげていくという意味でも意味があることではないかと思い

ます。以上です。 

 

 

 では城守委員、お願いいたします。 

 

 

 皆さんのおっしゃることはですね、それぞれの立場のご意見として承ってるわけですが、先ほどから

松本委員もおっしゃってるように医療現場ではですね、診療に対して集中的に、要するに、その時間を

投入していきたいという中において、もちろん、その説明を求められた場合っていうのはですね、その

説明をするということになるんでしょうけども、基本的にその１号側がですね、この機能強化加算だけ

をですね、ターゲットにしておられる。 

 広く言えば、体制加算ということの、要するに意味というふうに捉えてもよいかなと思いますが、そ

こはですね、保険者として啓発をされておられるというご意見はありますけども、やはりこれは保険者

機能としてですね、まずこの機能強化加算というものがどういうものであるということを保険者の方か

らまず、要するに、会員の方にですね、被保険者の方にまずは周知をしていただくということのほうが
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よろしいんじゃないでしょうか。 

 もちろん、要するに、医療機関の中でも求めに応じて言うことはございますが、何度も申しますけど

も、医療現場というのは本当に大変な状況ですので、皆さんのおっしゃってることも分かりますけども、

なかなか、要するに、現実的にね、難しいんですよ。 

 ですから、できるだけ現実可能な、要するに、方法ということを考えると、やはり保険者の方からで

すね、具体的にまず、要するに、行動を起こしていただいてほしい、起こしていただきたいというふう

に思います。以上です。 

 

 

 では今村委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。ありがとうございます。先ほど幸野委員から、かかりつけ医機能強化というものをこう、きち

んと説明することで医療機関側にとっても、この医療機関はかかりつけ医機能を発揮しているのだから、

そこに患者さんが来るというようなお話ありましたけど、ここで確認しておきたいことは、その体制が

強化されている医療機関だから、かかりつけ機能を発揮するってことではないんです。 

 だから 17 ページを見ていただくと、患者さんがかかり医を決めた理由っての、この赤く囲ってあるわ

けで、これ見ていただくとね、どんな病気でも相談に乗ったり必要時にちゃんと専門医療機関に紹介し

て病歴や患者・家族、背景を把握して助言・指導、予防接種、健康診断、検診を行うって、こういうこ

とを患者側も評価しているし、日本医師会や病院団体と一緒にかかりつけ医機能というのはこういうも

のだっていうことを言ってるわけです。 

 これは医療機関の大小ではなくて、地域でかかりつけ医機能を発揮している所はたくさんあると。 

 だから３つの論点で申し上げたように、そういうものを評価してほしいと改めて言ってるわけです。 

 なので、これはそういった機能をより強化しているっていう体制を評価してるのがかかりつけ医強化

の機能加算であって、そこをごっちゃにして、何か、そうでない医療機関はかかりつけ医機能を発揮し

てないんだっていうふうに捉えられかねないようなご発言だったというふうに私は思ってる。そこは明

確に区別をしていただきたい。つまり、かかりつけ医機能を実は持っていて、発揮していても診療報酬

上、評価できないような要件になっているっていうことも理解していただきたいっていうことです。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 かかりつけ医機能ってことをですね、やはりきちんと啓発していくっていうのは、これは先ほど保険
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者側にもお願いいたしましたけども、診療側としてもですね、日本医師会ではもう長年にわたってかか

りつけ機能の研修ということをさかんに行っておりまして、その中でしっかりと研修をして、機能強化

に努めてることを行っていますので、そういった研修をですね、継続して、あるいはきちんと行ってい

る所に対してですね、やはり証明を発行するなどしてですね、患者さんにやはり啓蒙に努めていくとい

うことも大切なことだなというふうには思っております。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、今村先生の発言に言及するんですが、17ページに言及されましたので繰り返し申し上げますと、

機能強化加算、たくさん取ってるのは在総管、施設総管を取ってる所が多いという資料が出てきたんで

すが。 

  

 

 

 患者はどう思ってるかと言うと、17 ページを見ていただくと、在宅をやってると。往診や訪問診療な

どの在宅を行ってくれてるっていうのをかかりつけ医と決めた理由ってするのはわずかに１割にすぎな
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いという結果が出ていて、病院側は「在宅やってるから、かかりつけだ」と思っていても、患者からし

てみれば在宅をやってるからかかりつけだと思ってる人はほんの１割にすぎないっていう、そういう違

いがあるわけです。 

 だから、そういうことも含めて自分の医療機関があなたにとってかかりつけになるんですよっていう

ことをきちっと説明するっていうことが診察前に必要だと。 

 でないと、在総管とか施設総管とか取ってるから、なんで私のかかりつけ医になるのっていうふうに

患者は思うわけです。だから、そうじゃないということをきちっと説明していただきたいというとこ…

…。 

 

 

 いいですか？ 

 

 

 じゃあ、今村委員。 

 

 

 この表の見方の誤解があると思います。これ、患者さんに対してって、全ての患者に聞いてるわけじ

ゃなくて、つまり、この患者の中に１割ぐらいしか在宅にかかってる人がいないってことを言ってるだ

けのことです。 

 だから、１割しかいないから、１割しか理解されてないっていうのとは違っていて、あくまでも患者

さんの中に在宅医療を受けている方もいて、その方の中で在宅医療をやっていただけるから、この先生

をかかりつけ医と言ってるっていう、そういうデータだと思います。 

 そもそも、全ての患者の中で在宅医療を受けてる方っていうのはごくごく一部ですから、かかりつけ

医機能の中の一部に在宅医療があるっていう理解ですよね。 

 だから、いろんな要素がある中で、ここに赤枠で囲われているようなことが大きな要素であって、そ

れ以外にも在宅医療だとか 24 時間診てもらえるとかって、そういうものも含まれていると。 

 ただ、医療機関側からすると、医師がどうしても１人しかいない、あるいは先ほどお話ししたように

24 時間の薬局が近くになって連携できないっていうような物理的な理由もあって、そういった診療報酬

上の要件にはあたっていない所もあると。 

 ですから、そのかかりつけ医機能というものと、この機能強化加算というのも一緒にしないでくださ

いねっていうことを私はただ申し上げただけです。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 
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 幸野委員はたぶん、今は本当にお元気で、別に介護保険を使う必要もなく、あるいは在宅医療をする

必要もないんだと思いますけども。 

 しかしながら、私どもですね、ある程度の年齢になればですね、いつ自分が介護保険を使ったりとか、

あるいは往診やですね、あるいは訪問診療をするような立場になるかもしれないわけです。 

 そういった医療機関でですね、しっかりとかかりつけ医として頑張っていただいて、患者さんもそれ

をですね、うまく利用して将来に備えてやるわけであって、その個人個人が現在の状態で在宅医療は必

要としないかもしれないけれども、将来は必要になるかもしれないという医療機関の体制を整備してる

というふうに理解いただきたいと思います。  

 

 

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。体制整備はそのとおりだと思います。その体制整備をした所を患者サイドで理解をして使うた

めの手法として書面をお渡しして理解を得るっていうことが必要なんだろうというのを申し上げてるん

で。 

 もう１つ。先ほど、城守委員がおっしゃいましたけれども、診療行為として時間がかかるってのは、

そのとおりなんですけど、私の経験から言うと、病院、診療所とか病院に行った時に受付をして診療を

していただくまで時間はありますよね。その間、いろんな初診のアンケートを書いたりする。その時に

書面で、こういうことで読んどいてください、こういうことですよ、こうですよっていうようなアドバ

イスを頂く時間っていうのは取れないのかなあというふう思います。 

 工夫として、実行性からして、そういうところを使っていけば診療行為に対して時間を、……するよ

うなことはないんだろうというふうには思いますけれども、いかがでしょう。  

 

 

 では佐保委員、お願いいたします。 

 

すみません、ありがとうございます。18 ページのかかりつけ医（の論点）につきましては、１号（支

払）側委員が言ってる意見と同意見であります。 

 今も吉森委員がおっしゃったように、工夫次第だというふうに思っておりますので、説明って言うか、
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書面説明とかいうところでも工夫ができるんじゃないかなと思いますし、保険者としてのその説明、周

知っていうか、周知啓発というのも必要かなというふうに思っております。 

 もう１つ。24ページの話なんですけど。猪口委員が先ほどおっしゃった意見と重なってくるんですが、

定額負担の対象病院について、外来医療の機能分化の観点というところについては異論はございません

が、地域の実情っていうのはさまざまであると考えております。 

 全国各地にある地域医療支援病院の中には、例えば 250 床で地域の医療を一手に引き受けているとい

った病院も地域によってはあるかもしれません。地域の実情に見合った検討が必要ではないかなってい

うふうに考えております。以上です。  

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 まあ、本当に何回も重ねてのお話になりますけれども、この機能強化加算だけですね、特別に取り上

げて個別に説明をしなければならないってことに対しては了承しかねます。 

 

 

 では間宮委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。かかりつけ医と患者の関係って、本当に濃い関係であってほしいです

よね。 

 まだまだ患者の側からすると、かかりつけ医ってなんだろうっていうところって、まだまだ十分理解

できてない部分もあったりするわけですよね。やはり、保険者から何か説明を受けるよりはやはり直接、

医療機関からね、説明を受けたほうがやはり安心というものを感じられますし。 

 私、おとといでしたね、こんな声になっちゃったもんですから、ちょっと医療機関に行ったんですよ

ね。その時に、待ち時間、やっぱり１時間ちょっとかかったんですよね。その間に、いろんな説明って

のはできるわけですし、診療時間を削ってまで、そのお医者さんが説明するというわけではなくて、や

はりスタッフの方がですね、その時間を利用して説明していただくということができると思うんで、そ

ういう意味では、そこを利用して理解してもらうとかね、診療前、診察前に理解してもらうということ

が大事だというふうに思います。 

 だから、ことさらに、この機能強化加算だけをなんで、ということをおっしゃってますけども、やっ

ぱり、かかりつけ医と患者っていう関係っていうのをもっと、やっぱり重要というかね、重く捉えてい

ただいて、患者の安心のために、こう、説明の時間をつくっていただくというふうにしていただいたほ

http://chuikyo.news/


 

175 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

うがいいのかなというふうに思います。以上です。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 先ほど幸野委員が、この機能強化加算をですね、あとで、なぜ、こんなのが付いてるのかって話があ

りました。 

 非常に、ちょっと、患者さんのですね、思いというのも本当にどこにあるのかは非常に、いろんな考

えがあるとこでございますけれども。、例えば前回の（消費税引上げに伴う 2019 年度改定の）公聴会の

時にですね、東京都（医師会理事）の蓮沼先生に対して、幸野さんがそのことについて質問されておら

れましたよね。患者さん、どう思ってるのかってことを。 

 その時、蓮沼先生はですね、全くそういったですね、機能強化加算に対して、これがどうしたんだと

いうクレームは全くないってこともお話しになっておられました。 

 私も、実はこの機能強化加算を申請をして受理されておりますので、患者さんには、頂いております

けれども、今まで、おそらくこの機能強化加算、もう相当の数の方を診ていますけども、１回もそうい

ったクレームはございません。１人もありません！ 

 

 

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。それは松本先生がかかりつけ機能をしっかり発揮されて、信頼関係を醸成されてるからだとい

うふうには思います。 

 世の中は、そうではないという方もいらっしゃるということがあって、しっかり説明機能を果たして

いただきたいということと。 

 もう１つですね、11 ページにありますように、個別同意を取得するっていう疾患別の医学管理料等に

ついては、これは先生たちがしっかり、同意も含めて説明もいただいてるものだというふうに考えます

んで、今回のこのかかりつけ機能がそうじゃない部分なんで、ここに対して、どういうふうな説明責任

が必要なのかっていう議論なんだろうというふうに考えています。 

 

 

 では城守委員、お願いいたします。 
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 はい。先ほどの宮近委員のお話はそのとおりであるわけでございますが、基本的にはやっぱり、かか

りつけ医機能とか、かりつけ医の説明ということになると、診療の時というよりはですね、なんらか、

また別の、要するに機会を得て、先ほど松本委員もおっしゃってましたけども、基本的にはいろいろな

研修会とかシンポジウムとか市民公開シンポジウムとかですね、そういうところも通じて幅広く周知し

ていかないと、なかなか広まらないのかなあというふうに思っています。 

 先ほど吉森委員からですね、診療の前、間にそういうのを渡すことはできないのか……。 

 渡すことができる、できないということじゃなくて、私が先ほどからお話ししてるのは、引っかかっ

ておられるのは１号（支払）側の方なので、それも機能強化加算だけ。 

 診療報酬にはですね、いろいろな、要するに報酬体系があって、その全てを、要するに説明するわけ

でもなく、ただ単に体制加算だけをですね、説明するというね、ことに対しては、われわれはそれは、

引っかかっておられる１号側が、まずは要するに、患者さんに対して具体的にですね、どういう周知を

するのかということを考えられてですね、その結果として、患者さんから求めがあればですね、それは

説明をさせていただくという形が現実的ではないのかということで、これだけを取り上げてですね、説

明をするということはない、というふうに思っています。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 なぜこれだけなのかっていうふうなとこなんですけど、１号（支払）側、２号（診療）側とも一致し

てるのは、外来医療において一番必要なのはかかりつけ医の普及というところは一致してるところだと

思います。 

 で、これがそのキモとなるとこなんです、われわれに言わせれば。かかりつけ医を普及させるという

のは、外来医療の本当に重要なポイントで、そのために付けられたこの機能強化加算なんですが、この

ままで行くと逆方向に向かうんじゃないかという懸念があるわけです。 

 知らずに行って、機能強化加算が付いてると。自己負担が重くなると。じゃあ、もうこの病院、この

クリニック行くのやめよう、というふうにかかりつけ医から逆方向に行く、普及どころか逆方向に行く

ってことを懸念してるんで、かかりつけ医を普及するっていうことは、１号側、２号側とも共通の点な

んで、ここをしっかりと出だしで説明していただいて、患者が納得して、将来的にかかりつけ医がどん

どん普及すれば、説明責任をもうやめてもいいとは思いますが、この出だしの部分においては、やはり

患者にちゃんと説明していただいた上で、どんどん、かかりつけ医っていうものを完全につくっていた

だいて、みんながかかりつけ医を持つようになれば、その説明はいずれかは要らなくなると思いますが、

この出だしの段階においては逆効果になることも想定されるんで、ぜひ医療機関においてもお願いした
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い。もちろん保険者もやりますけど、医療機関においてもぜひ願いしたいというところを言ってるわけ

です。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 あの、「出だし」とおっしゃいましたけれども、もう既にですね、この機能加算を算定できるようにな

ってから、もう１年と、何カ月ですか、もう８カ月ぐらいが経過しております。 

 そういった中で、特別なこの機能強化加算を取ることによって、幸野委員のおっしゃるような懸念は

発生してないと私は理解しておりますので、ちょっと、あんまりにもご心配が強すぎるのかなというふ

うに思います。  

 

 

 と……、まだ、残り半分ございますので（苦笑）、そちらのほうに移ってよろしゅうございますでしょ

うか。 

 

 ▼ ようやく次の論点へ。機能強化加算に関する議論は、10時 51分から 11時 33分まで 40分あまりに及んだ。 
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【質疑２】女性の健康に係る課題等について 

 

 

 

  

 

 では今村委員、お願いいたします。 

  

 

 すいません、時間ないところ。先ほど、女性のお話なんですけど、健康に係る課題。これはこれで松

本委員から先ほど日医としてのご意見を申し上げましたけども。 

 ちょっと１点だけ、お願いを事務局にしたいのは、例えば子宮筋腫であるとか子宮腺筋症の続発性の

症状としてこう、たぶん貧血があるんですけれども、そうじゃなくて、こういったもの以外に、若い女

性の貧血、働き盛りの女性の貧血って、日本はたぶん世界の中で最も女性の貧血が多い国だというふう

に理解をしています。 
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 これ、貧血の問題っていうのは相当に女性の方のＱＯＬに影響していて、働いてる人の能力にも影響

する話なんですけども。 

 これ、中医協の中でどういう評価をして、どんな取組をするかっていうのは、これはちょっと課題で

はありますけれども、次回以降のですね、改定につながるような中でですね、こういった女性の貧血に

対する何らかのですね、取組って。 

 これ、たぶん会社で検診されて、たぶん貧血に気が付かれても、そこの指導がきちんとできてないと

か、そういう問題もあるのかもしれませんけれども、結構大きな問題だというふうに認識をしておりま

すので、ぜひともご検討をよろしくお願い申し上げます。  

 

 

 では間宮委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。女性の健康に関する医学的管理のことですけど。 

 これやっぱり、女性がですね、女性特有の疾病でですね、重篤な疾患になる前に予防医療ですとか重

症化の防止につながるのであれば、やはりこういう取組っていうのは必要だと思うんですけども。 

 まずは受診してる女性の方は実際、医療にかかってるわけですから、いろいろ発見できると思うんで

すけども、やはり受診してない女性ですよね。 

 そういう、受診しない率が高いというデータも出てるようですから、それをやはり、どういうふうに

こう、受診してもらうか、それで予防医療ですとか重症化の防止につなげるかってことに取り組んでい

ただきたいというふうに思います。以上です。 

 

 

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。今の女性のところですけれども、体制をきちっとつくって定期的、継

続的な診療を続けていくところをしっかりやる。それを評価するっていうのは異論はないとこですけれ

ども。 

 ２つあって、資料なんか見ますと、診療の期間が 3 カ月に１回とか６カ月に１回が多いとかですね、

ずっと４カ月ぐらい、この診療に向かわずに我慢をしてたとか、こういう方に対して、どういうふうに

この制度を、きちっとした体制を使っていただくかっていうところをどうするかっていう議論が必要な

んだろうというふうに思いますんで。 

 これについては、そう言うと「保険者もしっかりやれ」ってまた言われそうなんですけれども、当然
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ながら、そこんところは果たしていくつもりではありますけれども、国にとしてなのか、どういうふう

にこの評価をつくったことを周知徹底していくのかっていうところについての見解はぜひあれば教えて

いただければと思います。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。先ほど今村委員も、それから間宮委員からもありましたけれども、基本的には、何らかの症状

があってもなかなか我慢して行かれないということと、それから、それをどう診察に結びつけるのか。 

 先ほど、一番最初に、よく顕著な例として出てくるのは、例えば職場の貧血と。健康診断の際の貧血

という形で症状が出てきて、それをなかなか受診しないままですね、結構重篤になったり事故が起きた

りといったような状況があるというふうに認識しております。 

 やはり、この早期の受診に結びつけるという取組がまさにそのあとの疾患の管理、それから重篤なも

のを防ぐとこにつながるというふうに考えております。 

 厚生労働省の中にも女性の健康を考える室ですとか、ありますし、また産業保健の中でも女性の健康

についても一部、検討してる所はあります。 

 そういう所としっかり連携した上で周知をし、適切な管理につなげるというような形をしっかり、厚

生労働省の中でも体制を取りますし、いろんな関係者のご協力を得ていきたいというふうに思っており

ます。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。理解しました。女性の健康については、ある意味、女性の健康の包括管理料みたいな医学管理

料だと思いますんで、もし、こういったものを設定するんであれば、やはり患者への説明と同意は必要

じゃないかというふうに思いますし。 

 管理料の算定についても、やはり一定の期間ごとに算定するような制度設計をすべきだというふうに

思います。 

 それから、紹介状なしの定額負担で、これ質問なんですけど、「一般病床 200 床未満を除く」というこ

とで、これ、地域医療支援病院がどれぐらいこれでカバーされるかっていうことをちょっとお伺いした

いんですが。 
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 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。地域医療支援病院を対象にですね、200 床以上を対象といたしますと、だいたい新たに約 250

病院が対象となります。 

 そのうちの、その内訳ですね。200床未満の病院も一部……。 

 「一般病床 200 床未満」というのも一部あります。ちょっと、それはごく少数というふうに伺ってお

りますけども、それは地域の事情で 200 床を切って、一般病床 200 床を切ってるけれども、その役割を

地域で果たしてほしいということで、その病院になってると聞いておりますが、250床のうち、ごく少し

入らない病院もありますけれども、それ以外は基本的には対象になる、というふうなところです。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 
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 ちょっとネットで調べた知識なんですけど、地域支援病院、500 床以上ぐらいあると思うんですけど、

そのうち 250床ぐらいしか対象にならないっていうことなんでしょうか。 

 地域医療支援病院は 200 床以上が要件になってるんで、ほとんど対象になるかと思ってたんですけど

違う……、違いますか。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。新たに増えるのは 250 病院でございまして、現在約 420 病院が地域医療支援病院の対象となっ

てます。 

 さらに、新たに 250 病院が追加となります。これにほとんどの病院が対象になるということになりま

す。ほとんど全ての地域医療支援病院が対象になるということになります。 

 

 

 よろしゅうございますか。 
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【質疑３】分割調剤、ギャンブル依存症、ニコチン依存症 

 

 

 

 

 では、先に進めさせていただきたいと思います。 

 分割調剤、それからギャンブル依存症、ニコチン依存症に関して、ご意見等ございましたらよろしく

お願いいたします。では有澤委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。薬局における分割調剤についてということで、スライド 52 の論点の１

番目の所について発言させていただきます。 

 現在、分割調剤っていうのは長期保存の困難性等の理由によるもの、あるいは後発品のお試し、そし

て今回議題に挙がっている医師の指示に基づくものという、この３つのパターンが設定されてます。 

 今回の議論の対象である、この医師の指示に基づく分割調剤については、処方医の考えや患者さんの
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意向によって処方医の判断で実施されるものですが、実際にそのような処方箋が交付される件数という

のは非常に少ないというのが現状であります。 

 ただ、患者調査結果、スライドの 51 を見ていただければ分かるように、分割調剤の処方箋が交付され

た患者さんからの回答は「大変満足している」のが５割以上、「やや満足している」を含めると８割以上

になり、非常に高い評価を得ているということが分かります。 

 

 

 

 そのようなことからも見ても、薬局の分割調剤については今後も引き続きですね、積極的に薬局薬剤

師が対応していく必要があるということは言うまでもありません。 

 しかしながら、実際に対応する薬局では点数の計算にあたり、合計点数を分割回数で按分しなければ

ならないこと。それから複数枚にわたり記載された処方箋の取り扱うことによる紛失や記載の手間が増

えるなど、事務処理面だけ見ても非常に煩雑であるという問題があります。 

 また、対人業務という部分では分割調剤の都度、患者の服薬状況を確認した上で処方医へ情報提供す

ることが必要になりますが、分割せず一度に調剤した場合より手間が当然増えるわけでありまして、負

担が増えるにもかかわらずトータル的に費用が安くなっているという問題があります。 

 患者負担ということを考えればですね、分割した回数だけ負担が増えるということは避けるべきです

が、特にですね、服薬期間中における適切な服薬状況、あるいは副作用のモニタリングを行うなど、患

者にとって有益な情報も処方医との連携、情報共有をすることでそれなりの評価、頂きたいと考えてお

ります。 

 特にこの服薬情報提供料ですね、こちらに関してはですね、通常の処方箋を受けていても、それぞれ

算定ができる中でですね、これについてはなぜか１回で、分割回数の、応じた、按分をされてしまうと

いうことは、非常にこれは問題だなと思っておりますので、ぜひ、ここは評価をしていただきたいとい
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うことで、事務局提案については賛同させていただきます。以上です。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 52ページ目でございますが、分割調剤についてです。 

 １つ目の論点は、患者の服薬状況や副作用の状況等を医師にフィードバックした場合、分割処方なの

で 48 ページ目にあるように、３回分割の例で言えば（服薬情報提供料）30 点割る３となりますが、そ

れを３で割らなくてもよいことにするという提案ですが。 

  

 

  

分割調剤自体が長期処方を前提とするものであり、その業務をさらに評価することには賛成できませ

ん。 

 ２つ目の論点も含めてですが、分割指示については現状のとおり、「処方箋発行の一環」としての評価

で十分であると考えます。 

 分割調剤の議論が出てきた当初から、残薬や重複投薬を減らすためにも長期処方を減らすべきだとい
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うことを主張してまいりました。 

 しかし、やむを得ない事情もありますことから、平成 28年度改定では患者の病状は安定しているもの

の、服薬管理が難しい場合には分割指示に係る処方箋を交付するということで了解しております。 

 このことについて、改めて厚生労働省では長期処方を推奨すると対外的に説明されているわけではな

いと理解しておりますが、その理解で今でもよろしいのか、あとでお聞かせ願いたいと思います。 

 しかしながらですね、39 ページ目、40ページ目にもありますが、長期処方は相変わらず増えてきてお

ります。 

 一方で、平成 29年から医薬・生活衛生局では「高齢者医薬品適正使用検討会」が設置されており、城

守委員もそこに出席されておりますが、そこでは薬剤が高齢者に長期投与されることによるさまざまな

弊害が認識されております。 

 その１つが、大病院で長期処方したために患者さんが地域に戻ってからも長期処方でよいと認識して

しまうという弊害であります。分割調剤は、この問題に同時にしっかりと取り組まなければ意味がない

と思います。 

  

  

 

そこで、論点３つ目にある「このほかの対応」ですが、医師は必要な場合に分割指示を行いますので、

厚生労働省として長期処方対策の提案を併せてしていただくようにお願いをいたします。 

 分割調剤が必要と思われる患者さんの病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合というのは、

医師が服薬管理を行うにあたって患者さんのアドヒアランス向上を薬局薬剤師の協力を得て実施する必

要があり、だからこそ分割調剤ができるよう処方箋を交付するということだと理解しております。 

 従いまして、45 ページのように分割調剤が少ないというのは、服薬管理が難しいと医師が判断するケ

ースが少ないということであり、薬剤師から協力の申し出があれば検討されることもあるかとは思いま

すが、あくまでも医師と薬剤師と患者の顔の見える信頼関係を大事にしてもらえればよいというふうに

思います。 
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 61 ページ目の論点ですが、ギャンブル依存症についてでございますが、前回と同様、11 月 20 日と同

様、効果的な治療法については評価すべきであると考えます。 

  

  

 

 最後、81 ページ目のニコチン依存症でございますけれども、これも前回と同様、加熱式たばこについ
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ても対象とすることに賛同いたします。 

 また、情報通信機器の使用につきましては、初回と最終回を対面で指導することは必要なことですが、

その他の呼気一酸化炭素濃度測定器を備えているという現行の施設基準や処方薬の取り扱いの違いなど

につきましては、引き続き検討が必要と考えております。以上です。 

 

 

 ほかいかがでございましょう。では宮近委員、お願いいたします。 

 

 ニコチン依存（症）管理料について、まず申し上げたいと思います。 

 これも、何度も同じことを申し上げて大変恐縮ですけれども、ニコチン依存管理料については支払側

としては導入当初から疑問を呈してきたところです。 

 禁煙の取組そのものについては非常に大切な内容であるということは十分承知しておりますし、また

以前の論議の中でも２号（診療）側の先生からその必要性について具体的な説明も受けて十分納得はし

ているつもりですけれども。 

 ただ、資料に示されている算定状況を見ますと、やはり途中で離脱する患者が多いことも分かってお

ります。 

 また、治療終了後の継続的な禁煙状況などの効果の検証が重要であると考えておりまして、継続的な

調査をすべきということを主張してまいりましたけれども、今年度の検証調査も見送られております。 

 こうした継続的な検証がなされないままではですね、現在のニコチン依存症管理料を拡大する方向で

見直しを行うことについては、基本的には反対であるということを言わざるを得ないと思います。 

 続いて、ギャンブル依存症についてですけれども、ギャンブル依存症については 57 ページから 59 ペ

ージにおいて認知行動療法が有効であること、あるいは標準的な治療プログラムを行った場合に効果が

あったこと等が示されておりますけれども、こうした取組について、果たして診療報酬上で評価すべき

かどうかについてはまだ疑問が少なからずあるように思います。 

 例えば、対象患者をどのように特定するのか。逆に、診療を希望する患者に対してですね、「あなたは

依存症ではありません」というような判定が果たしてできるのかとか。 

 また、59 ページにおいては６カ月後までの状況が示されているわけですけれども、６カ月後以降はど

うなっているのか。 

 あるいはまた、１人の患者が全６回のプログラムを繰り返して受け続けることもあり得るのか。そう

いった点についてもまだ疑問があります。 

 こうした点を考えていくと、診療報酬上、評価することについては賛成し難いと言わざるを得ないと

思います。以上です。 
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 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。ギャンブル依存症については、担当課のほうからお答えをさせていただきます。 

 先ほど長期処方についてのご質問ありましたので、それについてお答えをさせていただきます。 

 長期処方について、むやみに長期処方を推進するといったようなことについては厚生労働省として考

えているというところではございません。先生がおっしゃったとおり、病状が安定していて、なおかつ

服薬管理等について支援が必要な、そういう患者さんについて分割調剤を進めるべきというところはあ

るかと思います。ということでございます。以上でございます。 

 ギャンブルの関係について、よろしくお願いいたします。 

  

 

 では、お願いいたします。  

 

 はい、ギャンブルの関係のご質問、ございました。 

 まず対象者につきましては、既にスクリーニングテストが確立されてるところがございましてＩＣＤ

ですとかＤＳＭ－５の中でですね、診断基準がございまして。 

 運用としては、ギャンブル依存症と診断、それに基づいて診断されたものについて対象になるという

ことでございます。 

 逆に依存症じゃないかと思って自発的に来る人のほうが少ないと、実は思っておりまして、そういう

トリートメント・ギャップが多い疾患かなというふうに考えております。 

 あと、６カ月後以降につきましてもプログラムの中でですね、その後のグループへの接続などが記載

されておりますので、そういったところのフォローがあるのかなと思っております。 

 あと、繰り返し使うかという点につきましてはですね、エビデンスの兼ね合いということで詳細な制

度設計は、そういったところには考慮が必要かなというふうには考えております。  

 

 

 では有澤委員、お願いいたします。 
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 はい、ありがとうございます。先ほど松本委員からのご指摘ではありますけども、長期処方について

はですね、あくまでも私どもが関知するところではなくてですね、実際に医師の指示に基づく分割調剤

について、処方医の考え方、患者さんの意向によって処方医の判断で出されるものは私どもが受けると

いう立場であります。 

 

 

 

 そういった中で 48 コマ目にありますように、具体的に１回目、２回目で服薬情報提供料 30 点、これ

が当然、３分の１になってしまいます。 

 これについては当然、保険医療機関の求めがあった場合であっても、このような３分の１に減じるこ

とになってしまうということで、この分についてはですね、同じ手間をかけてる以上は……。 

 薬歴について、ここ、薬剤服用歴管理指導料は当然３分の１になってます。これは性質が違うもので

すから、これは分割も、按分に入るのはある程度の納得はできますが、少なくともですね、この服薬情

報提供料についての 30 点が、これが 10 点に減じられるということがないようには考えて、評価をして

いただきたいと思います。  
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 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 あの……、まあ、有澤委員からありましたけど、調剤のほうが受け身であるということを言ってるん

ではなくて、分割調剤自体が長期処方を前提とするものであるから医療機関側として、その業務をさら

に評価することには賛成ができないと。 

 要するに現状のとおりでお願いをしたいと、十分であるという、そういうことでございます。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。長期処方が悪のようなことを言われますが、私としては長期処方についても病態が本当に安定

している方であって、分割調剤が前提になるんであれば、これはあってもいいのかなというふうに思い

ます。 

 その前提としては、やはり薬剤師の方が分割調剤をやるたびにその病態を確認して、もし医療機関に

受診が必要であれば、それを受診勧奨されるでしょうし、そのために服薬情報管理料で情報提供すると

いう義務が課せられてるんで、薬剤師さんがちゃんと職能を発揮すれば、この長期処方の分割調剤をセ

ットでやるということはありだと思いますし、この資料に出てますように、分割調剤を利用した患者の

８割が大変満足してるという結果も出ておりますので、患者の視点から見ると、やはり分割調剤をして

もらうということについては非常に有益だというふうに考えてます。 

 ２点目の論点で、加算を付けるということなんですが、今、全く進んでない分割調剤っていうものを

普及させるためには多少の加算についてはインセンティブとして、まあ、あってもいいんじゃないかな

というふうに思います。 

 分割調剤の現行の制度で普及が進まない。まずは患者の認知度が低いということと、仕組みが煩雑だ

と。処方箋３枚も付けて３分割の料金を支払うという、こういったことが普及を限定的にしてるんじゃ

ないというふうに思ってまして。 

 提案なんですけど、１つの検討要素として、国民の認知度を高めるために、処方箋に「分割調剤」と

いう欄を作って、そこにチェックをすれば分割調剤ができるという仕組みをつくれば、患者さんも処方

箋を見れば「ああ、分割調剤っていうのができるんだ」というようなことを認知もすることができるん

で。 

 医師の先生の方が「これは分割調剤できない」ということであれば、そこにチェックしなければいい

わけであって、分割調剤可能だという、もし先生がいらっしゃるんであれば、そこにチェックをしてい
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ただいて、「回数３回」というふうに書いていただければ、その処方箋を繰り返し利用できるというふう

な制度、いわゆるシンプルな制度にすれば、ある程度、国民の認知度も高まりますし、簡便な方法で普

及が進んでいくんじゃないかというふうに思いますんで、ぜひ、そこをご検討いただきたい。 

 処方箋も１枚にできる、することができますんで、そういったことも考えてはどうかというふうに思

います。 

 あと、お薬手帳なんかにも、やはり分割調剤という制度があるということをちゃんと記入すれば、患

者としては見るんじゃないかというふうに思います。以上です。 

 

 

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。52 ページの１つ目の論点のですね、服薬情報提供料を分割回数じゃなくって、通常の点数をっ

て言うんですけど。 

 分割調剤においてフィードバックしている、この３回の中身ってのはどういうものなのかってのは、

つかんでらっしゃいますでしょうか。 

 

 

 では薬剤管理官、お願いいたします。  

 

 はい。分割調剤における服薬情報等提供料につきましては当然、その服薬状況を正しく、アドヒアラ

ンスの点、服薬状況がどのようになっているか、それから副作用の発現状況などを踏まえてですね、必

要に応じて処方提案、変更の提案、あるいはその副作用の観点などから処方の変更も含めた提案なども

行って処方医にフィードバックして連携しているというふうに承知しております。 

 

 

 まあ、同じ薬で分割してるだけでございますし、その状況がこの１か月ごとなのかということで、こ

う見ていく中でですね、とりたててって言うのか、これは本当に責務でありますから、きちっとフィー

ドバックしていかないといけないし、フィードバックの中身っていうのはたぶん通知で要件がきちっと

定められてるとは思いますけれども、その辺の実態がどうなのかっていうのを判断して、点数、１回分

と同じように付けていいのかっていうのはやや疑問があるなあというふうに思ってますんで。 

 情報提供料の算定要件の中身っていうのを、きちっと毎月、通常の点数を取りたいっていうんならば、
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そこんところをしっかりと担保できるような仕組みにしないと、これで点数を取るのは賛成しかねると

いうふうには思ってます。 

 この分割調剤、先ほどから議論してますけども、長期処方に対してどう考えるかっていうところを含

めて、どういった対応を考えるかという３つ目の論点ですけれども。 

  

  

  

 やはり、これは薬局、それから医療機関等の先生たちの考えっていうのはどういうものでこれを施行

していったらいいのか、促進していくためにはどういう手法があるのかっていう、アンケート的な調査

というのはやってみる必要はあるんじゃないかなというふうに思います。  

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。51 ページ目のそのデータをですね、先ほど幸野委員が指摘されておられましたけども、もう一

度改めて見ていただきたいと思いますが。 
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 分割処方を利用した満足度っていうことでは、これ（左下の円グラフ）、Ｎが 38 でございます。 

 また、その中で８割の方というふうになっていますけども。 

 かたや、右側のグラフを見ていただきますと、「今後、分割調剤を利用したいかと思うか」ということ

に対して、Ｎがこれ、1,941 ですが、「利用したい」と、それから「費用負担がなければ利用したい」と

いう方は 14％でございます。23％が「利用したくない」というデータもありますので、両方をしっかり

と見比べていただく必要があるのではないかなというふうに思いますし。 

 また、長期処方の問題に関しましては、やはり私ども医療機関としましては、繰り返しになりますが、

患者さんと薬剤師と目の見える信頼関係を大事にしていきたいと思っております。 

 従いまして、一定期間、例えば１月に１回とかですね、そういったところでしっかりと患者さんを診

ていく姿勢は貫きたいとふうに思っております。  

 

 

 では有澤委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。私も繰り返しになりますが、資料の 47の所です。服薬情報提供料１というもの。保険医療機関
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から求めがあった場合であって、例えばこれが３分割になっていなくて３回受けても、それはその都度、

そういう指示があれば当然、手間をかけて情報提供することで算定ができるわけです。 

 ところが分割になっただけで、同じ内容で３回、きちっとその必要な患者の服用状況、服薬状況、あ

るいは服薬指導の要点、あるいは患者の状態、継続的に服用できるための技術的な調剤情報等を医師に

フィードバックをした上で、それを３回やって、初めて１回分というのはやはり、あまりにも手間暇を

かけてる中では評価が低いと感じておりますので、ほんと、この点は１号（支払）側の、（２号側の）日

医の先生も含めてですね、みなさんにご理解をいただきたいと思っております。 

 

 

 では今村委員、お願いいたします。 

 

 

 私はちょっと違う話で、宮近委員が先ほどニコチン依存症に関することでご意見を頂きました。 

 今さらながらの話なんですけど、日本はもうＯＥＣＤの先進国の中で圧倒的に喫煙率が高い国であっ

て、喫煙に伴う健康障害がどのぐらいあるかっていうのはこのデータとして示されているわけです。 

 66 ページ、これ、外国のデータですけれども、いわゆる喫煙をやめることによってですね、相当に生

存率が変わってくると。何歳かっていう時点にもよりますけど、だいたい 80歳の死亡率を見ると２割か

ら３割。何歳でやめてもそのぐらい死亡率が変わるっていうようなデータも出されています。 

 実際にこれ、ニコチン依存症、いわゆる喫煙をやめられない、やめたくてもやめられないっていうの

はこれ、依存の一種であって、治療が必要なものだっていう前提だというふうに私は理解をしています。 

 それをやめたいという方たちに対して、こういったサポートを有料で行っていると。 

 で、最終的には３割強の方たちが治療まで到達して、さらにその９割がその時点で喫煙をやめられて

いるってことなんで、全体としては３割ぐらいの方が禁煙にいったん成功しているということは相当に

成果が、ある意味、あるっていうふうに考えていただいたほうがいいと思う。 

 宮近委員もおっしゃってるのは、そのあとがきちんと継続してるかどうかをフォローしろって、こう

いうお話だと思います。 

 これは厚労省がやっていただいてもいいんですけども、逆に言うと保険者のほうではレセプトで、こ

の治療を受けられた方が誰だってことは分かるし、保健指導、健診、保健指導はこれ、基本的には皆さ

ん受けていただくことになってますから、特定健診。問診の中で喫煙してるか、してないかっていうの

は必ずこれ、取ってるんで、突合すればデータは出るんですよね。だから、ぜひ、その大きな大々的な

ものでなくても結構なんですけど大きな単一の健保なら健保の中で、そういう調査をしていただいたら、

これってのはある程度分かることじゃないかなあというふうに思っています。 

 繰り返しになりますけれども、やっぱり日本の健康寿命を 100 年っていうことを考えていく時に、こ

の喫煙をできるだけ減らすってことはすごく大きな要素になるので、それを診療報酬上、しっかりと取

組をしていくっていうことは私はぜひともやってくべきことだというふうに理解をしています。  
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 では宮近委員、お願いいたします。  

 

 今村委員のおっしゃることはもう本当にそのとおりだと思いますし、66 ページの資料を見ても、喫煙

が及ぼす影響については歴然としてますし。 

 ただ、３割の方しか成功していないという数字をどう見るかということと、ご指摘もありました、そ

の後のフォローでどうなってるのかというのも分からない。 

 そういう状況の下で、やはりこういった依存症について対象を広げてですね、診療をしていくことが

どうなのかということについて根本的な疑問がありまして、そういった検証をしながら、このニコチン

依存症に対する治療の在り方を検討すべきだということで申し上げておりますんで。 

 先ほど申し上げましたとおり、こういう拡大する方向で見直しを行うことはやはり、そういったこと

が明らかになる、あるいは検証できた時点でもう一度見直しをして、そこで考えていくべきではないか

というのが私の考えでございます。 

 

 

では今村委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。きちんとしたエビデンスを出すべきだっていうのは私もそれはそれで

反対するものではありません。しっかりとフォローするってことは重要だと思ってますけれども。 

 基本的に日本っていうのは依存症に対する、まあ、ギャンブルもそうなんですけど、そういったもの

に対する治療っていう考え方が非常に弱いと思っています。 

 本人任せになっている。例えばいろんな薬物でもそうですけど刑罰を与えるけれども、きちんとした

治療を受けるっていうようなシステムってのがきちんと完成されてないと。 

 従ってですね、私、多くの、これは新しく加熱式たばこが出ていて、いわゆる一般の方たちは普通の

たばこから加熱式ならばいいだろうっていうことで、どんどんどんどん、またそっちが増えると。 

 つまりメッセージとして、これは依存なんであって治療が必要なんだっていうことをやっぱり国が示

していくためには、こういった拡大っていうことも必要なんじゃないかなというふうに思ってるという

ことを申し上げたいと思います。 

 

 

 では吉森委員、お願いいたします。 
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 はい。ギャンブルとニコチンでちょっと若干、時間があれなんですけども。 

 このタイミングでギャンブル依存症に対しての集団療法プログラム、これは前回も申しましたけれど

も、いろんなエビデンスが必要だよねっていう話をして、今回、いろいろ出していただいた。 

 このタイミングで、やはりこれを進めたい、治療としてってのは、全世界的な流れの中で、日本とし

てどうだって今、今村先生からもありましたけども、そういう意味から言って、このギャンブル依存対

策基本法というのがやはり横にあるっていう考え方でよろしいでしょうか。 

  

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい、そのとおりでございます。 

 

 

 はい。本来的にはですね、日本国内でどのような治療が行われて、どの程度の効果があるのか、また

諸外国でどのような対応がなされてるかっていうのはしっかり分析して、真に効果のある治療方法に限

って保険適用をすべきだいうふうには基本的に考えてますけれども。 

 今回、事務局から提示されているこの「標準的治療プログラム」、これについては被験者 187名、前回

も申しましたけど、非常に少ないっていうことですけれども、一定の有効性が確認されているというこ

とであり、もろもろ、いろんな治療に関わるエビデンスというのをこう、出していただいてるというこ

とから言えばですね、今後に対しては、これは限定的に、こういうようなプログラムに限り、保険適用

するっていう方向性、考えっていうのは明確には反対しませんけれども、今後、やはりいろんなその治

療実績を含めて資料を集めていただいて、解析、分析をしていって、より良いものにしていくっていう

方向性をきちんと、何て言うんですか、担保していただければというふうに思います。  

 もう１つのニコチン依存症管理料についてですけれども、これも若干、宮近委員と意見が相反します

んで、「支払側、何だ」って言われちゃうかも分かりませんけれども。 

 この加熱式たばこっていうのは健康影響については当然、この今後の調査研究っていうのは継続して

明らかにする必要はあると思いますけれども、現在の資料によりますと、やはり程度の差はあれ、加熱

式たばこが人体に有害であるということで、ＷＨＯのインフォメーションシートにおいても、他の全て

のたばこ製品に適用される政策に従う必要があるというようなことを勘案すれば、現在、これも保険適

用云々の基本的な考え方は宮近委員と同じですけれども、こういうことで保険適用している流れの中で

は、対面療法と情報通信機器を用いた診療を組み合わせる。ここはそれぞれ、きちんと安全性・有効性
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を担保するような入口、出口をしっかりと対応していかないといけないと思いますけれども、検討する

方向性というのは反対する必要はないかなあというふうに考えております。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、いろいろ意見出てますけど、まずギャンブル依存症なんですが、この依存症が物質依存症と同

じように病気であるということは理解いたしました。 

 集団療法に有意性があるということも理解するんですが。 

 その上で、やはり保険適用ということについては慎重に考えるべきだというふうに思います。 

 ギャンブル依存症っていうのは、そもそも自己責任において発生した病気でありますし、原則として

はやはり自分の努力で回復すべきものということと思います。 

 安易にこれ、保険適用することによって、もし依存症になっても保険で治療できるということになる

と逆の方向に向かうんじゃないかというふうに思うんで、保険適用するっていうことについては慎重に

検討すべきだと思います。 

 ＩＤＣ（ママ）11 では、ギャンブル依存症っていうのが認定されたっていうことなんですけど、同時

にゲーム障害についても、ＩＤＣ11で認定されたというふうにテレビで報道されてましたが。 

 じゃあ、ギャンブル依存症が保険適用されたら、次はゲーム依存症かと。その次はスマホ依存症かと。 

 これ、どんどん限られた財源の中で保険適用していくのかということについては、やはり慎重に検討

していくべきだというふうに思います。 

 保険適用する前に、国としてちゃんとやっていく対策があるんじゃないかと。 

 ギャンブル依存症については基本法が 30 年 10 月に施行されて、推進基本計画っていうのが本年４月

に策定されてて、ちょっとネットでこれ、読んでみたんですが、これ、関係部署にお聞きしたいんです

が、その一番最後のほうにギャンブル依存症に対する治療にも触れられてるんですが、数行書いてあっ

たんですが、専門的な医療の確立・普及の必要性が指摘されているが、現状は、ギャンブル等依存症に

対する専門的な「治療」は確立していないという一文があったんですが。 

  

 ▼ 基本計画では、専門的な「治療」ではなく、「専門的な医療は確立していない」としている。 

  https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000520870.pdf 

   

 これの事実関係について、ちょっとお伺いしたい。 

 こういった基本計画の中に確立してないと、４月時点で言ってるにもかかわらず、じゃあ今、12 月な

んですけど、これが確立されたのかっていうところをまずお聞きしたくて、そこはちゃんと、もし基本

計画に示されてるんであれば、この基本計画を修正して、その上で保険適用すべきじゃないかというふ

うに思うんですが、その辺はいかがでしょうか？ 
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 では事務局、よろしくお願いいたします。 

 

 ギャンブル依存症に関してですけれども、療法の確立につきましては、こちら、ちょっと昨年度まで

ですね、このプログラムの研究をしていたところでございまして、そのタイミングをここ（基本計画Ｐ

69）の「現状」という所で記載しておりますので、ちょっと時点として、昨年の早い段階の時点での文

言だということでご理解いただければと思います。 

 ですので、そういった昨年度までの研究を踏まえてですね、今回の「標準的なプログラム」を策定し

て、今回議論いただいているということでございます。 

 あと、疾病についてということですけれども、依存症につきましては、偏見とか誤解が非常に多い疾

病かというふうに思っておりまして。 

 ここにいる方もですね、おそらく病気だと認めるのは難しい考えを持ってる方も多いかと思いますけ

れども、国際的にも疾病として精神疾患として認められておりまして、単にギャンブル好きというわけ

ではなくて脳の変容を伴っていると、そこが重要かなと思っておりますので、医療的な対応が必要かな

というふうに考えております。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 すいません、基本計画は今年の４月に出て、その中で確立されてないっていうふうに謳われてるんで

すが、その後、確立されたということなんでしょうか？ 

 

 そこは少し、タイミングの問題がございまして、ちょうど昨年度末までのですね、研究があったとい

うところがございまして、そこの成果がちょっと反映されてない部分がございます。 

 その成果につきましても普及の観点から引き続き調査などは行っておりますけれども、中身につきま

しては昨年までの研究でですね、プログラム、治療法を開発したというような時系列というふうになっ

ております。 
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 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 そうであれば、この中医協の場でこれを保険適用するかどうかは結論付けられなくて、まず基本計画

を修正して、それをみんなでちゃんと確認してから保険適用を議論すべきじゃないでしょうか。 

 

 そこはちょっと書きぶりの問題もあるかと思いますけれども、研究自体がですね、幅広く普及するも

のも含めて今年度も行っているところでございましたので、それも含めた「医療の確立」という幅広い

概念で記載しておりまして、引き続き知見の蓄積などですね、計画期間中も行っていくというふうに考

えております。 

 

 

 では医療課長、補足をお願いいたします。 

 

 

 はい。当然、中医協の議論ということで、先ほど吉森委員にお答えをさせていただきましたけれども、

ギャンブル対策法、これに従ったようなものであるというのは確かでございますけれども、ここにおい

ては、まさにエビデンスに基づいて、このギャンブル依存症についての治療法、これをご検討いただき

たいというふうに思ってます。 

 もちろん、基本法については、基本計画については基本計画として担当部署が担当していくというふ

うに思いますが、ここにおいては、まさにギャンブル依存症という疾患に関しての治療法、これをエビ

デンスとして認めて、認めるのか、そして、それを保険適用するのかという視点でご議論いただきたい

というふうに思います。 

 

 

 では間宮委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。ギャンブル依存症なんですけれども、これが病気だっていうことは理
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解してますし、もちろん薬物依存症とかアルコール依存症と同じようなものだというのは分かるんです

けど。 

 素朴な疑問としてですね、薬物とかアルコールの場合はですね、やめるっていう、断つっていう結果

を求めてると思うんですけど、このプログラムだとですね、行く機会が、回数が少なくなったとかです

ね、使うお金が減ったとかっていうね、「結局、ギャンブルやってんじゃん」っていう……（会場、笑い） 

 ことがあるので、「それでいいのかな」っていうのがすごく疑問に思うんですよね。 

 せっかくそういうプログラムがあってもですね、やってるんだったら、結局、また元に戻る可能性は

ね、もちろん、薬物だってそうですけど、そういう意味ではですね、大変失礼な言い方かもしれません

けど、このプログラム自体もですね、もっとやっぱり精度を上げていくというかね、もっと効果を求め

ていく、完全にやめる、やめられるようなプログラムっていうものをつくっていって、それを実際、検

証していってですね、それから保険適用するっていうことでもいいんじゃないかなっていうふうに思い

ます。以上です。 

 

 

 ほかいかがでございましょう。では事務局、補足をお願いいたします。 

 

 はい、ちょっと補足をいたしますと、基本的にご理解いただいてるように、薬物、アルコールと同じ

で、基本的に「断」、やめていただくということが基本かと思っております。 

 資料にお示ししたところでもですね、断ギャンブル 

率というところを出しておりまして、56 パーとかですね、出ておりますけれども、他のアルコール等に

比べてもですね、比較的高めの数字なのかなというふうには考えて、有意な数字かなというふうには考

えております。 

 頻度とか金額につきましてもですね、やってしまったけれども、やっぱり減少してると。そういう有

意性を示しているというものでございますので、基本的には「断ギャンブル」というのがですね、原則

でありますけれども、その中で努力していただくというような考え方で進めておるところでございます。 

 

 

 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。では、ほかに……、ん？ 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 ▼ 予定の閉会時間を既に 20分オーバーしている。 
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 これ、日本で今、ギャンブル依存症の集団療法ができる期間っていうのはありますか、というのと、

コストがどれぐらいかかってるのかっていうのをちょっと、お教えいただきたいんですが。 

  

 

 では、お願いいたします。 

 

 今回、プログラム作成にあたりまして実施いただいた医療機関、35機関ほどございます。 

 計画の中ではですね、専門的な医療機関を全国、政令市などに整備したいというふうな目標で掲げて

いるところでございます。 

 ちょっと、コストにつきましては、すいません、詳細をちょっと把握……、確認できればちょっと、

お伺いしたいと思います。 

 

 

 すいません。（依存症）集団療法だと、１回でまあ 3,400 円。これ、６回やれば２万円近くっていうこ

となんですけど、これとだいたい同等というふうに考えてよろしいんでしょうか。 

 

 すいません。費用につきまして、これは治療というよりは研究として行っているところでございます

ので、ちょっとその費用をちょっと、出すということは難しいかなと思っておりますけれども。 

 点数などについては、現在ある依存症集団療法などを参考にしていくのかなというふうに考えており

ます。 

 

 

 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 では、ほかにご質問等もないようでございますので、本件に関わる質疑はこのあたりとしたいと存じ

ます。 
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令和２年度診療報酬改定への意見について 

（公益委員案の提示） 
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【説明】令和２年度診療報酬改定への意見（公益委員案の提示） 

 

 

 

 

 

 次に、「令和２年度診療報酬改定への意見について（公益委員案の提示）」を議題といたします。 

 これまでの１号（支払）側委員、２号（診療）側委員の意見書、中医協での議論等を踏まえて公益委

員のほうで厚生労働大臣に対する意見書の案を作成いたしましたので、これについて議論したいと存じ

ます。 

 まず、この公益委員案について、便宜上、事務局より説明のほうを頂きたいと思います。では医療課

長、よろしくお願いいたします。 

 

 

 はい。「総－４」の資料に基づきまして読み上げさせていただきます。 

  

 まず、本協議会は、医療経済実態調査の結果、薬価調査及び材料価格調査の結果等を踏まえつつ、令

和２年度診療報酬改定について審議を行ってきたところであるが、その結果を下記のとおり整理したの
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で、厚生労働大臣に意見を申し述べる。 

 

１．医療経済実態調査の結果について 

 本協議会は、医業経営の実態等を明らかにし、診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とし

て、第 22回医療経済実態調査を実施し、その結果等について検討した。 

 

２．薬価調査及び材料価格調査の結果について 

 薬価調査の速報値による薬価の平均乖離率は約 8.0％、材料価格調査の速報値による特定保険医療材料

価格の平均乖離率は約 5.8％であった。 

 

３．令和２年度診療報酬改定について 

 我が国の医療については、人口減少・少子高齢化が進展するとともに、人生 100 年時代に向けた「全

世代型社会保障」の構築が求められる中で、世界に冠たる国民皆保険を堅持し、あらゆる世代の国民一

人一人が安全・安心で効率的・効果的な質の高い医療を受けられるようにすることが必要である。また、

医療を取り巻く環境の変化や多様な国民のニーズに柔軟に対応することが重要である。 

  

 社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において取りまとめられた「令和２年度診療報酬改定の基

本方針」（以下「基本方針」という。）では、重点的に取り組む課題として、医師等の働き方改革の推進

や、患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療を実現するための取組を進めつつ、

効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上を図ることが示された。 

  

 本協議会は、この基本方針に基づき、全ての国民が質の高い医療を受け続けるために必要な取組につ

いての協議を真摯に進めていく。こうした基本認識については、支払側委員と診療側委員の意見の一致

をみた。 

  

 しかし、このような基本認識の下で、どのように令和２年度診療報酬改定に臨むべきかについては、

次のような意見の相違が見られた。 

 

 まず、支払側の意見は次のとおり。適正化・効率化を通じた制度の安定とその持続可能性を高めてい

くことが、喫緊かつ重要な課題である。医療経済実態調査結果からは、中期的に見れば国公立・公的病

院以外の経営状況は概ね堅調であり、今後の人口動態の変化を踏まえれば、国民負担の軽減を確実に図

りつつ国民皆保険体制を守っていかなければならないこと等から、令和２年度改定において、診療報酬

はマイナス改定とするべき。また、薬価等調査の結果に基づく薬価等の改定を行なうとともに、イノベ

ーションの推進にも配慮しながら薬価制度の抜本改革に基づく必要な対応も併せて検討すべきであり、

薬価等の引下げ分は、診療報酬本体に充当することなく国民に還元すべき。 

  

 これに対し、診療側の意見は次のとおり。今後の少子化、人口減少が確実な現状の下、医療の質を確

実に担保すると同時に、効率的な医療施設運営を可能とする報酬体系が必要である。医療経済実態調査
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の結果等からは、医療機関等は総じて横ばいの経営状況であって、一般病院、一般診療所ともに様々な

職種の従事者が増え、給与比率は上昇している。また、社会保障と経済は相互作用の関係にあり、医療

に財源を投入すれば、特に医療従事者の比率が高い地方では経済の活性化により、経済成長を促し、地

方創生への多大な貢献につながること等から、世界に誇るべき国民皆保険を持続可能なものとするため

にも、薬価改定財源は診療報酬本体に充て、診療報酬改定はプラス改定とするべき。 

  

 本協議会は、社会保険医療協議会法でその組織構成や、審議・答申事項等を法定されており、医療保

険制度を構成する当事者である支払側委員と診療側委員、そして公益委員が、医療の実態や医療保険財

政等の状況を十分考慮しつつ、診療報酬改定の責任を果たしてきた。 

  

 診療報酬改定は、基本方針に沿って、診療報酬本体、薬価及び特定保険医療材料価格の改定を一体的

に実施することにより、国民・患者が望む安心・安全で質の高い医療を受けられるよう、医療費の適切

な配分を行うものである。そのために、本協議会においては、これまでも医療制度全体を見渡す幅広い

観点から、膨大な時間を費やしデータに基づいた真摯な議論を積み重ね、診療報酬改定に取り組んでき

ており、これからもそのように取り組み続けていく。 

  

 厚生労働大臣におかれては、これまでの本協議会の議論を踏まえ、令和２年度予算編成に当たって、

診療報酬改定に係る改定率の設定に関し適切な対応を求めるものである。 

  

 また、我が国の医療が抱える様々な課題を解決するためには、診療報酬のみならず、都道府県に設置

された地域医療介護総合確保基金の活用や予防・健康づくりの取組など、幅広い医療施策を講じていく

必要があり、この点についても十分な配慮が行われるよう望むものである。 

 

 以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。 

 本日は、この公益委員案について議論を行い、議論の結果、修正等もあるかと存じますが、できれば

１号（支払）側委員、２号（診療）側委員、そして公益委員の間で合意を得まして意見書を提出したい

と考えているところでございます。 

 それでは、公益委員案につきまして、何かご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。  

 

 （挙手なし） 

 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 では、ご意見等もないようでございますので、この意見書案をもって中医協から厚生労働大臣に対す

る意見書としたいと存じますが、よろしゅうございますでしょうか。 
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 ありがとうございました。 

 それでは、中医協から厚生労働大臣に対する意見書として提出したいと存じます。 

 本日は、大臣の代理ということで（濵谷浩樹）保険局長にお渡ししたいと存じます。 

 マスコミ等の方は、この場面だけ、カメラ撮り解禁でございますので、撮影をご希望される方は前の

ほうにお越しくださいますよう、お願いいたします。 

  

 （意見書 手交） 

  

 

 

 事務局におかれましては、これは中医協の総意としての意見でございますので、（厚生）労働大臣にお

渡しいただきますよう、お願いいたします。 

  

 本日の議題は以上でございます。 

 なお、次回につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。そ

れでは、本日の総会はこれにて閉会でございます。ご参集どうもありがとうございました。  

  

 （散会） 
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